
【問合】駒込地域文化創造館　☎03-3940-2400 〒170-0003 豊島区駒込2-2-2

【問合･申込】東京商工会議所豊島支部　☎03-5951-1100

こ
の
欄
は
広
告
で
す
。
お
問
い
合
わ
せ
は
各
広
告
主
ま
で
。

絵画工作陶芸☆スタジオバル
曜日振替体験OK　4才～　池袋
歩6分★回数券有■夏休み特別
油絵や工作あります◎芸大卒
東京芸術劇場で毎年作品展　
3989-8608www.Bgallery.info

電

場対

※本欄掲載内容については直接、募集主にお問い合わせください。
●詳細 http://www.toshima-mirai.jp（申込用紙もダウンロード可）

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2F）「募集案内」係まで　
　　　 ☎03-3590-7119

※申込多数の場合は先着順。●平成29年9月号：掲載受付は7/21(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
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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。

9/24日 14：00開演（13：30開場）
雑司が谷地域文化創造館 多目的ホール

全席自由 500円

第27弾!雑司が谷ワンコイン落語会第27弾!雑司が谷ワンコイン落語会
“上方落語の爆笑王”桂雀々師匠が雑司が谷？にやって来た!!

出演 桂 雀々 定員 100名

【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
※南大塚地域文化創造館のみ電話予約可

申込 （巣鴨を除く）

全席自由 前売1,200円　当日1,300円一般 1,000円友の会

桂まん我

桂 雀々

笑福亭たま

と
し
ま

と
し
ま
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【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

先着順

発売日
7/5水

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。

※雑司が谷地域文化創造館のみ電話予約可（巣鴨を除く）申込

友の会友の会
招待・抽選

友の会友の会
招待・抽選

イベントスケジュール
催物名日付 開演時間 備考入場料

※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。

Echica池袋ギャラリー
「東京フラフェスタin池袋」展

7/1(土)
 ～30(日)

掲載頁
参照

無料
※申込不要 ➡中面 左頁へ

【問合】【会場】EG ま

「大田楽 いけぶくろ絵巻」
区民参加説明会 7/12(水) 19:00 無料

※申込不要 ➡裏面 右頁へ
【問合】【会場】TC プ

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 ➡表面 右頁へ

【会場・問合】あ

近藤良平・コンドルズ「にゅ～盆踊り」 7/15(土)･
 16(日)

17:30
両日共

無料
※申込不要 ➡表面 右頁へ

【問合】【会場】WP あ

あうるのまちのあそびば7/15(土)
～8/18（金)

掲載頁
参照

無料
※申込不要 ➡表面 右頁へ

【会場・問合】あ

第188回 
庁舎ランチタイムコンサート 7/19(水) 12:00 無料

※申込不要 ➡中面 左頁へ
【問合】【会場】TC プ

演劇「海のこどもたち」7/22(土)･
 23（日）

13:00
両日共

掲載頁
参照 ➡表面 右頁へ

【会場・問合】あ

第21回 夕涼みコンサート 7/22(土) 17:30 無料
※申込不要 ➡中面 左頁へ

【問合】【会場】南H 巣

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 ➡表面 右頁へ

【会場・問合】あ

東京音楽大学ACT Project
コンサート8/1(火) 14:00 全席自由 500円

➡中面 左頁へ
【問合】【会場】南H 南

「豊島区トキワ荘通りお休み処」
イベント 8/5(土) ①18:10

②19:10
無料

※要整理券 ➡裏面 左頁へ
【会場・問合】ト

としまアート夏まつり2017 子どもに見せたい舞台 vol.11
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 ➡表面 右頁へ

