
【問合】プランセクション 　☎03-3590-7118(平日10:00～17:00)　e-mail：t_mirai_jaa@a.toshima.ne.jp　※業務の都合上、返信が遅れる場合がございます

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

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

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

【問合】プランセクション 　☎03-3590-7118(平日10:00～17:00)
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武者小路千家東武カルチュア
スクール　月曜10時～12時　
¥5400　3ヶ月¥28764　3988
-4855

￥
時

電
入

グレッグ先生と楽しく英会話
米国人講師　学生一般シニア
好評の自由予約制個人教授！
　火～土　5千円　4千円～
　千川駅3番出口前★体験可
　3554-7580グレッグ英会話

￥

電
場

入時

対

※本欄掲載内容について、当財団はご案内のみしております。内容については直接、募集主にご連絡ください。
●詳細 http://www.toshima-mirai.jp（申込用紙もダウンロードできます）

募 集
案 内

●申込：平日9:00～17:00に、財団事務所窓口
　　　 （豊島区南池袋2-34-5 藤和第2ビル 2階）
　　　 「募集案内」係まで　☎03-3590-7119

※申込多数の場合は先着順となります。
●平成29年8月号：掲載受付は6/16(金)まで。

●料金：1行700円（ホームページ同時掲載の場合1行1,000円）

掲載例 ＝日時　   ＝場所　   ＝会費、月謝、料金　   ＝入会金　   ＝割引料金　   ＝対象　   ＝電話　   ＝FAX￥ 入 割 対 電 F時 場
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としまとしま 落語落語の

8/17木 18:30開演（17:30開場）
南大塚ホール　

好評
発売中

第99回 南大塚ホール落語会第99回 南大塚ホール落語会
第99回南大塚ホール落語会は、関西で大人気の
若手上方落語家が登場。新作落語と古典の競演も
お楽しみください。

6/18日 10:00開演（9:30開場）
雑司が谷地域文化創造館 多目的ホール

前売券完売／当日券（若干枚数） 500円　※会場前にて発売（9:30～）

【問合】雑司が谷地域文化創造館　☎03-3590-1253　〒171-0032 豊島区雑司が谷3-1-7

第26弾!雑司が谷ワンコイン落語会第26弾!雑司が谷ワンコイン落語会
～朝から兼好師匠の落語で楽しい一日を！～

7/17●月・祝 13:00開演（12:30開場）
千早地域文化創造館　第１会議室

千川亭落語発表会千川亭落語発表会
三遊亭圓窓師匠の指導により結成された「洒落っ子連千川亭」による発表会。
師匠の一席も予定。入場無料となっておりますので、お誘いあわせの上、
ご来場ください。

出演 三遊亭兼好

入場無料
※当日直接会場へ

【問合】南大塚地域文化創造館 ☎03-3946-4301 〒170-0005 豊島区南大塚2-36-1

【問合】千早地域文化創造館　☎03-3974-1335　〒171-0044 豊島区千早2-35-12

出演 落語：笑福亭たま、桂まん我、立川こはる 他　
ものまね：江戸家まねき猫　
※出演者は変更になる場合がございます。予めご了承ください。

※南大塚地域文化創造館のみ電話予約も可
申込

全席自由 前売1,200円　当日1,300円一般 1,000円友の会

（巣鴨を除く）

友の会発売日
6/1木

一般発売日
6/4日

桂まん我

三遊亭圓窓

江戸家まねき猫立川こはる

笑福亭たま

イベントスケジュール
催物名日付 開演時間 備考入場料

第26弾！ 雑司が谷ワンコイン落語会6/18(日) 10:00
【前売完売】
当日 500円
※若干枚数 ➡中面 左頁へ

【会場・問合】雑

サマーコンサート2017
～デュオコンサート～7/1(土) 14:00 全席自由 500円

※先着100名 ➡中面 左頁へ
【会場・問合】雑

美術へのいざない
～特別展「深海2017」関連文化講演会7/19(水) 18:30 無料

※要事前申込 ➡表面 右頁へ
【問合】【会場】TC ま

近藤良平・コンドルズ「にゅ～盆踊り」　7/15(土)・
16(日)

17:30
両日共 ➡裏面へ

【問合】【会場】WP あ無料
※申込不要

あうるのまちのあそびばシリーズ7/15(土)
～8/18(金)

