
  

以下の欄は広告です。お問い合わせは広告主まで。 以下の欄は広告です。お問い合わせは広告主まで。

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

募 集 案 内

※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。

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

シニアやさしい英会話★新会
員募集★　60代70代初心者
　4200　1000　月２回木曜日
10時00分～11時30分　芸術劇
場他　070-3824-4297（受付平
日16時迄）問合カナダサークル

対
￥

電
場

入 時

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

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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電 F対割

以下の欄は広告です。お問い合わせは広告主まで。

公　　演

公　　演

16：00／18：00開演
※両日共

8/30
［木］
・31
［金］

公　　演

【出　演】 三上まどか（1stトランペット）､松井直輝（2ndトランペット）､
　　　　 植松郁美（ホルン）､安田勘太（トロンボーン）､松本匡偉（テューバ）
【曲　目】 ドビュッシー：亜麻色の髪の乙女　 讃美歌：アメイジング･グレイス　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
5つの音色が輝く､金管五重奏9/12［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196回

【出　演】 雑司ヶ谷　子母神御会式万灯練供養（雑司ヶ谷　子母神御会式連合会／豊島区）
　　　　 冨士元囃子･寿獅子（冨士元囃子連中／豊島区）、長崎獅子舞（長崎獅子連／豊島区）
　　　　 秩父屋台囃子（髙野右吉と秩父社中／秩父市）、石見神楽（石見神楽東京社中）
【定　員】 300名（要事前申込／先着順）　　【料　金】 入場無料
【申　込】 郵送：往復ハガキに ①〒住所 ②氏名（ふりがな） ③年齢 ④性別 ⑤電話番号 
　　　　  を明記の上､以下まで郵送（返信面にも必ず返信先住所・宛名を記入）。
　　　　  〒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｢民俗芸能｣係
　　　　 ＨＰ：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
　　　　 ※申込みは1通につき1名様。ハガキ､HPどちらかお一人様1通まで。 ※9/10（月）以降、順次、入場券を発送予定。
【問　合】 プランセクション

地域に根ざし大切に守り受け継がれてきた無形民俗文化財を紹介します。

第30回 民俗芸能inとしま
未来に受け継ぐ わたしたちの芸能

10/28
［日］
13:30開演

公　　演

あうるすぽっと

としま区民芸術祭

石井光三オフィスプロデュース　

【原　作】 伊坂幸太郎『死神の精度』（文春文庫刊）
【脚本･演出】 和田憲明
【出　演】 萩原聖人、植田圭輔、細見大輔、ラサール石井
【料　金】 全席指定　一般：6,800円
　　　　 ※U25（25歳以下）：4,000円（限定数／チケットぴあのみ取扱い）
　　　　 ※豊島区民割引：6,500円（としまチケットセンターにて前売のみ取扱い）
【申　込】 としまチケットセンター、チケットぴあ　ほか
【備　考】 9/2（日）18：00　9/4（火）14：00　アフタートーク有
【主　催】 石井光三オフィス
【問　合】 石井光三オフィス ☎03-5797-5502（平日12：00～19：00）　

開演時間は要問合せ

公　　演

あうるすぽっと

『死神の精度 ～7Days Judgement』
笑って笑って被災地支援〈シークレットゲスト出演〉

【出　演】 ナナオ（漫談）､みょーちゃん（ピン芸）､びーランチ（コント）　ほか
【料　金】 全席指定　4,000円（収益金は被災地直接支援･寄附に充てられます）
【申　込】 カンフェティ ☎0120-240-540　※ホール窓口販売あり ☎03-3946-4301
　　　　 ※窓口販売あり：南大塚地域文化創造館（9：00～21：00）
【備　考】 当日18：15～式典､寄附･活動報告（寄附･活動実績 約100回）　【主　催】 笑顔と夢を絆でプロジェクト　【問　合】 カンフェティ ☎0120-240-540

南大塚SHOW劇場、東日本大震災･熊本地震直接支援公演。

8/30［木］
18：30開演（17：45開場）

公　　演

南大塚ホール

第7回 笑顔と夢を絆でチャリティーショー

被災地保育園からお礼の写真

【出　演】 東京SLIDING倶楽部（トロンボーン五重奏）
【曲　目】 ジャズ 、 昭和歌謡 ､ J-POP　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。　※お子様が席で鑑賞する場合は1名扱いとなります（膝上鑑賞可）。
【主　催】 豊島区　　 【問　合】 プランセクション

夏の終わりに“都会のオアシス”で音楽をお楽しみください。

豊島の森 夕涼みコンサート
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

【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 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

