
  

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。

※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

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時半
　芸術劇場他　070-3824-42
97受付平日16時迄　西沢他

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
NHK講師他の英語/仏/西/露語
50～70代/小中高クラス他有！
1回　1500～ 080(3155)0134WING￥

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
割

対

10：00～17：00

展　　示

開催中~12/28
［金］

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”
　　　　　　　　　 歌劇「アイーダ」より“デュエット・フィナーレ”　
　　　　 モーツァルト：レクイエム ニ短調 K.626　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

水野英子モニュメント設置記念展

【料　金】 入場無料（入館は16：30まで）　　　　
【休館日】 月曜日（ただし10/8、12/24は開館）、10/9（火）、12/25（火）　　
【問　合】 豊島区トキワ荘通りお休み処

トキワ荘の紅一点だったマンガ家・水野英子氏の新たなモニュメントが
南長崎地区に設置されます。これを記念し、同氏の貴重な複製原画、資料
による展覧会を開催します。

「星のたてごとの世界」
豊島区トキワ荘通りお休み処 2F

10：30～16：30

展　　示

ギャラリー企画展示

【料　金】 入場無料　　【休館日】 木曜日　　【問　合】 雑司が谷案内処
鳥海山、湧水、パワースポット、新鮮な食材…豊島区の友好都市・山形県遊佐町の魅力をパネル展示で紹介。

遊佐町展
―豊島区とのつながりを遊佐町の風景とともに―
雑司が谷案内処 2Fギャラリー

10：30～16：30

展　　示

開催中~10/18
［木］ 御会式写真コンテスト受賞作品展

【料　金】 入場無料　　【休館日】 木曜日　　【問　合】 雑司が谷案内処

雑司が谷案内処 2Fギャラリー

区民でつくる演奏会「いっぽ・イッポ・み・ら・い・へ14」

響きあう歌声でつなぐ世界

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

第30回民俗芸能inとしま10/28［日］
13：30開演

公　　演

あうるすぽっと

としま区民芸術祭

ダンスで演劇

【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】 詳細は要問合せ　
　　　　 ☎03-3590-7118（受付時間：平日10：00～17：00）
【問　合】 プランセクション

【日　時】 11/22（木） 19：00開演
　　　　 11/23（金・祝） 14：00開演
　　　　 11/24（土） 13：00／18：00開演 ☆
　　　　 11/25（日） 13：00開演
　　　　 ☆終演後ポストトークあり
【構成・上演台本・演出】 芳賀 薫　　
【振付・演出】 近藤良平
【出　演】 千葉雅子、矢崎 広、近藤良平
【料　金】 全席指定（通し番号付）　
　　　　　 一般：3,800円
　　　　　 U24（24歳以下）：2,000円（要証明書提示）
　　　　　 豊島区民割引：3,000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】 あうるすぽっと

3人の「こだわりすぎる人たち」のこだわりすぎる日常を、ダンスの身体言語で俳優の
身体を通して描きます。ダンスと演劇のいいとこどり、今秋、新ジャンルが誕生します。

公　　演

『右まわりのおとこ』
開演時間は下記参照 あうるすぽっと

11/22
［木］

25
［日］
~

10/6［土］
発売開始

10/14［日］
発売開始

区民先行

矢崎  広千葉雅子 近藤良平

公　　演

【出　演】 薮崎伸一郎（テノール）　　
【曲　目】 山田耕筰：童謡「ペチカ」「待ちぼうけ」　クルティス：イタリア民謡「忘れな草」　ほか
【定　員】 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

子育て中のママさんたちを応援し、楽しんでもらうコンサート。会場にはベビーカーのまま
入れて、泣いても、騒いでも大丈夫。未就学児童からおじいちゃん、おばあちゃんも大歓迎。

12/3［月］
11：00開演 雑司が谷地域文化創造館 多目的ホール

第15回

ベビーカーコンサート
10/5［金］
受付開始

【日　時】 12/22（土） 18：00開演　
　　　　 12/23（日・祝） 13：00／17：00開演
　　　　 12/24（月・休） 14：00開演
【脚本・演出・出演】 魔法使いアキット
【料　金】 全席指定　
　　　　　 大人：4,500円　子ども（4歳～中学生）：2,500円
　　　　　 豊島区民割引：
　　　　　 　大人～中学生 2,500円　子ども（4歳～小学生） 500円
　　　　　　 （枚数限定／在住・在勤・在学／要証明書提示）
　　　　 ※3歳以下入場不可　※4歳～中学生は当日要証明書提示
【発売日】 一般：10/21（日）　区民先行：10/14（日）～　　
【申　込】 としまチケットセンター　　
【主　催】 あうるすぽっと（公益財団法人としま未来文化財団）／豊島区／TBSラジオ
【問　合】 あうるすぽっと／TBSラジオイベントダイアル ☎03-5570-5151

