
【　　 】主催
問合

遊佐ノ市事務局 　☎0234-72-3966
(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　☎03-3981-4732（平日10:00～17:00）

【総合問合】地域コミュニティ創造課(南大塚地域文化創造館内)　☎03-3946-4301 【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） 

【問合】池袋演劇祭実行委員会事務局　☎03-3985-0960　[公式HP] http://www.ikebukuroengekisai.jp
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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
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ピアノ・声楽個人レッスン
豊島区役所本庁舎より１分。
　03-3981-8513 冨安電

●平成30年2月号の掲載
　受付は12/15(金)まで

募 集 案 内
略語例
＝日時
＝場所
＝会費、月謝、料金
＝入会金
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【問合】 財団「募集案内」係
☎03-3590-7119
　 (平日10:00～17:00)
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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

1/14日 14：00開演（13：30開場） 
雑司が谷地域文化創造館

2/3土 14：00開演（13：30開場） 駒込地域文化創造館

【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】 雑司が谷地域文化創造館の窓口または電話にて受付中。

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～

～幸条スガヤプロデュース公演～

公演

【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

【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 講座

締　切
12/25月「エクセル2013集中講座 中級」

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。 ※データ保存用USBメモリーを各自ご持参ください。

1/10水～2/2金 水・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】 5,100円（教材費含）

締　切
1/25木「インターネットとメールの楽しみ方」

インターネット検索やメールを使ってできることの、基礎から応用までを学びます。

2/6火～2/16金 火・金 （全4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】 2,600円（教材費含）

※要事前申込

入場
無料

※申込不要

入場
無料

1/14日 11：00開演（10：30開場）
雑司が谷地域文化創造館 第2練習室

1/13土 13：30開演（13：00開場） 南大塚ホール

【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】 雑司が谷地域文化創造館の窓口または
　　　 電話にて受付中。

【出演】 Gypsy Pot（ジプシー・ポット） ※東京都認定ヘブンアーティスト　
【定員】 60名　【料金】 全席自由　500円
【申込】 駒込地域文化創造館の窓口または電話にて受付。　
協賛：芥川製菓株式会社

【出演】 下げっ子連大塚亭、地唄舞“池袋”、ウクレレ｢レインボーマヌ｣、 
　　　 クボタ フィロマンドリーネンオルケスター、長谷川ジュニア･オーケストラ

第12回
ベビーカーコンサート

公演

豊島区の友好都市・山形県遊佐町が、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。※商品売切れ次第終了

「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

12/24(日) 11：00～16：00  雑司が谷地域文化創造館

東京佼成ウインドオーケストラ
第137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】 ユベール・スダーン
【ソリスト】 宮村和宏(オーボエ)　
【曲目】 P.I.チャイコフスキー／大橋晃一 編：スラブ行進曲
　　　 O.ナバッロ：オーボエ協奏曲｢レガシー｣
　　　 G.ビゼー／大橋晃一 編：
　　　　　　　　  歌劇｢カルメン｣より第1＆2組曲

1/13土 14：00開演（13：00開場）
東京芸術劇場コンサートホール

区民招待 ペア15組30名様をご招待

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。

としまみらいシート

【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。

締切（必着）
12/15金

公演 新春合同発表会 2018

【料金】 

3,600円
4,000円

豊島区民割引 6,300円 5,000円
一般 7,000円 5,500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で前売取扱い
宮村和宏
©おのしの©おのしの

東京佼成ウインドオーケストラ
©Atsushi Yokota©Atsushi Yokota

豊島区内の各地域文化創造館で活動する音楽・舞踊などのサークルによる合同発表会を開催

公演 ヴァレンタイン・コンサート
「音の世界旅行」

～世界の様々な民族楽器を駆使して繰り広げられる民族音楽の世界ツアー～

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

南大塚SHOW劇場 
Magic of MAGIC Vol.117

公演

マジック オブ マジック

1/17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)　※小学生以下は半額(前売/当日共)
主催：(公社)日本奇術協会 ☎03-3361-5221(平日13:00～17:00)

【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

発売期間
12/5火～12/25月

ユベール・スダーン
©F.Fujimoto©F.Fujimoto

12/15金 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)

12/24日 14：00開演（13：30開場） としまセンタースクエア(豊島区庁舎1F)

【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
　　　 P.I.チャイコフスキー（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

【出演】 “歌う仲間”：豊島区民合唱団(歌の好きな区民の方々)、ジュニア･アーツ･アカデミー(歌の好きな子どもたち)
　　　 “歌の仲間”：芝野遥香(ソプラノ)、岸野裕貴(テノール)
　　　 “弾く仲間”：加藤紗耶香(ピアノ)
　　　 “お話する仲間”：坂本和彦(指揮・お話)
【曲目】 きよしこの夜、ジングル･ベル、聖者の行進、クリスマス･イヴ ほか

第190回 庁舎ランチタイムコンサート公演

公演

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。

小さなお子さまから大人まで、家族みんなで楽しめるアットホームなクリスマスコンサート♪

※0歳から
　入場OK

入場
無料

入場
無料

with 東京音楽大学

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

歌の大好きな仲間たちと一緒にクリスマスを祝おう！

好評
発売中！！

好評
発売中！！

豊島区美術家協会作品展豊島区美術家協会作品展

冬休みこども自習室 in 地域文化創造館冬休みこども自習室 in 地域文化創造館

本番開催
3/3土
本番開催
3/3土

第６回 大塚アマチュアお笑いグランプリ
“O-One GRAND PRIX 2018”
参加者募集

第６回 大塚アマチュアお笑いグランプリ
“O-One GRAND PRIX 2018”
参加者募集11/30木～12/25月 6：00～23：00

←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）
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Echika 池袋ギャラリー案内図池袋ギャラリー池袋ギャラリー池袋ギャラリー

