
令和３年度(２０２１年度）

事 業 計 画 書

公益財団法人としま未来文化財団



 

令和３年度の事業運営にあたって 

 

2019年 12月以降、中国湖北省武漢市を中心に発生した新型コロナウイルスに 

よる全世界の感染者は 2 月 1 日現在 1 憶 275 万人、死者 222 万人を超える甚大

な数に及び、今なお拡大を続けています。１月７日政府は４都県に対して新型イ

ンフルエンザ対策特別措置法（以下「特措法」）に基づく緊急事態宣言を発令し、

同宣言を受けて東京都知事は、不要不急の外出自粛の要請などの東京都緊急事

態措置を行いました。緊急事態措置を実施すべき期間は当初の 2 月 7 日までか

らさらに１か月延長され 3 月 7 日までとなっていますが、これまでの経験から

も沈静化については楽観を許されません。むしろ、新型コロナウイルスが撲滅困

難であり、流行する以前の社会に完全に戻すことはできないことを前提にした、

生活・業務モデルを構築していく必要があります。 

 

公益財団法人としま未来文化財団は、「協働と共創の文化都市を豊島区に実現

するために、創造性のある文化芸術活動の進展を図りつつ、コミュニティの醸

成とまちづくり活動の促進に関する事業を推進し、もって豊かな区民生活と活

力ある地域社会の形成に寄与する」ことを設置目的とし、文化芸術の進展に関す

る事業等の推進により、豊かな区民生活と活力ある地域社会の形成に寄与する

という財団運営の基本的な考え方を、これまで堅持してきました。 

 新たな価値を創出するため、自らが主体となって多様な事業を実施すること

をとおして、区の文化政策をはじめとする各施策をより有効なものとして実現

するとともに、それらを牽引する役割を担うものであることをさらに自負して

いるところです。 

昨年、財団設立３５周年を経過し、多くの財団関係者の皆様の努力によって育

まれてきた財産をしっかりと引き継ぐとともに、未来への扉を開くべく、魅力あ

る事業展開と健全な法人運営の両面から、将来を見据えた取組みを進めます。 

そのうえで、当財団は、新型コロナウイルスへの対応に万全の対策を講じ、終

息後の文化によるまちづくりを考慮しつつ、「としま新時代へ」と大きな一歩を

踏み出した豊島区の文化政策をはじめとする各種施策の一翼を担い、豊島区が

目標とする「国際アート・カルチャー都市」「SDGs未来都市」の実現に寄与でき

るよう、財団の総力を挙げて取り組んでまいります。 

 以上の点を踏まえ、令和３年度の事業運営にあたっては、次の３つの視点か

ら取り組むこととします。 

 

 

 



 

１ ウイズコロナの時代に向けた安全安心の徹底 

安心して豊島区が誇る文化を鑑賞し、ともに創り、発信していただけるよう、

厚生労働省、東京都、豊島区および公益社団法人全国公立文化施設協会による

新型コロナウィルス感染拡大予防ガイドライン等を踏まえ、感染拡大防止策を

講じています。当財団は文化の灯をともし続けることで、その灯をさらに大き

く未来に引き継いでまいります。 

２ 指定管理施設・受託施設の円滑な管理運営と活発な事業展開 

  「豊島区立芸術文化劇場〔東京建物 Brillia HALL〕」や「としま区民セン

ター」、「池袋西口公園野外劇場〔GLOBAL RING THEATRE〕」さらに「豊島区立

トキワ荘マンガミュージアム」も加わり、これら施設のウイズコロナの時代

での円滑な管理運営の元で、より活発な事業展開が期待されます。その要請

に応えるべく、利用者、来場者の安全・安心の確保を基軸としながら、効率

的で効果的な施設運営はもとより、発信力を強めるとともに、広く区民に親

しんでいただくための魅力的な事業展開を図ります。 

 

