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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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絵画工作陶芸☆スタジオバル
曜日振替体験OK　4才～　池袋
歩7分-回数券有◎夏休み特別
油絵＆工作も　03-3989-8608
東京芸術劇場で毎年作品展♡
小学校受験絵画開講♢芸大卒
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カラオケサークル教室　男女
　第2第4水午後　:池袋駅東口
　千円　月2回5千円施設著作
権税込　3373-7260AM夕方田中電
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※平成30年8月号の
　掲載申込締切は、
　6/15（金）。

【問合】 
「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
凡例
＝日時　　
＝場所　　
＝会費、月謝、料金
＝入会金
＝割引料金　　
＝対象　　
＝電話　　
＝FAX
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★「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9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

【出　演】 大田佳弘（ピアノ）、和田萌子（ピアノ）
【定　員】 50組　※お子様連れ限定
【料　金】 入場無料（要事前申込／先着順）
【申　込】 雑司が谷地域文化創造館窓口または電話
【問　合】 雑司が谷地域文化創造館

子育て中のママたちを応援し、楽しんでいただくコンサート。
ベビーカーのまま入場OK、泣いても騒いでも大丈夫。
未就学児からおじいちゃん、おばあちゃんまで、だれでも大歓迎！

ベビーカーコンサート7/29［日］
 11：00開演

公　　演

雑司が谷地域文化創造館 多目的ホール

撮影：前澤秀登

第13回

第12回

【出　演】 福田麻子（ヴァイオリン）
　　　　 榎本詩帆（ピアノ）
【曲　目】 タルティーニ：ヴァイオリン･ソナタ ト短調 「悪魔のトリル」
　　　　 ドビュッシー：ヴァイオリン･ソナタ ト短調
【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

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。
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募　　集

説明会日程
は下記参照

【日　程】 7/8（日）・21（土） 各日14：00～15：30
【対　象】 年齢･経験不問､どなたでも
【定　員】 各日50名
【申　込】 当日直接会場へ（予約不要／途中入退場可）
【備　考】 出演者募集の詳細は7月初旬に公開予定。
　　　　 詳細は要問合せ。
【問　合】 プランセクション

｢大田楽 いけぶくろ絵巻｣で一緒に躍りませんか？ 
｢どんなことをするの？｣｢どうしたらいいの？｣に
お答えする説明会を開催します！ 
お気軽にご参加ください。

「大田楽 いけぶくろ絵巻」
 出演希望者説明会のご案内

募　　集 平成30年度 としま区民芸術祭6/5
［火］

~7/1
［日］

【日程・会場】 吟剣詩舞大会 9/2（日） としまセンタースクエア
  （豊島区庁舎1F）
　　　　　　民  踊  大  会 10/27（土） あうるすぽっと
　　　　　　コーラス大会 10/27（土） あうるすぽっと
　　　　　　器楽演奏会 12/9（日） としまセンタースクエア
  （豊島区庁舎1F）
【対　象】 豊島区内で文化的活動を行っている団体
　　　　 ※｢民踊大会｣｢コーラス大会｣は2名様以上で
　　　　　 お申込みください。
【備　考】 大会部門は参加団体が運営します。各団体の代表者は
　　　　 委員として実行委員会を構成し、決定･実行していきます。
【申　込】 ①電話受付 ☎03-3590-7118
　　　　　 （受付時間：平日10：00～17：00）
　　　　 ②所定の｢申込書｣に記入の上、FAX（03-3984-0865）で。
　　　　　 としま未来文化財団事務所へ直接持参も可。
　　　　 ※｢申込書｣は、としま未来文化財団事務所、各地域文化創造館にて配布。
　　　　　 また右記QRコードからもアクセスして申込書をダウンロードできます。
【問　合】 プランセクション

今秋開催の｢豊島区文化祭｣に先立ち、大会部門の参加団体を募集します。
ふるってご参加ください。

｢豊島区文化祭｣参加団体募集募集期間

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！

〈美術〉親子でいっしょに！アートの｢あ｣
〈大会部門〉いろいろなジャンルのアーティストと一緒に、身近な素材を使ってアート作品をつくろう！

【講　師】 アーティスト集団「C-DEPOT」
【日　程】 作品づくり：8/10（金）～14（火） 各日14：00～15：30　　展覧会：8/15（水）
【場　所】 としまセンタースクエア（豊島区庁舎1F）
【対　象】 豊島区在住･在学の小学1～6年生および保護者のペアで、｢作品づくり｣5日間に全日参加可能な方
　　　　 ※親子ペア（保護者1名、子ども1名）でご参加ください。
【定　員】 20組40名（先着順）
【費　用】 1組 1,500円（教材費別途：3,000円）
【申　込】 電話受付 ☎03-3590-7118（受付時間：平日10：00～17：00） 
　　　　 ※申込初日のみ特別電話受付あり：6/9（土）10：00～17：00
★〈日本舞踊〉〈狂言〉〈音楽〉の各コースも現在募集中！要問合せ。
【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

