施 設問合

公演

■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

第190回 庁舎ランチタイムコンサート

サクソフォーン四重奏で贈るロマンティックファンタジー

11/23

12/13
昨年の舞台｢藤娘｣より

※4歳未満入場不可

☎03-3590-7118（平日10：00〜17：00）

第17回合唱団「大塚」
・とげぬき地蔵通り合唱団

すがもクリスマスチャリティーコンサート
17：00開演（16：30開場） 南大塚ホール

講座

入場
無料
※当日直接
会場へ

【出演】合唱団｢大塚｣・とげぬき地蔵通り合唱団 ほか 【定員】250名

【問合】巣鴨地域文化創造館

☎070-6555-6876（平日9：00〜17：00）

締

切

11/13

【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）

「エクセル2013集中講座 中級」
1/10 〜2/2 水・金 （全8回） 10：00〜12：00

締

切

12/25

【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】5,100円
（教材費含）
【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。
☎03-3590-1253 〒171-0032 豊島区雑司が谷3-1-7

としまチケットセンター

申込

公演

ゆ

ざ

の

入場
無料

※当日直接会場へ

開場時17:30から終演後まで(予定)

南大塚ホールロビー

翁家

勝丸

※観覧には第100回落語会の入場券（半券）が必要です。

第６回大塚アマチュアお笑いグランプリ O-One GrandPrix 2018
南大塚ホール落語会100回記念として、あの「おーわん」がかえってくる！
日々、自らのお笑いを追求するアマチュア芸人の皆さん、奮ってご参加ください。詳細は次号にて。

第28弾！ 雑司が谷ワンコイン落語会

※要事前申込
【出演】中川順子(歌)、斎藤光晴(フルート)、
西島麻子(ピアノ)、田中一結(ピアノ)
【定員】50組 ※先着順。定員に達し次第締切
※大人のみの入場不可
【申込】11/5(日)10：00から、
雑司が谷地域文化創造館の窓口または電話にて受付開始。

公演

雑司が谷新春コンサート
〜初春ミュージック＆トークin雑司が谷〜

1/14

11/19

参加者
！
大募集！

好評
発売中！
！

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
申込

第38回
©篠山紀信

豊島区文化祭

入場
無料
（17：30開場）

日頃、創作活動に励む豊島区民の皆さんから幅広いジャンルの
作品が集まりました。会期前・会期中には作品製作が体験できる
ワークショップも開催します。

11/1(水) Echica池袋ギャラリー
〜11/28(火) ｢障害者アート展｣

掲載頁
参照

無料

11/16(木) 第100回 南大塚ホール落語会

18:30 前売 1,800円
当日 2,000円 ➡6ページへ

11/17(金)
豊島区総合美術展
〜11/21(火)

掲載頁
参照

11/19(日) 第28弾！雑司が谷ワンコイン落語会

14:00

【問合】プ

➡6ページへ
【会場】EG 【問合】ま

➡6ページへ
【会場】南H 【問合】南

10：00／13：00
珠算コンクール 11/23
生活産業プラザ
木・祝

吟剣詩舞大会 11/25

10：30開演（10：00開場）

上池袋コミュニティセンター

13：00開演
器楽演奏会 11/26
上池袋コミュニティセンター

発売日

（12：30開場）

11/5

入場
無料

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。

【会場】G 【問合】プ

➡6ページへ
【会場・問合】雑

全席自由

500円 ➡6ページへ

全席指定
【会場・問合】あ
11/22(水) サイン アート プロジェクト. アジアンvol.6
要問合せ 前売 4,500円
「夏の夜の夢」
〜11/26(日) Rock Carnival
当日 5,000円 ➡3ページへ
全席指定

【会場・問合】あ

要問合せ 前売 6,000円
当日 6,400円 ➡3ページへ

【会場】南H 【問合】プ

全席自由

12/3(日)

華麗なる彩り 小会

11:00

12/9(土)

区民でつくる演奏会
｢いっぽ･イッポ･み･ら･い･へ 13｣

S席 3,500円 【会場】CH 【問合】プ
14:00 A席 3,000円
➡1ページへ
B席 2,000円

12/10(日) すがもクリスマス
チャリティーコンサート

17:00

第190回
12/15(金) 庁舎ランチタイムコンサート

12:00

1,000円 ➡5ページへ

無料

無料
※申込不要

【会場】南H 【問合】巣

➡5ページへ
【会場】TC 【問合】プ

➡5ページへ

無料

【会場・問合】雑

※要事前申込

➡5ページへ

1/14(日)

