
 

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。

ピアノ・声楽個人レッスン
区役所庁舎より１分。(幼児は
割引有 )　月７千円～。声楽
１万円～。　 3981-8513 冨安電

￥
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
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

本欄への掲載申込・お問合せは、としま未来文化財団
「募集案内」係まで　☎03-3590-7119（平日9：00～17：00）　

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
電 F対

入 割

各日10：00～12：00

講　　座

公　　演

［出演］ 混声合唱団「コーラスそら」
　　　 秋元智子（指導）、名取かほり（ピアノ）
［曲目］ 「ジングルベル」「ウィンター・ワンダーランド」
　　　 「ママがサンタにキスをした」「ホワイト・クリスマス」　ほか
［定員］ 50名　
［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

12/15［土］
14：00開演 雑司が谷地域文化創造館 第2練習室

としま案内人雑司ヶ谷 ガイドツアー

［案内］ ボランティアガイド「としま案内人雑司ヶ谷」　［定員］ 各日35名（申込多数の場合は抽選）
［費用］ 無料　※七福神めぐりご朱印用色紙ご希望の方には当日販売（1枚500円）。
［申込］ 往復ハガキに ①希望日 ②代表者氏名（ふりがな） ③〒住所 ④電話番号 
　　　 ⑤参加人数・氏名（全員分）  を記入の上、雑司が谷案内処まで郵送。
［備考］ 集合場所は「護国寺仁王門」、解散は池袋「仙行寺」を予定。その他詳細は返信ハガキにてご案内します。
［問合］ 雑司が谷案内処

新春「雑司が谷七福神」めぐり
※集合場所は返信ハガキ参照

「コーラスそら」とクリスマス
 一緒に歌いましょう！

豊島区内の地域文化創造館会議室を「自習室」として一部開放。「書き初めお助け人」が各館を巡回します。

正月恒例の七福神めぐりです。途中、雑司ヶ谷　子母神堂と大鳥神社、仙行寺の池袋大仏への初詣も予定。

2/1［金］
締　切

講　　座 パソコン講座（全4回）
2/12~22
［期間中 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）

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

12/25［火］
締　切

1/20［日］
締　切

12/20［木］
締　切

講　　座 パソコン講座／中級（全8回）
1/9~2/1
［期間中 水・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］ 5,100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。

データ入力やセル、シートの操作方法から始め、表計算、関数を使った計算、
グラフの作成など、エクセル2013の基礎を一通り学びます。

エクセル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

公　　演

［出演］ 川田詩恵奈（ソプラノ・サクソフォーン）
　　　 甲斐野乃香（アルト・サクソフォーン）
　　　 渡辺由里子（テナー・サクソフォーン）
　　　 穴井里依香（バリトン・サクソフォーン）
［曲目］ J.S.バッハ：イタリア協奏曲より 第1楽章
　　　 ピアソラ：リベルタンゴ　
　　　 M.ウォルシュ、M.ディーガン：オー・シャンゼリゼ
　　　 菅野よう子：花は咲く　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。
今回はサクソフォーン四重奏でおおくりします。

12/17［月］
12：00開演（11：35開場） としまセンタースクエア（豊島区庁舎1F）

［出演］ “お話する仲間”：坂本和彦（指揮・トーク）
　　　 “歌う仲間”：豊島区民合唱団（歌の好きな豊島区民の皆さん）
　　　　　　　　 ジュニア・アーツ・アカデミー（歌の好きな子どもたち）
　　　　　　　　 遊佐町子ども合唱団スマイル・キッズ（歌の好きな子どもたち）
［曲目］ 「きよしこの夜」「ジングルベル」「聖者の行進」 「クリスマス・イブ」　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

ピアノの生演奏にお話も交えながら、おなじみのクリスマス・ソングをお贈りします。
子どもも、大人も、皆で一緒にクリスマスのひとときを楽しみましょう！

公　　演

としまセンタースクエア（豊島区庁舎1F）14：00開演

区民参加によるアートステージ

SING！ みんなのクリスマス12/24［月・休］

［出演］ 内山美恵（箏）、窪田真佑子（ヴァイオリン）、
　　　 平野透山（尺八）
［曲目］ 当日発表となります　
［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、おばあちゃんまでだれでも大歓迎！

公　　演

雑司が谷地域文化創造館 多目的ホール11：00開演

第16回

ベビーカーコンサート1/30［水］ 開室時間は下記参照

イベント

［日程］ 12/25（火） 9：00～11：30 雑司が谷地域文化創造館・13：30～16：00 千早地域文化創造館
　　　 12/26（水） 9：00～11：30 駒込地域文化創造館・13：30～16：00 南大塚地域文化創造館
　　　 12/27（木） 9：00～11：30 巣鴨地域文化創造館
［対象］ 豊島区在住･在学の19歳以下の方　［料金］ 無料
［備考］ 習字道具･半紙などは各自持参ください。／参加人数によってお待ちいただく場合があります。
［問合］ 各地域文化創造館／地域コミュニティ創造課　☎03-3946-4301

