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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。

カラオケ懐メロ又は自由曲ｺｰｽ
　水曜　池袋東口２分　千円
　月2回（懐）4千5百円（自）5千円
施設税著作込　3373-7260田中電
￥

場 入時

シニア限定のやさしい英会話
　60代70代初心者　4200　10
00　月２回木曜日10時～11時30
　芸術劇場他　070-3824-42
97受付平日16時迄　西澤他

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～大人　
池袋歩6分自由学園西隣奥☆
東京芸術劇場で毎年作品展♢小
学受験絵画コース開講♦回数
券有　3989 - 8608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

￥時 場
入
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。

アートスペースサンライズホール ☎03-3985-3986
9月1日（土）～2日（日）
サルメカンパニー第1回公演「戦い」
9月7日（金）～9日（日）
演劇ユニット 夢桟敷「ふきだまりの唄 ～ホウセンカ～」
9月27日（木）～30日（日）
アリゴ座「EOL」

シアターKASSAI ☎03-5944-9227
9月7日（金）～9日（日）
Anicy（アニシィ）「台所の女たちへ」
9月12日（水）～16日（日）
JAMPAN「金魚花火」
9月19日（水）～24日（月・休）
演劇企画イロトリドリノハナ「明日 ―1945年8月8日・長崎―」
9月27日（木）～30日（日）
Favorite Banana Indians「スキゾフレニック・ツーリズム ～迎え人はアリアを歌う～」

シアターグリーン BIG TREE THEATER ☎03-3983-0644
8月29日（水）～9月2日（日）
“STRAYDOG”「路地裏の優しい猫」
9月12日（水）～17日（月・祝）
ぱるエンタープライズ×劇団アルファー「五.五合目の海」
9月29日（土）～10月2日（火）
D.K HOLLYWOOD「HELP」

シアターグリーン BOX in BOX THEATER ☎03-3983-0644
8月31日（金）～9月4日（火）
Pカンパニー「白い花を隠す」
9月6日（木）～9日（日）
ぶらはい「その春、敢えて言うなら群青。」
9月12日（水）～16日（日）
MANHOLE THEATER「沈黙の朝、鳥の歌が聴こえていた」
9月20日（木）～24日（月・休）
晩餐ヒロックス「ダイコウシン」

シアターグリーン BASE THEATER ☎03-3983-0644
8月30日（木）～9月2日（日）
演劇企画アクタージュ
「ジャッジノット!! 審理編・評議編 （二本立て）」
9月5日（水）～9月9日（日）
アブラクサス　OPTIMISM
「明日は今日より美しい。明後日は明日より美しい。 
　楽天主義はそう信じている。ヘレン・ケラー」
9月14日（金）～17日（月・祝）
STAR☆JACKS「君が為 ～恋風は揚梅の薫り～」
9月20日（木）～24日（月・休）
ラビット番長「ギンノベースボール」
9月26日（水）～30日（日）
イマノカゲキ「かぞくのつもり」

北池袋 新生館シアター ☎090-7856-6296
9月14日（金）～17日（月・祝）
演劇ユニットちょもらんま「もしもティアラがなくても」
9月22日（土）～24日（月・休）
Σ.Lupinus「空走車」
9月27日（木）～30日（日）
品川親不知「バベルの頭領」

てあとるらぽう ☎03-5356-8332（ロビー） 
9月1日（土）～2日（日）
劇団ショウダウン「キメラの聖櫃」
9月5日（水）～9日（日）
ミランダ「ラブ・ダンディ」
9月14日（金）～17日（月・祝）
Stargazy「“Curtain Up!”～カーテン アップ～」
9月21日（金）～24日（月・休）
ミステリー専門劇団回路Ｒ　
回路Rサスペンス劇場「イリスの十字架」
9月26日（水）～10月1日（月）
演劇企画ハッピー圏外　第30回公演「陽だまりのカンバス」

シアター風姿花伝 ☎03-3954-3355
9月5日（水）～9日（日）
劇団ピンクメロンパン「oboroge」
9月12日（水）～17日（月・祝）
劇団ベイビーベイビーベイベー「LIMIT」
9月20日（木）～23日（日・祝）
劇団東京ドラマハウス「二階から目薬」
9月26日（水）～30日（日）
踊る演劇集団 ムツキカっ!!　
第10回公演「バイバイ・マイホーム -Bye Buy My HOME-」

