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

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

【主催･問合】箕輪町役場企画振興課　☎0265-79-3111

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

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10月号：掲載受付は8/18(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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第99回 南大塚ホール落語会第99回 南大塚ホール落語会

好評
発売中！！

8/17木 18：30開演（17：30開場） 南大塚ホール   
【出演】 落語：笑福亭たま、桂まん我、立川こはる ほか　
　　　　 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。

【料金】 全席自由  一般：前売1,200円（当日1,300円）　友の会：1,000円

第15回 千早亭落語会第15回 千早亭落語会

三遊亭圓窓

9/30土 13：00開演（12：30開場）千早地域文化創造館 
【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】 扇子っ子連千早亭　【定員】 80名

桂まん我

笑福亭たま

としまとしま 落語落語の

【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

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。

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 ➡裏面 へ

【会場・問合】あ

KUNIO13　「夏の夜の夢」8/23(水)
～27(日)

掲載頁
参照

掲載頁
参照 ➡中面 左頁へ

【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

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

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 ➡表面 左頁へ

【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

GAME SYMPHONY JAPAN 25th CONCERT
｢真･女神転生｣生誕25周年祭 -LAW SIDE-

10/20(金) 19:00
全席指定
S席 9,000円
A席 8,000円
B席 7,000円 ➡表面 右頁へ

【問合】【会場】CH プ

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
※要事前申込 ➡中面 左頁へ

【問合】【会場】TM プ

会場・問い合わせ先

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

広報･施策調整グループ ☎03-3590-7119広

あうるすぽっと  ☎03-5391-0751あ

千早地域文化創造館 ☎03-3974-1335千

南大塚ホール南H

東京芸術劇場コンサートホールCH

としまセンタースクエアTC

屋上庭園 豊島の森TM

南池袋公園SP

自由学園明日館 講堂自

サンシャインシティ噴水広場サ

としま国際アート･カルチャーフォーラム
「浦沢直樹、手塚治虫を語る」8/20(日) 14:00 自全席自由

前売1,000円
※要事前申込 ➡表面 右頁へ

【問合】【会場】 広

TCとしま国際アート･カルチャーフォーラム
「ピーター・バラカン／音楽漬けの人生を振り返って」9/27(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】 広

第29回 池袋演劇祭前夜祭
「予告編・CM大会」8/25(金) 無料

※申込不要
あ

17:30
サ

➡裏面へ
【問合】【会場】

➡中面 左頁へ
【会場・問合】千第15回 千早亭落語会9/30(土) 無料

※申込不要13:00

➡表面 左頁へ
【問合】【会場】 プSP大田楽 いけぶくろ絵巻10/22(日) 無料

※申込不要18:00

9/1(金)
～30(土)

掲載頁
参照

掲載頁
参照 ➡裏面へ

【会場・問合】あ第29回 池袋演劇祭

「としま太鼓道場 秩父屋台囃子体験」「としま太鼓道場 秩父屋台囃子体験」

【講師】 秩父社中家元／二代目髙野右吉氏　
【対象】 ・豊島区在住・在勤・在学の小学生以上の方　※小学生は保護者同伴
　　　 ・ワークショップ3回＋舞台発表の全日程に参加可能な方　
【日程】 〔ワークショップ〕10/21(土)、11/4(土)・11(土) 全3回　
　　　 〔舞台発表〕11/18(土)　＊会場：あうるすぽっと　
【旅行代金】 3,000円 / 小学生2,500円
            　※太鼓バチ代(締め太鼓1,260円、大太鼓2,100円)、昼食代、入場料、温泉入館料は
            　　別途実費負担となります。
            　※交通費(マイクロバス)、ワークショップ受講料、国内旅行傷害保険料が含まれます。　
【実施人数】 20名(最低実施人数5名)　【添乗員】 同行いたしません。

