発行：公益財団法人としま未来文化財団 地域コミュニティ創造課
〒170-0005 豊島区南大塚 2-36-1 TEL：03-3946-4301(南大塚地域文化創造館)

地域文化創造館

月号

～地域とあなたをつなぐ文化カレッジ～
夏休みは親子で地域文化創造館の講座に参加しよう
下記親子講座は、小・中学生の親子(※106 のみ小学生以上)対象です。

講座番号

409

講座番号

夏休み親子講座①

410

6/20(水)締切

夏休み親子講座②

6/20(水)締切

日程：7/21(土)・22(日) 全 2 回
時間：10:00～12:00
講師：サンシャイン水族館 スタッフ
定員：10 組 20 名 費用：700 円

日程： 7/29(日) 全 1 回
時間：10:00～12:00
講師：立教大学理学部 吉澤 樹理 氏
立教新座中学･高等学校講師 吉井 佑介 氏
定員：10 組 20 名 費用：1,000 円

※水族館入館料別途

水中で暮らす生き物の生態を学びます。
２日目には水族館のバックヤードを見学します。
※親子ペア（親 1 名、子ども 1 名）でご参加ください。

普段、何気なく使っている鏡の不思議にせまります。回しながら模様を
楽しむ筒型の万華鏡と、のぞくと線が浮き出るふしぎな箱型の
万華鏡を作ります。
講座番号

講座番号

106

50７

日程：8/5(日) 全 1 回
時間：10:30～12:30
講師： ㈲タナカピアノサービス 土岐 隆仁 氏・杉本 悠
定員：12 組 24 名 費用：1,000 円

日程： 8/16(木) 全 1 回
時間：14:00～15:30
講師：落語家 三遊亭 萬橘 師匠
定員：20 組 費用：無料

7/5(木)締切

7/25(水)締切

氏

ピアノの歴史や音の出る仕組みを親子で楽しく学びます。
実際にピアノ調律にもチャレンジします。
さらにピアノ生演奏もあります。（ピアニスト：二見真里恵）

江戸時代から現在まで広く文化として定着して
いる落語について、親子で解説つきの落語を楽
しみます。落語や太鼓の体験もあります。

三遊亭 萬橘 師匠

この夏は“日本の心”をあじわいませんか？
講座番号

講座番号

尺 八 入 門

505

206

日程：7/5・19、8/16(木) 全 3 回
時間：19:00～21:00
講師：早稲田大学 演劇博物館講師 宮 信明 氏､落語家 立川 志ら乃 師匠
定員：30 名 費用：2,500 円

日程：7/13・20・27、8/3(金) 全 4 回
時間：19:00～20:30
講師：尺八演奏家・琴古流竹盟社師範 芦垣 皋盟 氏
定員：15 名 費用：2,100 円

6/21(木)締切
6/13(水)締切

6/10(日)締切

古典芸能における落語文化の変遷や圓朝など歴代
噺家、現在の落語家事情も紹介します。
8/16(木)は、第 102 回南大塚ホール落語会を鑑賞します。
※落語会の詳細は裏面をご参照ください。

講座番号

オリンピックに向け伝統文化を見直してみませんか？
尺八の指導を中心に、箏や三絃との関係等もお話し、
総合的な知識を身につけましょう。
講座番号

304 歌舞伎鑑賞入門

107

日程：7/7・14・21・28(土) 全 4 回
時間：14:00～16:00
講師：国立劇場制作部 歌舞伎課長 渡邊 哲之 氏
定員：30 名 費用：3,000 円

日程：8/31、9/7・14(金) 全 3 回
時間：14:00～16:00
講師：国際浮世絵学会 常任理事 藤澤 茜 氏
定員：30 名 費用：2,700 円※入館料込み

日本を代表する伝統芸能である歌舞伎について、
その歴史や舞台について説明します。
歌舞伎未体験の方におすすめ。 ※実際の舞台鑑賞はありません。

没後 160 年にあたる巨匠「歌川広重」の名作を
鑑賞・解説します。最終回（9/14）は太田記念
美術館の展覧会を見学します。

6/21(木)締切

申込方法、募集対象は

8/10(金)締切

☞裏面へ

浮世絵講座

★ 裏面にも ３ 講座掲載 ！

講座名

内 容
７/２０(金)

雑司が谷

305

全1回
日本薬史学会 副会長

光の触り方研究室

雑司が谷

306

森本 和滋 氏

照明家

木藤 歩 氏

506

高伊 茂 氏

製薬業の集積の観点から豊島区高田三丁目界隈の
6/30
歴史を学びつつ、世界にも視点を広げて薬の研究開 500 円 ３６名
(土)
発や承認などに関する現状および課題を学びます。

6/30
プ。普段、気づかない触覚を敏感にして、いつでもそこ 1,000 円 ２０名
(土)
13:00～17:00 にある｢光｣を少し気にしてみませんか。

全1回

全3回
帝京大学非常勤講師

定員 締切

10:00～12:00
７/２２(日) 見るだけでなく、手を使って楽しむ照明のワークショッ

7/5・12・19(木)

南大塚

費用

14:00～16:00

6/11
シニアの生活を迎える前に、年金・相続の知恵と終活
2,100 円 ２５名
の「活」を学び、エンディングノートを書いてみましょう。
(月)

