
【問合】プランセクション　☎03-3590-7118（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

【申込・問合】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）

【主催･問合】南大塚都電沿線協議会　☎03-3982-3500（南大塚接骨院内）  
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第28弾！ 雑司が谷ワンコイン落語会第28弾！ 雑司が谷ワンコイン落語会
地元の噺家･金原亭馬遊師匠が満を持して初登場！！

地域や落語ファンの皆様に長年、愛され続けてきた｢南大塚ホール落語会｣。
第1回からプロデュースを手がける柳家さん枝ほか出演者による口上や、
仲入り後のお楽しみ特別抽選会もございます。
ぜひご来場をお待ちしております。

【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

11/19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

金原亭馬遊

橘家 圓太郎 月の家 小圓鏡

翁家　勝丸 入船亭 小辰

先着順

【出演】 金原亭馬遊　【定員】 100名　【料金】 全席自由  500円

申込 ※雑司が谷地域文化創造館のみ電話予約可（巣鴨を除く）

年 大塚ホ ル落語語てき 南南大に様に長年 ｢南｢南てきたきた｢に長様に さ年年長年 たけて長年 さ愛さ愛年年年 けさ 続続され続続されれ続れの皆様様の皆様様様様語 の地域地 落語 ンの語域や落語域や フ ンフ語フ域域地 けけ続続 たききたたききき続続けけけ続け続続続続け続 たたたたててききて たた続続 たききききててけけて たたたたてててきてけけてけけけけけけけけ たたたたたたたきたけけてててききたたたけけけ 語語落語落 ｣｣語語語語語語語語語会会｣｣会｣｣会会会語会語会語語会会会会会会会会会会会会会会

第100回 南大塚ホール落語会第100回 南大塚ホール落語会
好評
発売中！！

友の会友の会
招待・抽選

友の会友の会
招待・抽選

好評
発売中！！

11/16木 18：30開演（17：30開場） 南大塚ホール   
【出演】 落語：橘家圓太郎、月の家小圓鏡、入船亭小辰、柳亭市若
　　　 曲芸：翁家勝丸
【料金】 全席自由　一般：前売1,800円(当日2,000円) 友の会：1,500円

【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

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）

「南大塚ホール落語会 思「南大塚ホール落語会 思ひで」で」
11/16木 開場時17:30から終演後まで(予定)

※観覧には第100回落語会の入場券（半券）が必要です。
南大塚ホールロビー

第100回南大塚ホール落語会記念展示同時開催
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イベントスケジュール
催物名日付 開演時間 備考入場料

演劇｢大石内蔵助の妻　りく」
10/14(土)
～10/15(日)

14：00
両日共

全席指定
　  6,000円 ➡5ページへ

【会場・問合】あ

千早地域文化創造館 文化祭
｢第40回 あゆみ展｣

10/7(土)
 ・8(日)

掲載頁
参照

無料
(一部有料あり) ➡3ページへ

【会場・問合】千

10/22(日) 大田楽 いけぶくろ絵巻 18:30 無料
➡1ページへ

【問合】【会場】SP プ

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 ➡4ページへ

【問合】【会場】CH プ

駒込地域文化創造館 文化祭
｢第34回 駒込文化まつり｣

10/21(土)
・22(日)

掲載頁
参照

無料
(一部有料あり) ➡3ページへ

【会場・問合】駒

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

あうるすぽっと  ☎03-5391-0751あ

雑司が谷地域文化創造館 ☎03-3590-1253雑

千早地域文化創造館 ☎03-3974-1335千

会場・問い合わせ先

南大塚ホール南H

南池袋公園SP

Echika 池袋ギャラリーEG

東京芸術劇場ギャラリーＧ

東京芸術劇場コンサートホールCH

Echica池袋ギャラリー
｢東京よさこい｣＆
｢受け継がれる祭礼・芸能｣展

9/30(土)
～10/30(月)

掲載頁
参照 無料

➡6ページへ
【問合】【会場】EG ま

朗読劇
「季節が僕たちを連れ去ったあとに 
～『寺山修司からの手紙』より」

10/6(金)
～10/12(木)

掲載頁
参照

全席指定
　  5,000円 ➡5ページへ

【会場・問合】あ

南大塚地域文化創造館 文化祭
｢第40回 みなみおおつか文化祭｣

10/13(金)
～10/15(日)

掲載頁
参照

無料
(一部有料あり) ➡3ページへ

【会場・問合】南

豊島区総合美術展
11/17(金)
～11/21(火)

掲載頁
参照 無料 ➡6ページへ

【問合】【会場】G プ

美術へのいざない2017～｢ゴッホ展　
巡りゆく日本の夢｣文化講演会11/10(金) 18:30 無料

※要事前申込 ➡4ページへ
【問合】【会場】あ ま

第38回 豊島区文化祭
10/28(土)
～12/3(日)