冬休み子ども自習室
 in 地域文化創造館
各地域文化創造館

庁舎ランチタイムコンサート with 東京音楽大学

第197回

12/25
［火］

27
［木］
~

1/13
［日］
・14
［月・祝］

各日10：00～12：00

講　　座 としま案内人駒込・巣鴨 ガイドツアー

［案内］ ボランティアガイド「としま案内人駒込・巣鴨」　［定員］ 各日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希望日 ②代表者氏名（ふりがな） ③〒住所 ④電話番号 ⑤参加人数・氏名（全員分）  を
　　　 記入の上、駒込地域文化創造館「としま案内人駒込・巣鴨」ツアー係まで郵送。
［問合］ としま案内人駒込・巣鴨（担当：中川） ☎090-4414-7018

初夢ツアー 「一富士 二鷹 三なすび」
染井吉野桜記念公園（JR駒込駅北口）集合　※開始10分前にはご集合ください。

駒込は「一富士・二鷹・三茄子」と江戸時代から縁起の良い地域として人気でした。地元ガイドが親切にご案内します。

1/18
［金］
・19
［土］

13：30～15：30

講　　座 としま案内人長崎町 まち歩きガイド体験（全2回）

［案内］ ボランティアガイド「としま案内人長崎町」　［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代表者氏名（ふりがな） ②〒住所 ③年齢・性別 ④電話番号 ⑤参加人数・氏名（全員分）  
　　　 を記入の上、千早地域文化創造館「としま案内人長崎町」係まで郵送。
［問合］ 千早地域文化創造館

もっと知りたい旧長崎町
千早地域文化創造館

地域のボランティアガイドと一緒にガイドコース作りを体験します。昔の思い出、
通り過ぎていた場所。あなたが見つけたまちの魅力をみんなでシェアしましょう。

2/10
［日］
・17
［日］

14：00開演

イベント ジュニア・アーツ・アカデミー

［出演・講師］ 発表会：ジュニア・アーツ・アカデミー〈演劇〉〈ダンス〉参加の子どもたち
　　　　　　　　　　遊佐町子ども合唱団スマイル・キッズ
　　　　　　お楽しみタイム：高木 達（演出家）、鷲田実土里（パントマイムダンスパフォーマー）
［定員］ 200名　
［料金］ 入場無料（0歳から入場可）　
［申込］ 当日直接会場へ（予約不要）　
［問合］ プランセクション

演劇＆ダンス 発表会
小学生向け  カラダとココロを育むプログラム
としまセンタースクエア（豊島区庁舎1F）

「演劇」と「ダンス」のプログラムに参加した子どもたちによる成果発表会。絵本の朗読と、
元気なポップダンスに挑戦します。会場のみんなで遊んじゃう“お楽しみタイム”もあります！

12/23
［日・祝］

18：30開演

イベント 雑司が谷未来遺産推進協議会シンポジウム

風情ある雑司ヶ谷における
観光と生活の接点を考える
自由学園明日館 講堂（豊島区西池袋2-31-3）

「気持ちよく歩ける道づくりに向けて」を副題に、雑司が谷の道の未来について、重要文化財の
自由学園明日館講堂にてディスカッションします。

1/22
［火］

6：00～23：00

展　　示

開催中~12/25
［火］

Echika池袋ギャラリー

［料金］ 無料　　
［問合］ まちの魅力づくりセクション

昭和29（1954）年に発足した美術家団体「豊島区美術家協会」会員の作品を展示・紹介します。

豊島区美術家協会作品展
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）

10：30～16：30

展　　示

開催中~12/24
［月・休］

親子写真ワークショップ

［料金］ 入場無料　［休館日］ 木曜日　［問合］ 雑司が谷案内処

「親子写真ワークショップ」受講生の皆さんが雑司が谷のまちをテーマに撮った“とっておきの
一枚”を展示します。

「雑司が谷を写そう」受講生作品展
雑司が谷案内処 2Fギャラリー

日程詳細は下記参照

展　　示

1/5
［土］

~1/7
［月］

平成30年度としま区民芸術祭／豊島区文化祭

［日程］ 1/5（土）～7（月） 10：00～19：00 ※最終日は15：00まで
［料金］ 入場無料　
［備考］ 会期前・会期中に関連イベント（ワークショップ）あり。
　　　 ●12/22（土） 「額縁を作ろう」 於：区民ひろば南池袋
　　　 ●1/6（日）・7（月）
　　　 　「韓紙工芸、ボトル小物入れ」 於：としまセンタースクエア
　　　 詳細はＨＰにてご確認ください。
　　　 https://www.toshima-mirai.or.jp/event/exhibition.html
［問合］ まちの魅力づくりセクション

