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

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

豊島区トキワ荘通りお休み処 ☎03-6674-2518(10:00～17:00／月曜定休）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

駒込地域文化創造館　
☎03-3940-2400　〒170-0003 豊島区駒込2-2-2問合 千早地域文化創造館　

☎03-3974-1335　〒171-0044 豊島区千早2-35-12問合
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豊島区友好都市　山形県 遊佐町　夢の田舎暮らし豊島区友好都市　山形県 遊佐町　夢の田舎暮らし
ゆ　　　 ざ　　  ま　ちゆ　　　 ざ　　  ま　ち

鳥海山 タクシーパック
【内　　容】 山形県遊佐町内にお泊まりいただくと、2時間分のタクシー利用券がついてくる大変お得な
　　　　　 プランです。鳥海山や山麓の見どころをお楽しみいただけます。
【利用条件】 2名様よりお申込みいただけます。 ※宿泊日の前日から起算して７日前までのご予約となります。
【期　　間】 通年　　
【料　　金】 お一人様 7,800円(税込み)～ (しらい自然館の料金です) ※宿泊1泊2食付+タクシー2時間利用券の料金です。

遊佐町を見てみたい方へ 得お

遊佐町を体験してみたい方へ 

国内旅行業務取扱管理者　村上 陽子　

TEL：0234（72）5666　FAX：0234（72）3999
〒999-8301 山形県飽海郡遊佐町遊佐字石田19-18（JR遊佐駅１階）  【営業時間】月～土曜日 8:30～17:30

お申込み
・

旅行手配
ＮＰＯ法人 遊佐鳥海観光協会　
山形県知事登録旅行業第3-254号　　（一社）全国旅行業協会正会員

ツ ア ー 名
ツ ア ー 日
集合解散地

参 加 費

募集人員
募集締切

ツアー内容

お 問 合 せ

企　　　画

いなか暮らし ゆざ体験ツアー2018 春
平成30年5月4日（金）～6日（日） 2泊3日
山形県遊佐町｢JR遊佐駅｣発着（集合15:00／解散14:00）
大人(中学生以上) 12,000円　　小学生 8,000円　
※宿泊費･食事代を含みます。ご自宅から遊佐町までの往復交通費は含まれません。
4組(10名程度) ※お申込みは2名様より。最少催行人数 4名。
平成30年4月20日（金）
・移住相談、空き家見学、先輩移住者との交流
・遊佐町の春祭り(鳥海山大物忌神社吹浦口之宮例大祭)見学
・山菜採り体験　・春の食文化体験
ＮＰＯ法人いなか暮らし遊佐応援団　TEL.0234-43-6941
詳細はホームページをご覧ください http://www.yuza-iju.com
遊佐町､遊佐町IJUターン促進協議会､NPO法人いなか暮らし遊佐応援団

JCT

いなか暮らしゆざ体験ツアー

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4月号の掲載受付は2/16(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)

募 集 案 内

※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 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￥時 場 入 電 F対割

ＴＩＣＴＩＣ

劇団ヴィーナス劇団ヴィーナス

【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

2/10土・11日 南大塚ホール

2/28水 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)

【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。

南大塚演劇市2018
～世代を越えた、演劇の風“おおつか”から～

公演北九州芸術劇場プロデュース

『彼の地Ⅱ～逢いたいひ、と。』
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

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

【出演】 吉永優香、坂口璃々己、森山拓也
【曲目】 ハチャトゥリャン：剣の舞(バレエ音楽｢ガイーヌ｣より)
　　　 ピアソラ：リベルタンゴ　ほか　
　　　 ※曲目は変更になる場合があります

公演 第191回 庁舎ランチタイムコンサート
エネルギッシュなリズムが掛け合う、打楽器アンサンブル

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
古き良き名曲の数々をお楽しみください！

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

【問合】千早地域文化創造館　☎03-3974-1335　〒171-0044 豊島区千早2-35-12

3/3土 14：00開演（13：30開場） 千早地域文化創造館
【出演】 大地 穂 & 福島 環 ほか　【定員】 80名　
【料金】 全席自由 600円　【申込】 先着順。要予約。千早地域文化創造館の窓口または電話にて申込受付中