掲載頁
参照

無料
※申込不要 ➡裏面へ

【会場・問合】あ

プランセクション ☎03-3590-7118プ

南大塚地域文化創造館 ☎03-3946-4301南

駒込地域文化創造館 ☎03-3940-2400駒

まちの魅力づくりセクション ☎03-3981-4732ま

広報･施策調整グループ ☎03-3590-7119広

雑司が谷地域文化創造館 ☎03-3590-1253雑

巣鴨地域文化創造館 ☎03-3576-2637巣

あうるすぽっと  ☎03-5391-0751あ 雑司が谷案内処 ☎03-6912-5026案

豊島区トキワ荘通りお休み処 ☎03-6674-2518ト

千早地域文化創造館 ☎03-3974-1335千

東京芸術劇場コンサートホールCH

南大塚ホール南H

池袋西口公園WP

としまセンタースクエアTC

会場・問い合わせ先

東京芸術劇場プレイハウスPH

2017年度第2回としま国際アート・カルチャーフォーラム
「東アジア文化都市」6/7(水) 18:30

全席自由
前売1,000円
※要事前申込 ➡表面 右頁へ

【問合】【会場】TC 広

朗読公演「ざっくりと日本の詩歌」6/24(土)・
25(日)

掲載頁
参照

掲載頁
参照 ➡中面 左頁へ

【会場・問合】あ

子供のためのシェイクスピア「リア王」
7/14(金)
～19(水)

掲載頁
参照

掲載頁
参照 ➡裏面へ

【会場・問合】あ

おどる童話「まほうのゆび」 8/5(土)
 ～16(水)

掲載頁
参照

掲載頁
参照 ➡裏面へ

【会場・問合】あ

千川亭落語発表会7/17(月・祝) 13:00 無料
➡中面 左頁へ
【会場・問合】千

南大塚SHOW劇場
Magic of MAGIC Vol.1147/20(木) 19:00

全席自由
前売 2,700円
当日 3,000円 ➡中面 左頁へ

【問合】【会場】南H 南

演劇「海のこどもたち」7/22(土)・
23(日)

13:00
両日共

掲載頁
参照 ➡裏面へ

【会場・問合】あ

読み聞かせ「絵本のじかんだよ！」7/25(火)
11:00
15:00

掲載頁
参照 ➡裏面へ

【会場・問合】あ

GAME SYMPHONY JAPAN & 
ANIMATION SYMPHONY JAPAN 2017(仮)8/16(水) 18:00

全席指定
A席 7,000円
B席 5,000円 ➡表面 右頁へ

【問合】【会場】CH プ

みんなの日本舞踊8/18(金) 15:00 掲載頁
参照 ➡裏面へ

【会場・問合】あ

第99回 南大塚ホール落語会8/17(木) 18:30
全席自由
前売 1,200円
当日 1,300円 ➡中面 左頁へ

【問合】【会場】南H 南

斎藤大陽Trio with Eimi  
JAZZ Live8/25(金) 19:00

全席自由
前売 2,500円
当日 2,700円 ➡表面 左頁へ

【問合】【会場】TC プ

※内容など変更の場合もございますので、必ず事前にご確認ください。 
※原則として、展示・ワークショップ・講座・募集告知・豊島区外の会場の公演などは、本スケ
　ジュールに掲載しておりません。

募集にあたって必ずお読みください

あうるすぽっと 　☎03-5391-0751　【HP】http://www.owlspot.jp

公 演

東日本大震災・熊本地震 直接支援
第6回 笑顔と夢を絆でチャリティーショー
～スペシャルゲストに福田こうへい・ナイツを迎えて～

全席指定

さまざまな公演をご紹介いたします。当財団の主催公演ではございません。
※原則公演初日の3日前まで販売いたしますが、状況により
　販売終了を早めることがあります。
※郵送でのお取扱いは出来ません。　
※ポイントカードはご利用いただけません。

名曲・名作鑑賞会名曲・名作鑑賞会 申込

申込 としまチケットセンター　☎03-5391-0516（10：00～19：00）

8/25金 18：00開演（17：00開場17：40報告・式典開始）
板橋区立文化会館 大ホール

4,500円S席

（友の会 4,300円）
4,000円A席

（友の会 3,800円）
1,000円応援席

福田こうへい

ナイツナナオ

発売期間
6/2金～7/30日

講 座

雑司が谷地域文化創造館　☎03-3590-1253 〒171-0032  豊島区雑司が谷3-1-7

7/11火～21金  火・金　全4回　10：00～12：00雑司が谷地域文化創造館 パソコンルーム

雑司が谷地域文化創造館パソコン講座  「インターネットとメールの楽しみ方」

定員 15名 対象 文字入力＆マウス操作可能な方 講師 としまITサポーターズ

インターネットやメールを使って出来ることの基礎から応用までを学びます 。

費用 2,600円（教材費含）
【申込方法】往復はがきに①講座名②住所③氏名（ふりがな）④電話番号⑤性別・年齢を記入の上(在勤・在学の方は勤務先・学校名、所在地、電話
番号も記入）、雑司が谷地域文化創造館へ郵送。返信用はがき持参で直接窓口申込も可。※ご応募の際は郵便料金の改定にご注意ください。