日頃から創作活動に励む区民の皆さんの作品発表の場です。会場では様々なジャンルのアート・
クラフトをご覧いただけます。あわせて作品制作が体験できるワークショップも開催します。

第50回区民作品展
としまセンタースクエア（豊島区庁舎1F）

公　　演

［出演］ 合唱団「大塚」・とげぬき地蔵通り合唱団
［曲目］ 当日発表となります
［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

12/22［土］
　17：00開演 巣鴨地域文化創造館 多目的ホール

クリスマスチャリティコンサート
第18回 すがも

公　　演

［出演］ すがも児童合唱団
［曲目］ 当日発表となります
［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

12/23［日・祝］
14：00開演 巣鴨地域文化創造館 多目的ホール

すがもクリスマスコンサート2018

満 

員 

御 

礼

定
員
に
達
し
ま
し
た

［登壇者（予定）］ 
　　　 近江正典（威光山法明寺住職）、田中 伸（　子母神大門欅並木保存会会長）、松岡昭男（雑司が谷
　　　 一丁目町会長）、柴田知彦（目白街づくり倶楽部）、片山伸也（日本女子大学准教授）、呉祐一郎（豊
　　　 島区副区長）、小泉秀樹（東京大学大学院教授）、薬袋奈美子（日本女子大学教授）
［定員］ 200名
［料金］ 入場無料　
［申込］ 当日直接会場へ（予約不要）　
［主催］ 雑司が谷未来遺産推進協議会　
［問合］ 雑司が谷未来遺産推進協議会事務局　☎03-3981-4732 （平日 9：00～17：00）

第 回池袋演劇祭 結果発表 としま区民芸術祭提携
東京芸術祭2018参加

大賞：劇団SHOW特急

優秀賞：ラビット番長優秀賞：劇団現代古典主義

「第30回池袋演劇祭」は、51劇団が参加して9月1日から30日にかけて豊島区および近隣17会場で開催され、10月に13本の各賞が決定しました。今回、特別協賛社からの「リベル・エンタ
テインメント賞」、今後の活躍が期待される若手1名への「舞台芸術学院奨励賞」が新設されました。また昨年創設された「三浦大四郎特別賞」は、「三浦大四郎記念賞」として今後も継続
される予定です。近年、関西からの参加劇団も増え、バラエティーに富んだ演劇祭になりつつあります。今年の受賞結果は以下のとおりです。

部 門 受 賞 団 体 名 作 品 名 上 演 会 場

大　賞 劇団SHOW特急 「旋風峠の仇討ち」 コフレリオ 新宿シアター

優 秀 賞 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」 コフレリオ 新宿シアター

優 秀 賞 ラビット番長 「ギンノベースボール」 シアターグリーン BASE THEATER

リベル・エンタテインメント賞＊ 演劇ユニットちょもらんま 「もしもティアラがなくても」 北池袋 新生館シアター

舞台芸術振興会賞 道頓堀セレブ 「トップガールズ」 コフレリオ 新宿シアター

豊島区長賞 演劇企画ハッピー圏外 第30回公演 「陽だまりのカンバス」 てあとるらぽう

みらい館大明賞 晩餐ヒロックス 「ダイコウシン」 シアターグリーン BOX in BOX THEATER

豊島区町会連合会会長賞 “STRAYDOG” 「路地裏の優しい猫」 シアターグリーン BIG TREE THEATER

豊島区観光協会賞 CHARGE CHARGE LIVE vol.25 「OUT」 萬劇場

としまテレビ賞 JAMPAN 「金魚花火」 シアターKASSAI

豊島新聞社賞 チームまん〇 「ハラミ」 萬劇場

三浦大四郎記念賞 STAR☆JACKS 「君が為 ～恋風は揚梅の薫り～」 シアターグリーン BASE THEATER

舞台芸術学院奨励賞＊ 〈個人賞〉 相馬 光（チームまん〇「ハラミ」出演）
＊ 本年度新設の賞

Ⓒ古門祐樹

Ⓒ長谷川智紀Ⓒ荒井琴美

★「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★広告掲載のお申込み・お問合せは、としま未来文化財団 広報グループまで（TEL.03-3590-7119／平日9:00～17:00）。詳細は財団ウェブサイトをご覧ください。　https://www.toshima-mirai.or.jp/ 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。　■チケットは、いかなる場合（紛失・盗難・破損等）でも再発行できませんので、ご注意ください。　■公演中止以外でのチケット代金の払戻しはいたしかねます。 ■催しのチケット発売・申込受付の開始時刻は、特記がないかぎり10:00からとなります。　■「要証明書」と記載された催しについては、学生証・保険証・免許証などのご提示をお願いいたします。


