LIVE MUSIC in あうるす
ぽっと

庄野真代 2 0 1 9
春 待 ちアコースティック・ライブ

お母さんお父さんのための

絵本読み聞かせワークショップ

子育て中の俳優 ともさと衣さんから、絵本を楽しく読み、子どもの注意
を惹きつける"ちょっとしたコツ"を教わってみませんか？
当日は別室に託児スペースを設けます。お子様連れでご参加ください。

あうるすぽっと

料金：全席指定
前売：3,000円
（当日：3,500円）
豊島区民割引：2,700円
（在住・在勤／要証明書提示）
学生割引：2,000円
（当日要証明書提示）
※未就学児入場不可

[申込] としまチケットセンター

[問合] プランセクション

プランセクション

問合 せ 先
一

覧

ASUCA

[日時] 3/11(月)14:00～20:00 [会場] あうるすぽっと
[講師] ストップギャップダンスカンパニー メンバー
[対象] インクルーシヴダンスの作品を創る
ことに興味がある方、
ダンサー、ダンス経験者
[定員] 20名
料金 一般：2,500円
〈予定〉 学生：1,500円
（当日要証明書提示）
[申込] あうるすぽっとホームページ申込み
フォームから
[問合] あうるすぽっと

☎03-3590-7118（平日10：00～17：00）

©Chris Parkes

雑司が谷地域文化創造館

☎03-3590-1253 〒171-0032 豊島区雑司が谷3-1-7

まちの魅力づくりセクション ☎03-3981-4732（平日10：00～17：00）

千早地域文化創造館

☎03-3974-1335 〒171-0044 豊島区千早2-35-12

あうるすぽっと

☎03-5391-0751

https://www.owlspot.jp/

雑司が谷案内処

☎03-6912-5026 〒171-0032 豊島区雑司が谷3-19-5

駒込地域文化創造館

☎03-3940-2400

〒170-0003 豊島区駒込2-2-2

豊島区トキワ荘通りお休み処

☎03-6674-2518 〒171-0052 豊島区南長崎2-3-2

巣鴨地域文化創造館

☎03-3576-2637

〒170-0002 豊島区巣鴨4-15-11

としま南池袋ミーティングルーム

☎03-3984-7601 〒171-0022 豊島区南池袋2-34-5

南大塚地域文化創造館

☎03-3946-4301

〒170-0005 豊島区南大塚2-36-1

※各施設の休館日にご注意ください。

以 下 の 欄 は 広 告 で す 。お 問 い 合 わ せ は 広 告 主 ま で 。

焼とん 90円
円

豚ホルモン専門店
豚ホルモン専門店

3坪で

始めて

30年

これからも！

東京都内に不動産を
お持ち の 皆様！
福祉事業での活用をお考えいただけませんか？
都内で不足している認知症高齢者グループホーム整備を目的に東京都
より受託して、不動産主様と運営法人のマッチング事業を行っています。
ぜひ一度、説明会にご参加ください。
～安定した資産活用ができます。ぜひ、介護で地域貢献を！～

東京都
委託事業

認知症高齢者グループホーム
マッチング事業説明会ご案内

説明会開催日（不動産主対象）※毎月開催中
①1/31
（木） 当協会会議室（新宿区大京町23-3 8階）
（火）としま南池袋ミーティングルーム302（豊島区役所近く）
②2/19
開始時間：①②とも13:30～

池袋・高田馬場・江戸川橋
http://tonton-mitubo.jp/
4

お申込み・お問合せ

参加希望日の３日前までにお申込みください。

人

東京都、
マッチング事業

検索

新 年を豊かに彩
ります
。

としま
初春寄席

1/13 日
14：00開演

南大塚ホール（豊島区南大塚2-36-1）
舞踊への招待

目白三人の会
～３つのダンスの世界～

3/21［木・祝］

18:00開演

［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／電話予約不可）
［問合］プランセクション

日本舞踊 花柳千代舞踊団
1/17［木］
発売開始
現代舞踊 芙二三枝子舞踊団
クラシック・バレエ 小林紀子バレエ・シアター
全席指定 一般：2,500円
※3歳以下入場不可

友の会：2,000円

学生：1,000円

子ども：500円（4歳～小学生）

※学生・子どもは、としまチケットセンターの電話予約・窓口販売のみ取扱い（要証明書提示）

東京芸術劇場プレイハウス [問合] プランセクション

[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、ぴあ

としまチケットセンター ☎03-5391-0516

10：00 ～ 19：00

※1/1
（火・祝）
～1/3
（木）
を除く

チケットの
お求めは

東京都豊島区東池袋4-5-2 ライズアリーナビル 3F

その他のプレイガイド

◎東京芸術劇場ボックスオフィス ☎0570-010-296［営業時間 10：00～19：00／休館日を除く］ ◎チケットぴあ https://t.pia.jp/

公益社団法人日本認知症グループホーム協会
マッチング事業事務局

☎03-6380-4200
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19:00 開演

出演：庄野真代
（ヴォーカル）加藤 実（ピアノ）
[ゲスト] ASUCA（ヴォーカル＆ギター）
k@ki
k@ki〈カーキー〉
（ギター／ピアノ／ヴォーカル・デュオ）

丸一小助・小時

2/22［金］

障がいのあるなしに関わらずダンサーの身体能力や知的能力の可能性を
生かし、芸術性の高い作品を発表してきたイギリスのダンスカンパニー
「ストップギャップ」。“障がいのあるダンサーとともに創作すること”に興
味がある方向けのワークショップを行います。

柳亭小痴楽

ワークショップ

桂文治

インクルーシヴダンス

※曲目などは変更になる場合がございます。

聴くものを幸せにする名人芸、桂文治。

ストップギャップダンスカンパニー

ほか

NO.
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[曲目]

♪飛んでイスタンブール
♪モンテカルロで乾杯
♪アデュー
♪Hey Lady 優しくなれるかい

〒171-0022 豊島区南池袋2-34-5 藤和第2ビル2F
TEL：03-3590-7581（代表） FAX：03-3984-0865

[日時] 第1回 3/2(土)13:00～15:15（0～2歳児対象）
第2回 3/3(日)13:00～15:15（3～6歳児対象）
[会場] あうるすぽっと 3階会議室
[講師] ともさと衣
[対象] 育児中の方 [定員] 各回20名程度
[料金] おひとり1,000円（託児料込）※先着順／定員に達し次第締切
[申込] あうるすぽっとホームページ申込みフォームから
[問合] あうるすぽっと

懐かしのヒット曲を、
今も褪せぬ軽やかな歌声にのせて。
アコースティック・サウンドの
温もりに包まれて、
心ほぐれる極上ライブ！
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文化情報紙みらい

https://www.toshima-mirai.or.jp/performance/ticket_howto.html

※各公演とも原則、未就学児の入場はご遠慮ください
（詳細は各公演情報をご覧ください）。
※車椅子席をご希望の場合は、
お電話にてお問合せください。
※チケット購入後のキャンセル・変更はできません。 ※原則、学生割引は学生証をご提示ください。
※都合により出演者・曲目・曲順などが変更されることがあります。予めご了承ください。

としまチケットセンター
あうるすぽっと

（豊島区立舞台芸術交流センター）

3F劇場事務所内
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