【会場・問合】あ

ANIME & GAME SYMPHONY JAPAN
MUSIC FESTIVAL 2017 8/16(水) 18:00

全席指定
A席 7,000円
B席 5,000円 ➡表面 左頁へ

【問合】【会場】CH プ

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

みんなの日本舞踊8/18(金) 15:00 掲載頁
参照 ➡表面 右頁へ

【会場・問合】あ

南大塚SHOW劇場
「みんかよ音楽祭vol.7」8/21(月) 17:00

全席指定
前売 3,500円
当日 4,000円 ➡中面 左頁へ

【問合】【会場】南H 南

斎藤大陽Trio with Eimi
JAZZ Live 8/25(金) 19:00

全席自由
前売 2,500円
当日 2,700円 ➡裏面 右頁へ

【問合】【会場】TC プ

サマーコンサートin千早
「懐かしのハワイアン＆フラダンス」8/26(土) 14:00 全席自由 600円

➡中面 左頁へ
【会場・問合】千

豊島の森  夕涼みコンサート8/30(水)･
 31(木)

①16:00
②18:00
両日共

無料
※要事前応募 ➡中面 左頁へ

【問合】【会場】TM プ

第27弾！ 雑司が谷ワンコイン落語会9/24(日) 14:00 全席自由 500円
➡中面 左頁へ
【会場・問合】雑

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 ☎070-6555-6876巣

あうるすぽっと  ☎03-5391-0751あ 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

屋上庭園 豊島の森TM

Echika 池袋ギャラリーEG

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
7/30日まで

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

9/5火～15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「はじめてのパソコン」

定員 15名 対象 パソコン初心者 講師 としまITサポーターズ

電源の入れ方からマウスの操作、文字入力など、パソコン操作の基礎を学ぶ初心者向けの講座。

今や夏の風物詩となった｢フラフェスタ｣。15回目を迎える
本イベントの軌跡を写真パネルでご紹介。

費用 2,500円（教材費含）
【申込方法】往復はがきに①講座名 ②郵便番号・住所(建物名も明記) ③氏名(ふりがな) ④年齢 ⑤性別 ⑥電話番号を明記(在勤・在学の方は
勤務先・学校名、所在地、電話番号も記入)の上、雑司が谷地域文化創造館まで郵送。また同館窓口で直接、返信用はがきを添えて申込も可。

好評
発売中！！

締　切
8/24木

展 示
雑司が谷案内処2階ギャラリー展示「雑司が谷の四季」

入場無料 ※当日直接会場へ

※当日直接会場へ

雑司が谷の四季を写真でご紹介いたします。

豊島の森 夕涼みコンサート

第188回 庁舎ランチタイムコンサート
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 with 東京音楽大学

ソプラノ＆テノール･デュオ　クラシック･アラカルト

豪華出演者勢揃い!! チケット好評発売中!

定員 各回80名程度
出演 Ensamble Seasons

　石田彩子(フルート)、炭崎友絵(オーボエ)、
　園田知潤(クラリネット)、柿沼麻美(ファゴット)、山田一輝(ホルン)

曲目 クラシックの名曲や童謡など

宛先 〒171-0022 豊島区南池袋2-34-5 藤和第2ビル2F　としま未来文化財団「豊島の森コンサート」係

申込 往復はがき、またはインターネットにて申込。
　郵　送：①住所 ②氏名(ふりがな) ③年齢 ④電話番号 ⑤希望日時（第2希望 
　　  まで）を明記の上、下記まで郵送。 ※応募1回につき2名まで(お子さま連れは年齢を明記ください) ※抽選で公演日を案内します。
　インターネット： URL　http://www.toshima-mirai.jp/performance/1708.html#koen170830

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

木管アンサンブルの心地好い音楽と自然に包まれながら、極上の時間をお過ごしください。

わかりやすく楽しいコンサート。前半はフルート、クラリネットなどの管楽器や
ヴァイオリン、チェロ、コントラバスといった弦楽器をご紹介。後半は朗読を交えた
ミニオーケストラです。夏休みにご家族で生のクラシック音楽を楽しみませんか？