話題のマジシャン「魔法使いアキット」の単独ライブ。
アキットの頭の中で創り出される様々な“季節”“テーマ”のお芝居と、
マジックとが融合した新しいマジックショー。
客席も巻き込んだストーリー展開は、子どもも大人も一緒にお楽しみいただけます。

公　　演

あうるすぽっと

『魔法使いの頭の中～雪の降る音～』
STORY MAGIC LIVE

12/22
［土］

24
［月・休］
~

開演時間は下記参照

【出　演】 桂文治（落語）、柳亭小痴楽（落語）、丸一小助・小時（太神楽曲芸）
【料　金】 全席指定　
　　　　　 前売：2,500円（当日：3,000円）
　　　　　 豊島区民割引：2,300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
　　　　 南大塚地域文化創造館（窓口販売のみ）　　
【問　合】 プランセクション

聴くものを幸せにする名人芸の桂文治、二ツ目落語家ユニット
「成金」メンバー柳亭小痴楽、若手ピカイチ丸一小助・小時。
人気実力派3組が新年を華やかに彩ります。

公　　演

南大塚ホール（豊島区南大塚2-36-1） 

としま初春寄席
14：00開演

10/17［水］
発売開始

1/13［日］
2019.

【出　演】 ナナオ（プロジェクトリーダー）、五十川ゆき、大黒美和子、須藤圭子、
　　　　 千田けい子、児島ちはる、惠、ダンジー（ものまね）、工藤武（津軽三味線）
【料　金】 全席指定　4,000円
【申　込】 カンフェティ ☎0120-240-540 ※会場窓口販売あり ☎03-3946-4301（9：00～21：00）
【備　考】 当日17：45～式典あり。　　【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・西日本豪雨・直接支援公演。

公　　演

南大塚ホール（豊島区南大塚2-36-1）

第8回 笑顔と夢を絆でチャリティーショー
～実力派女性歌手勢ぞろい 歌で結ぶ被災地との絆～

桂文治柳亭小痴楽丸一小助・小時

10/22［月］
18：00開演（17：00開場）

【日　時】 10/14（日） 10：00～ オープニングセレモニー　10/14（日） 11：00～ バラの即売会（フリーマーケット同時開催）
【会　場】 JR大塚駅南口駅前広場「TRAMパル大塚」　　【主催・問合】 南大塚都電沿線協議会　☎03-3982-3500（大塚接骨院内）

会期中は700種1100株のバラが咲き誇り、都内屈指の美しさを誇る大塚沿線。
オープニングセレモニーやバラの即売会も予定。秋のひととき、足を運んでみませんか。

イベント

詳細は要問合せ 都電荒川線停留場「大塚駅前」～「向原」間の沿線　ほか

第14回

大塚バラまつり10/14
［日］

28
［日］
~

【対　象】 小学生以下 ※要保護者同伴／各自仮装してご参加ください　　【料　金】 無料　　　
【申　込】 当日直接会場へ（当日10：00～10：30受付）　　　　【問　合】 南大塚地域文化創造館

今年も南大塚地域文化創造館と区民ひろば南大塚を会場にハロウィンパーティーを開催。
みんなで仮装してファンタジーワールドを楽しみましょう！

イベント

10：30～11：30 区民ひろば南大塚2F（豊島区南大塚2-36-1）集合

区民ひろば南大塚運営協議会・区民ひろば南大塚・南大塚地域文化創造館協働事業

ハロウィンパーティー10/24［水］

【日　程】 11/11、12/9、2019. 2/10、3/10 全て日曜　各日10：00～12：00　　
【講　師】 雑司が谷すすきみみずく保存会　　【定　員】 各回30名（先着順）　　
【費　用】 各回1,000円（材料費）　　
【申　込】 電話受付 ☎03-6912-5026　または雑司が谷案内処窓口にて直接申込み。　　
【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」づくりを体験しましょう。

イベント

法明寺みみずく会館（豊島区南池袋3-5-9）

雑司が谷

すすきみみずく製作講習会

【日　程】 巣鴨地域文化創造館　　　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　 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）