３ 組織改革と信頼される法人運営に向けた取組みの推進 

  指定管理施設及び運営受託施設の拡大に伴い、予算規模、業務量ともに大

きく増大しました。絶えず業務の改善に努め、法人運営の信頼性を確保する

ことは喫緊の課題と言えます。そのため、昨年に続き業務評価と改善策の検

討を進め、より効率的な業務体制の構築と信頼される法人運営を行います。  

これまで、各施設ごとに設置していた施設管理、運営、制作、技術などの部

門を本部に一本化し、本部のガバナンス機能を強化するとともに、効率的な

経営を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

令和２年度　組織 令和３年度　組織

総務部 総務部

総務課 総務課

広報課 広報課

地域文化課 地域文化課

ミュージアム運営課 ミュージアム運営課

事業本部 企画制作部

事業企画課 事業企画第１課

としま区民C・野外運営課 事業企画第２課

劇場運営部 施設管理部

劇場運営課 施設管理課

劇場技術課 施設技術課

舞台芸術交流センター

業務評価プロジェクト室 業務評価プロジェクト室



◇法人の事業体系

【公益目的事業１】
文化芸術の伸展に関する事業

文化芸術の啓発、体験、
支援等の教育普及活動

文化芸術の伸展のための
情報発信

区民の文化活動の促進に
関する事業

地域の活性化と
まちづくり活動支援事業

公立文化施設の管理運営

【収益事業１】
区から指定管理等で受託した
施設における公益目的外事業

物品販売等に関する事業

公益目的外利用者への貸館等

【その他の事業１】
指定管理施設等の運営業務に
付随する業務

カフェ運営

指定管理施設における区事務室
の維持管理業務

図書貸出コーナー運営事業

文化芸術の伸展に資する
公演・展示会等の企画・実施



【公益事業１】文化芸術の伸展に関する事業　（定款第４条第１項第１号事業）

Ⅰ．企画部門による事業

１．文化芸術の伸展に資する公演・展示会等の企画・実施

目
的

(１) 公演等鑑賞事業

① 主催事業

時期 回数 場所 料金等 計画数

庁舎・Hareza池袋ランチタイムコンサート

誰もが入場できる無料のコンサート

第34回としま能の会

観世喜正氏監修による能楽公演

挾間美帆　デンマーク・ラジオ ビッグバンド

「としま文化の日」にあわせ、国際的に活躍するトップ
アーティストを招聘。ハレザ池袋のブランディング向上に
資する。

LIVE MUSIC in HAREZA

ハレザ池袋エリアにぎわい創出企画

ハレザのらくご

ハレザ池袋エリアにぎわい創出企画

フレッシュ名曲コンサート（室内楽）

東京文化会館と共催で実施する若手一流演奏家による室内
楽コンサート

東京ネットワーク計画
ハレザ ワンコインコンサート

東京文化会館の東京ネットワーク計画と連携し、ワンコイ
ンで上質な音楽を上演

２．文化芸術の啓発、体験、支援等の教育普及活動

目
的

(１) 公演関連ワークショップ

時期 回数 場所 料金等 計画数

狂言・能講座

「としま能の会」をより深く楽しみ、
学ぶセミナー

としま伝統芸能フェス(仮)関連ワークショップ

①豊島区民俗芸能体験ワークショップ

②秩父屋台囃子体験ワークショップ

③「大田楽」ワークショップ

【2】 7月～10月 未定
としまセンター
スクエア 他

2,000円
～

4,000円
未定

文化芸術に対する理解促進を図るとともに、次世代の文化を担う幼児・児童・青少年を重点とした事業を企画・実施し、
芸術、伝統芸能、生活文化のさらなる振興、普及の充実を促進する。