実施日程は
下記参照

【出　演】 小林顕作
【料　金】 全席指定　
　　　　　 大　人：2,000円　
　　　　　 中高生：1,000円　
　　　　　 子ども（3歳～小学生）：500円　
　　　　 ※2歳以下無料（0歳から入場可／保護者の
　　　　　お膝の上の場合は無料・お席が必要な場合は有料）
【問　合】 あうるすぽっと

オフロスキーでおなじみの小林顕作による
ごきげんな絵本の読み聞かせ。
今年も抱腹絶倒の面白さ！
子どもたちには、終演後のおまけもあります！

『絵本のじかんだよ！』
11：00／14：00開演

公　　演

あうるすぽっと

絵本の読み聞かせ

【原　作】 ロアルド・ダール　　
【振付･構成･演出】 スズキ拓朗
【出　演】 朝比奈尚行、スズキ拓朗　他
【料　金】 全席指定　
　　　　　 大　人：2,000円　
　　　　　 中高生：1,000円　
　　　　　 子ども（3歳～小学生）：500円
　　　　 ※2歳以下無料（0歳から入場可／保護者の
　　　　 　お膝の上の場合は無料・お席が必要な場合は有料）
【問　合】 あうるすぽっと
　　　　 ※詳細は、あうるすぽっとホームページをご確認ください。 https://www.owlspot.jp/

ジェイムズ君がきりぎりす、てんとう虫、くも、ムカデ、
ミミズ、かいこ、ツチボタルと、桃にのって旅をする！
海を越え、空を飛び、とびきり楽しい舞台です。

開演時間は要問合せ

公　　演

あうるすぽっと

開場表記がない催しは開演の30分前開場です

【日　程】巣鴨地域文化創造館　　　6/9、9/8、10/20、11/10  全て土曜　各日とも11：00～17：00
　　　　 雑司が谷地域文化創造館　6/10、9/9、10/21、11/11 全て日曜　各日とも10：00～17：00
　　　　 ※商品が売切れ次第終了予定
【主　催】【問　合】 遊佐ノ市事務局（遊佐ブランド推進協議会内） ☎0234-72-3966（平日9：00～17：00）

庁舎ランチタイムコンサート with 東京音楽大学
魅惑のヴァイオリン＆ピアノ デュオ7/18［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）

第194回

【出　演】 宮路オサム、逢川まさき、朝倉由美子、キソン、ナナオ（司会） 他
【料　金】 全席指定　前売3,500円（当日4,000円）
【申　込】 オフィス香音 FAX.047-388-3619
　　　　 ※窓口販売あり：南大塚地域文化創造館（9：00～21：00）
【主　催】【問　合】 オフィス香音 ☎090-1558-4391

豪華出演者勢ぞろい！ 歌の魅力を大塚より。

みんかよ音楽祭 vol.86/25［月］
17：00開演（16：00開場）

公　　演

南大塚ホール

南大塚SHOW劇場

【出　演】 洒落っ子連千川亭
　　　　 三遊亭圓窓（特別出演）
【定　員】 80名
【料　金】 入場無料
【申　込】 当日直接会場へ（予約不要）
【問　合】 千早地域文化創造館

三遊亭圓窓師匠の指導により結成された「洒落っ子連千川亭」
による発表会。圓窓師匠のお楽しみ一席もあり。
入場無料ですので、お誘い合わせの上ご来場ください。

7/29［日］
13：00開演

公　　演

千早地域文化創造館 第1会議室

千川亭落語発表会

【出　演】 大田佳弘（ピアノ）、和田萌子（ピアノ）
【定　員】 100名
【料　金】 入場無料（要事前申込／定員を超えた場合は抽選）
【申　込】 往復はがきに ①〒住所 ②氏名(ふりがな) ③年齢 ④電話
　　　　 番号 ⑤希望人数（1名か2名） を明記の上、雑司が谷地域
　　　　 文化創造館まで郵送。なお同館窓口または雑司が谷案内処
　　　　 にて62円はがきを添えて直接申込も可。
【問　合】 雑司が谷地域文化創造館