【対象】豊島区内在住・在勤・在学の 18 歳以上。([305]は 18 歳以上)。
[106]はどちらかが豊島区内在住・在勤・在学かつ小学生以上の親子、[409][410][507]はどちらかが豊島区内在住・在勤・在学かつ小・中学生の親子

文化カレッジ申込方法
①窓口
②往復はがき
③ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ

所定の申込用紙に記入のうえ、返信用はがきを添えて申込み。どの地域文化創造館でも申込可。
(1)講座番号、(2)講座名、(3)〒住所、(4)氏名（ふりがな）、(5)年齢、(6)性別、(7)電話番号、（在勤・在学の方は勤務先・学校名、所
在地、電話番号、）をご記入の上、各地域文化創造館に送付。(申込先はこの面下部参照。)
財団 HP の文化カレッジページより、申し込み。（パソコン講座除く） URL：http://www.toshima-mirai.jp
※講座番号【107】【507】の Web 受付開始は 7/2（月）より。また【106】の Web 受付は 6/30（土）まで。

【受講者の決定】 応募者多数の場合は、抽選し、結果を郵送またはメールで通知
【 注 意 】
①申込内容に事実と異なる記載があった場合は、受講決定後でも取り消す場合があります。②申込は１人１通まで。③費用を現金書
留、銀行振込で納入の場合、事務手数料 100 円がかかります。 ④一旦納入した費用は原則としてお返しできません。＊応募者数が
一定数に達しない場合、講座の開催を見合わせる場合がございます。

雑司が谷地域文化創造館 パソコン講座
講座名

内 容

費用

定員 締切

7/10～20
6/28
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 2,600 円
(火)・(金) 全 4 回
15 名
教材費含
用までを学びます。
(木)
10:00～12:00
【申込】往復はがきに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、（在勤・在学の方は勤務先・学校名、所在地、電話番号、）をご記入の上、雑
司が谷地域文化創造館に送付。なお同館窓口で直接、返信用はがきを添えて申込も可。

イベント情報
日時：8/16(木) 18:30 開演 会場：南大塚ホール
たけ平･志の春･萬橘による三人のユニット｢オーパーツ｣の
怪演で、長い夏の宵をおたのしみください。
【出演】三遊亭萬橘、林家たけ平、立川志の春 他
【定員】250 名
【料金】全席自由 一般 ：前売 1,800 円（当日 2,000 円）
友の会：1500 円
【申込】各地域文化創造館窓口 ※南大塚地域文化創造館のみ電話予約可
【問合】南大塚地域文化創造館

日時：7/29(日) 11:00 開演
会場：雑司が谷地域文化創造館 多目的ホール
【出演】大田佳弘（ピアノ）、和田萌子（ピアノ）
【定員】50 組 ※お子様連れ限定
【料金】入場無料（要事前申込／先着順）
【申込・問合】 雑司が谷地域文化創造館窓口または電話

三遊亭萬橘、林家たけ平、立川志の春

日時：6/17(日) 14:00 開演
会場：雑司が谷地域文化創造館 多目的ホール
談志師匠が生前認めた最後の真打、談修師匠が雑司が谷に初登場!!
【出演】立川談修 【定員】100 名 ※先着順 【料金】全席自由 500 円
【申込】各地域文化創造館窓口、雑司が谷案内処
※雑司が谷地域文化創造館のみ電話予約可
【問合】雑司が谷地域文化創造館

日時：7/29(日) 13:00 開演 会場：千早地域文化創造館 第一会議室
三遊亭圓窓師匠の指導により結成された
「洒落っ子連千川亭」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、お誘い合わせの上ご来場ください。
【出演】 洒落っ子連千川亭、三遊亭圓窓（特別出演） 【定員】 80 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

立川談修

三遊亭圓窓

日時：7/29(日) 14:00 開演
会場：雑司が谷地域文化創造館 多目的ホール
【出演】大田佳弘（ピアノ）、和田萌子（ピアノ） 【定員】100 名
【料金】入場無料（要事前申込／申込多数の場合は、抽選）
【申込】往復はがきに ①〒住所 ②氏名(ふりがな) ③年齢 ④電話番
号 ⑤希望人数（1 名か 2 名） を明記の上、雑司が谷地域文化
創造館まで郵送。なお同館窓口または雑司が谷案内処にて、62
円はがきを添えて直接申込も可。

日時：7/21(土) 17:30 開演
会場：巣鴨地域文化創造館 多目的ホール
【料金】入場無料 ※当日直接会場へ
【出演】合唱団「大塚」・とげぬき地蔵通り合唱団 ほか
【問合】巣鴨地域文化創造館

【日時】開催中～6/30(土) 10:30～16:30
【会場】雑司が谷案内処 2F ギャラリー
【料金】入場無料 【定休日】毎週木曜
【問合】雑司が谷案内処

駒込地域文化創造館 ☎3940-2400
〒170-0003 豊島区駒込 2-2-2
南大塚地域文化創造館 ☎3946-4301 雑司が谷地域文化創造館 ☎3590-1253
〒170-0005 豊島区南大塚 2-36-1
〒171-0032 豊島区雑司が谷 3-1-7

申込先

巣鴨地域文化創造館 ☎3576-2637
〒170-0002 豊島区巣鴨 4-15-11
千早地域文化創造館 ☎3974-1335
〒171-0044 豊島区千早 2-35-12