第12回ベビーカーコンサート

11:00

1/14(日)

雑司が谷新春コンサート

14:00

1/21(日)

豊島区吹奏楽団・豊島区管弦楽団
ニューイヤーコンサート

掲載頁 前売 1,000円 【会場】CH 【問合】プ
参照 当日 1,200円 ➡4ページへ

1/27(土)

としま初春寄席

11:00／ 前売 2,500円 【会場】南H 【問合】プ
14:00 当日 3,000円 ➡1ページへ

Viva! Gypsy Music
〜音楽の旅路〜

あ
19:00 前売 2,800円
当日 3,000円 ➡4ページへ

（豊島区美術家協会・豊島区書道会会員による作品）

【会場・問合】雑

全席自由

500円 ➡5ページへ
全席指定

全席指定

11/17 〜21

2/8(木)

10：00〜18：00
※初日は13：00から
※最終日は17：00まで

全席指定

【会場】

【問合】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。

東京芸術劇場5F
ギャラリー１

会場・問い合わせ先

いけ花
（豊茶華文化連盟会員による作品）
作

プ プランセクション ☎03-3590-7118

雑 雑司が谷地域文化創造館 ☎03-3590-1253

あ あうるすぽっと ☎03-5391-0751

南H 南大塚ホール

ま まちの魅力づくりセクション ☎03-3981-4732 EG Echika 池袋ギャラリー

11/19 〜21

区民作品展 12/1 〜12/3
【問合】プランセクション

無料

【会場】TC 【問合】広
としま国際アート･カルチャーフォーラム
1/9(火) 「青島広志／豊島区の歴史を歌でたどる…」 18:30 前売 1,000円
➡3ページへ
※要事前申込

日本画・洋画・彫刻・工芸・書

11：00開演
民 踊 大 会 11/19
あうるすぽっと

☎03-3590-1253 〒171-0032 豊島区雑司が谷3-1-7

※最終日は15:00まで

無料

全席自由

豊島区 総合美術展

18：00開演
コーラス大会 11/18
あうるすぽっと

【出演】平中麻貴(ソプラノ)、菅谷公博(バリトン)、上原千穂(ヴァイオリン)、
四條智恵(ピアノ)、伊藤隆浩(構成･司会)
【定員】100名 【料金】全席自由 500円
【申込】11/5(日)10:00から、
雑司が谷地域文化創造館の窓口または電話にて受付開始。

10:00〜19:00

掲載頁
参照

全席自由

備考

金原亭馬遊

（巣鴨を除く） ※雑司が谷地域文化創造館のみ電話予約可

☎03-3590-1253 〒171-0032 豊島区雑司が谷3-1-7

広 広報･施策調整グループ ☎03-3590-7119 TC としまセンタースクエア

10：00〜18：00 ※最終日は17：00まで

としまセンタースクエア(豊島区庁舎1F）

としま区民芸術祭／第38回豊島区文化祭
としま区民芸術祭／第
回豊島区文化祭

第38回 豊島区文化祭

12/2(土) 花組芝居
〜12/10(日) 浪漫歌舞伎劇｢黒蜥蜴」

と し ま 区 民 芸 術 祭

14：00開演（13：30開場）

【問合】雑司が谷地域文化創造館

入場料

全席指定

（10：30開場）

11：00開演（10：30開場）

催物名

開演時間

地元の噺家･金原亭馬遊師匠が満を持して初登場！
！

入場
無料

東京芸術劇場5F ギャラリー２

駒 駒込地域文化創造館 ☎03-3940-2400

CH 東京芸術劇場コンサートホール

巣 巣鴨地域文化創造館 ☎070-6555-6876

Ｇ 東京芸術劇場ギャラリー

南 南大塚地域文化創造館 ☎03-3946-4301

☎03-3590-7118（平日10：00〜17：00）

Scotland
ot nd Day
Day in To
Tokyo 2017
Toky

「障害者アート展」

池袋ギャラリー

〜楽しい！感動！スコットランド！〜

11/1 〜28

11/25
11/
1
1/2
25
25

Echica池袋ギャラリー(東京メトロ 池袋駅 構内通路)