掲載頁
参照

掲載頁
参照 ➡6ページへ

【問合】プ

第3回 スマイル大合唱フェスティバル11/10(金) 15:00 全席指定
　  5,000円 ➡5ページへ

【問合】【会場】CH プ

第100回 南大塚ホール落語会11/16(木) 18:30
全席自由
前売 1,800円
当日 2,000円 ➡5ページへ

【問合】【会場】南H 南

第29回 民俗芸能 in としま11/18(土) 12:30 無料
※要事前申込 ➡5ページへ

【問合】【会場】あ プ

第28弾！ 雑司が谷ワンコイン落語会11/19(日) 14:00 全席自由
　　  500円 ➡5ページへ

【会場・問合】雑

華麗なる彩り 小会12/3(日) 11:00 全席自由 
　  1,000円 ➡5ページへ

【問合】【会場】南H プ

第11回ベビーカーコンサート12/6(水) 11:00 無料
※要事前申込 ➡5ページへ

【会場・問合】雑

区民でつくる演奏会
｢いっぽ･イッポ･み･ら･い･へ 13｣12/9(土) 14:00

全席指定
 S席 3,500円
A席 3,000円
B席 2,000円 ➡4ページへ

【問合】【会場】CH 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。

10/14土・15日 各日14：00開演 
あうるすぽっと

【原作】 平岩弓枝『花影の花―大石内蔵助の妻』（新潮社刊)
【上演台本･演出】 笹部博司　【出演】 佐久間良子　【音楽･ピアノ演奏】 大貫祐一郎
【料金】 全席指定　一般：6,000円　
　　　　　　　　 豊島区民割引：5,700円（在住･在勤･在学／要証明書提示)

りゅーとぴあ発　物語の女たちシリーズ第12弾 

大石内蔵助の妻 り く

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

公演

静かに強く生きた、大石内蔵助の妻りくの生涯を、佐久間良子が語ります。

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

申込 Pコード459-147 ほか

10/6金～12木　あうるすぽっと

【構成･演出】 広田淳一　
【出演】 6(金)･11(水)　松島庄汰、石田明(NON STYLE)
　　　 7(土)･ 8(日)　 土屋シオン、長田成哉
　　　 9(月･祝)　　　 吉田翔吾、小林顕作
　　　 10(火)･12(木) 栗原吾郎、矢崎広 ほか
【料金】 全席指定　一般：5,000円　
　　　 　　　　  豊島区民割引：4,500円（在住･在勤／要証明書提示)
　　　 　　　　  学生・中高生以下：2,500円 ほか

朗読劇  季節が僕たちを連れ去ったあとに
　　　  『寺山修司からの手紙』より
　　　　　　　　　　　　　　　　（岩波書店）

公演

寺山修司と山田太一の書簡集『寺山修司からの手紙』を、
広田淳一が構成･演出する朗読劇。

申込 Pコード481-474 ほか

12/6水 11：00開演（10：30開場） 雑司が谷地域文化創造館 第2練習室
【出演】 大島真貴(ピアノ)、新原輝美(フルートほか笛) 　【定員】 50組　※大人のみの入場不可
【申込】 10/5(木)10:00～　雑司が谷地域文化創造館の窓口または電話にて申込開始。

第11回ベビーカーコンサート

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

公演

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

【共通申込方法】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。なお同館窓口で直接、返信用はがきを添えて申込も可。

パソコン講座／雑司が谷地域文化創造館 パソコンルーム 

「楽しく撮って活用！デジタルカメラ」 締　切
10/26木

講座

カメラの設定、画像の整理･保存、修正や活用法を学びます。3回目[11/14(火)]は撮影で都内外出予定。
※デジカメと取扱説明書、データ保存用USBメモリーを各自ご持参ください。

南大塚地域文化創造館と区民ひろば南大塚を会場に、今年も
ハロウィンパーティーを開催。みんなで仮装して、パレードと
ゲームで楽しみましょう！

江戸時代から継承されてきた郷土玩具「すすきみみずく」の製作を体験しませんか。

11/7火～21火 火・金 （全5回） 10：00～12：00　
【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】 3,900円（教材費含）

締　切
11/13月

締　切
10/10火

「ワード2013集中講座 中級」
文字入力の基礎から始め、案内状の作成を通じてワード2013を使いこなすスキルを学びます。
※データ保存用USBメモリーを各自ご持参ください。

11/24金～12/19火 火・金 （全8回） 10：00～12：00
【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】 5,000円（教材費含）

