チケットの お求めは
としまチケットセンター

窓口販売 東京都豊島区東池袋4-5-2 ライズアリーナビル 3F

申込

マークをご 確認ください

電話販売

：00～19：00
☎03-5391-0516 10
※6/12（月）･13（火）･22（木）を除く

各地域文化創造館（巣鴨を除く）

雑司が谷案内処

としま未 来 文化財 団

託児サービスあり（要事前申込）

LIVE MUSIC in 庁舎シリーズ vol.2

斎藤大陽 ×

2017年6月5日号(毎月5日発行)

世界に発信・マンガアニメシリーズ／国際アート・カルチャー都市推進事業

GAME SYMPHONY JAPAN & ANIMATION SYMPHONY JAPAN
Music Festival 2017
「ワンピース」や「サクラ大戦」
「GRAVITY DAZE」の作曲家 田中公平氏と、
「ロマンシング サ・ガ」や「パズドラ」の作曲家である伊藤賢治氏。作家自身が
厳選したアニメ＆マンガ曲を豪華ビッグバンドとストリングスで演奏！
アニメーション＆ゲームの代表的作曲家の夢の共演が実現した一大
フェスティバル！

壷阪健登

©2013.YBBJC

イブ音楽体験！
庁舎で気軽に極上のラ
大陽。
学中のベーシスト・斎藤
バークリー音楽大学在
ャンを
ジシ
で活躍しているミュー
ジャズの本場アメリカ
場。
が登
ーカリスト・八木映美
迎えてのトリオにヴォ
斎藤大陽(ベース)、壷阪健登(ピアノ)、
森智大(ドラムス)、八木映美(ヴォーカル)

曲目

My favorite things、So many stars、
You've changed、Hyperballad ほか ※曲目・曲順は変更になる場合があります

8/25金

としまセンタースクエア
（豊島区庁舎1F） 6/5月

【問合】
プランセクション ☎03-3590-7118（平日10：00～17：00）

全席自由

（整理番号付）
※1ドリンク付
未就学児
入場不可

以下の欄は広告です。お問い合わせは各広告主まで。

16種類

管弦楽 東京室内管弦楽団＋バンド

耳ツボダイエット
こんな方に最適です
・真剣に5～20kg痩せたい方（30kg以上もお任せください）
・今迄に何度も減量に失敗した方、
リバウンドした方
・食欲をどうやってもおさえられない方
・肩コリ・生理不順・頭痛・不眠等身体が不調な方
・代謝が悪く、痩せにくいと感じている方
・医師から痩せるよう指示された方
・ひとりではどうやって痩せていいかわからない方

無料カウンセリング実施中

受付時間／10：00～20：00
日本痩身医学協会会員

耳ツボ
健康サロン

健康管理士 一般指導員

完全予約制

健康管理能力検定１級

ハッピーガーデン
HP ハッピーガーデン新大塚 検 索

ハッピーガーデン新大塚

針は使 いませ ん の で小

地下鉄新大塚駅より 4分 学生からご高齢の方まで
JR大塚駅南口より10分 安全安心です。

お子様連れ歓迎です。
ハッピーガーデン千川駅前 カウンセリングで計測後
TEL:03-3957-5868 お話を伺ったうえで痩身
ハッピーガーデン川口元郷 計画、ご予算を提示させ
TEL:048-229-4304 ていただきます。

指 揮 志村健一

八木映美
前

売

当

日

豊島
区民割引

2,500円
2,700円
2,300円

申込

プレコンサート情報

※開場時刻に券面記載の整理番号
順でご入場いただきます。整理番
号順での入場が終了した後は、先
着順でご入場いただきます。

本公演に先立ち、開場中にプレ公演開催！
■指揮：志村健一 ■演奏：田中公平氏のファンによるアマチュア音楽団（仮）
■曲目：
『サクラ大戦』より｢檄! 帝国歌劇団｣｢御旗のもとに｣、
『 ワンピース』より｢ウィーアー!｣
伊藤賢治

田中公平

8/16水

18：00開演（17：00開場）

東京芸術劇場コンサートホール

深

発売日

6/17土

海

美術へのいざない 特別展「深海2017」最深研究でせまる“生命”と“地球”
会期：7/11(火)～10/1(日)

