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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
シニア英会話★新会員募集★
　60代70代の初心者　4,200
　1,000　月2回木曜日10時半
～12時　東京芸術劇場他　07
0-3824-4297（平日16時迄）
問合ＹＥＳイングリッシュ 西沢

電
時
場

対 ￥
入

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
●平成30年7月号の掲載申込締切は5/18(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8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

講　　座 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
さまざまなアートや伝統芸能に出会い、体験してみよう！

【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
　　　　 ※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。ウクレレ漫談のぴろきが演じます。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

撮影：涌井直志

過去のワークショップより

第29回大賞受賞作品　ラビット番長「成り果て」

雑司が谷旧宣教師館

柳家さん枝

青空うれし 石毛宏典
（スペシャルゲスト）

【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 

【会　場】 池袋西口公園（2カ所）､池袋駅西口駅前広場､
　　　　 池袋マルイ前､元池袋史跡公園､
　　　　 東武百貨店池袋店 8F屋上スカイデッキ広場､
　　　　 メトロポリタンプラザビル1F自由通路､
　　　　 ルミネ池袋 8Fイケレスガーデン､東京芸術劇場前広場､
　　　　 ミュージックスタジオ･フォルテ芸劇店前
【料　金】 観覧無料
【主　催】【問　合】 池袋ジャズフェスティバル実行委員会 http://www.ikebukurojazz.com/

池袋西口地区がライブステージに！計9カ所10会場で約230バンド､総勢1,900名もの
プロ･アマチュアバンドが熱い演奏を繰り広げる！！

池袋ジャズフェスティバル2018
11：00～20：00

公　　演

池袋西口公園（豊島区西池袋1-8-26） 他　※開催時間は各会場で異なります

新池袋モンパルナス西口まちかど回遊美術館 連携イベント

【料　金】 入場無料
【問　合】 まちの魅力づくりセクション

今年のテーマは｢未来の○○｣。公募による豊島区の小・中学生の絵画・立体・映像作品を
一堂に展示します。ワークショップも同時開催（要問合せ）。

まちかどこども美術展
10：00～17：30
※最終日15：00まで

展　　示

としまセンタースクエア（豊島区庁舎1F）　

第13回 新池袋モンパルナス西口まちかど回遊美術館

6/17［日］
14：00開演

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

©Loup-William Théberge©Loup-William Théberge

【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）

日中平和友好条約締結40周年記念 来日公演。
湖北省京劇院が日本公演限りの豪華キャストで臨む傑作。

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4回）
7/10~20
［毎週 火・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。

【申　込】 ＜＊上記3講座共通＞ 電話にて受付 ☎03-3590-7118（平日10：00～17：00） ※先着順
　　　　 ※5/12受付初日に限り特別受付あり（10：00～17：00）　
【問　合】 プランセクション ※詳細は財団ホームページをご確認ください
　　　　　　　　　　　　  http://www.toshima-mirai.jp/course/jaa/index.html

【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）
【問　合】 雑司が谷地域文化創造館

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。

インターネットとメールの楽しみ方
10：00 ～ 12：00

締　切
6/28［木］

雑司が谷地域文化創造館 パソコンルーム

展　　示 追悼 講談社『少女クラブ』元編集長･丸山昭

【料　金】 入場無料　　 【定休日】 毎週月曜　　 【問　合】 豊島区トキワ荘通りお休み処

丸山昭は1953年、大日本雄辨會講談社（現･講談社）に入社後、編集者として『少年クラブ』
『少女クラブ』『ぼくら』といった少年･少女マンガ誌を担当。トキワ荘にも足繁く通い、数々
の人気漫画家を育て上げました。本展示では名編集者･丸山氏の業績を紹介します。
※5/17（木）～27（日）の期間中｢クロスワードパズル｣を開催。
　全問正解者には素敵なプレゼントを差し上げます。詳細は要問合せ。

丸さんのトキワ荘物語そして並木ハウス 展
10：00 ～ 18：00 豊島区トキワ荘通りお休み処 

【対　象】 豊島区在住･在学の小学1～6年生

〈日本舞踊〉親子で体験！はじめての日本舞踊
浴衣の着方や座り方、おじぎ、歩き方など和の基本所作と踊りの基礎を体験！
【講　師】 としま区日本舞踊家集団
【日　程】 7/7（土）･14（土）のいずれか1回　
　　　　各日13：30～15：30
※11～3月 連続講座｢華麗なる彩り日本舞踊教室｣（3/22舞台発表）あり。募集開始は9月予定。要問合せ。