萬劇場 ☎03-5394-6901
8月26日（日）～9月2日（日）
CHARGE　CHARGE LIVE vol.25「OUT」
9月4日（火）～9日（日）
プロジェクトアスペック「カコニスル」
9月12日（水）～16日（日）
劇団たいしゅう小説家「LDKミディアム2」
9月19日（水）～23日（日・祝）
ガラ劇　ガラ版シェイクスピア
「飛翔将軍」～マクベスを聞きながら～
9月26日（水）～30日（日）
チームまん○「ハラミ」

東京芸術劇場シアターウエスト ☎03-5391-2111
9月16日（日）～21日（金）
Project Nyx「星の王子さま」

シアター・バビロンの流れのほとりにて ☎03-3927-5482
9月14日（金）～17日（月・祝）
TEAM海賊「the Sky of Justice」
9月20日（木）～23日（日・祝）
Stunning artists academy「ロミオ&ジュリエット」
9月28日（金）～30日（日）
POWER PROJECT クーデター「OZ」

ギャラリー La Grotte ☎03-3917-0246 
9月28日（金）～30日（日）
MUSICAI「人魚姫 ～或るかなわぬ夢の物語～」

コフレリオ 新宿シアター ☎050-3324-6751
9月13日（木）～15日（土）
劇団現代古典主義 同時進響劇版シェイクスピア“ヴェニスの商人”
「アントーニオとシャイロック」
9月19日（水）～23日（日・祝）
劇団SHOW特急「旋風峠の仇討ち」
9月28日（金）～30日（日）
道頓堀セレブ「トップガールズ」

座・プロローグ ☎03-3941-5526
9月15日（土）～17日（月・祝）
劇団東俳「ブンナよ、木からおりてこい」

南大塚ホール ☎03-3946-4301 
9月1日（土）～2日（日）
豊島区オペラソリストの会　オペラ「イル・トロヴァトーレ」

東京芸術劇場シアターイースト ☎03-5391-2111
9月13日（木）～23日（日・祝）
グループる・ばる「蜜柑とユウウツ ～茨木のり子異聞～」

東京芸術劇場シアターウエスト ☎03-5391-2111
9月5日（水）～12日（水）
トム・プロジェクト「にっぽん男女騒乱記」
9月23日（日・祝）～24日（月・休）
ひとみ座乙女文楽「奥州安達原」袖萩祭文の段、「二人三番叟」
9月27日（木）～10月4日（木）
Orega Presents Vol.1「-初恋2018」

あうるすぽっと ☎03-5391-0751 
8月30日（木）～9月9日（日）
石井光三オフィスプロデュース
「死神の精度 7Days Judgement」

＜第29回池袋演劇祭大賞受賞劇団＞
9月28日（金）～30（日）
ラビット番長「ギンノキヲク（福祉フェスVer.）」

としま区民芸術祭提携　東京芸術祭2018参加　主催：池袋演劇祭実行委員会／後援：一般社団法人豊島区観光協会、東京芸術劇場（公益財団法人東京都歴史文化財団）
特別協賛：株式会社リベル・エンタテインメント／協賛：株式会社サンシャインシティ、NPO法人いけぶくろ大明、豊島区町会連合会、株式会社豊島新聞社、豊島ケーブルネットワーク株式会社
協力：東京商工会議所豊島支部、豊島区商店街連合会、池袋西口商店連合会、池袋東口美観商店会／助成：平成30年度文化庁国際文化芸術発信拠点形成事業（豊島区国際アート・カルチャー都市推進事業）

第 回 IKEBUKURO
PLAY FESTIVAL
2018年9月1日土▶30日日

池袋演劇祭
51劇団・17劇場が参加する皆の演劇祭！
問合｜池袋演劇祭実行委員会事務局 ☎03-3985-0960

★特別参加公演

公　　演

【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～” 　ほか

オススメ！お得なセット券なら、たった一日で、吹奏楽＆管弦楽の醍醐味を堪能できます。

9/29［土］
開演時間は下記参照 東京芸術劇場コンサートホール（両公演とも）

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！

公　　演

【出　演】 指揮：秋山和慶　トランペット：本間千也　【曲　目】 A.ジョリヴェ：トランペット協奏曲第2番 ほか
【対　象】 豊島区在住・在勤の方
【申　込】 メールにて、件名に「としまみらいシート応募」、本文に〒住所（在勤の方は
　　　　 勤務先も併記）、氏名（ふりがな）、年齢、性別、電話番号を記入の上、応募先
　　　　 アドレス（mirai-seat@tkwo.jp）までお送りください。応募多数の場合は抽選。
　　　　 当落はメールでご連絡します（落選者には優待案内を送付）。　
【問　合】 プランセクション

