
  

以下の欄は広告です。お問い合わせは広告主まで。

※本欄掲載内容については直接
　募集主へお問合せください。

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￥時 場 入 電 F対割
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

￥
場

入
時

対

以下の欄は広告です。お問い合わせは広告主まで。

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

電

場対

●平成30年9月号の掲載申込締切は7/20（金）。 申込多数の場合は先着順。
●料金：1行700円（ホームページにも同時掲載希望の場合は1行1,000円）
●申込・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）

【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。

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】 井上知里（ソプラノ）、村﨑葵（メゾ･ソプラノ）、村上彩子（ピアノ）
【曲　目】 W.A.モーツァルト：歌劇｢フィガロの結婚｣より“恋とはどんなものかしら”
　　　　 木村 弓：映画｢ハウルの動く城｣より“世界の約束”
　　　　 A.メンケン：映画｢美女と野獣｣より“ひとりぼっちの晩餐会” 　ほか
【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。

庁舎ランチタイムコンサート with 東京音楽大学
夏空に響く､声楽アンサンブル8/8［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195回

第12回 洒落っ子連

【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

©Shinpei Takumi©Shinpei Takumi三遊亭圓窓

第22回

【出　演】 合唱団｢大塚｣・とげぬき地蔵通り合唱団
【曲　目】 「おおスザンナ」「チゴイネルワイゼン」「リンゴの唄」  ほか
【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

夏の夕方のひととき、懐かしの歌でおくつろぎください。

7/21［土］
 17：30開演

公　　演

巣鴨地域文化創造館 多目的ホール

すがも夕涼みコンサート

【出　演】 東京SLIDING倶楽部（トロンボーン五重奏）
【曲　目】 昭和歌謡､J-POP､ジャズの人気曲　ほか
【定　員】 各回80名程度（小学生以下は保護者同伴のこと）
【料　金】 入場無料（要事前申込／応募多数の場合は抽選）
【申　込】 財団ホームページの応募フォームに必要事項を登録。
　　　　 https://www.toshima-mirai.or.jp
　　　　 ※応募1回につき2名まで。　
　　　　 ※お子様連れの方は｢席で鑑賞｣か｢膝上鑑賞｣のいずれか明記。
　　　　 　（お席が必要な場合は｢1名扱い｣となります）
【募集期間】 7/11（水）～8/15（水）　※抽選結果は8/20（月）頃に通知予定。
【主　催】 豊島区　　 【問　合】 プランセクション

豊かな自然の中で楽しむ､心地よい音楽。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

屋上庭園｢豊島の森｣（豊島区庁舎10F）　 ※荒天時は庁舎1Fとしまセンタースクエア

8/30
［木］
・31
［金］

【会　場】 前夜祭：7/20（金） 池袋西口公園
　　　　 本　祭：7/21（土）･22（日） 池袋西口公園､池袋駅西口駅前広場､東武百貨店8F屋上｢スカイデッキ広場｣､
　　　　　　　   東池袋中央公園､JR大塚駅南口駅前広場｢TRAMパル大塚｣､
　　　　　　　   サンシャインシティ アルパB1噴水広場､としまセンタースクエア（豊島区庁舎1F）
【料　金】 観覧無料
【主　催】 東京フラフェスタin池袋実行委員会
【問　合】 東京フラフェスタin池袋実行委員会事務局（一般社団法人豊島区観光協会内） ☎03-3981-5849（平日9：00～18：00）

今年から新たに1会場増えて7会場に。のべ181ものフラ･チームが出演、前夜祭を含め3日間にわたり開催！
池袋西口公園（豊島区西池袋1-8-26） ほか　※日程により会場は異なります

東京フラフェスタin池袋2018
時間は要問合せ

イベント 第16回

榎本詩帆

豊島区吹奏楽団

豊島区管弦楽団

福田麻子

講　　座 パソコン講座／中級（全4回）
9/7~18
［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（特にドラッグ＆ドロップ）可能な方
【定　員】 15名　
【費　用】 2,300円（教材費含）
【申　込】 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みも可。
　　　　 ※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　