講　　座

【募集期間】 8/17（金）～9/27（木）
【出　演】 青島広志（お話･ピアノ）、横山美奈（ソプラノ）、小野 勉（テノール）
【定　員】 100名（要事前申込／応募多数の場合は抽選）　　
【費　用】 全席自由　1,000円
【申　込】 件名に｢『青島広志の音楽夜会』参加希望｣と記入し、①氏名（ふりがな） ②電
　　　　 話番号 ③FAX番号またはメールアドレス を明記の上､下記まで申込み。
　　　　 ■FAX　03-3984-0865　　■メールアドレス　art_culture@a.toshima.ne.jp　
　　　　 ※申込みは1通につき1名様。FAX､メールどちらかお一人様1通まで。
【問　合】 アート･カルチャーフォーラム実行委員会事務局　☎03-3590-7119（平日 9:00～17:00）

各界の文化人を講師に迎える｢としま国際アート･カルチャーフォーラム｣。
今回はテレビなどでお馴染み青島広志氏が、オペラの歴史を一挙解説！

10/18［木］
18：30開演 自由学園明日館 講堂（豊島区西池袋2-31-3）

青島広志の音楽夜会
～オペラ史418年を90分でたどる～

募　　集

【申　込】 申込方法の詳細（イベント内容､参加条件含む）は､財団ホームページをご確認ください。　https://www.toshima-mirai.or.jp
【問　合】 南大塚地域文化創造館

来年2月､南大塚ホールと南大塚地域文化創造館をまるごと使って､地域演劇交流イベント｢演劇的な一日｣が開催決定！ それに
先立ち当日の参加団体を募集します。｢紙芝居｣｢人形劇｣｢歌劇｣など様々なジャンルの演じ手の参加をお待ちしています！
■開催日時：2019年 2月9日（土）　於：南大塚ホール､南大塚地域文化創造館

【料　金】 観覧無料　
【申　込】 当日直接会場へ（予約不要）
【問　合】 ｢池袋演劇祭実行委員会｣事務局　☎03-3985-0960

ショッピングモールの中のオープンスペースという開かれたステージで､参加劇団が競い合い､
持ち時間2分間で､それぞれ工夫を凝らしてアピールします。皆様どうぞ遊びにきてください。

9/1
［土］

~10/1
［月］

募集期間【出　演】 見角悠代（ソプラノ）、名取かほり（ピアノ）
【定　員】 各回50組　※お子様連れ限定　　
【料　金】 入場無料（先着順／要事前申込）
【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

ベビーカーのまま入場OK、泣いても騒いでも大丈夫。子育て中の方､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！

中世から神事として受け継がれる芸能｢三番叟｣と､江戸時代にエンターテインメントとして派生した
長唄｢操り三番叟｣を上演。夜景に浮かぶ屋外能舞台で日本の芸能の歴史をお楽しみください。

ベビーカーコンサート9/29［土］
11：00／14：00開演 雑司が谷地域文化創造館 第2練習室

第14回

公　　演

伝統芸能＠南池袋公園 事業9/23
［日］
・24
［月･休］

日程詳細は下記参照 南池袋公園（豊島区南池袋2-21-1）　※雨天時は帝京平成大学冲永記念ホール

【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―

開催中~8/29
［水］

や　　 そ　　  じ

水戸茂雄

西馬音内盆
踊り愛好会

小川伊作

8/15［水］
締　切

【原　作】 ロアルド・ダール　　
【振付･構成･演出】 スズキ拓朗
【出　演】 エリザベス･マリー､清水ゆり､ジョディ､ジントク､岩坪成美､
　　　　 福島梓､柏木俊彦､朝比奈尚行､スズキ拓朗　ほか
【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）
【申　込】 としまチケットセンター
【主　催】 としま文化創造プロジェクト実行委員会
【問　合】 あうるすぽっと

大きなモモにのって少年と虫たちが旅をする！ 
歌とダンスがいっぱいの､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

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］

8/30
［木］

~9/9
［日］

~

【日　時】 9/23（日） 18：30開演
【演　目】 ｢三番叟｣／野村万蔵、長唄｢操り三番叟｣／猿若清三郎　ほか
【料　金】 整理番号付自由席　S席：2,000円　A席：1,000円
　　　　 ※座席エリア外は出入り自由　　
【申　込】 としまチケットセンター　　【問　合】 プランセクション 

〈日本の芸能 三番叟 ～中世から江戸へ～〉

北から南まで日本を踊りでつなぐ。感じよう！ 踊りのグルーヴを！
【日　時】 9/24（月･休） 11：00～19：00（予定）
【出　演】 司会･進行：宮城整､マット･ギラン､吉田布
　　　　 トークゲスト：髙橋亜弓（仔鹿ネット）､當眞嗣光　※出演舞踊団体は財団HPをご覧ください。
【演　目】 アイヌ民族舞踊､金津流獅子躍､長崎獅子舞､阿波踊り､エイサー　ほか
【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 