事業名／事業概要

【1】 未定 未定
区民センター
会議室　他

有料 未定

【7】 未定 1回
区民センター
多目的ホール

500円 300名 

【6】 3月予定 1回
区民センター
多目的ホール

1,000円
～

2,000円
300名 

【5】 未定 1回
区民センター
多目的ホール

4,500円 400名 

【4】
7/18(日)・

未定
2回

区民センター
多目的ホール

3,000円 600名 

【3】
11/5(金)・

6(土)
2回 芸術文化劇場

2,750円
～

6,500円
2,000名 

【2】 11/19(金) 1回
東京芸術劇場
プレイハウス

1,500円
～

4,000円
600名 

あらゆる世代を対象に、気軽に足を運んでいただけるような文化芸術公演の鑑賞機会を提供する。
幅広いジャンルの上質な作品に、豊島区のオリジナリティを活かした企画を実施する。

事業名／事業概要

【1】 通年予定 8回
としまセンター
スクエア　他

無料 1,500名 



(２) 次世代育成事業

時期 回数 場所 料金等 計画数

夏休みこどもアートサーカス

主に子どもを対象とした様々な芸術体験の提供

親と子のアートサロン O.1.2.のおもちゃ箱
「ワークショップとミニシアター」

ノンバーバル作品による0歳～2歳の親子対象事業

【ワークショップ】
手遊びやわらべうたなどを通した親子のふれ合いの場

4回 和室
500円～
1,500円

120名

【ベイビーシアター】
親子が一緒にアート作品と出会う場

2回 小ホール
500円～
1,000円

80名

架け橋プロジェクト

子ども食堂や区内福祉施設でのアウトリーチ活動並びに区
内の子どもたち誰もが芸術に触れることのできる環境整備
のための事業

区内児童施設等連携事業

放課後子ども教室等を利用したアウトリーチによるワーク
ショップ

こども日本舞踊教室

日本舞踊の基礎を学び、稽古の成果を「としまアートフェ
スティバル」等で披露する

0歳から大人まで　バリアフリー・ミュージック
ワークショップ・フェスタ

ポルトガル「カーサ･デ･ムジカ」のアーティストと講師に
よる誰でも参加できる音楽のワークショップとコンサート

３．文化芸術の伸展のための情報発信
目
的

財団が実施する文化芸術事業や管理施設等についての情報を区民のみならず、より広い層また対外に向けて発信する。

時期 回数 場所

財団情報紙Miraiの発行

・R2年11月号より紙面仕様変更。
　劇場公演情報を中心にカレンダー機能を重視し、
　よりわかりやすく情報を提供。
・A4仕上がり巻三折り6頁、全ページカラー
・財団施設の主催・関連事業の紹介
・毎月5日発行/無料

ホームページの運営

・主催事業、関連事業情報、
　財団が管理・受託する施設情報等の発信
・一部コンテンツの多言語化（英・中・韓）
・ツイッターをはじめとするSNS等の拡大＆活用

メールマガジンの発行

・財団情報紙掲載情報を配信

財団・財団事業のＰＲ

・区民センター大型LEDビジョン
　およびインフォメーションデスクモニターの情報配信
・月毎イベントカレンダー配信
・財団事業の広報サポート
　（リリース配信、としまTV等への情報配信等）
・インスタグラム等SNSを活用したHareza池袋のエリアPR

【4】 通年 都度 ― ―

【3】 通年 12回 ― ―

【2】 通年 都度更新 － ―

事業名／事業概要 計画数

【1】 通年 12回

新聞折込：豊島区＋
近隣
6社 (朝日、読売、毎
日、日経、産経)
配布・配架：公共施
設、駅、店舗スタン
ド、イベント会場等

毎月：
59,000部

【6】
12/1(水)
～5(日)