好評
発売中！！

好評
発売中！！

好評
発売中！！

締　切
7/1土

展 示
雑司が谷案内処2階ギャラリー展示「ワンコイン落語会 ぽすたぁ展」

展示中～終了日未定 9：00～20：00
千早地域文化創造館 ロビー

千早地域文化創造館 ロビー展示「ミニ展覧会 ～都立豊島高等学校美術部作品展～」

入場無料 ※当日直接会場へ

入場無料 ※当日直接会場へ

数々のコンクールに出品、活躍する豊島高校美術部の皆さまによる作品展示と、同館で現在活動中のサークルの優れた作品を展示。

案内処オープン記念に開催されたワンコイン落語会の過去25回分のポスターを一挙大公開！！

南大塚SHOW劇場 Magic of MAGIC Vol.114

鴨下信一「日本語の学校」10周年記念公演 『ざっくりと日本の詩歌』

万葉集から阿久悠まで、声で味わう「日本の詩歌」。

7/20木 19：00開演（18：20開場）
南大塚ホール

出演 たかお晃一、摩耶一星、和田奈月、浅見太郎、TanBA 主催・問合 （公社）日本奇術協会 ☎03-3361-5221（平日13:00～17:00）

南大塚地域文化創造館　☎03-3946-4301　〒170-0005 豊島区南大塚2-36-1

演出家・鴨下信一を講師に迎え、開館時より毎年実施している朗読ワークショップ「日本語の学校」。
10周年を記念して、万葉集から阿久悠の昭和歌謡まで、美しい「日本の詩歌」を幅広く選び、朗読
公演を開催します。アナウンサーや俳優・語り手など、朗読に魅せられた出演者たちと一緒に、公演の
終盤では、観客の皆様にも声を出して「日本の詩歌」を味わっていただきます。

サマーコンサート2017～デュオコンサート～
7/1土 14：00開演（13：30開場）

雑司が谷地域文化創造館 第2練習室
定員 100名 出演 ヴァイオリン:李文佳、ピアノ:飯田彰子

曲目 愛の喜び、リベルタンゴ、白鳥の湖、ツィゴイネルワイゼン 他 申込 雑司が谷地域文化創造館および雑司が谷案内処窓口にてチケット販売

全席自由  500円

雑司が谷地域文化創造館　☎03-3590-1253　〒171-0032 豊島区雑司が谷3-1-7

展示中～6/28水 10：30～16：30
雑司が谷案内処2階ギャラリー

※木曜休館

講 師 C-DEPOT（アーティスト集団）

参加資格
1. 豊島区内で文化的活動を行っている団体
2. 民踊大会・コーラス大会は２名以上でお申し込みください
ご 案 内
大会部門は、参加団体が運営します。お申し込みをされた団体の
代表者は実行委員となり、実行委員会を組織し、会議にて運営を
決めていきます。
参加申込
参加を希望される団体は、6/5(月)～7/3(月)までに、お電話又は
応募用紙(財団事務所窓口、南池袋ミーティングルーム、巣鴨を除く
各地域文化創造館にて配布)にご記入の上、としま未来文化財団
事務所へ持参もしくはFAXにてお申し込みください。

対 象 豊島区在住・在学 小学1年生～小学6年生の親子
場 所 としまセンタースクエア 定 員 20組40名 参加費 1,500円（教材費別途 3,000円）

参加団体･参加者募集

雑司が谷案内処　☎03-6912-5026  〒171-0032 豊島区雑司が谷3-19-5

千早地域文化創造館　☎03-3974-1335　〒171-0044 豊島区千早2-35-12

マジック オブ マジック

全席自由 ※小学生以下、半額(前売/当日共)

