
 

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。

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。

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

￥
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場
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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5/24～26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

ECC･東池袋教室　4歳～大人
旅行英会話も楽しく学ぼう！
　東池袋1-31-10（貸会議室）
（講）英語ガイド（問）03-3987-3605
anjiecc2018@gmail.com

場

対

●「募集案内」欄は平成31年
　3月号をもって掲載を終了
　させていただきます。
　長年ご利用いただき、誠に
　ありがとうございました。
●問合：としま未来文化財団
  「募集案内」係　
  ☎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
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コンドルズ×あうるすぽっと　
大赤字コンテンポラリーダンスフェス第3弾 4/2［火］

締　切

講　　座 パソコン講座（全5回）
4/12~26
［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］ 4,000円（教材費含）　※デジタルカメラ・取扱説明書・データ保存用USBメモリーは各自ご持参ください。

デジタルカメラの使い方、撮影方法、写真の保存・修正や活用方法を学びます。 
3回目（4月19日）は撮影会で若洲公園へ外出予定。

楽しく撮って活用！ デジタルカメラ
10：00 ～ 12：00 雑司が谷地域文化創造館 パソコンルーム

2/25［月］
締　切

講　　座 パソコン講座／初級（全4回）
3/5~15
［期間中　火・金］

［講師］ としまITサポーターズ　
［対象］ パソコン初心者
［定員］ 15名　
［費用］ 2,600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

募　　集
第3回　2/28

［木］

雑司が谷の魅力を後世に伝えていくため、雑司が谷フォトコンテストを開催します。

雑司が谷フォトコンテスト作品募集
募集期間

［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

「女声合唱団千早」は豊島区千早のまちで生まれ、地域に根ざした、歴史ある合唱団です。
豊富なレパートリーと美しいハーモニーで午後のひとときをお過ごしください。 

［日時］ 3/2（土） 17：00開演
　　　 3/3（日） 13：00／17：00開演
［スタッフ］ スーパーバイザー：近藤良平　
　　　　　 チーフアドバイザー：石渕 聡　
　　　　　 プロデューサー：勝山康晴
［出演］ CHAiroiPLIN、マグナム☆マダム　ほか
［料金］ 全席指定
　　　 一般：2,980円
　　　 大学生・専門学校生：1,980円
　　　 高校生以下：1,480円
　　　 豊島区民割引：2,480円（在住・在勤／要証明書提示／としまチケットセンターのみ前売取扱い）
　　　 ※未就学児入場不可
［申込］ としまチケットセンター
［問合］ あうるすぽっと

最新型ダンスフェス、コンドルズとあうるすぽっとが組んだ野心的企画第３弾。 
コンドルズが見込んだ若き獣たちが新集結、その全てが破格激安で観られるチャンスです！

公　　演

あうるすぽっと開演時間は下記参照

『可能性の獣たち2019』

［出演］ としま区日本舞踊家集団
　　　 ジュニア・アーツ・アカデミー〈日本舞踊〉参加の子どもたち
［演目］ 「神田祭」「二人椀久」「まかしょ」「お化け提灯」「猩々」「孫悟空」「手習子」　ほか
　　　 ※演目は変更になる場合がございます。
［料金］ 全席自由　
　　　 一般：3,000円　　
　　　 友の会：2,500円
　　　 アフターシックス券：1,000円（18：00以降入場可／
　　　　　　　　　　　  当日券のみ）
　　　 小学生以下無料（当日要証明書提示）
［申込・問合］ プランセクション　
　　　　　　☎03-3590-7118（平日10：00～17：00）

結成26周年を迎えた、としま区日本舞踊家集団による公演。
子どもからベテランまで、各々の精進の成果をお楽しみください。

公　　演

東京芸術劇場プレイハウス12：30開演

平成30年度としま区民芸術祭

華麗なる彩り3/22［金］

日程詳細は下記参照

講　　座 お母さんお父さんのための

［日時］ 3/2（土）  13：00～15：15（0～2歳児対象） 受付終了
　　　 3/3（日）  13：00～15：15（3～6歳児対象） 受付中
［講師］ ともさと衣　
［対象］ 育児中の方
［定員］ 各回20名程度
［費用］ 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　
　　　 https://www.owlspot.jp/
［問合］ あうるすぽっと

絵本読み聞かせワークショップ
あうるすぽっと 3階会議室

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。

3/2
［土］
・3
［日］

14：00～20：00 

講　　座 ストップギャップダンスカンパニー

［講師］ ルーシー・ベネット　ほか
［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
　　　 ダンサー、ダンス経験者
［定員］ 20名
［費用］ 一般：2,500円　
　　　 学生：1,500円（当日要証明書提示）
　　　 ※保険料込　※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　
　　　 https://www.owlspot.jp/
［問合］ あうるすぽっと

