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

プランセクション　☎03-3590-7118（平日10：00～17：00） 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】まちの魅力づくりセクション　☎03-3981-4732（平日10:00～17:00）

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
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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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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
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ピアノ教室♪　椎名町　４才～
　月～土　３千円　７千円～
初心者大歓迎　3554-9800西川電
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●平成30年5月号の掲載受付は3/16(金)まで　 
　 ※申込多数の場合は先着順　※詳細は下記までお問い合わせください

【問合】 としま未来文化財団「募集案内」広告担当係 ☎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
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＝割引料金
＝対象
＝電話
＝FAX
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3/28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)

【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】 蒲生雄介(第1トランペット)
　　　 三上まどか(第2トランペット) 
　　　 秋葉貴弘(テューバ)
　　　 松本祐介(トロンボーン)　　　 
　　　 井澤滉一(ホルン)
【曲目】 カルヴェール：組曲「モンテルジャンの丘」より
　　　 クレスポ：「アメリカ組曲」より　ほか　
　　　 ※曲目・曲順は変更になる場合があります

公演 第192回 庁舎ランチタイムコンサート
華やかに黄金のように輝く､金管五重奏

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

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

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

【発表】 駒込地域文化創造館ツイッターと豊島区観光協会HPにて蕾の状況を公開。
　　　 開花翌日に上記ツイッターとHPにて開花宣言します。
【表彰】 4/1(日)　駒込染井よしの桜まつり会場
　　　　　　　　(染井吉野桜記念公園内)
【応募方法】 
　　　 官製はがき、または応募用紙に①開花予想日 
　　　 ②〒住所 ③氏名(ふりがな) ④年齢 ⑤電話番号を
　　　 記入の上、駒込地域文化創造館「そめいよしのさくら
　　　 開花予想クイズ」係まで郵送または持参。
　　　 ※申込は1名様1通のみ。詳細は財団HP
　　　 (http://www.toshima-mirai.jp/)をご覧ください。

【おもてなし実施日】 10/23(火)予定
【活動内容】 月1回程度、定期ミーティングを行い、アイデアをまとめていきます。
　　　　　 ■第1回：6/7(木) 16：30～  於：雑司が谷地域文化創造館
　　　　　 ※日程などの詳細は希望者に連絡します。
【申　　込】 Eメールにて、〒住所・氏名(ふりがな)・年齢・電話番号(連絡のとれる番号)・
　　　　　 FAX番号・メールアドレスを明記の上、下記まで申込。
　　　　　 ■ メール：t_mirai_chorus@a.toshima.ne.jp
　　　　　 　　　　　（件名に「おもてなし隊参加応募」と明記）

【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
3/25日「楽しく撮って活用！デジタルカメラ」

カメラの設定、画像の整理･保存、修正や活用法を学びます。
3回目（4月20日）は国営昭和記念公園で撮影予定（現地までの交通費、入園料別途）。　
※デジタルカメラと取扱説明書、データ保存用USBメモリーは各自ご持参ください。

10か月間の大規模改修を経て安全で快適な空間に生まれ変わった巣鴨地域文化創造館を祝し、記念イベントを開催

10ヶ月の改修工事を経て、4月8日(日)よりリニューアルオープン。巣鴨地域
文化創造館は様々な生涯学習・会合・発表会などの場としてご利用いた
だけます。スタッフ一同、皆様のお越しをお待ちしております。

巣鴨地域文化創造館　☎070-6555-6876（平日9：00～17：00）　〒170-0002 豊島区巣鴨4-15-11問合

4/13金～27金 毎週火･金  10：00～12：00（全5回）

【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】 3,900円（教材費含）

入場
無料

※当日直接会場へ

三遊亭圓窓

1999年「池袋モンパルナス」舞台写真　撮影：蔵原輝人▶

©Shinpei Takumi

｢合唱団アンサンブル・ポスト－スクリプトム」
おもてなし隊 大募集
｢合唱団アンサンブル・ポスト－スクリプトム」
おもてなし隊 大募集

にっぽんの、豊島区のこころ、ここにあり！
合唱団アンサンブル・ポスト－スクリプトムの皆様に
日本･豊島区の良さを伝えるアンバサダーになりませんか？

第8回そめいよしの 
さくら開花予想クイズ2018
第8回そめいよしの 
さくら開花予想クイズ2018
第8回そめいよしの 
さくら開花予想クイズ2018

平成29年度 
さくらフォトコンテスト
入賞作品展 

平成29年度 
さくらフォトコンテスト
入賞作品展 

平成29年度 
さくらフォトコンテスト
入賞作品展 

with 東京音楽大学

4/7土 14：00開演（13：30開場） 
巣鴨地域文化創造館 多目的ホール

【出演】 入船亭小辰
　　　 合唱団｢大塚｣・とげぬき地蔵通り合唱団
　　　 すがも児童合唱団

公演

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

【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。
【集合場所】 西武池袋線「東長崎駅」改札集合

「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 9：50～12：00

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。

締切※消印有効
3/15木

締切※必着
3/30金

【定員】 20名 ※先着順　【案内】 ボランティアガイド｢大塚物語る｣　
【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、
　　　 南大塚地域文化創造館内「大塚物語るツアー」係まで郵送。
【集合場所】 JR大塚駅改札口前　