2,700円前売 3,000円当日

構成・演出 鴨下信一 出演 青木裕子、内田民恵、松本潤子 ほか ピアノ 森ミドリ

全席自由  前売 1,500円一般 豊島
区民割引 1,200円 障害者

割引 1,000円
（在住・在勤・在学／要証明書提示）（整理番号付）

6/24土・25日 6/24土 16：00開演　 25日 14：00開演
あうるすぽっと

（　　　　　　）介助者1名も同額／
要障害者手帳提示

ジュニア・アーツ・アカデミー【美術】 募集！ジュニア ア ツ アカデミ 【美術】募集！

親子でいっしょに！ アートの「あ」親子でいっしょに！ アートの「あ」

参加団体 参加者募集

平成29年度 としま区民芸術祭 「豊島区文化祭」平成29年度 としま区民芸術祭 「豊島区文化祭」

遊佐町交流事業遊佐町交流事業
＜豊島区友好都市＞ 山形県遊佐町音楽祭に家族で参加しませんか？

夏休みに親子でいっしょに様々な芸術を体験しよう！ 昨年の様子

日 程 8/10（木）～14（月） 各14:00～15:30 全5回

日 時 8/19（土）～20（日）　※移動は電車とバスを予定しています。
行 程 8/19（土） 池袋→遊佐町へ　磯遊びもしくは観光　夕食後天体観測を予定　　8/20（日） 遊佐町音楽祭参加　遊佐町→池袋
対 象 小学生以上で、豊島区在住・在勤・在学の方。8/12（土）・13（日）午前中、合唱の練習に参加できる方。

参加費 要問合せ
ご案内 ・音楽祭参加にあたり、事前2回合唱練習を行ないます。　・マナーを守って自然体験や音楽祭に参加していただきます。

・7/1（土）以降のキャンセルは御遠慮くださいますようお願い申し上げます。
申込方法 6/5（月）より電話申込。（先着順）　※お申し込みの際、お名前、ご住所、性別、年齢等を確認させていただきます。

定 員 20名（先着順）

・原則として豊島区在住・在学のお子さまと保護者に限ります。
・お子さまは保護者の方が責任を持って送迎してください。
・参加費には保険料が含まれます。
・活動の記録（写真・映像）を、財団広報・宣伝活動に使用いたします。ご了承ください。

【申込方法】 電話申込による先着順　※定員に達し次第締め切ります。
【募集期間】 6/10（土） 10：00　募集開始
【必要事項】 参加希望者のお名前、年齢、性別、学校名、学年、保護者のお名前、住所、電話番号、FAX番号
【申込先】 プランセクション☎03-3590-7118（平日10：00～17：00）
※6/10（土）（申込初日）に限り、10：00～17：00受付可。

【募集期間】6/5月～7/3月

コーラス大会 11/18(土) あうるすぽっと 

民踊大会 11/19(日) あうるすぽっと 

吟剣詩舞大会 11/25(土) 上池袋コミュニティセンター 

器楽演奏会 11/26(日) 上池袋コミュニティセンター 

秋の茶会 10/28(土) 目白庭園赤鳥庵(9/5（火）よりお茶券発売)

珠算コンクール 11/23(木･祝) 生活産業プラザ(9月上旬頃募集開始)

「大田楽 いけぶくろ絵巻」区民参加者説明会 開催
「大田楽 いけぶくろ絵巻」に一緒に躍る参加者を募集いたします！

＜豊島区友好都市＞＜豊島区友好都市＞

日 時 8/19（土）～20（日） ※移動は電車とバスを予定しています

雄大な日本海と満天の星空を体感し、地元の子供達と遊びや歌での交流を！雄大な日本海と満天の星空を体感し、地元の子供達と遊びや歌での交流を！

7/12水 19：00～20：30
としまセンタースクエア

対 象 どなたでも 申 込 事前申し込み不要。途中入場可。

参加者募集開始 7/13（木）（予定） ※詳細は7月号をご覧ください
※説明会の記録（写真・映像）を、財団広報・宣伝活動に使用いたします。ご了承ください。

池袋

ご参加
おまちして
おります

豊島区民合唱団 団員大募集！
東京芸術劇場のステージで一緒に歌いませんか？
豊島区民合唱団 団員大募集！
東京芸術劇場のステージで一緒に歌いませんか？
「区民でつくる演奏会」に出演！豊島区在住・在勤・在学の皆様のご参加をお待ちしています。「区民でつくる演奏会」に出演！豊島区在住・在勤・在学の皆様のご参加をお待ちしています。「区民でつくる演奏会」に出演！豊島区在住・在勤・在学の皆様のご参加をお待ちしています。

12/9(土) ※14：00開演予定公演日時
東京芸術劇場コンサートホール公演会場
坂本和彦指　　揮
ジュニア・アーツ・アカデミー（音楽） ほか
管弦楽／としま ユング フェスタ オーケストラ