ワード2013の描画ツールを使った案内図や簡単なイラストの作成方法を学びます。

ワード2013でおえかき
10：00 ～ 12：00 雑司が谷地域文化創造館 パソコンルーム

新アドレスは、https://www.toshima-mirai.or.jp です。
当財団では7月2日よりホームページを一新しました。リニューアルに伴い、ホームページアドレスも変更となりまし
たので、旧アドレスで｢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、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

講　　座 起業に役立つセミナー②

【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。または東京商工会議所ホームページ
 　　　　｢イベントカレンダー｣より入力登録（イベント番号：85892）。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向けに、開業に必要な資金の調達方法や創業計画書の作成方法について
解説します。

資金調達の基本と創業計画書の作り方
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）

7/25［水］

〈出演希望者説明会のご案内〉
 ■7/8（日）･21（土） 各日14：00～15：30　於：としま南池袋ミーティングルーム 302会議室　
 ■予約不要／途中入退場可

【料　金】 吹＆管セット券（前売のみ）：1,500円　1回券（前売）：1,000円（当日：1,200円）
　　　　 中学生以下：無料（要座席指定券／要証明書提示）
　　　　 ※各部､完全入替制　　※3歳未満入場不可　
　　　　 ※セット券・中学生以下は、としまチケットセンターのみで取扱い
【申　込】 としまチケットセンター、東京芸術劇場ボックスオフィス、チケットぴあ［Pコード：121-029］
【問　合】 プランセクション

【出　演】 小川伊作（ビウエラ、リュート）
　　　　 水戸茂雄（ビウエラ、ルネサンスリュート）
【曲　目】 アロンソ･ムダーラ：ロマネスカ｢牛を見張れ｣
　　　　 ミゲル･デ･フエンリャーナ：モーロ人はアンテケラより去る
　　　　 エンリケス･デ･バルデラーバノ：さてもカライノスは馬に乗り　ほか
【定　員】 100名
【料　金】 入場無料
【申　込】 当日直接会場へ（予約不要）
【問　合】 雑司が谷地域文化創造館

東京音楽大学と日本ビウエラ協会が開催する｢ビウエラ講習会｣の講師と受講生による演奏会

8/19［日］
17：30開演

公　　演

雑司が谷地域文化創造館 第2練習室

ビウエラ講習会修了コンサート
ルネサンス～バロック期の古楽器、癒しの調べを聴く

昨年の様子

【出　演】 BLUE ISLANDERS ＆ 小林れい子フラ舞踏塾
【定　員】 70名
【料　金】 全席自由　600円（要事前申込／先着順）
【申　込】 千早地域文化創造館窓口または電話予約
【問　合】 千早地域文化創造館

懐かしのハワイアンミュージックとフラダンスを一度に楽しめる､毎年恒例の人気イベント。

8/25［土］
14：00開演

公　　演

千早地域文化創造館　第1会議室

懐かしのハワイアン＆フラダンス

サマーコンサートin千早

【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

第13回

8/28［火］
締　切

好評
発売中

【日　時】 9/29（土） 13：00開演（12：00開場）
【出　演】 指　揮：大釜宏之　
　　　　 吹奏楽：豊島区吹奏楽団
【曲　目】 “ポップスステージ 
　　　　 　～ニュー･サウンズ･イン･ブラス特集～”
　　　　 保科 洋：復興　ほか

お得なセット券なら、たった一日で吹奏楽＆管弦楽の醍醐味をいっぺんに堪能できる！ 
誰もが一度は耳にしたことのある人気･定番曲を､都内屈指のクラシック専用の
ホールでお楽しみください!!