衣装やかつらを身につけない装いでご覧いただきます。日本舞踊の魅力を気軽にお楽しみください。

12/3日 11：00開演（10：30開場） 南大塚ホール
【出演】 としま区日本舞踊家集団、
　　　 ジュニア・アーツ・アカデミー〈日本舞踊〉の子どもたち
【番組】 “踊りくらべ四季の彩り”
　　　 ～鶴亀､五郎､花見踊､浅妻､越後獅子､あやめ浴衣､
　　　 　吉原雀､舌出し三番叟､秋の色種､鷺娘 ほか
【料金】 全席自由　一般：1,000円　友の会：800円
　　　　 ※小学生以下入場無料　※4歳未満入場不可

【申込】 電話予約：プランセクション☎03-3590-7118　
　　　 窓口販売：南大塚地域文化創造館(南大塚2-36-1)

としま区民芸術祭 華麗なる彩り 小会公演

新原輝美大島真貴

申込

入場無料 ※要事前申込

昨年の舞台｢藤娘｣より

雑司ヶ谷　子母神御会式万灯練供養冨士元囃子･寿獅子

長崎獅子舞

石田明矢崎広

長田成哉小林顕作

オーケストラの演奏にのせて童謡や唱歌をみんなで笑顔で歌って
元気になりましょう！

11/10金 15：00開演（14：00開場） 
東京芸術劇場コンサートホール

【ゲスト】 小原 孝、サーカス、岡本知高 ほか　【指揮】 坂本和彦　
【演奏】 としま ユング フェスタ オーケストラ　
【曲目】 ふるさと、見上げてごらん夜の星を、アヴェ・マリア(カッチーニ)  ほか
【料金】 全席指定　5,000円

第3回 スマイル大合唱フェスティバル
～南三陸町の方々を迎えて～

公演

世代から世代へと受け継がれる豊島区の無形民俗文化財をご紹介します。
友好都市･埼玉県秩父市からは毎年恒例｢秩父屋台囃子｣を迎えます。

11/18土 12：30開演（12：00開場） あうるすぽっと

【出演】 雑司ヶ谷　子母神御会式万灯練供養
　　　  　(雑司ヶ谷　子母神御会式連合会/豊島区)
　　　  冨士元囃子･寿獅子(冨士元囃子連中/豊島区)
　　　  長崎獅子舞(長崎獅子連/豊島区)
　　　  秩父屋台囃子(髙野右吉と秩父社中/埼玉県秩父市)
【定員】 300名(先着順)
【申込】 往復はがき、またはインターネットにて受付。
　　　  詳細は財団ホームページ
　　　  URL http://www.toshima-mirai.jp/
　　　  をご覧ください。

【締切】 11/6(月)必着　
　　　  ※申込はお一人様一通のみ有効。
　　　  ※定員に達し次第締切。

第29回「民俗芸能inとしま」
未来に受け継ぐ わたしたちの芸能

公演

岡本知高

小原 孝 サーカス

※要事前申込

11/6月 19：00開演（18：20開場） 南大塚ホール
【出演】 藤本明義、伊藤夢葉、からくりどーる、キャラメルマシーン、西ゆかり、
　　　 なおと、ヨーヨーマスターＴＡＫＡ 　
【料金】 全席自由　前売2,700円(当日3,000円)  ※小学生以下は半額(前売/当日共)
主催：(公社)日本奇術協会 TEL 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

公演 コメディーナイト／南大塚SHOW劇場 Magic of MAGIC Vol.116
好評
発売中！！

友の会友の会
招待・抽選

マジックオブマジック

東京佼成ウインドオーケストラ 第136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。

申込名曲・名作鑑賞会名曲・名作鑑賞会

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

【指揮】 飯森範親　
【協演】 田中靖人(サクソフォン)　
【曲目】 P.クレストン：アルトサクソフォン協奏曲　
　　　 C.T.スミス：華麗なる舞曲 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

