
雑司が谷案内処　☎03-6912-5026  〒171-0032 豊島区雑司が谷3-19-5
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 ☎03-3590-7119
[HP] http://www.toshima-mirai.jp/course/artculture.html (平日 9:00～17:00)問合

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

問合

新春｢雑司が谷七福神｣めぐり

【費用】 無料　
　　　 ※御朱印用色紙（500円）ご希望の方は当日販売有

【定員】 各日35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｣
【申込】 往復はがきに①参加希望日 ②代表者氏名(ふりがな)･〒住所･電話番号 
　　　 ③参加者人数･氏名(全員分) を明記の上、下記住所まで郵送。

【料金】 全席自由 1,000円　【定員】 100名 
　　　 ＜ Ｆ Ａ Ｘ ＞ ①「2月フォーラム参加希望」 ②氏名(ふりがな) 
　　　　　　　　　③電話番号 ④FAX番号 を明記の上、応募先ＦＡＸ（０３－３９８４－０８６５）に申込
　　　 ＜Eメール＞ 件名に「2月フォーラム参加希望」、本文に①氏名(ふりがな) ②電話番号 ③メールアドレス 
　　　　　　　　   を明記の上、応募先アドレス（art_culture@a.toshima.ne.jp）に申込
　　　 ※申込は1通につき1名様限り(お一人様1通まで)。応募多数の場合は抽選。

12/24日 15：00・12/25月 12：00／15：00　
あうるすぽっと2Fホワイエ

あうるすぽっとホワイエリーディング
『クリスマス・キャロル』

2/2金 18：30開演 としまセンタースクエア

心温まるクリスマスの名作

木村太郎講演会
「湘南ビーチから池袋へ ～地域メディアと音楽から広がる世界～」

申込

申 込 期 間 12/20水～1/22月(必着)

【原作】 チャールズ･ディケンズ
【翻訳】 松本永実子　
【脚本】 菊池 准　【演出】 河田園子
【出演】 金子由之、米倉紀之子、宮島岳史、
　　　 加賀谷崇文、槙乃萌美、白倉裕人、
　　　 秋田奈帆子、笹井達規

【音楽･ピアノ演奏】 上田 亨

締切（必着）12/15金

としま案内人雑司ヶ谷 ガイドツアー

お正月恒例の雑司が谷七福神めぐり。
途中、雑司ヶ谷　子母神堂と大鳥神社への初詣も予定。

雑司が谷七福神の御朱印が全て揃った色紙を
雑司が谷案内処にてご提示ください。1/7日・8  

各日とも10：00～12：00 ※雨天時は要問合せ

●月・祝

新春コンサート ～筝、尺八による初春の調べ～

【出演】 内山雅樂鈴(筝：生田流)、平野透山(尺八：都山流)

雑司が谷案内処

1/7日  ①11：00 ②12：00 ③13：00 
雑司が谷案内処2Fギャラリー ※各回 約30分程度を予定

新春お年玉企画雑司が谷
案内処

入場
無料

先着200名様に
プレゼント！ としま南池袋ミーティングルーム 12/29(金)～1/3(水)

あうるすぽっと 12/26(火)～1/4(木)

駒込地域文化創造館 12/29(金)～1/3(水)

南大塚地域文化創造館 12/29(金)～1/3(水)(南大塚ホール)

雑司が谷地域文化創造館 12/29(金)～1/3(水)

千早地域文化創造館 12/29(金)～1/3(水)

雑司が谷案内処 12/25(月)～12/31(日)
 ※1/1(月・祝)～1/4（木）は特別営業

豊島区トキワ荘通りお休み処 12/29(金)～1/3(水)

※巣鴨地域文化創造館は大規模改修のため休館中

あうるすぽっとのクリスマスは、恒例の
劇団昴の俳優たちによる『クリスマス・
キャロル』を上演。舞台公演とは一味違
う、ホワイエでのリーディングとピアノ生
演奏でお贈りします。

1/6土　13：00開演 あうるすぽっと

あうるすぽっとでお正月！ みんなの演芸
～わくわく！動物編～

お正月は、あうるすぽっとで初笑い！
【出演】 桂吉坊(上方落語)、玉川奈々福(浪曲)、神田松之丞(講談)
【料金】 全席指定　大人：3,000円　学生（中高生含む）：1,500円
　　　　　　　　 子ども（3歳以上、小学生以下）：500円　
　　　　　　　　 豊島区民割引：2,000円(在住･在勤･在学)
　　　　　　　　 障害者割引：2,000円(介助者1名まで)