実施日程は
下記参照
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募集開始
5/12［土］

・ ・

講　　座 パソコン講座（全8回）
6/13~7/6
［毎週 水・金］

【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　

【場　所】 区民ひろば南池袋（豊島区南池袋3-5-12）
【定　員】 各回 10組20名の親子
【費　用】 1組1,000円

【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

開催中~5/27
［日］

展　　示 ギャラリー企画展示5/18
［金］

~6/30
［土］

【料　金】 入場無料　　 【定休日】 毎週木曜　　 【問　合】 雑司が谷案内処

幼少より雑司が谷に住み、地元をこよなく愛した画家･小池俊夫の作品を展示

画想 雑司ヶ谷 小池俊夫展
10：30～16：30 雑司が谷案内処 2Fギャラリー 

募　　集
近藤良平･コンドルズ「にゅ～盆踊り」5/17

［木］
~6/15
［金］

【講　師】 コンドルズ･メンバー（会場により講師は異なります）
【日　程】 6/30（土）～ 7/8（日）
【場　所】 駒込･南大塚･千早･雑司が谷･巣鴨の各地域文化創造館、
　　　　 東京芸術劇場、あうるすぽっと
【対　象】 ワークショップいずれか１回と、前夜祭（7/14）および
　　　　 本番（7/15）に参加できる方
【定　員】 各会場 30名 ※先着順
【申　込】 あうるすぽっとホームページ応募フォーム､または往復はがき
　　　　 ※詳細は､あうるすぽっとホームページをご確認ください。 
　　　　　 http://www.owlspot.jp/
【問　合】 あうるすぽっと

毎年大盛り上がりの「にゅ～盆踊り」、7月15日（日）開催が決定！事前のワークショップに
参加して、当日を盛り上げる盆踊りリーダー“しゃ～隊”を募集します。子ども大人も思わず笑って
しまう愉快な盆踊り大会を、今年は一緒に盛り上げてみませんか？

盆踊りリーダー“しゃ～隊”募集
募集期間

募　　集

5/10
［木］

~6/20
［水］

【対　象】 ①18 歳以上で､演劇祭行事に積極的に参加できる方。 
　　　　 ②演劇祭開催中、事務局が指定する3～5公演を必ず鑑賞し、
　　　　 　指定採点用紙に記入･提出できる方。
　　　　 　※指定公演ほか数公演の無料･割引鑑賞券を差し上げます。
【定　員】 100 名（応募多数の場合は抽選）
【申　込】 池袋演劇祭ホームページ応募フォーム､または往復はがき ※詳細は池袋演劇祭ホームページを
　　　　 ご確認ください。 http://www.ikebukuroengekisai.jp/ （5月上旬に掲載予定）
【問　合】 ｢池袋演劇祭実行委員会｣事務局 ☎03-3985-0960

9/1（土）～30（日）の1か月間、豊島区および近隣で公演する
劇団が参加する｢第30回池袋演劇祭｣の審査員を募集します。

第30回 池袋演劇祭
審査員募集募集期間

展　　示 平成29年度
5/12~6/10さくらフォトコンテスト応募作品展
11：00～16：00 旧丹羽家住宅 蔵（豊島区駒込3-12-8）
の［土］［日］

〈狂言〉親子で一緒に！狂言っておもしろい
萬狂言公演｢ファミリー狂言会｣鑑賞と､本格的な舞台で“すり足”や“声の出し方”などを体験！
【講　師】 野村万蔵家（萬狂言一門）
【日　程】 「ファミリー狂言会」鑑賞（於：国立能楽堂）：7/16（月･祝） 10：30～12：30 
　　　　 狂言体験（於：よろづ舞台）：7/27（金）･28（土）･29（日）のいずれか1回　
　　　　　　　　　　　　　　　   7/27は13：30～15：00、7/28･29は10：30～12：00と13：30～15：00の2回
【定　員】 各回 10組20名の親子
【費　用】 1組1,000円（公演鑑賞料別途）

〈音楽〉歌でつながる！音楽の輪
2つのコンサート本番出演を目指し､仲間と一緒に楽しく歌おう！
【講　師】 坂本和彦（東京音楽大学講師）
【日　程】 6/17（日）～12/24（月･振休）

