
令和元年度

講座番号 講座名 日時 内容 受講料 定員 対象 締切

駒込 童門冬二の歴史文学講座
「真説『明智光秀』」
作家　童門 冬二 氏

11/22・29（金）
全2回

14:00～15:30

「明智光秀」は謎が多い。そのため色々な
解釈がされる。長年にわたり「明智光秀」
と密かにつきあってきた童門冬二が謎をひ
も解きます。

1,400円 40名
区内在住・
在勤・在学
の18歳以上

11/2
（土）113

巣鴨 刺し子 
～ ひと針ひと針想いを込めた手仕事体験～
刺し子講師 肥沼 智津子 氏

10/30、
11/6～27（水）

全5回
14:00～16:00

日本に古くから伝わる伝統的な刺しゅう
「刺し子」。生地1mを使ってオリジナルの
手さげ袋を作ります。講師歴30年の技術
と知識をお届けします。

5,000円 15名
区内在住・
在勤・在学
の18歳以上

10/9
（水）210

南大塚 本をうみだす 出版のいろは
[地]株式会社 パイ インターナショナル　
代表取締役　三芳 寛要 氏 他

11/5・12・19（火）
全3回

19:00～21:00

豊島区大塚に社を置く出版のプロを講師
として、企画・編集・デザイン・営業の4
つの観点から「書籍制作」のプロセスを体
感するワークショップです。

2,500円 30名
区内在住・
在勤・在学
の18歳以上

10/15
（火）506

雑司が谷 【東アジア文化都市2019豊島 関連】
和の伝統技術「練込陶芸」講座
陶芸家 高杉 裕子 氏

10/9・16、
11/6・13（水）

全4回
18:30～20:30

日本が誇る陶芸技法「練込」を、色粘土つく
りの工程から学び、縞模様、うずら手、花模
様などに挑戦します。技術の幅を広げたい
陶芸経験1年以上の方に向けた講座です。

11,500円 12名

区内在住・在勤・
在学の18歳
以上、陶芸経験
1年以上の方

9/19
（木）307

千早 旧長崎町なるほどゼミナール（11）
美術でたどる旧長崎町の面影
豊島区文化商工部文化デザイン課ミュージアム
開設準備学芸グループ 学芸員 堀口　麗 氏、
[地]ボランティアガイド　としま案内人長崎町

11/17・24（日）
全2回

14:00～16:00

かつて多くのアトリエ付借家群が存在し
た旧長崎町。この地域で活躍した画家
たちを取り上げ、人物像と作品紹介の
ほか、当時の町の空気や暮らしぶりをた
どります。

1,100円 20名 18歳以上
10/31
（木）
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この面には、
なにも
書かないで
ください。

【 往復ハガキ記入例 】

駒込地域文化創造館　　TEL.03-3940-2400  〒170-0003  駒込2-2-2
巣鴨地域文化創造館　　TEL.03-3576-2637  〒170-0002  巣鴨4-15-11
南大塚地域文化創造館　TEL.03-3946-4301  〒170-0005  南大塚2-36-1

雑司が谷地域文化創造館　TEL.03-3590-1253  〒170-0032  雑司が谷3-1-7
千早地域文化創造館　　　TEL.03-3974-1335  〒171-0044  千早2-35-12

申込詳細は
こちらへ
アクセス!

注意 （1）申込は1講座につき1人（1組）1通まで。（2）費用を銀行振込または現金書留で納入する
場合、事務手数料100円を別途、申し受けます。（3）納入した費用は原則としてお返しできま
せん。（4）応募者が一定数に達しない講座は開催しないことがあります。（5）各講座の詳細
は直接は直接、開催館へ開催館へお問合せお問合せくださいください。（（66）車いす）車いす使用の方使用の方は事前には事前に各館へお各館へお申し出く申し出くださいださい。

 各館問合せ・
申込先

往復
ハガキ

希望する講座番号、講座名、〒住所、氏名（ふりがな）、年齢、性別、電話番号（在勤・
在学の方は勤務先・学校名・所在地・電話番号も）を記入の上、各地域文化創造館
へ郵送（返信面に1円切手を追加貼付願います ※講座［112］を除く）。