桂吉坊 玉川奈々福 神田松之丞

1/5金･6土　

11:00～16:00 あうるすぽっと2Fホワイエ
無料のふるまい甘酒の配布、お正月遊びが楽しめる「お年玉ひろば」同時開催！

年末年始の施設休館のお知らせ
※営業時間は各施設までご確認ください。

1/1　 10：30～ 雑司が谷案内処●月・祝

※申込不要

入場
無料

【　　】申込
方法

お年玉ひろば

※「みんなの演芸」開演前（6日のみ）は、冨士元囃子連中、チンドン屋も登場！

イベントスケジュール
催物名日付 開演時間 備考入場料

プランセクション ☎03-3590-7118プ

広報･施策調整グループ ☎03-3590-7119広

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

会場・問い合わせ先

南大塚ホール南H
Echika 池袋ギャラリーEG

東京芸術劇場コンサートホールCH

雑司が谷地域文化創造館 ☎03-3590-1253雑
雑司が谷案内処 ☎03-6912-5026案

としまセンタースクエアTC

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1/21(日) 掲載頁

参照
掲載頁
参照 ➡1ページへ

【問合】【会場】CH プ

雑司が谷新春コンサート20181/14(日) 14:00 全席自由
　　  500円 ➡5ページへ

【会場・問合】雑

ヴァレンタインコンサート
「音の世界旅行」2/3(土) 14:00 全席自由

　　  500円 ➡5ページへ
【会場・問合】駒

区民参加によるアートステージ
「SING！みんなのクリスマス」12/24(日) 14:00 無料

※申込不要 ➡5ページへ
【問合】【会場】TC プ

第12回ベビーカーコンサート1/14(日) 11:00 無料
※要事前申込 ➡5ページへ

【会場・問合】雑

※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。

Echica池袋ギャラリー
｢豊島区美術家協会作品展｣

開催中
～12/25(月)

掲載頁
参照 無料 ➡6ページへ

【問合】【会場】EG ま

あうるすぽっと ホワイエリーディング
劇団昴「クリスマス･キャロル」

12/24(日)
･25(月)

掲載頁
参照

無料
※申込不要 ➡3ページへ

【会場・問合】あ

としま国際アート･カルチャーフォーラム
木村太郎 講演会

「湘南ビーチから池袋へ」
2/2(金) 18:30

全席自由
前売 1,000円
※要事前申込 ➡3ページへ

【問合】【会場】TC 広

第190回 
庁舎ランチタイムコンサート12/15(金) 12:00 無料

※申込不要 ➡5ページへ
【問合】【会場】TC プ

新春合同発表会20181/13(土) 13:30 無料
※申込不要 ➡5ページへ

【問合】【会場】南H 南

Viva! Gypsy Music 
～音楽の旅路～2/8(木) 19:00

全席指定
前売 2,800円
当日 3,000円 ➡4ページへ

【問合】【会場】あ プ

としま初春寄席1/27(土) 11:00／
14:00

全席指定
前売 2,500円
当日 3,000円 ➡4ページへ

【問合】【会場】南H プ

あうるすぽっとでお正月！　
『みんなの演芸』1/6(土) 13:00 掲載頁

参照 ➡3ページへ
【会場・問合】あ

雑司が谷案内処 新春コンサート1/7(日) 掲載頁
参照

無料
※申込不要 ➡2ページへ

【会場・問合】案

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

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

春を待つ！
季節の和菓子講座
12/11(月)受付開始

114 1/24･
1/31

1/5
(金)2水 1,600円 16名

豊島区在住・
在勤・在学の
18歳以上

19:00～
21:00

和菓子教室
ももとせ
安田 由佳子 氏

季節の和菓子講座は、練切「梅の香」と雑穀の
粟を使った「粟ぜんざい」を手作りします。山芋
たっぷりの「かるかん」と青大豆が香しい「うぐいす
餅」で春も先取り！

踊り手が語る 
その魅力と祈り
～日本の民俗舞踊を体験してみよう～

512 1/14～
2/4

12/14
(木)4日 2,100円 25名

豊島区在住・
在勤・在学の
18歳以上

14:00～
16:00

チャランケ祭
沖縄文化ブース代表
宮城 整 氏 他

「長崎獅子舞(豊島区)」「三匹獅子舞(福島県)｣
「中野七頭舞(岩手県)」「西馬音内盆踊(秋田県)」の
各踊り手が、踊りについて実演を交えて語ります。

古典文学講座
～源氏物語全巻を
　楽しく読む～

416 1/31～
2/21

12/22
(金)4 2,200円 30名

豊島区在住・
在勤・在学の
18歳以上

14:00～
16:00

専修大学文学部
准教授
今井 上 氏

とかく難しいと思われがちな源氏物語ですが、
この美しくも深い物語を、わかりやすく、楽しみ
ながら読み解きます。

水

講　座　名 〈受付開始日〉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

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、各地域文化創造館へ送付。 

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、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くため、
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。　＊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。
＊各講座の詳細は直接、開催館へお問い合わせください。　＊応募者が一定数に達しない場合、講座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】区民の方々が講師を担当 【地域団体】近隣地域の団体が講師を担当地

申込詳細はこちらにアクセス！

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

（区民教室）（区民教室）
～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 受講生

募集

かんたん元気ダンス ～初心者OK！
社交ダンスのリズムで健康アップ～115 2/6・

13・20
1/10
(水)3火 1,500円 30名

豊島区在住・
在勤・在学の
18歳以上

10:00～
11:30

ジェイズ
ダンスアカデミー
永田 真樹子 氏

座ったままでも大丈夫。楽しい、飽きない、様々な
リズムで踊りましょう。介護予防にも効果的。

12/5(火)受付開始

エリアガイドボランティア養成事業

南大塚

「English Guide ～英語で
大塚の街を紹介しよう～Ⅱ」５１３ 2/7～

3/7
1/10
(水)5水 3,000円 25名 18歳以上19:00～

21:00

特定非営利活動法人
TOKYO FREE GUIDE
川本 佐奈恵 氏  他
現役ガイドメンバー

昨年､好評だったEnglish Guideを同様の内容で
開催。「仲良くなる為の英会話」「ガイドの心構え」
を学び､大塚の街を英語で紹介します。 
＊昨年の受講者は参加できません。12/5(火)受付開始

2 3




