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

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

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 雑司が谷未来遺産推進協議会事務局 ☎03-3981-4732

［HP］http://zoushigaya-mirai.tokyo/ (平日 9:00～17:00) 問合

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

みんなの伝 統 芸 能
̶浪曲・落語・狂言̶

2/16金～18日　あうるすぽっと

「ケイコ先生の浪曲でナイト！」
ロック浪曲と古典浪曲が一度に楽しめる！
浪曲ファンも初めての方もお見逃しなく。

2/16金 19：00

出演：春野恵子
キーボード：赤石香喜／ギター：YAMA-Boo／曲師：一風亭初月

「落語のじかんだよ！」
“これぞ落語の王道”と評価の高い柳家三三。
子どもも一緒に楽しめる希少な機会です。
古典落語のおもしろさを再認識してください。

2/17土 14：00

出演：柳家三三

「萬狂言 ファミリー狂言会」
狂言の魅力を知ってもっと楽しもう！
ひろみちお兄さんと躍る｢狂言たいそう｣
もあるよ！

2/18日 14：00

出演：野村万蔵、佐藤弘道
野村万之丞、能村晶人、河野佑紀、野村拳之介

【料金】 全席指定（各日）
　　　 おとな：1,500円　中高生：1,000円　子ども(3歳以上,小学生以下）：500円　
　　　 親子ペア(おとな＋子ども 各1枚)：1,800円 ＊各日50組限定
　　　 3日通し券(おとな)：3,900円
※各日、受付開始は60分前／客席開場は30分前　
※2歳以下入場不可

撮影：寺島由里佳

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”

【審査員】 柳家さん枝(審査員長)、ねづっち ほか
【司　会】 ぼっけもん
※審査員・司会は変更になる場合があります。予めご了承ください。

第100回南大塚ホール落語会を記念して、
あの｢おーわん｣が帰ってきます。
あなただけのお気に入りの芸人さんが
見つかるかも！会場でお待ちしています。

3/3土 13：30開演(13：00開場) 
南大塚ホール

第5回グランプリ受賞「御社弊社」

審査員：ねづっち審査員長：柳家さん枝

入場無料※当日直接会場へ

先人たちの歴史と功績から最新研究まで､人類の英知が挑み続ける永遠の謎､「人体」。
壮大なスケールとなる同展をより楽しむための見どころ､解説をご紹介します。

特別展「人 体 －神秘への挑戦－」
文化講演会

美術へのいざない

4/19木 18：30開演  としまセンタースクエア
入場無料　※参加者には本展の招待券を進呈
　　　　　 　  (お1人様につき1枚)

【講師】 田島木綿子氏
　　　 (国立科学博物館 動物研究部脊椎動物研究グループ 研究主幹)

【定員】 250名　※全席自由
【申込】 往復はがきまたはEメールにて①〒住所 
　　 　②氏名(ふりがな) ③年齢 ④職業 
　　 　⑤電話番号 を明記の上、下記まで申込。
　  ■郵  送
　  　〒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「美術へのいざない」係
　  ■メール
　  　t_mirai_machi_s@a.toshima.ne.jp
　  ※申込は往復はがき、Eメール1通につき1名のみ。
　  ※応募多数の場合は抽選。
　  ※はがきの返信面にも必ず返送先住所・宛名をご記入ください。 
　  ※必要事項に記入漏れがある場合は無効となります。

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

＜元･女子ソフトボール日本代表監督＞

申込期間 2/5月～3/30金必着

3/5月 18：00開演 帝京平成大学 冲永記念ホール
★18：30より宇津木氏講演
 「夢の実現！～努力は裏切らない～」
入場無料 ※全席自由　定員に達し次第締切　

【定員】 300名
【申込】 ファックス(FAX 03-3984-0865)またはEメール
　　　 (アドレス art_culture@a.toshima.ne.jp)で
　　　 受付。詳細は下記HPをご覧いただくか、事務局までお問い合わせください。

「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

【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)