11/23　 14：00開演（13：00開場） 東京芸術劇場コンサートホール●木・祝

発売期間
10/5木～11/12日

【席主】 広　間：磯野碩昌(表千家 看月庵流)　次の間：八代宗晴(表千家)
【料金】 お茶券：1,500円（2席分）※予定枚数に達し次第販売終了

秋 の 茶 会秋 の 茶 会
10/28土 10：00～15：00（受付は14：00まで） 
目白庭園 赤鳥庵

コーラス大会コーラス大会 11/18土 18：00開演（17：30開場） 
あうるすぽっと

民 踊 大 会民 踊 大 会 11/19日 11：00開演（10：30開場） 
あうるすぽっと

珠算コンクール珠算コンクール 11/23　 10：00／13：00 
生活産業プラザ

吟剣詩舞大会吟剣詩舞大会 11/25土 10：30開演（10：00開場） 
上池袋コミュニティセンター

器楽演奏会器楽演奏会 11/26日 13：00開演（12：30開場） 
上池袋コミュニティセンター

と し ま 区 民 芸 術 祭

日本画・洋画・彫刻・工芸・書 
（豊島区美術家協会・豊島区書道会会員による作品）

日本画・洋画・彫刻・工芸・書 
（豊島区美術家協会・豊島区書道会会員による作品）

11/17金～21火 10：00～18：00
東京芸術劇場5F ギャラリー１

（　　　　　　　 ）※初日は13：00から
※最終日は17：00まで

いけ花（豊茶華文化連盟会員による作品）いけ花（豊茶華文化連盟会員による作品）

11/19日～21火 10：00～18：00（※最終日は17：00まで） 東京芸術劇場5F ギャラリー２

●木・祝

第38回 豊島区文化祭第38回 豊島区文化祭

豊 島 区 総 合 美 術 展豊 島 区 総 合 美 術 展
様々なジャンルの作品を見られる展覧会。各団体の成果をぜひお楽しみください。様々なジャンルの作品を見られる展覧会。各団体の成果をぜひお楽しみください。

【対象】 小学生以下 ※要保護者同伴
【集合場所】 区民ひろば南大塚2F ※各自仮装してご参加ください。

「東京よさこい」＆
「受け継がれる祭礼・芸能」展
「東京よさこい」＆
「受け継がれる祭礼・芸能」展10/25水 10：30～11：30（受付 10：00～10：30）

9/30土～10/30月 6：00～23：00
Echica池袋ギャラリー(東京メトロ 池袋駅 構内通路)

区民ひろば南大塚運営協議会・区民ひろば南大塚・南大塚地域文化創造館共同事業

10/250/ 5

区民ひろば南大塚運営協ろば南 協議会 区民ひろば南大塚区民ひ 塚

ハロウィンパーティーハロウィンパーティー

【定員】 20名　※申込多数の場合は抽選
【案内】 ボランティアガイド「としま案内人雑司ヶ谷」
【費用】 300円(資料代)
【申込】 往復はがきに①代表者の氏名(ふりがな)･〒住所･電話番号 
　　　 ②参加者人数･氏名(全員分) を明記の上、下記住所まで郵送。

10/21土 10：00～12：00 ※雨天時は22日に順延

としま案内人雑司ヶ谷 ガイドツアー 締
10/

110/21110/1 /212111111

内人雑司ヶ谷 ガイドとしま案内とし 案しま 内案しま案内人雑司ヶ谷 ガイド人雑 ヶ谷 ガイ雑雑 谷 イイ谷人 ガ人 司 ドツアツアアアツドツ

夏目漱石と
雑司が谷旧宣教師館
夏目漱石と
雑司が谷旧宣教師館

【定員】 各回30名程度　【講師】 雑司が谷すすきみみずく保存会
【費用】 1,000円　【申込】 下記電話または直接、雑司が谷案内処窓口へ

11/12、12/10、
2018.2/11、3/11 ※すべて日曜日 
各日10：00～12：00 
法明寺みみずく会館(豊島区南池袋3-5-9)

111/11/1/122 12/12/1/ 0

雑司が谷すすきみみずく
製作講習会
雑司が谷すすきみみずく
製作講習会

会期中はたくさんのバラが咲き誇り、都内屈指の美しさを誇る大塚沿線。オープニング
セレモニーやバラの即売会も予定。秋のひととき、ぜひ足を運んでみませんか。

10/15日～29日 都電荒川線｢大塚駅前｣駅～｢向原｣駅間の沿線 
都電荒川線線

第12回 大塚バラまつり第12回 大塚バラまつり

10/15日 9：00～ 
南大塚ホール（みなみおおつか文化祭会場内）

10/28土・29日 
10：00～
大塚商人祭り会場内特設ブース
（JR大塚駅前）

参加無料

入場無料

好評発売中

入場無料

区民作品展区民作品展 12/1金～12/3日
としまセンタースクエア(豊島区庁舎1F）

入場無料

入場無料

要事前エントリー

入場無料

入場無料

オープニング
セレモニー
オープニング
セレモニー 10/281 29

バラの即売会バラの即売会

←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

今年は漱石生誕150年。雑司ケ谷霊園に眠る､漱石ゆかりの数々の
著名人を訪ねます。

入場
無料
先着順

主催：NPO法人音楽で日本の笑顔を／共催：公益財団法人としま未来文化財団、豊島区
企画･制作：株式会社ピュアハーツ

※定員に達し次第締切

好評
受付中

※定員に達し次第締切

池袋ギャラリー池袋ギャラリー池袋ギャラリー

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　■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　■南大塚地域文化創造館 〒170-0005 南大塚2-36-1 ☎03-3946-4301　■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2018年1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5 6