下記公演のペア招待券を区民の皆さまの中から15組30名様にプレゼントします。

10/6［土］
14：00開演 東京芸術劇場コンサートホール

公　　演

【出　演】 柳家三語楼
【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、雑司が谷案内処（各窓口販売） 
　　　　 ※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

※9/16（日） 立川談吉・立川吉笑の二人会「第30弾！ ワンコイン落語会」も好評発売中

地元噺家・三語楼師匠、待望の初登場！！

11/18［日］
14：00開演 雑司が谷地域文化創造館 多目的ホール

講　　座

10：00 ～ 12：00 雑司が谷地域文化創造館 パソコンルーム

パソコン講座（全4回）

講　　座

日本舞踊の礼儀作法や踊りの基本を習い、本物の舞台で踊りましょう。

公　　演

【出　演】 扇子っ子連千早亭、三遊亭圓窓（特別出演）
【定　員】 70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「扇子っ子連千早亭」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、お誘いあわせの上ご来場ください。

9/29［土］
13：00開演 千早地域文化創造館 第1会議室

千早亭落語発表会

【料　金】 吹＆管セット券：1,500円（前売のみ）　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）
　　　　 ※3歳未満入場不可　※各部完全入替制　※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

〈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 ロ短調 ｢悲愴」、ピアノ協奏曲第1番 ほか

〈豊島区管弦楽団コンサート〉

【日　程】 お稽古：11/17（土）～2019.3/21（木・祝） 低学年の部13：30～／高学年の部14：45～ （各10回）
　　　　 発表会：2019.3/22（金） 於：東京芸術劇場プレイハウス
【場　所】 区民ひろば南池袋（豊島区南池袋3-5-12） ほか　
【講　師】 としま区日本舞踊家集団　【定　員】 各部合計20名（先着順）　【費　用】 3,000円

【対　象】 豊島区在住･在学の小学1～6年生
【申　込】 ☎03-3590-7118（受付時間：平日10：00～17：00）
　　　　 ※9/8（土）申込初日のみ特別電話受付（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

〈日本舞踊〉華麗なる彩り 日本舞踊教室

ビートのきいたポップミュージックにのって、元気におどろう！
【日　程】 レッスン：11/25、12/2・9・15・16　全て日曜（12/15のみ土曜）　低学年の部14：00～／高学年の部15：15～
　　　　 発表会：12/23（日・祝） 於：としまセンタースクエア
【場　所】 IKE-Bizとしま産業振興プラザ 体育室（豊島区西池袋2-37-4）　　
【講　師】 鷲田実土里（パントマイムダンスパフォーマー）　【定　員】 各部15名（先着順）　【費　用】 1,800円

〈ダンス〉踊るのが大好きなお友だち～みんな集まれ！～

からだをつかったコミュニケーションゲームや絵本の朗読などに挑戦しよう！
【日　程】 ワークショップ：11/24、12/1・8・15・22　全て土曜　13：30～　　
　　　　 発表会：12/23（日・祝） 於：としまセンタースクエア
【場　所】 区民ひろば南池袋（豊島区南池袋3-5-12）、雑司が谷地域文化創造館　
【講　師】 高木達（演出家・元青年座研究所所長）　【定　員】 15名（先着順）　【費　用】 1,800円

〈演劇〉みんなで体験！ 演劇ごっこ

【日　程】 10/6（土） 10：00～15：00　【会　場】 豊島区立 目白庭園 赤鳥庵（豊島区目白3-20-18）　
【席　主】 広間：長坂宗朋（裏千家）　次の間：三澤和雪（江戸千家）　【費　用】 お茶券1,500円（2席分）　
【申　込】 ☎03-3590-7118（受付時間：平日10：00～17：00）