アンドレアス･ヴェサリウス『ファブリカ』初版本　1543年　広島経済大学

＜展覧会会場：国立科学博物館  会期：3/13～6/17＞

事前申込制

申込 Pコード：483-491

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

まちの魅力づくりセクション ☎03-3981-4732ま
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南
巣鴨地域文化創造館 ☎070-6555-6876巣

駒

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
としまセンタースクエアTC

区民ひろば富士見台富

千早地域文化創造館 ☎03-3974-1335千
豊島区トキワ荘通りお休み処 ☎03-6674-2518ト

東京芸術劇場プレイハウスPH

第191回 
庁舎ランチタイムコンサート2/28(水) 12:00 無料

※申込不要 ➡5ページへ
【問合】【会場】TC プ

北九州芸術劇場プロデュース
｢彼の地Ⅱ ～逢いたいひ、と。」

3/2(金)
～4(日)

掲載頁
参照

掲載頁
参照 ➡5ページへ

【会場・問合】あ

※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。

南大塚演劇市20182/10(土)･
11(日)

掲載頁
参照

無料
※申込不要 ➡5ページへ

【問合】【会場】南H 南

すがもハートフルコンサート2/12(月・休) 14:00 無料
※申込不要 ➡5ページへ

【問合】【会場】南H 巣

第6回 大塚アマチュア
お笑いグランプリ “おーわん”3/3(土) 13:30 無料

※申込不要 ➡3ページへ
【問合】【会場】南H 南

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」3/3(土) 14:00 全席自由

　  600円 ➡5ページへ
【会場・問合】千

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 無料

※申込不要 ➡6ページへ
【問合】【会場】南H 駒

Baobab｢DANCE×Scrum !!!」3/9(金)
～11(日)

掲載頁
参照

掲載頁
参照 ➡5ページへ

【会場・問合】あ

特別講演会
「雑誌『漫画少年』とトキワ荘」3/11(日) 14:00 無料

※要事前申込 ➡6ページへ
【問合】【会場】富 ト

第14回 要亭落語発表会3/11(日) 14:30 無料
※申込不要 ➡5ページへ

【会場・問合】千

目白三人の会
～３つのダンスの世界～3/13(火) 18:00

全席指定
一　般 　　 2,500円  
中高大学生  1,000円 
4歳～小学生   500円 ➡1ページへ

【問合】【会場】PH プ

美術へのいざない
特別展｢人体 －神秘への挑戦－｣
文化講演会

4/19(木) 18:30 無料
※要事前申込 ➡3ページへ

【問合】【会場】TC ま

鬼怒無月Quinteto  TANGO LIVE5/17(木) 19:00
全席指定
前売 3,000円
当日 3,500円 ➡4ページへ

【問合】【会場】あ プ

みんなの伝統芸能
―浪曲･落語･狂言―

2/16(金)
～18(日)

掲載頁
参照

掲載頁
参照 ➡2ページへ

【会場・問合】あ

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

自己啓発講座
｢空き家活用｣319 3/11 先着順1 無料 24名

豊島区在住・
在勤・在学の
18歳以上

10:00～
12:00

日本女子大学
非常勤講師
鈴木 真歩 氏

様々な理由で発生する空き家。人口減少時代には
その勢いが加速していきます。特に個人住宅に
おける空き家の現状と対応策の概要を紹介し、
それを豊島区の状況に即して考えていきます。

日

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

（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

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。（講座【319】は先着順）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、必ず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

申込詳細はこちらにアクセス！

＊先着順の講座【319】は主催館の電話か窓口で受付。往復はがき、インターネット申込不可。

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

エリアガイドボランティア養成事業

雑司が谷

としま史跡探訪
「消えた川･
 弦巻川を歩こう」

318 3/3・
10

2/15
(木)2土 2,000円 24名18歳以上13:30～

15:30

ボランティアガイド
｢としま案内人
雑司ヶ谷｣副会長
川崎 正士 氏

昭和初期まで雑司が谷を流れていた弦巻川。
当時の面影を｢江戸名所図会｣･地形図･写真等で
探索し、2回目はまち歩きをします。

2 3