〈ひとはおどる ～日本の民俗舞踊～〉

講　　座 民俗芸能inとしま関連ワークショップ

【日　程】 ワークショップ：10/6（土）･13（土）･21（日） 各日9：20集合～19：30解散
 　　　　　　　　　　  東京芸術劇場前～秩父プチ観光～ワークショップ～東京芸術劇場前　※スケジュール詳細はHPをご覧ください。
　　　　 舞台発表：10/28（日） 10：00会場集合～終演後解散　於：あうるすぽっと
【講　師】 髙野右吉（秩父社中家元／二代目）
【対　象】 豊島区在住･在学･在勤の小学生以上（小学生は保護者同伴）､かつ全日程に参加可能な方
【定　員】 20名（先着順）
【費　用】 大人：3,000円　小学生：2,500円
　　　　 ※費用には往復交通費（豊島区～秩父間／マイクロバス）､受講料､保険料を含む。
　　　　 ※締太鼓バチ代（1,260円）､昼食代､各見学入場料などは別途､実費負担。
【申　込】 電話受付 ☎03-3590-7118（受付時間：平日10:00～17:00）
【募集期間】 8/6（月）～9/14（金）　　【問　合】 プランセクション

秩父市へ出かけ､｢秩父屋台囃子」の太鼓のリズム･打ち方を習います。秩父周辺の観光スポットにも
立ち寄る“お楽しみ”つき。初心者歓迎。10月公演｢民俗芸能inとしま｣での舞台発表を目ざします！

としま太鼓道場 秩父屋台囃子体験
太鼓道場 講文館（埼玉県秩父市）

実施日程は
下記参照

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　　【定　員】 15名　※データ保存用USBメモリーは各自ご持参ください。　
【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　　【費　用】 2,300円（教材費含）

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

イベント 終活のすすめ

エンディングノートの書き方9/17［月・祝］
【講　師】 池田 潤（相続手続支援センター）　　【対　象】 豊島内在住・在勤･在学の方
【定　員】 36名　　【費　用】 無料（要事前申込／先着順） ※ノート希望者には当日540円（税込）で販売あり
【申　込】 往復ハガキに ①イベント名 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円ハガキ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

｢その時｣に備え､あらかじめ伝えておきたいことをまとめるエンディングノート。ノートを活用して､人生を見つめ直し､この先の生活をより充実させましょう。
10：00～11：30 雑司が谷地域文化創造館 第2･3会議室

イベント 第30回 池袋演劇祭　前夜祭

｢予告編･CM大会｣8/23［木］
 17:30開始 サンシャインシティ アルパB1 噴水広場

講　　座 パソコン講座／初級（全4回）
10/16~26
［毎週 火・金］

【講　師】 としまITサポーターズ　　【定　員】 15名　
【対　象】 パソコン初心者　　　　 【費　用】 2,500円（教材費含）

電源の入れ方からマウスの操作､文字入力など､パソコン操作の基礎を学ぶ初心者向けの講座。

はじめてのパソコン
10：00 ～ 12：00 雑司が谷地域文化創造館 パソコンルーム

8/28［火］
締　切

10/8［月･祝］
締　切

【申込】 ＜パソコン講座共通＞ 往復ハガキに 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円ハガキ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

©
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昨年の様子

地域演劇交流イベント

｢演劇的な一日｣参加団体募集

〈参加団体募集説明会のご案内〉
 ■9/7（金） 19:00～20:30　於：南大塚地域文化創造館 第1会議室　 ■予約不要／途中入退場可。お気軽にご参加ください！

イベント 第46回

【備　考】 ｢前夜祭｣あり　8/24（金）17:30～ 於：南大塚ホール
【主　催】 東京大塚阿波おどり実行委員会
【問　合】 阿波おどり実行委員会事務局　☎03-3971-0324

毎年1000人以上もの踊り手が参加し、大勢の人出で賑わう一大イベント。
舞台演舞の｢前夜祭｣に引き続き、本祭当日は大通りで流し踊りが披露されます。

東京大塚阿波おどり
16:30～20:30 JR大塚駅南口周辺　※荒天時中止（小雨決行）

8/25［土］

イベント

■巣鴨：9/8（土）11：00～
■雑司が谷：9/9（日）10：00～　
　※両日とも商品が売切れ次第終了

【主催・問合】 
遊佐ブランド推進協議会　
☎0234-72-3966（平日9:00～17:00）

恒例！ 山形県遊佐町が旬の産直野菜
などを販売。豊島区関連施設での9月
の定期販売予定は以下のとおりです。

　　　　 産直野菜販売

｢遊佐ノ市｣
巣鴨地域文化創造館
雑司が谷地域文化創造館

8/5［日］
受付開始

8/5［日］
発売開始

8/6［月］
募集開始

8/6［月］
募集開始

©前島写真店

2009年8月､伊坂幸太郎作品として初めて
舞台化された『死神の精度』を9年ぶりに再演。
小説とは切り口の違う“ライブ”ならではの作品
として､伊坂ファンからも演劇ファンからも好評
を得た舞台です。

★「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
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開場表記がない催しは開演の30分前開場です