インクルーシヴダンス ワークショップ
あうるすぽっと

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」。
“障害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。

3/11
［月］

公　　演

［出演］ 女声合唱団千早、Choeur ciel（クール・シエル）、
　　　 山口順子（指揮）、奥千歌子（ピアノ）
［曲目］ 「紅葉」「赤いサラファン」　ほか
［定員］ 60名　
［料金］ 入場無料（先着順／要事前申込）
［申込］ 千早地域文化創造館窓口または電話
［問合］ 千早地域文化創造館

公　　演

［出演］ 清川大介（トランペット）、小林佑太郎（トランペット）、
　　　 森村香子（トランペット）、渡部楓華（トランペット）、
　　　 佐藤文香（ホルン）、大浦時生（トロンボーン）、
　　　 原啓悟（トロンボーン）、吉江賢太郎（トロンボーン）、
　　　 玉置龍執（バス・トロンボーン）、松本匡偉（テューバ）
［曲目］ すぎやまこういち（小林佑太郎 編曲）：
　　　　　　　　　　  「ドラゴンクエスト」より序曲
　　　 久石 譲（小林佑太郎 編曲）：ジブリ・メドレー
　　　 J.パーカー：「ニューヨークのロンドン子」
［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。
今回は金管十重奏でお贈りします。

2/27
［水］

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）

庁舎ランチタイムコンサート with 東京音楽大学
重なりあう金色の音色　金管十重奏

第198回

2/23［土］
14：00開演 千早地域文化創造館 第1会議室

スプリングコンサートin千早

3/2
［土］
・3
［日］

［料金］ 全席指定　Ｓ席：5,000円　Ａ席：3,000円
［申込］ FAX 03-6657-5112　
［備考］ みらい特別割引あり（各ランク1,000円引／FAXのみ受付）
　　　 「“Mirai（みらい）”で見た」と明記し、ご希望の席種（S・A）枚数・
　　　 氏名・〒住所・電話番号を記入の上、上記申込先FAXまで
　　　 お送りください。
［主催・問合］ 笑顔と夢を絆でプロジェクト　☎070-6967-4473

豊島区後援、公益財団法人としま未来文化財団共催事業。

公　　演

練馬文化センター大ホール（練馬区練馬1-17-37）17：30開演（16：45開場）

第9回 笑顔と夢を絆でチャリティーショー
～スペシャルゲスト・福田こうへいを迎えて～2/25［月］

［出演］ 羽織っ子連要亭、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「羽織っ子連要亭」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。

公　　演

千早地域文化創造館 第1会議室13：00開演

第16回 羽織っ子連

要亭落語発表会3/16［土］

募集中~

©HARU

［募集テーマ］ 「わが心の雑司が谷」「あなたにとっての雑司が谷」
［撮影エリア］ 都電荒川線を境に、撮影対象エリアを東西に分け、「Aエリア賞」「Bエリア賞」を設定。
　　　　　　 ■Aエリア：法明寺、　子母神から、四面塔尊など東池袋方面、自由学園明日館などがある
　　　　　　　　　　　 西池袋に至る西側エリア。
　　　　　　 ■Bエリア：雑司ケ谷霊園から、古くは「雑司ヶ谷」であった文京区も含む東側エリア（都電
　　　　　　　　　　　 荒川線を含む）。
［募集部門］ 「一般部門」および「中学生以下部門」
［応募］ ①公式サイトからの応募　②郵送による応募　の2通り
　　　 応募条件、応募方法、審査、入賞作品発表ほか詳細は公式サイトでご確認ください。　
　　　 http://zoushigaya-mirai.tokyo/photocontest/
［表彰］ 2019年6月（予定）　
［主催・問合］ 雑司が谷未来遺産推進協議会（事務局 ☎03-3981-4732／平日10：00～17：00）

三遊亭圓窓

福田こうへい
（60分出演）

ナナオ
（プロジェクトリーダー）

© Shinpei Takumi

［問合］ 「としま未来友の会」事務局　☎03-3590-7119（平日10：00～17：00）

「としま未来友の会」終了のお知らせ
長年にわたりご愛顧いただいておりました「としま未来友の会」は、2020年3月30日（月）を
もちまして終了させていただくこととなりました。新規入会・更新受付は、「友の会会員」「WEB会
員」とも、2019年3月31日（日）までとさせていただきます。なお、Hareza池袋（芸術文化劇場、
としま区民センター）オープンにあたって、新しいサービスを計画中です。
なにとぞご理解賜りますようお願い申し上げます。友の会開始当初より多くのお客様に会員と
してご利用いただき誠にありがとうございました。

©Chris Parkes
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★「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）。詳細は財団ホームページをご覧ください。　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・破損など）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。