Echica池袋ギャラリー(東京メトロ 池袋駅 構内通路)

昭和29年に創立された美術家組織「豊島区美術家協会」
会員の作品を展示しています。

この冬休み、各地域文化創造館の会議室を“自習室”として一部開放。ぜひご利用ください。

【定　員】 20組 ※募集数を超える申込みがあった場合は書類選考後、
　　　 　　　　　通過者へ事前説明会（2月中旬開催予定）のご案内をお送りします。
【対　象】 小学生以上のアマチュアの方（出場予定演目や芸で収入を得ていない方）
　　　　 ※落語・漫才・コント・マジック・ものまね・ジャグリングなど、
　　　　　 舞台で上演可能な演芸ならばジャンル不問。
【参加費】 中学生以下：無料／高校生以上：1,000円 ※出場者1人（1組）につき
【審査員】 柳家さん枝師匠 ほか
【申込方法】 ①参加申込書（専用様式）②自己PR（形式自由）の2点を
　　　　　 南大塚地域文化創造館まで持参または郵送
　　　　　 ※詳細は応募要項を参照（巣鴨を除く各地域文化創造館にて配付予定。ホームページからダウンロードも可。）

【料金】 無料（申込不要）※当日､各館窓口にて受付。
【対象】 豊島区内在住･在学の未成年者の方
　　　 （小学生～19歳以下）
【問合】 駒込地域文化創造館　　　☎03-3940-2400
　　　 南大塚地域文化創造館　　☎03-3946-4301
　　　 雑司が谷地域文化創造館　☎03-3590-1253
　　　 千早地域文化創造館　　　☎03-3974-1335

。。

き12/25(月) 9:00～12:00 駒　込
12/25(月) 13:30～16:30 千　早
12/26(火) 9:00～12:00 南大塚
12/26(火) 13:30～16:30 雑司が谷

日　時 会　場

※習字道具･半紙などは各自ご持参ください。

募集期間 12/11月～1/31水

としま区民芸術祭提携としま区民芸術祭提携としま区民芸術祭提携
東京芸術祭2017参加東京芸術祭2017参加東京芸術祭2017参加

第29回 池袋演劇祭池袋演劇祭 結果発表結果発表結果発表
「第29回池袋演劇祭」は55劇団が参加して9月1日から30日にかけて豊島区及び近隣16会場で開催し、10月、11本の各賞が決定しました。今回は、今年6月に
池袋演劇祭の産みの親ともいえる三浦大四郎氏がお亡くなりになり、三浦氏に敬意を表し、今年のみ「三浦大四郎特別賞」を設け、また、長きに渡り池袋演劇祭の
主催団体であった豊島区舞台芸術振興会が解散し、その基金を参加団体にと今年から舞台芸術振興会賞を設けました。近年、関西からの参加劇団も増え、バラエ
ティーに富んだ演劇祭になりつつあります。今年の受賞結果は以下の通りです。

ラビット番長団　体
「成り果て」演　目

ガラ劇 

みらい館大明賞
団 体

「人魚秘め」演 目
萬劇場（9月6日～10日）

てあとるらぽう（9月1日～3日） 

豊島区町会連合会会長賞
BLACK JAM 団 体
「Regulation's High!
 ～校庭の皇帝(エンペラー)～」

演 目

萬劇場（9月20日～24日）

やみ･あがりシアター 団 体
「すずめのなみだだん！」演 目

てあとるらぽう（9月6日～10日）

豊島区観光協会賞

劇団「劇団」

豊島新聞社賞
団 体

「1000年の恋」 演 目
シアターグリーンBIG TREE THEATER
（9月6日～10日） 

イマノカゲキ
produce by BlackRomanceFilms

としまテレビ賞
団 体

「かぞくのおかね」演 目
てあとるらぽう（9月28日～10月1日）

演劇企画ハッピー圏外

三浦大四郎特別賞
団 体

「ニコニコさんが泣いた日」演 目
コフレリオ 新宿シアター（9月21日～25日）

本年度ラストの直売！

発売日 12/5火

友の会友の会
招待・抽選

友の会友の会
招待・抽選

green 
flowers 

団　体

「かっぽれ！～FINAL～」
演　目

シアター風姿花伝（9月21日～24日）

劇団光希
団　体

「笑顔。(すまいる) ～さざんかの咲く頃に～」
演　目

劇団東俳団　体
「微笑わぬ彼女」演　目

LINX’Sプロデュース団　体
「メビウス」演　目

シアターKASSAI （9月6日～10日） シアターグリーンBASE THEATER（9月28日～10月1日）

舞台芸術振興会賞舞台芸術振興会賞

優秀賞優秀賞

優秀賞優秀賞

豊島区長賞豊島区長賞

シアターグリーンBOX in BOX THEATER （9月14日～18日）
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たくさんのご来場ありがとうございました！たくさんのご来場ありがとうございました！

大 賞

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　■ 【休館中】巣鴨地域文化創造館 ☎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3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


