
まちの魅力づくりセクション　☎03-3981-4732（平日10:00～17:00）

雑司が谷未来遺産推進協議会事務局 ☎03-3981-4732(平日 9:00～17:00) 
［HP］http://zoushigaya-mirai.tokyo/ 　　　　　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

問合

【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

【問合】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
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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

￥

電
場

入時

対

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　池袋歩7分
自由学園明日館西隣画廊奥　
3989-8608★芸大卒・回数券有
東京芸術劇場5/18～20作品展

電
￥ 場

●平成30年3月号の掲載受付は1/19(金)まで ※申込多数の場合は先着順
●料金：1行700円（ホームページ同時掲載の場合、1行1,000円）
●申込：財団事務所「募集案内」係(豊島区南池袋2-34-5-2F)まで　
　　　　☎03-3590-7119（平日9:00～17:00）
詳細はHP http://www.toshima-mirai.jpをご覧ください
(申込用紙ダウンロード可)

※本欄掲載内容に
　ついては直接、
　募集主へお問い
　合わせください

募 集 案 内
略語例
＝日時
＝場所
＝会費、月謝、
  料金
＝入会金
＝割引料金
＝対象
＝電話
＝FAX
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ＴＩＣＴＩＣ

サンカーントサンカーント

劇団ヴィーナス劇団ヴィーナス

【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～

公演南大塚演劇市2018
～世代を越えた、演劇の風“おおつか”から～

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
2/25日「はじめてのパソコン」

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。

3/6火～16金 火・金 （全4回） 10：00～12：00
【定員】15名　【対象】パソコン初心者の方　【講師】としまITサポーターズ　【費用】2,500円（教材費含）

【定員】 各日30名 ※先着順　
【案内】 としま案内人駒込･巣鴨　【費用】 300円(資料代･保険料)
【申込】 往復はがきに①参加希望日②代表者の氏名(ふりがな)･〒住所･
　　　 年齢･電話番号③参加人数･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。

締　切
1/25木

締切※必着
1/12金

「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）

【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中。　
協賛：芥川製菓株式会社

【応募資格】 個人：豊島区内に在住、在学の小中学生
　　　　　 団体：豊島区内の小中学校、児童施設、美術サークル、絵画教室などの団体
【応募部門】 1.小学1～2年生の部 2.小学3～4年生の部 3.小学5～6年生の部 4.中学生の部　※応募時点の学年
【テーマ 】 「未来の○○」 ＊○○内は自由
【募集作品】 ①絵画作品 ②立体作品 ③映像・音楽作品 ※詳細はHPをご覧ください
【表　　彰】 池袋モンパルナス賞(大賞)、豊島区長賞 ほか多数 
　　　　　 ※賞状および副賞授与
【展示期間】 5/20(日)～27(日) ※予定
【展示会場】 としまセンタースクエア(豊島区庁舎1F)

くわしくは、「まちかどこども美術展」で検索

公演 ヴァレンタイン・コンサート2018
「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る民族音楽の世界ツアー

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

1/13土 13：30開演（13：00開場） 南大塚ホール
【プログラム】
13:30～ 開会式
13:35～ 下げっ子連大塚亭＜落語＞
14:00～ 地唄舞“池袋”＜日本舞踊＞
14:25～ ウクレレ｢レインボーマヌ｣＜ウクレレ演奏＞
15:00～ クボタ フィロマンドリーネンオルケスター
 ＜マンドリン演奏＞
15:25～ 長谷川ジュニア･オーケストラ＜クラシック音楽＞
15:45～ 全員合唱／閉会宣言
※発表時間は目安です。当日の進行状況により前後する
　場合がございます。

【定員】 260名 ※先着順

公演 新春合同発表会 2018
豊島区内5ヶ所の地域文化創造館で活動を続ける音楽･舞踊・落語サークルが一堂に会し、
合同発表会が本年も実現。

【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

好評
発売中！！

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

雑司ヶ谷に点在する歴史的建造物の数 を々道でつなぎ、
雑司ヶ谷の街をどう未来遺産として継承していくかディスカッションします。

【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】 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。
　　　　　 またHPからダウンロードも可。）

募集期間 受付中～1/31水

チョコレ
ートの

プレゼ
ントあり

好評
発売中！！

1/19金・20土 各日とも10：00～12：00
JR駒込駅北口 染井吉野桜記念公園 集合

入場
無料

 雑司が谷案内処2階ギャラリー常設展示  ※木曜休館
「案内処と雑司が谷展」10：30～16：30

展示

入場
無料

 としま案内人駒込･巣鴨 ガイドツアー

新春初夢ツアー～一富士･二鷹･三茄子～

劇団東俳 劇団員劇団東俳 劇団員

池袋演劇祭実行委員会事務局 ☎03-3985-0960
［ＨＰ］ http://www.ikebukuroengekisai.jp/

【募集要項】 詳細・申込方法は池袋演劇祭HPで１月中旬に案内予定です。
【参加資格】 ①劇団（個人及び団体、プロ・アマを問わない）であること。
　　　　　 ②池袋演劇祭開催期間中に、豊島区内の劇場・ホール等で２日間、２回以上の公演ができる劇団で
　　　　　 　あること。
　　　　　 ③審査員に鑑賞券分として２０枚を無料提供できること。　
　　　　　 ④責任をもって公演を実施できること。
　　　　　 ⑤池袋演劇祭の関連行事（説明会・ＣＭ大会・意見交換会・表彰式等）に出席できること。
　　　　　　 ※表彰式に関しては、必ず1名は参加のこと。
　　　　　 ⑥チラシ等に「第30回池袋演劇祭参加作品」と明記すること(若干部数を事務局に提供願います)。
　　　　　 ⑦過去３年以内に池袋演劇祭賞を受賞した作品は、審査対象外です。  　
　　　　　 ※参加資格を満さない場合でも「特別参加」があります。詳細は事務局にお問い合わせください。
【開催期間】 9/1(土)～30(日)　【表彰】 大賞１作品ほか演劇祭賞など各賞数本があります。