会場：国立科学博物館

2012年、世界で初めて生きたダイオウイカ
の 撮 影 に 成 功 し 、話 題 を さ ら っ た 深 海 の
世 界。今夏開催される本展では、実物展示や
最新映像、CGを駆使して「生物発光」
「 巨大
生物」
「 深海と巨大災害」などを紹介します。
その最深部分まで篠原現人氏による魅力
たっぷりのレクチャーにて迫ります。

関連文化講演会

全席指定
A席
7,000円
B席
5,000円

7/19水

としまセンタースクエア(豊島区庁舎1F)

未就学児
入場不可

申込

としま
国際アート･カルチャーフォーラム
2017年度
第2回

「東アジア文化都市」

講 師 篠原現人（国立科学博物館 動物研究部 研究主幹）

18：30開演（18：00開場）

ほか

※プログラム・楽曲・出演者は予定のものであり、予告なく変更になる場合があります。予めご了承ください。

【問合】
プランセクション ☎03-3590-7118（平日10：00～17：00）
ダイエットは気合や根性だけでできるものではありません。
安心・確実なダイエットを痩身のプロにお任せ下さい！

http://www.tonton-mitubo.jp

『GRAVITY DAZE』シリーズより、
『パズル&ドラゴンズ』より、
曲 目 『ワンピース』より、
『ロボット発進、必殺技BGM集』より、
『ロマンシング サ・ガ』より ほか
出 演 田中公平 ( Vo & Pf )、伊藤賢治( Synth ) ほか

出演

発売日

No.276

ゲームシンフォニージャパン ＆ アニメーションシンフォニージャパン ミュージック・フェスティバル2 017

JAZZ Live

19：00開演（18：30開場）

6

検索

発行部数／120,000部
〔豊島区内・近隣区新聞折込〕

(仮)

Trio
with
Eimi

森 智大

2017

〒171-0022 豊島区南池袋2-34-5 藤和第2ビル2階
TEL：03-3590-7581
（代表）
FAX：03-3984-0865

と し ま 区文化情報紙

※各公演とも原則、未就学児の入場はご遠慮ください。 ※車椅子席をご希望の場合は、お電話にてお問い合わせください。 ※チケット購入後の
キャンセル・変更はできません。 ※原則、
学生割引は学生証をご提示ください。 ※本紙面掲載の公演は、
すべて当財団の文化事業として、
特別料金と
なっております。 ※都合により出演者・演目・曲目・曲順等が変更されることがあります。予めご了承ください。 ※各施設の休館日にご注意ください。

斎藤大陽

発行／公益財団法人 としま未来文化財団

Culture
Information

オンライン予約 http://www.toshima-mirai.jp/performance/ticket/gettii.html

東京芸術劇場ボックスオフィス ☎0570-010-296（10:00～19:00）

チケットぴあ http://pia.jp

みらい

好評
受付中

入場無料
定員 200名

【申込】往復はがき、またはEメールにて①住所 ②氏名(ふりがな) ③電話番号を明記の上、
下記まで申込。7/5(水)必着 ※ご応募の際は郵便料金の改定にご注意ください。
●郵送 〒171-0022 豊島区南池袋2-34-5 藤和第2ビル2階
としま未来文化財団
「美術へのいざない」
係 ※返信面にも返送先住所･宛名をご記入ください
●Eメール t_mirai_machi_s@a.toshima.ne.jp

＊申込は、往復はがき、Eメール１通につき１名のみ。
＊応募者多数の場合は抽選。
＊記入漏れ・未記入の場合は抽選の対象外となります。

【問合】
まちの魅力づくりセクション ☎03-3981-4732（平日10:00～17:00）

講師

太下義之(三菱UFJリサーチ＆コンサルティング

芸術･文化政策センター長/主席研究員)

6/7水 18：30開演
全席自由

太下義之

（18：00開場） 好評
受付中
としまセンタースクエア(豊島区庁舎1F)

一般

・カルチャー特命
1,000円 (要事前申込、先着順) ※国際アート
大使は無料(要事前申込、優先)

【申込】FAX受付(詳細は下記までお問い合わせください)
【問合】
としま国際アート･カルチャーフォーラム実行委員会事務局
☎03-3590-7119（平日10:00～17:00）