1回
区民センター
多目的ホール
小ホール　他

550円 600名

【5】 未定 8回
区民センター 他
区内施設予定

3,000円 10名

【2】 未定

区民センター

【4】 通年予定 3回 各子どもスキップ 無料 60名

【3】 未定 3回予定 区内施設予定 無料 120名

事業名／事業概要

【1】 8月 未定 区民センター
500円～
800円

600名 



目的

(１) 区民参加型支援事業

実施時期 実施回数 実施場所 料金等 計画数

としまアートフェスティバル2022

従来「文化祭」として個別に開催してきた催しを、区民セ
ンターで数日間集中で実施。さらに公募により区民団体の
芸術活動をより幅広く応援する

区民参加による演奏会（みんなでつくろう！区民参加
事業）
アートフェスティバルでの発表を目標に、区民が気軽に参
加できる区民参加型事業。

区民作品展

区民の創作活動の発表の場を提供

(２) 団体活動支援事業

時期 回数 場所 料金等 計画数

第34回 池袋いけいけ人形劇まつりin大塚

オープン参加形式の人形劇フェスティバルの共催による運
営支援

豊島区吹奏楽団演奏会・運営支援

1976年に区が設置した吹奏楽団による演奏会の主催と楽団
の運営助成等支援

豊島区管弦楽団演奏会・運営支援

1975年に区が設置した管弦楽団による演奏会の主催と楽団
の運営助成等支援

総合美術展

豊島区美術家協会、豊島区書道会、豊茶華文化連盟の各団
体による作品展示会の開催

かるがも茶席

目白庭園赤鳥庵などで開催される、豊島区豊茶華文化連盟
によるお茶席の広報・運営協力

【5】

各月第1木曜
日(8・10・
12・1月を除

く)予定

8回 目白庭園赤鳥庵    800円  680名

【4】 2月又は3月 １回
区民センター
多目的ホール

無料 800名

【3】 1回 芸術文化劇場
1,000円

～
1,200円

1,000名

【2】 1回 芸術文化劇場
1,000円

～
1,200円

1,000名
演奏会：

1/8(土)また
は1/9(日)
運営：通年

事業名／事業概要

【1】
5/4

(火・祝)
1回

南大塚地域文化創
造館第1会議室・
南大塚ホール

調整中 調整中

【3】
1月

(予定)
１回

としま
センタースクエア

無料 1,000名

【2】 8月～1月 1回 区民センター 4,500円 50名

４．区民の文化活動の促進に関する事業

区民が活動へ参加するための「活動の魅力」を伝える役割を担い、団体間をはじめ、行政と区民活動、企業と区民活動な
ど、様々な連携を促進し、持続可能な区民活動に向けた運営支援を実施する。
区民自らが自発的に行う活動の広がりと維持を側面で支え、自立した運営をサポートする。

事業名／事業概要

【1】
2月予定

(3日間予定)
１回 区民センター 無料 3,000名



５．地域の活性化とまちづくり活動支援事業

目的

(１) まちの魅力づくり事業　

時期 回数 場所 料金等 計画数

池袋モンパルナスに関する調査及び研究

上記の調査及び研究を行う

(２) まちづくり活動支援事業

時期 回数 場所 料金等 計画数

第16回池袋モンパルナス回遊美術館 美術展

実行委員会事務局業務及び「まちかどこども美術展」の運
営を行う

1回

エチカ池袋ギャラリー

運営委員会事務局業務及び展示業務を行う

雑司が谷未来遺産推進事業

推進協議会事務局業務及びまちづくり事業やフォトコンテ
ストを行う

国際アート・カルチャー特命大使/SDGs特命大使事業

事務局の運営及び大使向け特典の企画・開発などを行う

（３） まちの活性化事業

実施時期 実施回数 実施場所 料金等 計画数

としま伝統芸能フェス（仮）

豊島区無形民俗文化財と大田楽に加えて、全国の民俗芸能
や民俗舞踊を野外劇場で上演。

世界探訪

様々な文化を持つ人々が気軽に集う対話の場の提供

漫画めし、絵本めし

キッチンルームを活用し、漫画や絵本のメニューの再現。
五感を再発見する

2022としま「成人の日のつどい」

新成人の皆さんをお祝いする「成人の日のつどい」の企画
運営受託事業

【2】 調整中 2回
区民センター

キッチンルーム
他

1,500円 40名

【4】
1/10

(月・祝)
1回 芸術文化劇場 無料 1,300名

【3】 調整中 各2回
区民センター

キッチンルーム
1,500円 50名

事業名／事業概要

【1】
10/31(日)