大塚いろは 花咲か道大塚いろは 花咲か道

4/1日 9：45～12：00 ※小雨決行

ボランティアガイド｢大塚物語る｣ ガイドツアー

ソメイヨシノと一期一会。御利益を祈る2時間。お楽しみください。

締切※必着
3/15木

巣鴨地域文化創造館

リニューアルオープン･セレモニー＆コンサート

巣鴨地域文化創造館 4/8（日）
リニューアルオープン

3/14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)

【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

生演奏でマジックライヴⅡ ～TSUKASAプロデュース公演～

南大塚SHOW劇場

Magic of MAGIC Vol.118
公演 マジック オブ マジック 好評

発売中

主催：(公社)日本奇術協会 ☎03-3361-5221(平日13:00～17:00)

入場
無料
※当日直接
　会場へ

昭和初期の池袋界隈“アトリエ村”に暮らす芸術家たちの青春群像を描く、劇団銅鑼の公演
「池袋モンパルナス」は、1999年の池袋演劇祭大賞に輝いた作品です。本作は今年、アート
フェスティバル「新池袋モンパルナス西口
まちかど回遊美術館」の会期中に再演が
予定されています。夢を抱いて表現や時
代と向き合う若者たちの姿が絵画／演劇
というジャンルを超えて共鳴する、演劇
「池袋モンパルナス」を紹介します。

「池袋モンパルナス～芸術家たちの若き日々」展

3/1木～29木 6：00～23：00
Echica池袋ギャラリー
(東京メトロ｢池袋｣駅 構内通路)

展示 池袋ギャラリー池袋ギャラリー池袋ギャラリー

日本を代表する桜「そめいよしの」発祥の地、駒込。豊島区立駒込小学校にある基準樹木「駒桜」の
今年の開花日を予想してください。ピタリ正答の方には記念品を贈呈します。

【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)　

3/17土～4/15日 の毎日　11：00～16：00
4/21土～5/6日 の土日祝　11：00～16：00

入場
無料 第19回 駒込染井よしの桜まつり第19回 駒込染井よしの桜まつり第19回 駒込染井よしの桜まつり

【会場】 染井吉野桜記念公園（JR駒込駅北口前）　

主催：染井よしの桜まつり実行委員会、駒込各町会、駒込各商店街

4/1日 10：00～16：00

華やかなセレモニー、模擬店や物産展が
駒込の春を彩ります。

【本番日時】 10/26(金)18:30開演　会場：東京芸術劇場コンサートホール　
【指　　揮】 坂本和彦
【出　　演】 合唱団アンサンブル・ポスト－スクリプトム　ほか
【曲　　目】 モーツァルト：レクイエム ニ短調 K．626　ほか
　　　　　 ※曲目詳細は財団HPにてご確認ください。（http://www.toshima-mirai.jp/）
【結 団 式】 日時：5/10(木) 18:30～　於：自由学園明日館 講堂 
【練 習 日】 木曜日(月2～3回)

【練習会場】 雑司が谷地域文化創造館、としまセンタースクエア(豊島区庁舎1F)　ほか
【指揮・合唱指導】 坂本和彦(東京音楽大学講師)
【参 加 費】 20,000円(チケット代、保険料含む) ※懇親会費別途(実費)
　　　　　 ※モーツァルト：レクイエムニ短調 K.626（全音楽譜出版社：混声合唱版）
　　　　　 　の楽譜は各自ご用意の上、ご参加ください。
【定　　員】 100名
【申　　込】 往復はがき、またはEメール
　　　　　 にて、〒住所・氏名(ふりがな)・
　　　　　 年齢・電話番号(連絡のとれる
　　　　　 番号)・FAX番号・メールアド
　　　　　 レス・希望パートを明記の上、
　　　　　 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 プランセクション「豊島区民合唱団員募集」係
　　　　　 ■ メール：t_mirai_chorus@a.toshima.ne.jp
　　　　　 　　　　　（件名に「区民合唱参加応募」と明記）

豊島区民合唱団 団員募集豊島区民合唱団 団員募集
「区民でつくる演奏会」に出演！スイス･ジュネーブの合唱団アンサンブル・ポスト－
スクリプトムと一緒にモーツァルト作曲『レクイエム』を歌いませんか？
発声方法やラテン語の意味を勉強しながら、東京芸術劇場コンサートホールでの
本番を目指します。豊島区在住･在勤･在学の皆様のご参加をお待ちしています。

10/26（金）「区民でつくる演奏会」出演のためスイス・ジュネーブからはるばる来日する
「合唱団アンサンブル・ポスト－スクリプトム」の皆様をおもてなしする企画を一緒に考え、
運営するボランティアを募集します。
面白いことを考えるのが好きな方、英語･フランス語が得意な方など、
どなたでも大歓迎！

5月
10日（結団式）
24日
31日
 7 日
28日

 5 日
19日
26日

 2 日

13日
20日
 4 日
18日

25日（ 　　）6月

7月

8月

9月 10月26日（金）
★公演当日

東京芸術劇場
コンサートホール10月

年間スケジュール

オーケストラ
合わせ

入場
無料

募集期間 3/5月～4/6金 必着 募集期間 3/5月～4/6金 必着

スマートフォンをお持ちの方は、このQRコードを読み込み
リンクをクリックするとメール画面が立ち上がります。

スマートフォンをお持ちの方は、このQRコードを読み込み
リンクをクリックするとメール画面が立ち上がります。
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巣鴨地域文化創造館
（中山道待夢）

主催：染井よしの桜の里駒込協議会

主催：染井よしの桜の里駒込協議会

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6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


