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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

東大出身家庭教師★合格多数
　中高大学受験・模試・期末
体験授業可　渋谷教室利用可
in fo@toda i - sense i . com
　6419 - 7422（受付平日）
東 大 先 生 ド ッ ト コ ム
電

場
対

小学受験絵画コース木曜開講
スタジオ・バル見学体験OK
造形振替可4才～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

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

場 対
￥

電
入時

ピアノ ･ 声 楽個人レッスン
豊島区役所庁舎より１分。月
　7000円～(幼児のみ割引有)。
声楽1万円～。　3981-8513冨安電
￥

●平成30年6月号の掲載申込締切は4/20(金)。※申込多数の場合は先着順。
●問合：としま未来文化財団「募集案内」広告係　☎03-3590-7119
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平日9:00～17:00）

※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

￥時 場 入
電 F対割

★「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7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

募　　集

募　　集

【対　象】 豊島区在住･在学の小学1～6年生
さまざまなアートや伝統芸能に出会い、体験してみよう！

文化芸術体験 ジュニア・アーツ・アカデミー

小学生向け  カラダとココロを育むプログラム

ジュニア・アーツ・アカデミー

｢歌でつながる！音楽の輪｣参加者募集
2つのコンサート出演を目ざし、仲間と一緒に楽しく歌おう！

パソコン講座（全8回）
5/8~6/1
［毎週 火・金］

講　　座

雑司が谷地域文化創造館 パソコンルーム

【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】 5,000円（教材費含）
【問　合】 雑司が谷地域文化創造館

文字入力の基礎から始め、案内状の作成を通じてワード2013を使いこなす
スキルを学びます。※データ保存用USBメモリーは各自ご持参ください

ワード2013集中講座〈中級〉
10：00 ～ 12：00

締　切
4/25［水］

ジャンル

音　楽

狂　言
日本舞踊
美　術

日本舞踊

演　劇

5月12日

5月12日
5月12日
6月

9月

9月

歌を中心に練習し、2つの公演に
出演
親子で狂言の鑑賞およびワークショップ参加
親子でワークショップ参加
親子で創作ワークショップ参加
稽古を重ね、発表会および
本公演に出演
ワークショップを重ね、発表会出演

全14回 6～12月の日曜10：00～11：30：練習
10/26（金）・12/24（月･振休）：公演本番

全2回　 7/16（月･祝）：公演鑑賞　7/27（金）～29（日）の間の1日：ワークショップ

全13回 11～3月：稽古
12/23（日）：発表会　3/22（金）：公演本番

全6回　 11～12月の土曜13：30～15：30：ワークショップ　12/23（日）：発表会
ダンス 9月レッスンを重ね、発表会出演 全6回　 11～12月の土曜または日曜午後：レッスン　　　　12/23（日）：発表会

全1回　 7/7（土）または14（土）：ワークショップ
全5回　 8/10（金）～14（火）：ワークショップ　

内 　 容 募集開始 実 施 時 期

イベント

気軽にご参加いただけるお茶席。日本庭園で素敵なひとときをお過ごしください。

かるがも茶席開催日程は
下記参照

※8･10･12･1月は開催なし

【時　間】 各日4回（11：30／12：30／13：30／14：30）
【費　用】 お茶券：800円 ※当日直接会場へ（予約不要）
【問　合】 プランセクション　　　
【主　催】 豊茶華文化連盟／公益財団法人としま未来文化財団／豊島区

実施日程は
下記参照

【出　演】 下げっ子連大塚亭、落としっ子連天祖亭、羽織っ子連要亭、
　　　　 洒落っ子連千川亭、扇子っ子連千早亭、三遊亭圓窓（特別出演･落語指南）
【定　員】 250 名
【料　金】 入場無料 ※20：30終演（予定）／途中出入り自由
【申　込】 当日直接会場へ（予約不要）
【主　催】【問　合】 豊島っ子連 おひろめ寄席実行委員会　minamiootsukarakugo@gmail.com