 【応募期間】 1/22月～4/10火

参加団体募集

池袋演劇祭 検索

本番開催 3/3土 13：30開演 南大塚ホール 入場無料

「雑司ヶ谷の道でつなぐまちづくり」「雑司ヶ谷の道でつなぐまちづくり」
雑司が谷未来遺産推進協議会シンポジウム 入場

無料

2/12　 15：30開演（15：00開場） 自由学園明日館 講堂〈重要文化財〉●月・休

【料金】 全席自由 1,000円　
【定員】 100名／要事前申込・応募多数の場合は抽選
【申込方法】
　 ＜ 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)。

2/2金 18：30開演 としまセンタースクエア

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～」

申込期間 受付中～1/22月(必着)

入場無料（全席自由）
【定員】 300名／要事前申込・先着順 
【申込方法】
　  ＜ Ｆ Ａ Ｘ ＞ ①「3月総会・特別プログラム参加希望」 
　　　　　　　 ②氏名(ふりがな) ③電話番号 ④FAX番号  
　　　　　　　 ⑤同伴者人数・氏名(ふりがなも/全員分) を明記の上、
　　　　　　　 応募先ＦＡＸ（０３－３９８４－０８６５）に申込
　  ＜Eメール＞ 件名に「3月総会・特別プログラム参加希望」、本文に
　　　　　　　 ①氏名(ふりがな) ②電話番号 ③メールアドレス 
　　　　　　　 ④同伴者人数・氏名(ふりがなも/全員分) を明記の上、
　　　　　　　 応募先アドレス(art_culture@a.toshima.ne.jp)に申込

3/5月 帝京平成大学 冲永記念ホール 
18：00 ［第1部］豊島区国際アート・カルチャー特命大使 総会
　　　　　　　  ※詳細は下記事務局までお問い合せください。
18：30 ［第2部］特別プログラム：宇津木妙子 講演
　　　　　　　  「夢の実現！～努力は裏切らない」

宇津木妙子講演会

豊島区国際アート・カルチャー特命大使総会・特別プログラム
申込期間 1/29月～2/21水(必着)

女子ソフトボール日本代表監督としてシドニー五輪で銀メダル、アテネ五輪では銅メダル
へと日本代表チームを導いた宇津木氏。これからの時代の｢人づくり｣｢チームづくり｣に
ついて語ります。

【定員】 200名　※当日先着順受付
【パネリスト】 
　 近江正典(法明寺住職)
　 有賀   寛(自由学園明日館館長)
　 田中   伸(　子母神大門ケヤキ並木保存会会長)
　 片山伸也(日本女子大学 住居学科准教授) ＊司会進行
　 ほか
【コメンテーター】 
　 陣内秀信(法政大学デザイン工学部教授)

下げっ子連大塚亭下げっ子連大塚亭

第5回グランプリ受賞「御社弊社」

地唄舞“池袋”地唄舞“池袋”ウクレレ｢レインボーマヌ｣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･オーケストラ長谷川ジュニア･オーケストラ

[池袋演劇祭とは？] 9/1(土)～30(日)までの1ヵ月間、豊島区及び近隣で公演する劇団が参加して池袋演劇祭
が開催されます。この演劇祭は地域密着型で、審査は一般公募の審査員100名(審査員募集は5/10頃から受付
予定)によって行なわれ、各演劇祭賞を選出します。また8月中旬には同演劇祭前夜祭として、各劇団が2分間で
見どころをアピールする、｢CM大会｣をサンシャインシティ アルパB1噴水広場の大型ビジョン前で開催します。
本演劇祭の参加団体募集を1/22(月)から開始いたします。

募集期間 2/1木～3/31土必着

まちかどこども美術展 検索

作品募集

劇団東俳 サークルかぐや姫劇団東俳 サークルかぐや姫

文化カレッジ 受講生
有志

文化カレッジ 受講生
有志

入場
無料

今年で6回目となる演劇の祭典。各演目はいずれも上演時間60分以内。
入場無料＆出入り自由ですので、色々な作品をぜひお楽しみください！！

【プログラム】 
2/10 14:00 開会式
 (土) 14:20 文化カレッジ｢演劇挑戦！ ⑯ 舞台で演じてみよう｣
  受講生有志『色んなはだかの王様』　
 15:40 劇団東俳 サークルかぐや姫『かぐや姫はどこに』
 17:00 演劇サークル｢サンカーント｣『ハッピーウエディング』
2/11 14:00 劇団東俳 劇団員『こちら、オフィス堂島』
 (日) 15:20 劇団ヴィーナス『ソーイングボックスを開けて』
 16:40 ＴＩＣ『インプロ(即興劇)』
※当日の進行状況により開演時間は前後する場合がございます。
※詳細は、南大塚地域文化創造館までお問い合わせください。

2/10土・11日 南大塚ホール

第30回

問合

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4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