出　　演

ガブリエル・フォーレ《レクイエム》 ほか 
＊全音楽譜出版社『フォーレ/レクイエム』(混声4部版)を事前にご用意の上ご参加ください

公演内容

7/13(木) 18:30～　雑司が谷地域文化創造館 第2練習室結 団 式

木曜日（月に２～３回） ※練習日程・会場は変更になる場合があります。練 習 日

【練習会場】 雑司が谷地域文化創造館、としまセンタースクエア(豊島区庁舎1F) ほか
【指揮・合唱指導】 坂本和彦（東京音楽大学講師）
【参加費】 20,000円（チケット代、保険料含む） ※別途 楽譜・懇親会費 実費
【定員】 100名　【申込期限】 6/19(月)必着 ※消印有効
【申込】 往復はがきで、〒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 プランセクション「豊島区民合唱団員募集」係へ。
【記載内容】 〒住所・氏名(ふりがな)・年齢・電話番号(連絡のとれる番号)・FAX番号・
　　　　　 メールアドレス(PC受信可能なアドレス)・希望パートを明記

【練習会場】 雑司が谷地域文化創造館、としまセンタースクエア(豊島区庁舎1F) ほか
【指揮・合唱指導】 坂本和彦（東京音楽大学講師）
【参加費】 20,000円（チケット代、保険料含む） ※別途 楽譜・懇親会費 実費
【定員】 100名　【申込期限】 6/19(月)必着 ※消印有効
【申込】 往復はがきで、〒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 プランセクション「豊島区民合唱団員募集」係へ。
【記載内容】 〒住所・氏名(ふりがな)・年齢・電話番号(連絡のとれる番号)・FAX番号・
　　　　　 メールアドレス(PC受信可能なアドレス)・希望パートを明記

7月年
間
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

13日（木）
20日（木）
3日（木）
17日（木）
24日（木）

14日（木）
21日（木）
5日（木）
19日（木）
26日（木）

 9日（木）
23日（木・祝）
30日（木）

 7日（木）
8月

9月

10月

11月 12月9日（土）
★公演当日
東京芸術劇場
コンサートホール12月

区民による「豊島区文化祭」を開催いたします。各大会の参加団体･参加者を募集いたします。ふるってご参加ください。
大 会  部  門

一般参加部門

鴨下信一

申込

【主催・問合】遊佐ノ市事務局(遊佐ブランド推進協議会内)　☎0234-72-3966

豊島区の友好都市・山形県遊佐町が、本年度も季節毎に旬の産直野菜などを区内
各所で定期販売。としま未来文化財団運営施設での販売予定は下記のとおりです。
豊島区の友好都市 山形県遊佐町が 本年度も季節毎に旬

「遊佐ノ市」 産直販売「遊佐ノ市」 産直販売
ゆ　　 ざ　  の　  いちゆ　　 ざ　  の　  いち

会場 雑司が谷地域文化創造館
日時 6/25(日)、8/27(日)、9/24(日)、10/29(日)、11/26(日)、12/24(日) 

各日とも11:00～16:00　※商品売切れ次第、終了予定

巣鴨地域文化創造館 休館のお知らせ 巣鴨地域文化創造館は、大規模改修工事により上記期間中、休館いたします。
【休館期間】平成29年6月1日(木)～平成30年3月31日(土)（予定）

未就学児
入場不可

6/1（木）より郵便料金が改定されます。
往復はがきの料金が、6/1（木）より1枚124円（片面につき62円）に
変更となります。下記の各募集記事のうち、往復はがきでお申し込み
の場合はお気をつけください。

！

施設問合 ■としま南池袋ミーティングルーム 〒171-0022 南池袋2-34-5 藤和第2ビル 3階 ☎03-3984-7601　■南大塚地域文化創造館 〒170-0005 南大塚2-36-1 ☎03-3946-4301　■駒込地域文化創造館 〒170-0003 駒込2-2-2 ☎03-3940-2400　■巣鴨地域文化創造館 【平成29年6/1(木)～平成30年3/31(土)（予定）休館】　■雑司が谷地域文化創造館 〒171-0032 雑司が谷3-1-7 ☎03-3590-1253　■千早地域文化創造館 〒171-0044 千早2-35-12 ☎03-3974-1335

「メルマガみらいへ！」配信中。登録は財団ホームページ（トップページ）の「各種ご案内」から。★財団ツイッター発信中！　@toshimamiraiとしま未来文化財団ホームページ・バナー広告（1か月1万円）の申込受付中。としま区文化情報紙「みらい」の2017年9月号以降の広告も募集中。詳細は当財団ホームページ http://www.toshima-mirai.jp/をご覧ください。 資源保護のため、再生紙を使用しています