9/29［土］
開演時間は下記参照

公　　演

東京芸術劇場コンサートホール

豊島区吹奏楽団×豊島区管弦楽団
豊島区きっての二つの楽団を､一気に聴き比べ！

7/20
［金］

~22
［日］

【日　時】 8/4（土）　①18：00 ②18：45 ③19：30  〈計3回開催〉
【対　象】 小学3年生以上
【定　員】 各回10名
【料　金】 無料（先着順）
【申　込】 当日直接会場へ（当日17：00より整理券配布）
【問　合】 豊島区トキワ荘通りお休み処

トキワ荘通りお休み処に集まったみんなで風鈴にデザインします。
かつてトキワ荘に集ったマンガ家たちのように、楽しみながら作りましょう！

豊島区トキワ荘通りお休み処 1Fスペース開始時間は下記参照

みんなで作ろう！｢夢のオリジナル風鈴｣
イベント 豊島区トキワ荘通りお休み処／夢の虹イベント

〈豊島区吹奏楽団コンサート〉

【日　時】 9/29（土） 18：30開演（17：30開場）
【出　演】 指　揮：和田一樹　
　　　　 ピアノ：冨永愛子　
　　　　 管弦楽：豊島区管弦楽団
【曲　目】 チャイコフスキー：交響曲第6番 ｢悲愴｣
　　　　 チャイコフスキー：ピアノ協奏曲第1番　ほか

〈豊島区管弦楽団コンサート〉

展　　示 Echika池袋ギャラリー
開催中~7/30

［月］

【料　金】 無料　　 
【問　合】 まちの魅力づくりセクション

池袋の夏の風物詩｢フラフェスタ｣。
今年16回目を迎える本イベントや、ハワイの伝統的で
神聖な踊り＆歌唱「フラ」について、パネルで紹介します。

｢東京フラフェスタin池袋｣展
6：00～23：00 Echika池袋ギャラリー（東京メトロ副都心線｢池袋｣駅 構内通路）

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

情緒あふれる豊島区内の町並みを描いた水彩画の企画展。
今春、好評を博した同展のパート2です。

10：30～16：30

展　　示

雑司が谷案内処 2Fギャラリー

池 八十次 原画展
―後半・西池袋から雑司が谷方面を中心に―

7/13
［金］

~8/29
［水］

8/4［土］

募　　集

7/8
［日］

~先着順

【対　象】 ①番楽（ばんがく）：小学3年生～60代の健康な男女　
　　　　 ②稚児（ちご）：4歳～小学2年生の男女　
　　　　 ※詳細は財団ホームページまたは申込用紙にてご確認ください。
【日　程】 稽古：8/28､9/5･12･19･25､10/3･9･16 火曜または水曜の夜間
　　　　 リハーサル：10/19（金） 夜間　　本番：10/20（土）　
　　　　 ※②「稚児」は10/19（金）・20（土）のみ参加
【場　所】 稽古･リハーサル：としまセンタースクエア（豊島区
　　　　　　　　　　　　庁舎1F）　
　　　　 本番：南池袋公園 ほか　※雨天時は別会場
【定　員】 ①番楽：50名　②稚児：5名　
　　　　 ※①②ともに先着順
【費　用】 ①番楽：4,000円　②稚児：2,000円
【申　込】 財団ホームページの応募フォームに必要事項を
　　　　 登録、または申込用紙に記入のうえFAX
　　　　 ■H P　https://www.toshima-mirai.or.jp　
　　　　 ■FAX　03-3984-0865
【問　合】 プランセクション

池袋の街を舞台に､100名を超える田楽法師たちが､いにしえの旋律にのって、
軽やかに舞い躍る｢大田楽 いけぶくろ絵巻｣。
街と人が生み出すエネルギーを､一緒に躍って体感してみませんか？

｢大田楽 いけぶくろ絵巻｣
出演者募集募集期間

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） 
【問　合】 プランセクション

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］

撮影：前澤秀登

満員御礼
定員に達し

ました

や　　 そ　　  じ

井上知里

村﨑葵村上彩子

※作品は持ち帰れます。

水戸茂雄小川伊作

★「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10月号以降の広告も募集中。詳細は当財団ホームページ https://www.toshima-mirai.or.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

各
記
事
へ
の
お
問
合
せ
は「
問
合
せ
先
一
覧（
4
ペ
ー
ジ
）」を
ご
覧
く
だ
さ
い
問
合
せ
先
電
話
番
号
、E
メ
ー
ル
な
ど
が
記
載
さ
れ
て
い
る
場
合
は
、

そ
ち
ら
に
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

開場表記がない催しは開演の30分前開場です