10：00〜20：30

6：00〜23：00

「豊島区障害者美術展(ときめき想造展)」
での受賞作8点を展示します。

東京芸術劇場2F 特設会場

【問合】
まちの魅力づくりセクション

食に文化に風土に歴史に観光―全てが楽しいスコットラ
ンドをたっぷりお届けするスコットランド・デイ。第２回の
今年はお祭りと映画をフィーチャー！是非お越しください！

http://jpn-scot.org/

最優秀賞
「風車のある街」
久保貴寛さん

☎03-3981-4732
（平日10:00〜17:00）

としま案内人駒込･巣鴨 ガイドツアー

【内容】第1部 10：00〜13：00 スコットランド留学フェア
第2部 14：00〜16：00 講演＆トーク
第3部 16：00〜18：00 ペチャクチャ･ナイト
on Scotland
第4部 18：00〜20：30 スコットランド･ナイト
（有料・要問合）

【主催･問合】NPO法人 日本スコットランド交流協会

締切（必着）
：12/1

※先着順

大名庭園「六義園」の紅葉見学と周辺地域の街歩き
各日とも
12/8 ・9 9：30〜11：30

【定員】20名
【定員】
20名（各日とも）【案内】としま案内人駒込
（各日とも）【案内】としま案内人駒込･巣鴨
巣鴨 【費用】300円(資料代
【費用】300円(資料代・保険料)
保険料)※入園料別途
【申込】往復はがきに①参加希望日 ②〒住所 ③代表者の氏名(ふりがな) ④年齢 ⑤電話番号 ⑥[複数人参加
の場合]合計人数･氏名(全員分) を明記の上、下記住所「としま案内人駒込･巣鴨ツアー」係まで郵送。
JR駒込駅北口 染井吉野桜記念公園集合

【問合】
駒込地域文化創造館

☎03-3940-2400 〒170-0003 豊島区駒込2-2-2

募
集
案
内

グ レッグ 先 生と楽しく英 会 話
米 国 人 講 師 対 学 生 一 般シニア
好 評 の 自 由 予 約 制 個 人 教 授！
時 火〜土 入 5千円 ￥ 4千円〜
場 千川駅3番出口前★体験可
電 3554-7580グレッグ英会話
絵 画 工 作 陶 芸 ☆ スタジオバ ル
水金土♡曜日振替見学体験OK
4才〜大人 ￥ 7千円 場 池袋歩7分
自由学園明日館隣画廊奥 電 033989-8608★東京芸術劇場で
毎年作品展♥芸大卒・回数券有

略語例
時 ＝日時 場 ＝場所 ￥ ＝会費、月謝、料金 入 ＝入会金
割 ＝割引料金 対 ＝対象 電 ＝電話 F ＝FAX

●平成30年1月号の掲載受付は11/17(金)まで

※申込多数の場合は先着順。

【問合】財団「募集案内」係 ☎03-3590-7119(平日10:00〜17:00)

☎03-6912-5026 〒171-0032 豊島区雑司が谷3-19-5

いち

豊島区の友好都市・山形県遊佐町が
山形県遊佐町が、本年度も季節毎
本年度も季節毎に旬の産直野菜など
を区内各所で定期販売。としま未来文化財団運営施設での販売予定は下記
のとおりです。

11/26(日)、12/24(日)
雑司が谷地域文化創造館

詳細は財団ホームページをご覧ください。
ださい。

各日とも11：00〜16：00

http://www.toshima-mirai.jp/event/exhibition.html
event/exhibition.html

※商品売切れ次第、終了予定

【主催・問合】遊佐ノ市事務局(遊佐ブランド推進協議会内)

【問合】
まちの魅力づくりセクション
☎0234-72-3966

☎03-3981-4732(平日10:00〜17:00)

この欄は広告です︒
お問い合わせは広告主まで︒

★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2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。

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

「遊佐ノ市」産直販売

5

入船亭 小辰

【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

☎03-5391-0516（10：00〜19：00）

としまセンタースクエア(豊島区庁舎1F)