【対象】 豊島区在住・在勤・在学の方
【ジャンル】 アート(絵画・写真・書 ほか)、クラフト(工芸・陶芸・手芸 ほか)
【申込】 下記いずれかの方法でお申込みください。    
  ①ホームページから必要事項を記載し、お申込みください。8/4(金)～受付開始。
  ②所定の申込用紙に記入してFAXまたは郵送でお送りください。
 　 FAX:03-3984-0865
 　 住所:〒171-0022豊島区南池袋2-34-5 としま未来文化財団「区民作品展」係
  ③所定の申込用紙に記入し各地域文化創造館窓口（巣鴨を除く）までお持ちください。
  　※郵送・窓口持込の方は返信用封筒(82円切手貼付)を必ず添えてください。 
  　※1人3作品まで。なお搬入・搬出は各自でお願いします
　　　　　 (詳細は応募者に締切後通知)。 
  　※申込用紙は各地域文化創造館(巣鴨を除く）等で配布しています。

※スケジュールは変更となる場合があります。
【申込方法】 プランセクションまでお問合せください。所定の申込用紙を郵送します（財団ホームページからもダウンロード可）。
【旅行企画・実施】 （株）富士国際旅行社（観光庁長官登録旅行業 第84号）

昨年の舞台発表

埼玉県秩父市へ出かけ、「秩父屋台囃子」の太鼓のリズム、打ち方を習います。
太鼓初心者歓迎！秩父の郷土色豊かなスポットに立ち寄るお楽しみ付き。
3日間の練習を経て、11/18（土）「民俗芸能inとしま」にて舞台発表！

民俗芸能inとしま関連ワークショップ

10/21（土） 太鼓WS① 11/4（土）太鼓WS② 11/11（土）太鼓WS③
各日スケジュール（予定）

11/18（土）舞台発表

12:30～14:45
秩父まつり会館見学
秩父市街自由見学

12:30～14:40
道の駅果樹公園あしがくぼ

羊山公園　 午前中リハーサル
12:30 開演 ＊出演時間未定
15:30 終演予定

12:30～14:40
道の駅みなの

秩父川端温泉 梵の湯 ほか

9:45 集合／10:00 出発 10:00 集合（予定）

15:00～17:00 太鼓道場「講文館」にて太鼓ワークショップ
　　　　17:10　現地発
19:00～19:30　解　散

平成29年度としま区民芸術祭　豊島区文化祭

区民作品展
としまセンタースクエアで開催される区民作品展
広く区民の皆さんの作品を募集します

作品
募集

・ ・ジュニア・アーツ・アカデミー 【演劇】 募集！ジジ ツツ デカデミ 演【演劇】募集！

みんなで体験！演劇ごっこみんなで体験！演劇ごっこみんなで体験！演劇ごっこ
ゲーム感覚で演劇の世界を
のぞいてみよう。
みんなの好きな絵本で
朗読を楽しみます！

【講師】 高木 達 氏（演出家・元青年座研究所所長）　【対象】 豊島区在住・在学の小学1～6年生
【日程】 10/1・8・29、11/5・12　＊全て日曜 全5回 13:00～15:00　【場所】 区民ひろば南池袋　
【定員】 15名　　【参加費】 1,500円　【持ち物】 飲み物（ふた付き）  

【日時】 8/19(土)　10:30開場～15:00
【会場】 としまセンタースクエア(豊島区庁舎1F)
【内容】 ①古田人形芝居(箕輪町無形民俗文化財)の上演　
          ②産直野菜、ジェラートほか物産販売　③ヒノキの木工品手作り体験　
          ④健康測定会（インボディ測定、血管年齢測定）　ほか 

【日時】 8/26(土) 
　　　  16:30～20:00
【会場】 JR大塚駅南口周辺
※荒天時中止(小雨決行）
※時間変更の可能性あり。

【会場】 雑司が谷地域文化創造館　
【日時】 8/27、9/24、10/29、11/26、12/24 ＊全て日曜
　　　 11:00～16:00

【日時】 8/25(金) 17:30　【会場】 南大塚ホール

募集にあたって必ずお読みください
・原則として豊島区在住・在学のお子さまに限ります。 
・お子さまは保護者の方が責任をも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)を財団の広報宣伝活動に使用いたします。予めご了承ください。