社会人落語の祭典！ 三遊亭圓窓師匠のもと稽古を積んだ老若男女が
紅白に分かれて落語で勝負。最後には圓窓師匠の一席も！

豊島っ子連 第3回おひろめ寄席

紅白落語合戦4/22［日］
13：00開演（12：30開場）

公　　演

南大塚ホール

©Shinpei Takumi©Shinpei Takumi三遊亭圓窓

【出　演】 落語：昔昔亭桃太郎、柳家さん枝、柳家小はぜ、柳亭市若  
　　　　 ウクレレ漫談：ぴろき
【定　員】 250 名
【料　金】 全席自由　一　般：前売 1,800円（当日2,000円）　
　　　　　　　　　 友の会：1,500円
【申　込】 各地域文化創造館窓口
　　　　 ※巣鴨地域文化創造館のみ4/8（日）より発売開始
　　　　 ※南大塚地域文化創造館のみ電話予約可
【問　合】 南大塚地域文化創造館

5月の落語会は、地元の落語家、柳家さん枝がプロデュース。
新作落語を得意とする昔昔亭桃太郎。注目の二ツ目、柳家小はぜ。
ウクレレ漫談、ぴろきが演じます。どうぞお楽しみください。

南大塚ホール落語会5/17［木］
18：30開演（17：30開場）

公　　演

南大塚ホール

昔昔亭桃太郎 柳家さん枝

【料　金】 大人：900円　子ども：700円
　　　　 ※当日券は各 100円増／前売券は5/3（木･祝）17：00まで予約可／ 3歳から有料
【申　込】 電話予約： ☎03-3590-7118（平日10：00～ 17：00） 
　　　　　　　　 　※5/3（木･祝）に限り特別受付（10：00～ 17：00）
　　　　 窓口販売：南大塚地域文化創造館（9：00～ 21：00） 
　　　　　　　　 　※休館日4/23（月）を除く
【主　催】 池袋いけいけ人形劇まつり実行委員会　　【問　合】 プランセクション

2017年より会場を南大塚地域文化創造館に移して大盛況！ 今年も大塚で
開催します。ゴールデンウィークは家族みんなで楽しい人形劇をお楽しみください。

第31回 
池袋いけいけ人形劇まつりin大塚5/4［金･祝］

10：00～16：00
（9：45～オープニングイベント）

公　　演

南大塚地域文化創造館

会議室利用サービスの向上のため、従来の午後の利用時間区分（13時～17時）を、
午後A（12時30分～）と、午後B（15時～）に2分割します（午後A･B連続利用可）。
詳細はお問い合わせください。
【変更時期】 平成 30年 7月ご利用分より（4/10（火）10：00～抽選申込 受付開始）
【対象施設】 としま南池袋ミーティングルーム 会議室301～303（豊島区南池袋 2-34-5 藤和第2ビル3F）
【受付窓口】 公益財団法人としま未来文化財団 本部ミーティングルーム２F窓口（会議室所在地）
【問　合】 施設管理グループ　☎03-3984-7601

としま南池袋ミーティングルーム　
時間区分変更のご案内

【出　演】 立川談修
【定　員】 100 名 ※先着順
【料　金】 全席自由　500円
【申　込】 各地域文化創造館窓口、雑司が谷案内処
　　　　 ※雑司が谷地域文化創造館のみ電話予約可
【問　合】 雑司が谷地域文化創造館

談志師匠が生前認めた最後の真打、
談修師匠が雑司が谷に初登場!!

第29弾！

第101回 

6/17［日］
14：00開演（13：30開場）

公　　演

雑司が谷地域文化創造館 多目的ホール

雑司が谷ワンコイン落語会

© 浦川良将©浦川良将

【講　師】 スズキ拓朗 
【対　象】 小学 2年生～中学 3年生 
【定　員】 20 名
【費　用】 おひとり 500円 
【申　込】 あうるすぽっとホームページの申込みフォームから　
　　　　 http://www.owlspot.jp/
【問　合】 あうるすぽっと

2018年8月あうるすぽっとで、スズキ拓朗振付･構成･演出『新作公演』が
上演決定。新作を前に、えんげきで遊ぶワークショップを開催します。

遊ぶ演劇 『こどもワークショップ』5/6［日］
13：00～16：00

講　　座

あうるすぽっと3F 会議室

（昨年のワークショップより）

【出　演】 岡田直樹、佐藤美玖、簔輪飛龍
【曲　目】 チック・コリア：スペイン　ドビュッシー：亜麻色の髪の乙女　
　　　　 ロジャース：「サウンド･オブ･ミュージック」より　他
【定　員】 250 名
【料　金】 入場無料
【申　込】 当日直接会場へ（予約不要）
【問　合】 プランセクション