スプリングコンサート in 千早
～懐かしのオールディーズ&ポップス～

公演

三遊亭圓窓師匠の指導を仰ぐ｢羽織っ子連要亭｣の発表会。
圓窓師匠のお楽しみ一席もあり。

3/11日 14：30開演（14：00開場） 
千早地域文化創造館 第1会議室
【定員】 80名　【出演】 三遊亭圓窓(特別出演)、羽織っ子連要亭　

第14回 要亭落語発表会公演

好評
発売中！！

この1年間の練習で大きく成長した団員たちの集大成となります。
振付や台詞にもご注目いただき、日頃の練習の成果をお楽しみください。

南大塚演劇市2018
関連展示あり 2/9金まで
於：南大塚地域文化創造館ロビー

1年間 練習 大きく成長した団員たち 集大成となります年間 練習 大きく成長

青島広志駒込少年少女合唱団
第6回 定期演奏会
青島広志駒込少年少女合唱団
第6回 定期演奏会
青島広志駒込少年少女合唱団
第6回 定期演奏会

3/4日  12：00開演（11：30開場） 南大塚ホール
【講師】 青島広志(監修)
　　　 清水一成(指揮・歌唱指導)
　　　 小野勉(歌唱･振付指導)
　　　 伊藤あかり(歌唱指導)
　　　 村上千絵(ピアノ伴奏)

【出演】 青島広志駒込少年少女合唱団

【曲目】 「夜だけまほう使い」より“ママのお言いつけ”
　　　 「小鳥に話しかけるパパゲーノ」より“食べものか女の子か”
　　　 「11ぴきのネコ(合唱版)」より“都会は優しい毒薬のロック” 　ほか

青島広志氏の地元･駒込を拠点に、同氏の全面協力を得て創設された子ども合唱団です。
歌うことが大好きな子集まれ！

志氏の地元 駒込を拠点に 同氏の全面協力を得て創設された子ども合唱団

青島広志駒込少年少女合唱団
第7期 団員募集

青島広志駒込少年少女合唱団
第7期 団員募集

青島広志駒込少年少女合唱団
第7期 団員募集

【練習日程】  2018年4月28日(土)～2019年3月16日(土) 全22回(予定)　
【対象】 ジュニアコース：4～6歳の未就学児　【講師】 青島広志(監修) ほか　【費用】 12,000円＋教材費別途

手塚治虫をはじめ、のちに有名になった漫画家達がトキワ荘に住むきっかけを作ったのが雑誌
「漫画少年」編集長の加藤謙一氏でした。今回は、御子息の加藤丈夫氏に、当時の漫画家達の
様子や隠されたエピソードなどを聞くことのできる貴重な機会です。

雑誌｢漫画少年｣とトキワ荘
トキワ荘に漫画家が集まるきっかけを作った
雑誌「漫画少年」とは

雑誌｢漫画少年｣とトキワ荘
トキワ荘に漫画家が集まるきっかけを作った
雑誌「漫画少年」とは

特別講演会

入場
無料

3/11日 14：00開演  
【会場】 区民ひろば富士見台(豊島区南長崎1－6－1)

【集合場所】 JR駒込駅北口 染井吉野桜記念公園 集合　【定員】 各日20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) ※当日支払い
【申込】 往復はがきに、参加希望日、代表者の氏名(ふりがな)、〒住所、年齢、
　　　 電話番号、参加人数･氏名(全員分)を明記の上、駒込地域文化創造館内
　　　 「としま案内人駒込･巣鴨ツアー」係まで郵送。

申込締切 2/28水※必着

入場
無料

大反響を呼んだ「彼の地」新作上演が決定。新たな視線で紡ぐ、北九州の街の匂いの群像劇に
ご期待ください。

【作･演出】 桑原裕子(KAKUTA)
【出演】 浅野康之(劇団鹿殺し)、大野朱美、
 　　　椎木樹人(万能グローブ ガラパゴスダイナモス)、
 　　　寺田剛史(飛ぶ劇場)、黨清信、松井薫平、
 　　　竜史(20歳の国)／多田香織(KAKUTA)　ほか 
【料金】 全席自由　
 　　　前売　一般：3,000円／学生(要学生証提示)：2,500円
　　　 ※当日券は各500円増　
　　　 ※豊島区民割引：2,800円 
　　　 　(としまチケットセンターのみで前売取扱／要証明書提示)