〈秋の茶会〉

【日　時】 10/27（土） 11：00開演　【会　場】 あうるすぽっと　【費　用】 入場無料　【申　込】 当日直接会場へ（予約不要）

〈民踊大会〉

【日　時】 10/27（土） 18：00開演 　【会　場】 あうるすぽっと　【費　用】 入場無料　【申　込】 当日直接会場へ（予約不要）

〈コーラス大会〉

冨永愛子和田一樹

大釜宏之

第17回 扇子っ子連

公　　演

【出　演】 指揮：坂本和彦、ロマン･マイヨール
　　　　 ソリスト：砂田愛梨（ソプラノ）、鳥木弥生（メッゾ・ソプラノ）
　　　　 　　　  所谷直生（テノール）、泉良平（バリトン）
　　　　 合唱：豊島区民合唱団、アンサンブル･ポスト-スクリプトム
　　　　 　　 ジュニア･アーツ･アカデミー<音楽>　ほか
　　　　 演奏：G･Dream21レディースオーケストラ（オルガン：轡田智子）
【曲　目】 ヴェルディ：歌劇｢ナブッコ｣より “Viva Nabucco”
　　　　 モーツァルト：レクイエム ニ短調　ほか　
【料　金】 S席　一般：3,500円（友の会：3,000円）　
　　　　 A席　一般：3,000円（友の会：2,500円）　
　　　　 B席　一般：1,500円（友の会：1,000円）
【申　込】 としまチケットセンター　　
【問　合】 プランセクション

スイス・ジュネーブより合唱団を迎えて華やかに贈る、日瑞交流コンサート。

10/26［金］
18：30開演（17：30開場） 東京芸術劇場コンサートホール

響きあう歌声でつなぐ世界
区民でつくる演奏会「いっぽ・イッポ・み・ら・い・へ14」

公　　演

10/28［日］
13：30開演 あうるすぽっと

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

としま区民芸術祭

【総合問合】 プランセクション

展　　示

【料　金】 入場無料　
【定休日】 毎週木曜（10/18を除く）　
【問　合】 雑司が谷案内処

9/10
［月］

~10/18
［木］

10：30～16：30 雑司が谷案内処 2Fギャラリー

ギャラリー企画展示

御 会 式 展
お　　　 え 　　  しき

講　　座

【日　程】 ワークショップ：10/6（土）・13（土）・21（日）　舞台発表：10/28（日）　※日程詳細はHPをご覧ください。
【講　師】 髙野右吉（秩父社中家元・二代目）
【対　象】 豊島区在住・在学・在勤の小学生以上で全日程に参加可能な方　※小学生は保護者同伴のこと　
【定　員】 20名（先着順）
【費　用】 大人：3,000円　小学生：2,500円（豊島区-秩父間の往復交通費、受講料、保険料含む）　
　　　　 ※締太鼓バチ代、昼食代、各種入場料などは別途実費負担。
【申　込】 ☎03-3590-7118（受付時間：平日10：00～17：00）　
【問　合】 プランセクション

太鼓道場 講文館（埼玉県秩父市）

としま太鼓道場 秩父屋台囃子体験
民俗芸能inとしま関連ワークショップ

©Shinpei Takumi©Shinpei Takumi

©Atsushi Yokota©Atsushi Yokota

三遊亭圓窓

秋山和慶

東京佼成ウインドオーケストラ 第140回定期演奏会
［としまみらいシート］区民ご招待のご案内

名曲･名作鑑賞会

雑司が谷ワンコイン落語会
第31弾！

募　　集

【対　象】 豊島区内在住・在勤・在学の方
【募集内容】 アート（絵画・写真・書ほか）、クラフト（工芸・陶芸・手芸ほか）
　　　　　 ※1人3作品まで。　
　　　　　 ※搬入・搬出は各自でお願いします（詳細は応募者に締切後ご連絡します）。
【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/event/exhibition.html
　　　　 ■所定の申込書に記入の上、FAXか郵送。または各地域文化創造館窓口まで持参
　　　　 　FAX：03-3984-0865　送付先：〒171-0022 豊島区南池袋2-34-5 としま未来文化財団「区民作品展」係
　　　　 　※申込書は財団事務所、各地域文化創造館などで配布。　
【問　合】 まちの魅力づくりセクション

50回目を迎える区民作品展が、来年1/5（土）～7（月）としまセンタースクエアで開催決定。創作活動の発表の
場である同展へ、皆さんの作品を募集します。

9/5
［水］

~10/31
［水］

募集期間
「第50回区民作品展」作品募集
豊島区文化祭

募　　集

【日　程】 11/23（金・祝） 10：00～親子・シルバーの部　13：00～小中学生の部　
【会　場】 としま南池袋ミーティングルーム 302・303会議室
【申　込】 ■電話受付 ☎03-3590-7118（受付時間：平日10：00～17：00）
　　　　 ■所定の申込書に記入の上、FAX（03-3984-0865）で。
　　　　 　※申込書は財団事務所、各地域文化創造館などで配布。　※としま未来文化財団事務所窓口まで持参も可。　
【問　合】 プランセクション