【申込方法】 電話申込による先着順 ※定員に達し次第締切。　【募集受付】 8/12(土)10:00～受付開始　
【必要事項】 希望者の氏名、年齢、性別、学校名、学年、保護者の氏名、住所、電話番号、FAX
【申込先】 プランセクション☎03-3590-7118（平日10：00～17：00） 
　　　　  ※8/12(土)の受付初日に限り10:00～17:00申込可。

参加団体募集 9/15金 必着
応募締切

【対象】 豊島区内で活動(稽古･公演等)を行っている演劇部･演劇サークル等で、10月から始まる実行委員会に
　　　  参加可能な団体。 ※参加条件ほか詳細は募集要項をご覧ください。
【申込】所定の参加申込書に記入の上、下記まで郵送または持参。
＊募集要項は各地域文化創造館にて配布。また財団ホームページからもダウンロード可。

＊「南大塚演劇市2018」2/10(土)･11(日) 13:00～20:00開催（予定）「南大塚演劇市20 8」2 0 土 日 3 00 20土20劇市塚演南 日 3 0 2

南大塚演劇市2018南大塚演劇市2018

時】8/26(土)

東京大塚
阿波おどり
東
阿阿

第
45
回

第
45
回

時間変更 可能

【日時】8/25(金

〔前夜祭〕〔前夜祭〕

【主催･問合】東京大塚阿波おどり実行委員会　☎03-3971-0324 【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（平日9:00～17:00）

【会場】雑司が谷地域文化創造館

「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

信州みのわまち｢ほどほどの田舎暮らし｣フェア信州みのわまち｢ほどほどの田舎暮らし｣フェア
楽しいイベントや抽選会などが盛りだくさん！
豊島区の交流都市･長野県箕輪町の魅力を存分にご紹介。

来年2月、南大塚ホールで開催する演劇の祭典「南大塚演劇市」を一緒に創る団体を募集します。

入場無料～池袋の真ん中で信州みのわの自然を体感！！～

【日程】 12/1(金)～12/3(日)
【会場】 としまセンタースクエア(豊島区庁舎1F)

展示
開催

本紙７月号の記事
「第10回さくらフォト
コンテスト結 果 発
表」で掲載した柴田
容子さん（一般の部
･佳作）の写真に一部
誤りがありました。お
詫びして訂正すると
ともに、正しい写真を
再掲載いたします。

8/30水・8/31木 
〔1回目〕16：00開演（15：30開場） 〔2回目〕18：00開演（17：30開場） 
豊島の森（豊島区庁舎１0F 屋上庭園） ※雨天・強風時は、としまセンタースクエア（豊島区庁舎１F）

【出演】 Ensemble Seasons（アンサンブル シーズンズ）　【曲目】 クラシックや童謡など　
【定員】 各回80名程度　※未就学児～小学生は保護者同伴、2歳児以下は膝上可
【申込】 事前申込　申込期間：8/14（月）消印有効(応募多数の場合は抽選。抽選結果は8月20日頃にお送りします。）
　　　 往復はがき、またはインターネットから申込  「①〒住所 ②お名前 ③年齢 ④電話番号 ⑤希望公演日時」を
　　　 明記の上、下記までご応募ください。※応募1回につき2名まで（お子さま連れの場合は年齢を明記ください）
　　　 往復はがきの宛先：〒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
　　　 インターネットの場合：URL http://www.toshima-mirai.jp
※当日券は各回開演60分前より、としまセンタースクエア（豊島区庁舎1F）で受付予定(満席になり次第、終了します)。
主催：豊島区／企画・制作：公益財団法人としま未来文化財団／協力：東京キリンビバレッジサービス株式会社

豊島の森 夕涼みコンサート

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

園田知潤
(クラリネット)

炭崎友絵
(オーボエ)

山田一輝
(ホルン)

柿沼麻美
(ファゴット)

石田彩子
(フルート)