3/2金 19：00開演　3/3土 14：30開演　3/4日 13：30開演
あうるすぽっと

Baobab PRESENTS『DANCE×Scrum!!!』公演

新時代のダンスフェスティバル第2弾！ 

【ディレクター】 北尾亘(Baobab)
【出演】 中村蓉、岡本優(TABATHA)、五十嵐結也、
 　　　黒須育海(ブッシュマン)、北尾亘(Baobab)　ほか
【料金】 全席自由　前売　<開幕祭> 一般：2,000円／学生：1,000円
　　　　　　　　　　　 <１日券> 一般：3,500円／学生：2,500円
　　　　　　　　　　　 <セット> 一般：4,500円／学生：3,000円
　　　 ※当日券は各500円増　※豊島区民割引：一般前売のみ各300円引 (としまチケットセンターにて取扱／要証明書提示)

3/9金   18：30<開幕祭>
3/10土 13：30☆／15：00★
3/11日 12：30☆／14：00★
あうるすぽっと　　　  ☆：ホワイエプログラム　★：ステージプログラム

申込 Pコード：480-438 ほか

申込 Pコード：483-528

【申込方法】往復はがきに①講座名 ②〒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。

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）

※当日直接
　会場へ

入場
無料

三遊亭圓窓
©Shinpei Takumi

国指定の登録有形文化財・旧丹羽家住宅蔵を会場に、豊島区立駒込小学校と
豊島区立仰高小学校児童の図工作品を展示。

駒込小学校･仰高小学校児童作品展駒込小学校･仰高小学校児童作品展 入場
無料

2/17土～3/11日 の毎土日 11：00～16：00
【会場】 旧丹羽家住宅 蔵（門と蔵のある広場／豊島区駒込3-12-8)

お花見ツアー 
ソメイヨシノの里 駒込・染井を訪ねる
お花見ツアー 
ソメイヨシノの里 駒込・染井を訪ねる
3/30金・31土 各日10：00～12：00※小雨決行

より“食べものか女の子か”
都会は優しい毒薬のロック”　ほか

ⓒGakken PlusⓒGakken Plus

サンカーントサンカーント

劇団東俳 劇団員劇団東俳 劇団員

劇団東俳 サークルか
ぐや姫

劇団東俳 サークルか
ぐや姫

土 日

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！！

with 東京音楽大学

入場無料

森山拓也

©トミタユキコ

坂口璃々己吉永優香

2/12　  14：00開演（13：30開場） 
南大塚ホール

●月・休

【定員】 260名　※当日直接会場へ
【出演】 すがも児童合唱団、童謡を歌う会、アンサンブルVivace

公演

【問合】巣鴨地域文化創造館　☎070-6555-6876（平日9：00～17：00）

豊
島
区トキワ荘通り

お休み処

としま案内人駒込･巣鴨 ガイドツアー

【集合場所】 西武池袋線「東長崎駅」改札集合　【定員】 20名 ※先着順　
【案内】 としま案内人長崎町　【費用】 300円(資料代･保険料) ※当日支払い
【申込】 往復はがきに、代表者の氏名(ふりがな)、〒住所、年齢、電話番号、
　　　 参加人数・氏名(全員分)を明記の上、千早地域文化創造館内
　　　 「としま案内人長崎町ツアー」係まで郵送。

「としま案内人長崎町」と歩く

千川上水散歩道
「としま案内人長崎町」と歩く

千川上水散歩道

4/15日 10：00(10分前集合)～12：00

としま案内人長崎町 ガイドツアー

八重桜を愛でながら千川上水を歩き、当時の面影を感じてみましょう。

入場
無料

※当日直接会場へ
　(0歳児から入場可)

締切※必着
3/16金

締切※必着
3/30金

詳細はHPをご覧ください

すがもハートフルコンサート

★3/11日 追加イベントのご案内（12：20～13：30）
赤塚不二夫が使った「紫雲荘」の仕事部屋が見学できます。「特別講演会」参加者限定 ！ （希望者のみ）

【講師】 加藤丈夫（独立行政法人 国立公文書館館長）　
【定員】 50名　【対象】 小学３年生以上
【申込】 往復はがきに①氏名(ふりがな) ②〒住所 ③電話番号 ④年齢 ⑤性別 
　　　 ⑥希望人数(代表者含む) を記載の上、下記まで申込。
　　　　 〒171-0052 東京都豊島区南長崎2-3-2　
　　　　 豊島区トキワ荘通りお休み処　講演会『漫画少年とトキワ荘』応募係
　　　 ※応募者多数の場合は抽選。 加藤丈夫氏

http://www.toshima-mirai.jp/center/e_komagome/aoshima.html

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）および本紙2018年5月号以降の掲載広告を募集中。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