打楽器アンサンブルが奏でる、色とりどりの音の世界
入場無料、出入り自由のミニコンサート

with 東京音楽大学
第193回 庁舎ランチタイムコンサート5/16［水］

12：00開演（11：35開場）

公　　演

としまセンタースクエア（豊島区庁舎1F）

東京芸術劇場リハーサルルーム

【講　師】 パウラ･ロソレン（ドイツ）
【定　員】 20 名 ※先着順／定員になり次第締切
【費　用】 1,000円
【申　込】 あうるすぽっとホームページの申込みフォームから　http://www.owlspot.jp/
【問　合】 あうるすぽっと

音楽なしで踊るエアロビクスって!？ きこえない方もきこえる方も
一緒に体験してみませんか？　※英日･手話通訳有

おとなしエアロビクス
講　　座

10：30～16：00

4/29
［日］
・30
［月･振休］

【出　演】 たいむ朗読の会
【定　員】 90 名
【料　金】 入場無料

【申　込】 当日直接会場へ（予約不要）
【問　合】 巣鴨地域文化創造館

祝・中山道待夢リニューアルオープン

ワークショップ

すがも朗読発表会4/22［日］
14：00開演（13：30開場）

公　　演

巣鴨地域文化創造館 多目的ホール

自由学園明日館 講堂（上記①②とも） 

【出　演】 友吉鶴心（NHK大河ドラマ芸能考証）、セイン･カミュ（ナビゲーター）　他
【内　容】 ①笙･笛･琵琶･箏などの和楽器を体験し、お話をきくプログラム
　　　　 ②ナビゲーターが和楽奏者たちとやりとりしながら進行するコンサート
【料　金】 全席自由　大人： ① 3,000円／② 3,500円　
　　　　　　　　　高校生以下： ① ② とも 2,000円
　　　　 ※豊島区民割引（在住･在勤･在学／要証明書提示）
　　　　　 大人： ① 2,700円／② 3,200円　　高校生以下： ① ②とも1,800円
　　　　 ※小さなお子様は膝上無料・お席が必要な場合は有料
【申　込】 としまチケットセンター
【問　合】 NPO法人 ACT.JT ☎03-6914-0325

名曲･名作鑑賞会
日本の伝統芸能=和楽の体験鑑賞会

①13：00開演
　 （12：30開場）
②17：00開演
　 （16：30開場）

公　　演

① 親子で学ぶWAGAKUいろいろ体験授業
② ファミリーWAGAKUコンサート

5/3
［木･祝］

4
［金･祝］

まで発売
4/30［月・振休］ 日中平和友好条約締結40周年記念 

来日公演

東京芸術劇場プレイハウス

【日　時】 6/ 9 （土） 17：00開演　　
　　　　 6/16（土） 13：00開演／ 17：00開演
　　　　 6/17（日） 13：00開演
【出　演】 湖北省京劇院
【料　金】 豊島区民割引：8,000円（在住･在勤･在学／要証明書提示）
【申　込】 としまチケットセンター
【問　合】 京劇公演事務局 ☎03-5281-8066

名曲･名作鑑賞会 は　 おう　べっ　 き

京劇『項羽と劉邦～覇王別姫』
湖北省京劇院日本公演

時間は下記参照

公　　演

6/9
［土］

16
［土］

17
［日］

まで発売
5/13［日］

講　　座 パソコン講座（全8回）
6/13~7/6
［毎週 水・金］

【申込方法】＜＊パソコン講座共通＞ 往復はがきに ①講座名 ②〒住所 ③氏名（ふりがな） ④年齢 ⑤性別 
⑥電話番号 を明記の上、雑司が谷地域文化創造館まで郵送。なお同館窓口にて62円はがきを添えて直
接申込も可。※在勤･在学の方は、勤務先名か学校名・所在地・電話番号もご記入ください

【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】 5,100円（教材費含）
【問　合】 雑司が谷地域文化創造館

データ入力やセルシートの操作方法から始め、表計算、関数を使った計算、
グラフの作成など、エクセル2013の基礎を一通り学びます。
※データ保存用USBメモリーは各自ご持参ください

エクセル2013集中講座〈中級〉
10：00 ～ 12：00

締　切
6/1［金］

雑司が谷地域文化創造館 パソコンルーム

展　　示 Echica池袋ギャラリー
3/31
［土］

~4/26
［木］

【問　合】 まちの魅力づくりセクション

新たな時代の思想･文化を担う才能が続々
集まってきた大正期の東京。
なかでも子供のための芸術･教育が発展した
中心地の一つが豊島区です。
『婦人之友』創刊者の羽仁吉一･もと子夫妻は
池袋で子供向け絵雑誌『子供之友』を発刊。
児童文化の黄金期を築いた『子供之友』の童
画世界をパネルで紹介します。