公演

木管アンサンブルが奏でる極上の時間をお過ごしください。

9/6水 19：00開演（18：20開場） 南大塚ホール
【料金】 全席自由　前売 2,700円(当日3,000円) ※小学生以下、半額(前売/当日共) 主催：(公社)日本奇術協会　☎03-3361-5221(平日13:00～17:00)

南大塚SHOW劇場 Magic of MAGIC Vol.115

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

公演

大阪から人気マジシャン登場！　キタノ大地スペシャルマジックショー

8/23水～8/27日　あうるすぽっと

【作】 ウィリアム・シェイクスピア　【翻訳】 桑山智成　【演出・美術】 杉原邦生　【振付】 北尾 亘　
【出演】 鍛治直人、高山のえみ、大石将弘、大村わたる、北尾 亘、田中美希恵／小田 豊　ほか
【料金】 全席指定 一般：4,500円　豊島区民割引：4,100円　ほか
主催：KUNIO/KUNIO,Inc.　共催：あうるすぽっと（公益財団法人としま未来文化財団）

KUNIO13『夏の夜の夢』

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

杉原邦生

公演

本作品のための新翻訳でおくる杉原邦生版シェイクスピア劇、KUNIO13『夏の夜の夢』。圧倒的な
＜喜劇＞を是非ご堪能ください。

9/30土 14：00開演（13：00開場）　東京芸術劇場コンサートホール
東京佼成ウインドオーケストラ 第135回定期演奏会

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）

ⓒAtsushi Yokota大井剛史
ⓒK. Miura

発売期間
8/5土～

【指揮】 大井剛史　【曲目】 K.フサ：この地球を神と崇める　ほか
【料金】 

3,200円
3,500円

豊島区民割引  5,400円 4,100円
一般 6,000円 4,500円
全席指定 S席 A席 B席

※豊島区民割引は、としまチケット
　センターのみ取扱い

【お詫びと訂正】

マジック オブ マジック

8/26土 14：00開演（13：30開場） 千早地域文化創造館
【定員】 80名　【出演】 BLUE ISLANDERS & 小林れい子フラ舞踏塾　【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。　【料金】 全席自由  600円

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」

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

公演

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」

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

好評
発売中！！

好評
発売中！！

【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。

締　切
8/24木

講座

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。
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 
【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　【費用】 2,500円（教材費含）

雑司が谷地域文化創造館パソコン講座「ワードで年賀状づくり」講座

オリジナル年賀状を作成し、宛名印刷の方法も学ぶ。 ※データ保存用にUSBメモリーをご持参ください。
10/20金・24火・27金 全3回 10：00～12：00　雑司が谷地域文化創造館 パソコンルーム 
【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　【費用】 1,700円（教材費含）

『のぼったら
    届くかな？』 
柴田 容子さん

佳作佳作

入場無料 ※入替制

申込 Pコード458-860 他

申込 ※南大塚地域文化創造館のみ電話予約も可（巣鴨を除く）
締　切
10/9 月・祝月・祝

参加者募集

募集期間：8/7月～9/29金

【締 切】
9/30土
消印有効

売切れ次第
終了

入場無料
※当日直接会場へ

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

としまで学ぶ江戸野菜
～江戸蕎麦と江戸野菜 ～508 11/8・

15・29
10/16
(月)3 3,500円 16名

豊島区在住・
在勤・在学の
18歳以上

11/8
10:00～13:00
11/15･29
10:00～12:00

特定非営利活動法人 江戸ソバリエ協会理事長 
ほしひかる 氏
江戸野菜・伝統野菜研究会 代表 
大竹 道茂 氏　ほか

江戸時代から、市中や近郊で栽培され、食生活を支えてきた
江戸野菜について学びます。江戸野菜実食、蕎麦打ち体験有。
11/29(水)はまち歩き(野菜畑見学)を予定＊交通費別途

