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
電話販売

マークをご 確認ください

雑司が谷案内処

としま未 来 文化財 団

と し ま 区文化情報紙

2017年7月5日号(毎月5日発行)

友の会

招待・抽選

「海のこどもたち」
7/22（土）
・23（日）13：00

【作・演出】鄭義信

アニメ＆ゲーム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

田中公平氏の代表作「サクラ大戦」が20周年、
伊藤賢治氏の代表作「パズル&ドラゴンズ」が5周年をそれぞれ迎えた2017年!
豪華スペシャルユニットで奏でるアニメとゲームの音楽祭！

氏

演奏

スペシャルユニット：
田中公平(Vo&Pf)、伊藤賢治(Synth)、鈴木直人(Gt)、川村竜(Bs)、岩瀬立飛(Dr)、
庵原良司（Sax） ほか

8/16水
©SEGA

イラスト：藤島康介

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。

© GungHo Online Entertainment, Inc. All Rights Reserved.

18：00開演（17：00開場）

東京芸術劇場コンサートホール

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

全席指定
未就学児
入場不可

A席

7,000円

B席

5,000円

はっきり言って変わるんです！
！
身体の脂肪がなくなると心も軽～～～くなるから不思議です。

耳ツボダイエット

おどる童話
「まほうのゆび」
どう わ

申込

受付時間／10：00～20：00
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

地下鉄新大塚駅より 4分
JR大塚駅南口より10分

http://www.tonton-mitubo.jp

ハッピーガーデン千川駅前
TEL:03-3957-5868

ハッピーガーデン川口元郷
TEL:048-229-4304

針は使 いませ ん の で小
学生からご高齢の方まで
安全安心です。
お子様連れ歓迎です。
カウンセリングで計測後
お話を伺ったうえで痩身
計画、ご予算を提示させ
ていただきます。

豊島区民先行発売日

8/5（土）～16（水）
【原作】ロアルド・ダール

一般発売日

7/1（土） 7/2（日）

「みんなの日本舞踊」
8/18（金）15：00
【出演】花柳 基、藤間蘭黄

【ナビゲーター】桂 吉坊

【料金】全席指定：おとな 2,000円 中高生 1,000円
子ども（4歳～小学生）500円 ※4歳未満入場不可

【振付・構成・演出】スズキ拓朗

【料金】全席指定：おとな 2,000円 中高生 1,000円
子ども（小学生以下）500円 ほか

※2歳以下無料(0歳から入場可能/保護者のお膝の上の
場合は無料・お席が必要な場合は有料）

！

当サロン修了者の声

日本痩身医学協会会員

2017

花柳 基

藤間蘭黄
撮影：篠山紀信

イラスト：小見大輔

・半身半疑で始めましたが、たった3か月で若い頃の
体重に戻り、長年の便秘も解消され本当に嬉しい
です。お医者様も痩せた私の姿に大変驚かれ、血
液検査の結果にも驚かれ、とてもほめて下さいま
した。
（60代）
・ダイエット遍歴の末、初めて10キロもの減量に成
功しました。つらくないので根性のない私でも楽
しく続けられました。
（40代）

無料カウンセリング実施中

※3歳未満無料(0歳から入場可能/ 保護者のお膝の上の場合は
無料・お席が必要な場合は有料）

分かりやすい解説付きで
日本舞踊の世界へ！

16種類

【出演】小林顕作

撮影：石川純

としまアート夏まつり2017
子どもに見せたい舞台vol.11

女の子 が 使ってしまった
ひみつの「まほうのゆ び 」。
ド キ ド キの展 開 を 、ダンス
いっぱいのお 芝 居で！

以下の欄は広告です。お問い合わせは各広告主まで。

7/25（火）11：00/15：00

撮影：Lim,Young-hwan (林泳火奐)

プレコンサート情報
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：IGNIS SINFONIET TA
(田中公平氏のファンによるアマチュア音楽団体)
■曲目：
『サクラ大戦』より「檄!帝国華撃団」
「 御旗のもとに」、
『ジョジョの奇妙な冒険』より「ジョジョ～その血の運命～」、
『ONE PIECE』より「ウィーアー!」 ほか

「絵本のじかんだよ！」

【料金】全席指定：おとな 2,000円 中高生 1,000円
子ども（小学生以下） 500円

今年の夏も、
みんな一緒に

『サクラ大戦』より
『パズル＆ドラゴンズ』より
曲 目 『ONE PIECE』より
『GRAVITY DAZE』シリーズより

7

No.277

オフロスキーでもお馴染みの
小林顕作によるごきげんな
読み聞かせは、抱腹絶倒の
面白さ！

氏

伊藤
賢治

沖 縄 発 、パントマイムと
ダンスと 三 線で紡 ぐ 、
ちょっとおかし くて、
切 ないファンタジー 。

田中
公平

【料金】全席指定：おとな 2,000円 中高生 1,000円
小学生 500円 ほか ※未就学児入場不可

あうるの街の

※各公演とも原則、未就学児の入場はご遠慮ください（詳細は各公演情報をご覧ください）。
※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。 ※都合により出演者・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。

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

検索

発行部数／120,000部
〔豊島区内・近隣区新聞折込〕

託児サービスあり（要事前申込）

2017

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

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

夏まつり

各地域文化創造館（巣鴨を除く）

発行／公益財団法人 としま未来文化財団

Culture
Information

：00～19：00
☎03-5391-0516 10
※7/31
（月）
を除く

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

子供のためのシェイクスピア

「リア王」
実家の
「生前整理」
や
「遺品整理」
「形見分け」
は
どうしよう。
どこに頼めばいいのだろう。

7/14（金）～19（水）

無料
申込不要

「にゅ～盆踊り」
………………………………………………

昨年の様子

＊
「にゅ～盆踊り」
を除く

近藤良平・コンドルズ
7/15（土）
・16（日）
17：30～20：30 頃

2階劇場ホワイエに、
おやこで遊べる展示
“あそびば”が登場。

ほか

あうるすぽっと

【会場】

無料
申込不要

7/15（土）
～8/18（金）

【作】W・シェイクスピア【翻訳】小田島雄志
【脚本・演出】山崎清介

【料金】全席指定：大人 5,000円
高校生以下 1,500円
豊島区民割引 4,500円

あうるのまちの
あそびば

会場：池袋西口公園

【問合】☎03-5391-0751 ［HP］http://www.owlspot.jp

撮影：涌井直志

申込

＊無料の
催しを除く