募集中~11/8
［木］

募集期間

珠算コンクール 参加者募集
（第34回 珠算コンクール／第24回 親子・シルバー珠算コンクール）

豊島区文化祭

実施日程は
下記参照

イベント

豊島区文化祭
平成30年度 としま区民芸術祭

開催日程は
下記参照

小学生向け カラダとココロを育むプログラム
文化芸術体験 ジュニア・アーツ・アカデミー

【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】 2,200円（教材費含）　※データ保存用USBメモリーは各自ご持参ください。
【申　込】 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（同館窓口にて62円ハガキを添えて直接申込みも可）。または同館まで電話。
　　　　 ※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で年賀状づくり

【料　金】 無料　【問　合】 まちの魅力づくりセクション
今秋、池袋を“舞台”に繰り広げられる多彩な３つの祭をパネルで紹介します。

展　　示

6：00～23：00 Echika池袋ギャラリー（東京メトロ有楽町線・副都心線「池袋」駅構内連絡通路）

「池袋 秋の祭」展
～ふくろ祭り・東京よさこい・東京芸術祭～

【日　程】 9/22（土） ふくろ祭り前夜祭オープニングセレモニー
　　　　 9/23（日・祝） 御輿の祭典
　　　　 10/6（土） 踊りの祭典 東京よさこい前夜祭
　　　　 10/7（日） 第19回東京よさこい
【主　催】 ふくろ祭り協議会　https://www.yosakoitokyo.gr.jp/

イベント

池袋西口公園（豊島区西池袋1-8-26）ほか　※雨天決行

第51回ふくろ祭り／第19回東京よさこい開催日程は
下記参照

11/2~13
［毎週 火・金］

9/1
［土］

~ 27
［木］

【会　期】 11/2（金）～6（火） 10：00～18：00：日本画・洋画・彫刻・工芸・書　※11/2（金）は13：00から、11/6（火）は17：00まで
　　　　 11/4（日）～6（火） 10：00～18：00：いけ花　※11/6（火）は17：00まで
【料　金】 入場無料　【問　合】 プランセクション

展　　示

東京芸術劇場ギャラリー1・2

豊島区総合美術展開催日程は
下記参照

9/28［金］
締　切

実施日程は
下記参照

【出　演】 雑司ヶ谷　子母神御会式万灯練供養／冨士元囃子･寿獅子／長崎獅子舞／秩父屋台囃子／石見神楽
【定　員】 300名　【料　金】 入場無料（要事前申込／先着順）
【申　込】 ■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、
　　　　　 郵送（返信面にも必ず返信先住所・宛名を記入）。　
　　　　　 送付先：〒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
　　　　 ■財団ホームページの応募フォームに必要事項を登録。　ＨＰ：https://www.toshima-mirai.or.jp
【問　合】 プランセクション

9/8［土］
募集開始

9/5［水］
発売開始

10/24［水］
締　切

イベント

【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　
【料　金】 無料（要事前申込／先着順） ※当日希望者にノート販売あり（税込540円）
【申　込】 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（同館窓口にて62円ハガキを添えて直接申込みも可）。または同館まで電話。
【問　合】 雑司が谷地域文化創造館

9/17［月・祝］
14：00～16：00 雑司が谷地域文化創造館 第2･3会議室

終活のすすめ

エンディングノートの書き方

【案　内】 エリアガイドボランティア「としま案内人長崎町」　【定　員】 20名（先着順）　
【料　金】 300円（資料代・保険料／当日現金払い）
【申　込】 往復ハガキに ①代表者の氏名（ふりがな）②〒住所 ③年齢 ④電話番号 ⑤参加人数・氏名（全員分）を明記の上、千早
　　　　 地域文化創造館「としま案内人長崎町ツアー」係まで郵送。
【問　合】 千早地域文化創造館

千川上水沿いで江戸時代より輸送路の役割を果たした「清戸道」を歩きながら往時の面影をしのびます。

講　　座

11/18［日］
13：30～15：30 西武池袋線「東長崎」駅改札前集合　※開始10分前にはご集合ください。

としま案内人長崎町 ガイドツアー

古道と千川上水を訪ねる
10/20［土］
締　切

オリジナル年賀状を作成し、併せて宛名印刷の方法も学びます。

坂本和彦 ロマン･マイヨール

鳥木弥生 所谷直生 泉良平砂田愛梨

★「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11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