【定　員】 40名
【費　用】 5,000円（練習12回と本番2回分含む）

岡田 直樹 佐藤 美玖

簔輪 飛龍

5/19
［土］
・20
［日］

【内　容】 カントリーデイ：6/2（土） 10：00～ 19：00
　　　　 フォークデイ：6/3（日） 10：30～ 19：00
【料　金】 観覧無料
【同時開催】 物産と観光展（計10の豊島区友好都市が出店予定）
【主　催】【問　合】 池袋フォーク＆カントリーフェスティバル実行委員会 ☎03-3987-7332（Sunny Spot）

20余りのプロ･アマチュアバンドが出演する屋外ライブイベント。
毎年恒例のスペシャルゲストも参加、ステージを盛り上げる！

池袋フォーク＆カントリーフェスティバル 2018
時間は下記参照

公　　演

池袋西口公園（豊島区西池袋1-8-26）

第13回
6/2
［土］
・3
［日］

5/20
［日］

~27
［日］

【日　時】 7/21（土）･7/22（日）･7/24（火） 各日14：00開演
　　　　 7/23（月） 19：00開演
【料　金】 全席指定　
　　　　 大人：3,500円　大学生･専門学校生･中高生：2,000円　
　　　　 子ども（3歳以上 小学生以下）：500円
　　　　 ※豊島区民割引：3,000円（在住･在勤／要証明書提示）　
　　　　 ※障がい者割引：2,000円（要証明書提示）
【申　込】 としまチケットセンター
【問　合】 あうるすぽっと

世界中を魅了しているサーカスパフォーマンスが、カナダから初来日！ 5人の男たち
が繰り広げる息を呑むアクロバットやジャグリング、笑いも満載のステージです。

『マシーン･ドゥ･シルク』
時間は下記参照

公　　演

あうるすぽっと

シアターサーカス
7/21
［土］

~24
［火］

【内　容】 まちかどライブ：6/2（土）･3（日）  　｢TRAMパル大塚｣ 他
　　　　 ホールイベント：6/9（土）･10（日）　南大塚ホール 他
　　　　 ※各ライブ、イベントの詳細は音楽祭公式ホームページをご覧ください　
　　　　 　http://www.ompass.info/ （5月中旬に掲載予定）
【料　金】 観覧無料
【主　催】 南大塚三商店会／おおつか音楽祭実行委員会
【問　合】 南大塚地域文化創造館

｢街に音楽があふれ出す｣をテーマに、街中が会場となる初夏の音楽祭。

おおつか音楽祭2018
詳細は下記参照

公　　演

JR大塚駅南口駅前広場｢TRAMパル大塚｣ 他

6/2
の［土］［日］

~10

発売開始
5/20［日］

開場表記がない催しは開演の30分前開場です

【出　演】 青空うれし、石毛宏典（元西武ライオンズ）、ナナオ（漫談）
　　　　 黒木悦子（シャンソン）、石黒サンペイ（お笑い）、コント青年団　他
【料　金】 全席指定　5,000円
【申　込】 ㈱ナアナ FAX.03-6657-5112　
　　　　 ※窓口販売あり：南大塚地域文化創造館（9：00～ 21：00）
【主　催】【問　合】 ㈱ナアナ ☎070-6967-4473（夢プロ）

祝・青空うれし芸能生活65周年
～だからどうした!!･･･の集い～5/30［水］

18：30開演

公　　演

南大塚ホール

南大塚SHOW劇場

法明寺みみずく会館（豊島区南池袋3-5-9）

【講　師】 雑司が谷すすきみみずく保存会
【日　程】 5/13､6/10､7/1 全て日曜　
　　　　 各日10：00～ 12：00
【定　員】 各回 30名　※申込先着順
【費　用】 各日1,000円（材料費）　

【申　込】 雑司が谷案内処に電話
　　　　 または直接窓口まで
【主　催】 雑司が谷すすきみみずく保存会
【問　合】 雑司が谷案内処

江戸時代から継承されてきた豊島区の郷土玩具｢すすきみみずく｣づくりを体験。

すすきみみずく製作講習会
講　　座 雑司が谷
開催日程は
下記参照

なぎら健壱＆
オウンリスク

【料　金】 入場無料
【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