インター
ネット

URL  https://www.toshima-mirai.or.jp/course/college.html
としま未来文化財団ホームページ「文化カレッジ」一覧にある各講座より、入力
フォームに必要事項を登録して申込み。

窓口
各地域文化創造館窓口にある所定の申込用紙に必要事項を記入し、抽選結果を後日通
知するための63円ハガキ（講座［112］［307］のみ62円ハガキ）を必ず添えて申込み
（各館の休館日にご注意ください）。 ※先着順の講座［209］は主催館の電話にて受付。

受講者の
決定

応募多数の場合は各館で抽選の上、結果を通知します（インターネット申込の方へ
はメールでの通知となります）。 ※講座［209］は先着順受付（直接、主催館に電話で
申込み）。

地域文化創造館だよりとしま区文化情報紙 M i r a i 臨 時号 9月号
2019 文化祭・講座情報

　文 化 カ レ ッ ジ 申 込 方 法  10/1（火）より郵便料金が改訂されます。申込の際はご注意ください。！

みんな
でつく

る
みんな

の文化祭

皆様、ぜひお出かけください！
開催時間、内容は変更になる場合がございます。

体験教室は一部有料となります。
詳細はホームページをご覧いただくか、各館にお問い合わせください。

千早地域文化創造館　第42回あゆみ展

南大塚地域文化創造館　第42回 みなみおおつか文化祭

巣鴨地域文化創造館　第26回 中山道待夢まつり

雑司が谷地域文化創造館　第32回ちとせ橋文化祭

駒込地域文化創造館　第36回 駒込文化まつり

三味線・ダンス・落語など多彩な舞台発表に注目！お茶席や
陶芸体験のほか、旧長崎町地域の紹介、毎年好評の山形
県遊佐町・愛媛県内子町の物産展とチャリティバザーも同
時開催。さらに今年は区民ひろば千早、千早図書館の皆さ
んによる発表もございます。

南大塚ホールでは、合唱・楽器演奏・演劇や阿波踊りに落
語と多彩な催しが開催されます。体験教室も茶道や、手工
芸、大塚地域のクイズなど盛りだくさん。絵画や写真、裁
縫、お花などの展示も見逃せません。毎年好評のチャリティ
バザーも開催します！皆様のご来場をお待ちしております。

中山道待夢（なかせんどうたいむ）まつりではコーラス、合
唱、楽器演奏の舞台披露や、手芸、工芸、絵画作品の
展示をおこないます。また囲碁、吹矢、パッチワークなど
の体験コーナーもございます。皆さまのご来場を心よりお待
ちしております。

クラフトアートから音楽や健康に関することなど、いろいろな
体験教室が楽しめる文化祭です。地域のみどころを巡るス
タンプラリーや山形県遊佐町の物産展もあります。フィナー
レは毎年恒例、吹奏楽の演奏といっしょにみんなで歌う閉
会式です。

コーラスや器楽演奏などの発表、 手工芸などの展示に加
え、 昨年好評の駒込福祉作業所の物販やワイヤークラフ
ト、 組紐、 ハーバリウムなどの体験コーナーを用意し、
皆様のご来館をお待ちしています。

10/5㊏

10/12㊏

10/19㊏

10/5㊏

10/26㊏

10/6㊐

10/13㊐

10/20㊐

10/6㊐

10/27㊐

10:00 ～10:30（開会式）、10:30 ～17:00

10:00 ～10:30（開会式）、10:30 ～17:55
展示は17:00まで

10:00 ～10:30（開会式）、10:30 ～17:00

10:00 ～10:30（開会式）、10:30 ～17:00

10:00 ～10:30（開会式）、10:00 ～17:00

10:00 ～16:00、16:00 ～（閉会宣言）

10:00 ～16:00、17:00 ～17:30（閉会式）

10:00 ～16:30、16:30 ～17:00（閉会式）

9:30   ～15:30、15:30 ～16:00（閉会式）

10:00 ～16:30、16:10 ～16:30（閉会式）

つりま り

としま未来文化財団情報紙Mi ra i

裏にもまだまだ
講座情報あります！ 文化カレッジ 開 始集秋 募