東京音楽大学ACT Project コンサート
「楽器が語るものがたり」
8/1火 14：00開演（13：30開場）

南大塚ホール

申込 南大塚地域文化創造館窓口及び東京音楽大学A館地下カワイ購買店にてチケット取扱いあり。

問合 東京音楽大学ACTプロジェクト（acthall.tcm@gmail.com）

全席自由  500円

7/14金～8/30水 10：30～16：30
雑司が谷案内処2階ギャラリー

※木曜休館

7/1土～30日 6：00～23：00
Echica池袋ギャラリー

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

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

【問合】東京フラフェスタin池袋実行委員会事務局（豊島区観光協会内）　☎03-3981-5849（平日9：00～18：00）　〒170-0021 豊島区西池袋1-19-7 のとやビル3F

出演 山本澄奈（ソプラノ）、東原佑弥（テノール）、佐原欧美（ピアノ）
曲目 プッチーニ：歌劇｢トゥーランドット｣より“誰も寝てはならぬ” ほか

※曲目・曲順は変更になる場合があります。

入場無料

入場無料

東原佑弥

佐原欧美 ⓒ井村重人

山本澄奈

結果発表
結果発表

第10回 さくらフォトコンテスト
たくさんのご応募ありがとうございました！

5月17日(水)、写真家の関口照生氏を審査委員長にお迎えして審査会が行われ、
「さくら大賞」をはじめ以下の各賞が決定しました。

第10回さくらフォトコンテスト
入賞作品展示 入場無料

会場 駒込地域文化創造館ロビー
開催中～7/31月＊予定 ※7/17　 休館●月・祝会期

審査委員長　関口照生 氏(日本写真家協会会員)

本年度から撮影エリアを広げたおかげで、バリエー
ションも、彩りも豊かな実力のある写真が出品され
ました。ソメイヨシノの色を写真で表現するのはなか
なか難しいにもかかわらず、今回も皆さん頑張って
くださり、力作揃いで選定には苦労しました。

一般の部

小中学生の部

『幸せの思い出“ハイッ！ チーズ”』 
柴田 哲夫さん

さくら大賞さくら大賞
『満開の下でお花見』 
中込 賢一さん

佳作佳作

『のぼったら届くかな？』 
柴田 容子さん

佳作佳作
『青空の下で』 
冨井 正男さん

佳作佳作

『街中ピンク』 
滝沢 淑恵さん

佳作佳作

『染井郷』 
竹元 弘子さん

優秀賞優秀賞
『春なのに雪のごとし』 
阿部 ルミ子さん

審査委員長特別賞審査委員長特別賞『駒桜バンザイ』 
柴田 節子さん

優秀賞優秀賞

『満開』 
宇佐美 俊弘さん

佳作佳作

『桜の下を
　　  お散歩中』 
細田 邦昭さん

佳作佳作

『青空を染めるサクラ』 
大川 沙夕里さん

さくら大賞さくら大賞
『鳥のお花見』 
鈴木 瑠菜さん

佳作佳作

『白とピンクの桜』 
小林 杏さん

佳作佳作

『桜がきれいだ！ 
　春ですなあ～』 
岩坪 龍平さん

佳作佳作

『はじめまして。』 
柴田 花さん

佳作佳作

『一つの花から』 
上田 響子さん

佳作佳作

『皆の想い咲き誇る』 
五十嵐 心晴さん

審査委員長特別賞賞審査委員長特別賞

『桜が見えるブランコ』 柴田 太郎さん
優秀賞優秀賞

総　評総　評

 【日時】 7/12水 14:00～16:30(13:40受付開始)

資金調達の基本と創業計画書の作り方資金調達の基本と創業計画書の作り方

【会場】 IKE･Biz としま産業振興プラザ 6F 第3会議室(豊島区西池袋2-37-4)　【講師】 税理士 湊 義和 氏
【定員】 40名(先着順。定員オーバーの場合は連絡いたします)
【申込】 ①TEL ➡ 下記までお電話にてお申し込みください。　
　　　 ②インターネット ➡ 東商HPのイベントカレンダー(イベント番号79010)より入力送信
主催：東京商工会議所豊島支部／後援：豊島区

起業を考えている方向けに、起業に詳しい税理士の方を招き、セミナーを開催いたします。

受講
無料

起業に役立つセミナー②

定員 250名 ※乳幼児（0～2歳）入場不可

プログラム 【第1部】… あの楽器、どんな音？ ♪ブラームス：ハンガリー舞曲第5番
　　　　　  ♪モーツァルト：アイネ・クライネ・ナハトムジークより ほか
【第2部】… 音でめぐる「どうぶつえん」 ♪サン＝サーンス：動物の謝肉祭