豊島区の友好都市･山形県遊佐町が、季節毎に旬の産直野菜などを、としま未来文化財団運営施設でも定期販売します。

イベント

巣鴨地域文化創造館／雑司が谷地域文化創造館

「遊佐ノ市」産直販売
ゆ　　ざ　　の　いち

開催日程は
下記参照

10/21
［日］

~11/11
［日］

会期詳細は下記参照

展　　示

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

豊島区総合美術展
東京芸術劇場ギャラリー1・2

11/2
［金］

~6
［火］

イベント 平成30年度 としま区民芸術祭

豊島区文化祭
開演時間は下記参照 あうるすぽっと

10/27［土］

【日　時】 10/27（土） 11：00開演　　【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

〈民踊大会〉

【日　時】 10/27（土） 18：00開演　　【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

〈コーラス大会〉

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（詳細は締切後、各応募者に連絡）。
【申　込】 下記いずれかの方法でお申込みください。
　　　　 ■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。
　　　　　 F A X ：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
　　　　　 ※申込書はとしま未来文化財団事務所、各地域文化創造館などで配布中。
【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。
それに先立ち、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。

募集期間

豊島区文化祭

「第50回区民作品展」作品募集募集中~10/31
［水］

募　　集

【日　程】 親子・シルバーの部：11/23（金・祝） 10：00～　　小中学生の部：11/23（金・祝） 13：00～
【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）。または、としま未来文化財団
　　　　　 事務所窓口まで持参。  ※申込書は財団事務所、各地域文化創造館などで配布中。
【問　合】 プランセクション

「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」の参加者を募集します。

募集期間

豊島区文化祭

珠算コンクール 参加者募集募集中~11/8
［木］

講　　座 としま案内人雑司ヶ谷 ガイドツアー

10/27［土］

【案　内】 ボランティアガイド「としま案内人雑司ヶ谷」　　
【定　員】 20名（申込多数の場合は抽選）　　【費　用】 300円（資料代／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電話番号 
　　　　 ④参加人数・氏名（全員分）を明記の上、雑司が谷案内処まで郵送。
【備　考】 集合場所ほか詳細は返信ハガキにて案内します。
　　　　 10/27（土）雨天の場合は28（日）に順延。10/28も雨天の場合は中止。
【問　合】 雑司が谷案内処

雑司ケ谷霊園には幕末の激動期を生き抜いた多くの人たちが眠っています。岩瀬忠震、川本幸民、
ジョン万次郎、成島柳北ほかを訪ねます。また、道すがら江戸期の石仏も紹介します。

雑司ケ谷霊園散歩① 幕末の風
を感じて！

10：00 ～ 12：00 ※集合場所は返信ハガキ参照

講　　座 ボランティアガイド「大塚物語る」第3弾
10/28
［日］

【コース】 鈴木信太郎記念館→文京区大塚公園→丸山千代顕彰碑のある遊園
　　　　 →巣鴨教会→東福寺→子安天満宮→南北商人まつり会場
【定　員】 20名（先着順）　　【費　用】 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・ 
　　　　 年齢・電話番号（全員分）を記入の上、南大塚地域文化創造館「大塚物語るガイド」係まで郵送。
【問　合】 南大塚地域文化創造館

大塚いろは 愛する街
10：00 ～ 12：00 東京メトロ丸ノ内線「新大塚」駅2番出口階段上集合　※開始10分前にはご集合ください。

10/10［水］
締　切

10/18［木］
締　切

10/24［水］
締　切

11/11［日］
締　切

講　　座 パソコン講座（全4回）
11/2~13
［毎週 火・金］

【講　師】 としまITサポーターズ　　　　 【定　員】 15名
【対　象】 文字入力＆マウス操作可能な方　　【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。

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。

ワード2013で年賀状づくり
10：00 ～ 12：00 雑司が谷地域文化創造館 パソコンルーム

講　　座 パソコン講座／中級（全8回）
11/20~12/14
［毎週 火・金］

【講　師】 としまITサポーターズ　　　　 【定　員】 15名　
【対　象】 文字入力＆マウス操作可能な方　　【費　用】 5,000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。

文字入力の基礎から始め、案内状の作成を通じて、ワード2013を使いこなすスキルを学びます。

ワード2013集中講座
10：00 ～ 12：00 雑司が谷地域文化創造館 パソコンルーム

【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（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、勤務先名または学校名､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

開催日程は
下 記 参 照

お　 　え  　しき

©水野英子
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開場表記がない催しは開演の30分前開場です


