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16種類

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。

無料カウンセリング実施中

ハッピーガーデン
受付時間／10：00～20：00　完全予約制

日本痩身医学協会会員　健康管理士 一般指導員　健康管理能力検定１級

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

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

検 索ハッピーガーデン新大塚HP

「痩せなくちゃ」と思い続けることがストレスとなり
ますます食べて太ってしまう。

今こそその悪循環を絶ちましょう！！

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。

耳ツボダイエット

耳ツボ
健康サロン

健康的にキレイに痩せるには、「ある程度の期間、
空腹に耐え、つらい運動を続け、我慢忍耐の日々を
過ごさなくては・・・」と思っていませんか？
耳ツボ ダイエットは、食 欲 抑 制 のツボや 代 謝
アップのツボを刺激するので、極端な食事制限や
ハードな運動が必要ありません。
耳ツボ体験者のアドバイザーと二人三脚、3ヶ月
10キロ減を目指しましょう！

健康的にキレイに痩せるには、「ある程度の期間、
空腹に耐え、つらい運動を続け、我慢忍耐の日々を
過ごさなくては・・・」と思っていませんか？
耳ツボ ダイエットは、食 欲 抑 制 のツボや 代 謝
アップのツボを刺激するので、極端な食事制限や
ハードな運動が必要ありません。
耳ツボ体験者のアドバイザーと二人三脚、3ヶ月
10キロ減を目指しましょう！

【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） 

東京室内管弦楽団(管弦楽)、東京混声合唱団(合唱)演奏 東京室内管弦楽団(管弦楽)、東京混声合唱団(合唱)演 奏

『真・女神転生』、『同Ⅱ』、『同if...』、『同Ⅲ ‒NOCTURNE』、『同Ⅲ ‒NOCTURNE マニアクス』、
『同 STRANGE JOURNEY』、『同Ⅳ』、『同Ⅳ FINAL』、『同 DEEP STRANGE JOURNEY』より曲 目 『真・女神転生』、『同Ⅱ』、『同if...』、『同Ⅲ ‒NOCTURNE』、『同Ⅲ ‒NOCTURNE マニアクス』、
『同 STRANGE JOURNEY』、『同Ⅳ』、『同Ⅳ FINAL』、『同 DEEP STRANGE JOURNEY』より曲 目

志村健一指揮 志村健一指 揮

※プログラム･曲目･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。ご了承ください。※プログラム･曲目･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。ご了承ください。

※雨天時はサンシャインシティ噴水広場

主催：株式会社アイムビレッジ／共催：公益財団法人としま未来文化財団・豊島区／協力：株式会社アトラス主催：株式会社アイムビレッジ／共催：公益財団法人としま未来文化財団・豊島区／協力：株式会社アトラス

ピーター･
バラカン

浦 沢
直 樹

14：00開演（13：30開場）
自由学園明日館 講堂〔重要文化財〕 18：30開演（18：00開場）

としまセンタースクエア(豊島区庁舎1F)

「音楽漬けの人生を
振り返って」

～歴史を変える音楽、人の心を解放する音楽、
国境を越える音楽～8/20日

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 25th CONCERT

『真･女神転生』生誕 　 周年祭
‐L AW SIDE‐

10/20金19：00開演（18：00開場）
東京芸術劇場コンサートホール

真･女神転生シリーズ生誕25周年を祝って、
『真･女神転生』シリーズ楽曲オンリーのスペシャルコンサートを開催！

©ATLUS ©SEGA All rights reserved.

「手塚治虫を語る」
（漫画家）

（ブロードキャスター）

野村万蔵　ほか出 演 野村万蔵構成
演出

19：00開演（18：30開場）
としまセンタースクエア(豊島区庁舎1F)8/25金18：00～20：00（予定）

南池袋公園・グリーン大通り・サンシャインシティ噴水広場・
としまセンタースクエア(豊島区庁舎1F)

10/22日
全席自由
 （整理番号付）

2,500円前　売

2,700円当　日

豊島
区民割引 2,300円未就学児

入場不可

※1ドリンク付

申込
※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。

好評
発売中

好評
発売中

無料・申込不要
制作協力：特定非営利活動法人ACT.JT
助成：平成29年度 文化庁 文化芸術創造活用プラットフォーム形成事業
　　　(としま国際アートフェスティバル事業)

【特設サイト】http://ikebukuroemaki.tumblr.com/ 大田楽 いけぶくろ絵巻 検索

写真：赤坂久美

大田楽

25

全席指定 9,000円 8,000円
7,000円 未就学児

入場不可
申込

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

区民参加者募集中！詳細は下記特設サイトをご覧ください。

斎藤大陽 森 智大
壷阪健登
©2013.YBBJC 八木映美

庁舎で気軽に極上のライブ

音楽体験！

バークリー音楽大学在学中の

ベーシスト・斎藤大陽。

ジャズの本場アメリカで活躍

しているミュージシャンを

迎えてのトリオに

ヴォーカリスト・八木映美が
登場。

×斎藤大陽
T r i o

with

E i m i

JAZZ Live
LIVE MUSIC in 庁舎シリーズ vol.2

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)出 演

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曲 目

自由学園では8/13(日)～20(日)の会期中「夏のとしまで楽しむマンガと文化財」と題し、当フォー
ラムの他にも多彩なイベントを開催。詳細は自由学園HP(http://www.jiyu.jp/)にて。

S席 A席

B席

【受付期間】 8/1(火)～8/10(木)※必着

【受付期間】 8/14(月)～9/13(水)※必着

としま国際アート･カルチャーフォーラム
国内外のアートシーンで活躍中の方々を講師に迎える講演会。8月は、手塚治虫文化賞マンガ大賞に２度輝く人気漫画家の浦沢
直樹氏に、また9月には、世界の多様な音楽を紹介し続けるピーター・バラカン氏にお話しいただきます。

【申込方法】参加希望月ごとに、上記の各受付期間内に、FAXまたはEメールにてお申込みください。 ※申込は､各月別にお一人様１回限り､１通につき１名様まで
①FAXでの申込  〔申込先〕03-3984-0865　
　　　　　　　　〔記入事項〕1.｢●月(希望月)国際アート・カルチャーフォーラム参加｣を明記、2.氏名(ふりがな)、3.電話番号、4.FAX番号
②Eメールで申込　〔申込先〕art_culture@a.toshima.ne.jp 
　　　　　　　　〔記入事項〕件名に｢●月(希望月)国際アート・カルチャーフォーラム参加」、本文に 1.氏名(ふりがな)、2.電話番号、3.メールアドレス を明記

【問合】☎03-3590-7119 (平日9:00～17:00) 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（公益財団法人としま未来文化財団内)
　　　　http://www.toshima-mirai.jp/course/artculture.html

【定員】 【参加費】各日100名（事前申込み制・応募多数の場合は抽選） 各日 1,000円（全席自由）

9/27水

発行／公益財団法人 としま未来文化財団
〒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

みらい 
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としま未来文化財団 検索

Culture
Information

と し ま区文化情報紙

チケットのお求めは　　マークをご確認ください

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://t.pia.jp/
各地域文化創造館（巣鴨を除く） 雑司が谷案内処

※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。

託児サービスあり（要事前申込）

☎03-5391-0516 10：00～19：00
※8/17（木）を除くとしまチケットセンター

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

窓口販売 オンライン予約

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