水
8/5(土)受付開始

（区民教室）（区民教室）

講　座　名講座番号 期間 時間 内　容 （備考） 申込
締切日定員 対象講　師 費用

（教材費含）回数曜日

～地域とあなたをつなぐ
　　　　文化カレッジ～

平成29年度文化カレッジ
申込
締切日員 対象

受講生
募集

往
復
は
が
き
記
入
例

返信 ①講座番号
②講座名
③住所
④氏名（ふりがな）
⑤年齢
⑥性別
⑦電話番号

返
信
先
住
所

氏
名

往信

この面には、
なにも

書かないで
ください。

開
催
館
住
所

開
催
館
名

応募者多数の場合は、各館で抽選し、結果を通知します。インターネット申込の方へはメールでの通知となります。受講者の決定

往復はがき 講座番号、講座名、住所、氏名（ふりがな）、年齢、性別、電話番号（在勤・在学の方は勤務先・学校名、所在地、電話番号）を記入の上、各地域文化創造館に送付。 1

2 インターネット
としま未来文化財団ホームページの文化カレッジページより所定のフォームに必要事項を入力して申込。

URL http://www.toshima-mirai.jp/course/college.html

3 窓口 各地域文化創造館窓口（巣鴨を除く）にある所定の申込用紙に必要事項を記入し、必ず返信用はがきを添えて申込。

注意！
①申込内容に事実と異なる記載があった場合は、受講決定通知後でも取り消すことがあります。 ②申込は、1講座につき1人（1組）1通まで。 ③費用を銀行振込または現金書留で納入する場合、別途事務手数料100円が
かかります。 ④納入した費用は原則としてお返しできません。 ⑤一人でも多くの方にご参加いただけるよう、お申込み後のキャンセルがないようご協力をお願いします。
＊各講座の詳しい内容は、直接開催館へお問い合わせください。＊車いすをご利用の方は事前に各館へお問い合わせください。＊応募者が一定人数に達しない場合、講座の開催を見合わせることがございます。

文化カレッジ 申 込 方 法 保【保育付】保育付講座。要事前申込、保育保険料別途 区 【区民講師】区民のみなさまが講師を担当 【地域団体】近隣地域の団体が講師を担当地

駒込地域文化創造館　〒170-0003 駒込2-2-2　☎03-3940-2400　 南大塚地域文化創造館　〒170-0005 南大塚２-３６-１　☎03-３９４６-４３０１エリアガイドボランティア養成事業

エリアガイドボランティア養成講座Ⅲ
「発掘！ 染井遺跡 植木の里を歩く」

109 9/30、
10/7

9/3
（日）2 1,500円 20名 18歳以上14:00～

16:00
特定非営利活動法人としま遺跡調査会
榎本 邦人 氏地

染井遺跡の発掘調査の成果から、染井の歴史を座学とまち
歩きで学びます。座学では、実際に出土した遺物にふれながら
講義します。駒込

土

大塚ものがたり 文化・芸能の大塚満喫編
～今回は大塚まち歩きのための
　マップをつくろう！～

509 11/4・18
12/9・16
1/20

10/20
（金）5 2,300円 30名 18歳以上13:30～

16:00

豊島区図書館専門研究員 水谷千尋氏
早稲田大学演劇博物館 助教 宮 信明氏
大塚天祖神社権禰宜 細川 朋学氏
　　豊島区観光協会　ほか

まち歩きの観点から、マップ作りのコツを学びます！ また
文化・芸能面の様々な角度からの地域学習を通して、「大塚」
を味わいましょう。南大塚

土
8/5(土)受付開始 地

演劇挑戦！⑯舞台で演じてみよう
～色んなはだかの王様～510

12/5～2/6
※1/2除く

2/10

11/6
(月)10 5,300円 20名

中学1年以上
18歳未満は
受講手続時、
保護者の
同意必要。

18:30～
20:30
午後
（予定）

劇団うるとら2Ｂ団主宰
門間 利夫 氏

「朗読」「人形劇・紙芝居」「舞台演劇」のグループに分かれて、
はだかの王様を演じてみよう！ 2/10（土）には南大塚ホール
の「南大塚演劇市」にて発表会。

火

土8/5(土)受付開始

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】 ☎070-6555-6876　■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11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