おかげさまで雑司が谷案内処は、
7月31日にオープン8周年を迎えます。
日頃の感謝を込めて、ピアノコンサートを
皆様にお届けします。

7/29［日］
14：00開演

公　　演

雑司が谷地域文化創造館 多目的ホール

雑司が谷案内処

オープン8周年記念コンサート

©Shinpei Takumi©Shinpei Takumi
三遊亭圓窓

7/31［火］

おどる 童話 『The Giant Peach』
としまアート夏まつり2018 子どもに見せたい舞台vol.12

どう   わ ザ ジャイアント ピーチ8/6
［月］

~12
［日］

【定　員】 各回80名程度
【募集期間】 7/11（水）～8/15（水）
【内　容】【申　込】 詳細は次号（７月号）に掲載予定。
【備　考】 荒天時は、としまセンタースクエア（豊島区庁舎1F）にて
　　　　 開催します。
【問　合】 プランセクション

大好評につき今年も開催決定！ 豊かな自然の中で楽しむ、心地良い音楽。
夏の終わりに“都会のオアシス”で極上の時間をお過ごしください。

豊島の森 夕涼みコンサート
16：00／18：00開演

※両日共

公　　演

豊島の森（豊島区庁舎10F 屋上庭園）

8/30
［木］
・31
［金］

雑司が谷旧宣教師館

昨年の様子

展　　示 ギャラリー企画展示
開催中~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 

講　　座 パソコン講座（全4回）
7/10~20
［毎週 火・金］

【講　師】 としまITサポーターズ
【対　象】 文字入力＆マウス操作可能な方
【定　員】 15名　
【費　用】 2,600円（教材費含）
【申　込】 ＜＊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。
【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 雑司が谷地域文化創造館 パソコンルーム

講　　座 民俗芸能inとしま 関連ワークショップ

【講　師】 石森裕也（邦楽囃子笛方）
【対　象】 豊島区在住・在勤・在学の小学生以上の方
【定　員】 15名（先着順）
【費　用】 大人：1,000円　小中学生：500円
【申　込】 電話受付 ☎03-3590-7118（受付時間：平日10：00～17：00） 
　　　　 ※申込初日のみ特別電話受付あり：6/9（土）10：00～17：00
【問　合】 プランセクション

新アドレスは、https://www.toshima-mirai.or.jp です。
当財団では7月2日（予定）よりホームページを一新いたします。より使いやすいウェブサイトへとリニューアル
するのに伴い、ホームページアドレスも変更となります。現行のアドレスで｢ブックマーク｣｢お気に入り｣など
の登録を行なっている方は、お手数ですが、新ホームページ公開後に登録変更をお願いいたします。
【問　合】 広報･施策調整グループ ☎03-3590-7119

としま未来文化財団　
ホームページ リニューアルのご案内

締太鼓･大太鼓･鉦の基本を習い、東京の祭囃子のリズムをきざんでみよう。

｢東京の祭囃子を体験してみよう！｣参加者募集
14：00～16：00 雑司が谷地域文化創造館 多目的ホール

8/25［土］

講　　座 起業に役立つセミナー①

【講　師】 湊 義和（税理士）
【定　員】 40名（先着順／定員を超えた際は電話連絡いたします）
【費　用】 無料
【申　込】 所定の｢申込書｣に記入の上、FAX（03-3988-1440）で。または東商ホームページ ｢イベントカレン
　　　　 ダー｣より入力登録（イベント番号：85891）。詳細は要問合せ。
【主　催】【問　合】 東京商工会議所豊島支部 ☎03-5951-1100

起業を考えている方や創業間もない方、法人化を考えている個人事業主の方などを対象にセミナーを開催します。

豊島区の友好都市･山形県遊佐町が、今年度も季節毎に旬の産直野菜などを
区内各所で定期販売。としま未来文化財団運営施設でも開催します。

個人法人の違いと開業のための準備
14：00～16：30 IKE･Bizとしま産業振興プラザ 第3会議室（豊島区西池袋2-37-4）

6/21［木］

イベント

｢遊佐ノ市｣産直販売開催日程は
下記参照

巣鴨地域文化創造館／雑司が谷地域文化創造館

ゆ　  ざ 　 の　 いち

〈一般参加部門〉
 ■ 秋　の　茶　会 （10/6（土） 目白庭園｢赤鳥庵｣）……お茶券発売：8/15（水）（予定）
 ■ 珠算コンクール （11/23（金･祝） としま南池袋ミーティングルーム）……募集開始：9月上旬（予定）
 ※詳細はプランセクションまで要問合せ。

としま南池袋ミーティングルーム 302会議室

宮路オサム ナナオ（司会）

撮影：石川純

昨年の公演より　撮影：引地信彦

7/3［火］
締　切

6/9［土］
発売開始

6/5［火］
受付開始

6/16［土］
発売開始

6/28［木］
締　切

6/9［土］
募集開始

6/9［土］
募集開始

7/1［日］
締　切