『子供之友』パネル展
6：00 ～ 23：00 Echica池袋ギャラリー（東京メトロ副都心線｢池袋｣駅 構内通路）

イベント 故･丸山 昭氏追悼展示開催記念イベント

【料　金】 入場無料
【問　合】 としま南長崎トキワ荘協働プロジェクト協議会（広報担当） ☎090-5325-9348

トキワ荘の紅一点として『少女クラブ』編集長･丸山 昭氏に
イチから育てられた女流マンガ家･水野英子氏が特別来場！ 
限定出版本ほかサイン本＆グッズの販売もあります。

水野英子 サイン本販売会
14：00 ～ 17：00

4/15［日］

© 水野英子

豊島区トキワ荘通りお休み処

目白庭園 赤鳥庵

★詳細は財団ホームページをご覧ください。
【問　合】 プランセクション　　t_mirai_jaa@a.toshima.ne.jp

【対　象】 豊島区在住･在学の小学1～6年生
【講　師】 坂本和彦（東京音楽大学講師）
【日　程】 6/17･24、7/8･15、8/26、9/2･9･23、10/14、12/9･16 全て日曜　各日10：00～11：30／10/25（木）夕刻
【場　所】 区民ひろば南池袋、雑司が谷地域文化創造館　他
【本　番】 10/26（金）夜　東京芸術劇場での公演／12/24（月･振休）午後　発表会
【定　員】 40名　　
【費　用】 5,000円（練習12回および本番2回含む）
【申　込】 電話にて先着順で受付 ☎03-3590-7118（平日10：00～ 17：00） ※受付初日に限り特別受付（10：00～ 17：00）
【必要事項】 参加希望者の氏名（ふりがな）、年齢、性別、学校名、学年、保護者氏名（ふりがな）、〒住所、電話番号、FAX番号
　　　　 原則として豊島区在住・在学の小学生対象。
【問　合】 プランセクション　　t_mirai_jaa@a.toshima.ne.jp

実施日程は
下記参照

回 月　日 席　主 流　派 回 月　日 席　主 流　派
1
2
3
4

4/5（木）
5/3（木・祝）
6/7（木）
7/5（木）

八代 松晴庵
永沼宗舟
磯野深泉
伊藤宗徳

表千家
表千家

煎茶正風流
江戸千家

5
6
7
8

9/6（木）
11/1（木）
2/7（木）
3/7（木）

2019年

2019年

江面宗珠
松村宗喜
三澤和雪
長坂宗朋

表千家
表千家
江戸千家
裏千家

【日　程】 

【対　象】 小学生以上　　【部　門】 小・中学生の部　一般の部　　【サイズ】 「四つ切」または「A4」（四つ切ワイドは不可）
【応募条件】 未発表かつ他のコンテスト等に応募していない自作品（1人 2点まで）　　【入賞発表】 5月下旬（予定）
【選考方法】 染井よしの桜の里駒込協議会から委嘱された審査委員により選考　審査委員長：関口照生氏（写真家）
【申　込】 所定の応募票に①応募部門 (小・中学生の部、一般の部 )、②氏名（ふりがな）、③電話番号、④〒住所、⑤撮影日時、
　　　　⑥撮影場所、⑦タイトル、⑧ひと言コメントを明記の上、〒170-0003 豊島区駒込 2-2-2 駒込地域文化創造館内 
　　　　「さくらフォトコンテスト」係へ郵送もしくは持参
【主　催】 染井よしの桜の里駒込協議会　　【問　合】 駒込地域文化創造館　☎03-3940-2400（4/30は休館）

駒込小学校から半径2㎞の範囲内での桜の風景写真を公募します。桜が咲いたら今年もさくらフォトコンテストに応募!!

募　　集

4/30
［月・振休］

第11回 
さくらフォトコンテスト作品募集締　切

締　切
4/22［日］
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Echika池袋ギャラリー

池袋警察署方面

マルイシティ

8

C10

C8C7C4

2a

1a
1b

C6 C9

Echika 池袋ギャラリー案内図

募集開始
5/12［土］
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発売開始
4/6［金］