南大塚SHOW劇場 みんかよ音楽祭vol.7
8/21月 17：00開演（16：00開場）

南大塚ホール

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

好評
発売中！！

サマーコンサートin千早「懐かしのハワイアン＆フラダンス」

8/26土 14：00開演（13：30開場）
千早地域文化創造館

申込 先着順。要予約。千早地域文化創造館窓口または電話にて申込。全席自由  600円

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

定員 80名 出演 BLUE ISLANDERS & 小林れい子フラ舞踏塾

第21回 夕涼みコンサート
7/22土 17：30開演（17：00開場）

南大塚ホール ※例年と会場が変わります。
　ご注意ください。

入場無料

巣鴨地域文化創造館　☎070-6555-6876（平日9：00～17：00）
　

定員 250名 出演 合唱団「大塚」・とげぬき地蔵通り合唱団

司会
ナナオ

梓夕子佳山明生全席指定 3,500円前売 4,000円当日

出演 佳山明生・梓夕子・野上こうじ・川神あい・竹村こずえ ほか 主催・問合 オフィス香音 ☎090-1558-4391

7/19水 12：00開演（11：35開場）
としまセンタースクエア（豊島区庁舎1F）

8/30水・31木 両日共〔1回目〕16：00開演〔2回目〕18：00開演 
＊各回30分前 開場

屋上庭園｢豊島の森｣（豊島区庁舎10F） ※雨天･強風時は、としまセンタースクエア（豊島区庁舎1F）で開催

「東京フラフェスタin池袋」展「東京フラフェスタin池袋」展
池袋ギャラリー池袋ギャラリー池袋ギャラリー

←和光市 副都心線

←和光市

有楽町線 新木場→

渋谷→

副都心線改札口

池袋駅（有楽町線・副都心線連絡通路）

09

副都心線改札口

立教大学方面 丸ノ内線方面

09

Echika池袋ギャラリー

池袋警察署方面

マルイシティ

8

C10

C8C7C4

2a

1a
1b

C6 C9

Echika 池袋ギャラリー案内図

7/22（土）･23（日）
11：00～20：00
11：00～18：00
14：00～18：00
11：00～19：00
11：00～18：00
11：00～18：00

池袋西口公園 ※23（日）は19:00まで
池袋駅西口駅前広場
東武百貨店8F屋上｢スカイデッキ広場｣
サンシャインシティB1 噴水広場　
豊島区庁舎1F｢としまセンタースクエア｣
東池袋中央公園

日
時
・
会
場

※時間は変更となる可能性があります。

前夜祭前夜祭
7/21金 会場 池袋西口公園

内容 模擬店・物産店オープン、バンド演奏、オープニングセレモニー、特別ステージ など
12：00～20：00

池袋からフラの風を～。今年も2日間にわたり全6会場で盛大に開催！

主催：豊島区／企画･制作：公益財団法人としま未来文化財団／協賛：東京キリンビバレッジサービス株式会社　

池袋からフラの風を 今年も2日間にわたり全6会 大池袋からフラの風を 今年も2日間にわたり全6会場で盛大に開催！

第15回 東京フラフェスタin池袋 2017第15回 東京フラフェスタin池袋 2017

主催：東京フラフェスタin池袋実行委員会＜（一社）豊島区観光協会・豊島区＞
共催：池袋西口商店街連合会、（株）サンシャインシティ、（株）東武百貨店、東京芸術劇場
特別協力：東日本旅客鉄道（株）東京支社 池袋駅、東京地下鉄（株）、東武鉄道（株）、西武鉄道（株）

お昼休みにほっと一息　出入り自由な無料ミニコンサート

申込期間
7/5水～8/14月（消印有効）

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 3F ☎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 【休館中～平成30年3/31(土)（予定）】　■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。本紙の2017年10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