昨年開催された第1回雑司が谷フォトコンテストの受賞作品をご紹介します。

【問合】雑司が谷案内処

の

第12回ベビーカーコンサート

「2016年 雑司が谷フォトコンテスト受賞作品展」 12/1 〜3
雑司が谷案内処2階ギャラリー

11/16

【問合】雑司が谷地域文化創造館

第49回区民作品展

雑司が谷案内処2階ギャラリー展示

月の家 小圓鏡

「南大塚ホール落語会 思ひで」〜第100回南大塚ホール落語会記念展示

雑司が谷地域文化創造館

データ入力やセルシートの操作方法から始め、表計算、関数を使った計算、
グラフの作成など、
エクセル2013の基礎を一通り学びます。

10：30〜16：30 ※木曜休館

11/15

日付

同時開催

11：30開演（11:00開場）

【出演】前橋汀子
（ヴァイオリン）
弦楽アンサンブル＆パイプオルガン、立教学院諸聖徒礼拝堂聖歌隊
【曲目】ヘンデル：メサイヤ｢ハレルヤ｣、J.S.バッハ：主よ人の望みの喜びよ、
ヴィヴァルディ：『四季』より｢冬｣ ほか
【料金】全席指定 2,500円
前橋汀子
※豊島区民割引は､としまチケットセンターのみ取扱い

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。

展示中〜12/6

締切（必着）

橘家 圓太郎

【出演】金原亭馬遊 【定員】100名 【料金】全席自由 500円

雑司が谷地域文化創造館 第2練習室

「ワード2013集中講座 中級」
11/24 〜12/19 火・金 （全8回） 10：00〜12：00

展示

ペア15組30名様をご招待

（巣鴨を除く） ※南大塚地域文化創造館のみ電話予約可

イベントスケジュール
開催中〜
12/3(日)

18：30開演（17：30開場） 南大塚ホール

東京芸術劇場コンサートホール

1/14

パソコン講座／雑司が谷地域文化創造館 パソコンルーム

【問合】雑司が谷地域文化創造館

飯森範親

前橋汀子ヴァイオリン
クリスマス・デイライト・コンサートVol.5

【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)

12/10

©Shin Yamagishi

演奏活動55周年

【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

公演

©Atsushi Yokota
東京佼成ウインドオーケストラ

予 告

好評
発売中
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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。

11/16

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

残券
僅少

【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

【対象】 豊島区在住･在勤の方 【申込】 官製はがきに①〒住所(在勤の方は勤務先も併記)②氏名(ふりがな)
③年齢④性別⑤電話番号を記入の上、
〒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
「としまみらいシート係」
まで。※応募者多数の場合は抽選。当選発表は招待券の発送をもって代えさせていただきます。

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。

【問合】プランセクション

区民招待

■雑司が谷地域文化創造館 〒171 - 0032 雑司が谷3 - 1 - 7 ☎03 - 3590 - 1253

第100回 南大塚ホール落語会

申込

一般販売とは別に、区民の皆さまへ特別にペア券をプレゼント！ふるってご応募ください。

11：00開演（10：30開場） 南大塚ホール

※小学生以下入場無料

11/12 まで

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

落語

12/3

発売期間

14：00開演（13：00開場） 東京芸術劇場コンサートホール

としまみらいシート

※曲目は変更になる場合があります。

華麗なる彩り 小会

木・祝

【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】全席指定 一般：S席6,000円 A席4,500円 B席3,500円
※各ランク豊島区民割引あり。要問合せ。
(としまチケットセンターのみで前売取扱)

【出演】久留 えり(ソプラノ･サクソフォーン)
近田 めぐみ(アルト･サクソフォーン)
浅野 拓弥(テナー･サクソフォーン)
山下 実希(バリトン･サクソフォーン)
【曲目】A.デザンクロ：サクソフォーン四重奏曲より
第3楽章
浅利 真
（編曲）
：くるみ割り人形メドレー
高橋 宏樹
（編曲）
：ウォルタイム･トラベル ほか

としま区民芸術祭

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。
申込
※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。

東京佼成ウインドオーケストラ 第136回定期演奏会

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)

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。
ベビーカーOK、赤ちゃんと一緒に鑑賞いただけるスペースも
ご用意しています。

公演

名曲・名作鑑賞会

■巣鴨地域文化創造館【休館中】☎070-6555-6876

としま

入場
無料

with 東京音楽大学

12/15

■駒込地域文化創造館 〒170 - 0003 駒込2-2-2 ☎03-3940-2400

★「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

資 源 保 護 の た め 、再 生 紙 を 使 用 し て い ま す
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