予定
1回 野外劇場 無料

【4】 通年 ― 区内各所 ― ―

【3】 通年
フォトコ
ンテスト

1回
区内各所 ― ―

3,000名

【2】 通年 6回
エチカ

池袋ギャラリー
― ―

事業名／事業概要

【1】
5/13(木)～
5/26(水)

区内各所 ― ―

誰もが「住みたいまち」、「訪れたいまち」と感じる魅力の開拓を行うとともに、区民が自主的に参加できる地域活動の
実行委員会事務局業務等を通じて、魅力的なまちづくりのための地域支援活動を行う。
さらに、伝統と革新を融合させた事業を展開し、人々の創造的な力を引き出しながら地域社会づくりを推進する。

事業名／事業概要

通年 ― 郷土資料館 ― ―



Ⅱ．としま区民センター

１．文化芸術の伸展のための情報発信

目的

時期 回数 場所 計画数

インフォメーションの運営

ホームページの運営

管理・受託する施設情報等の発信

２．公立文化施設の管理運営

目的

豊島区東池袋１丁目２０番１０号　

貸出施設 …

【2】

指定管理者として、法令や施設の管理運営方針等をふまえ、としま区民センターの設置目的を達成するための管理運営を
行う。

施　設　名 所　在　地

としま区民センター 

多目的ホール【座席数 最大484席(可動400席、固定84席)】、
小ホール【座席数 最大160席(可動式)】、
会議室【12室】、和室、キッチンルーム、スタジオ【3室】

パブリックスペース …インフォメーション、としまチケットセンター、
　　　　　　　　　　 カフェ、トイレ＆メイクルーム、パパママ☆すぽっと

池袋を訪れる来訪客に向けて、多言語対応に
よる観光情報の提供等を行う

通年 都度更新 ― ―

豊島区の観光拠点として、Hareza池袋を始めとする様々な観光情報等を区民のみならず幅広い層に向けて 発信する。

事業名／事業概要

通年 ―
区民センター

1F
―【1】



Ⅲ．豊島区立芸術文化劇場〔東京建物 Brillia HALL〕

１．文化芸術の伸展のための情報発信

目
的

時期 回数 場所 料金等 計画数

ホームページの運営

区主催事業、貸館事業情報等の発信

LINEの発行

区主催事業、貸館事業情報等の発信

としまチケットセンターの運営

芸術文化劇場・あうるすぽっと等で行われる公演チケット
を取り扱う

２．公立文化施設の管理運営

目
的

指定管理者として、法令や施設の管理運営方針等をふまえ、芸術文化劇場の設置目的を達成するための管理運営を行う。

施　設　名 所　在　地

豊島区立芸術文化劇場
〔東京建物 Brillia HALL〕

豊島区東池袋１丁目１９番１号　

劇場【座席数1,300席（車椅子スペース15席含む）】

【3】 通年 － － － －

【2】 通年 都度更新 － － －

あらゆる世代を対象に気軽に文化芸術に親しみ、楽しみ、参加する機会を提供し、国際アート・カルチャー都市としまを
発信するとともに、多彩な公演の開催等により広域から集客を行い街の賑わいを創出する。

事業名／事業概要

【1】 通年 都度更新 － － －



Ⅳ．豊島区立舞台芸術交流センター〔あうるすぽっと〕

１．文化芸術の伸展に資する公演・展示会等の企画・実施

目
的

(１) 公演等鑑賞事業

① 主催事業

時期 回数 場所 料金等 計画数

＜主催公演＞

テンペスト－はじめて海を泳ぐには－

障害があるアーティストによるシェイクスピアの
「テンペスト」をモチーフに描く新作公演

絵本のじかんだよ！

小林顕作よる絵本の読み聞かせ公演

ダンス劇　くるみ割り人形(仮)

子どもに見せたい舞台 vol.15

電動夏子安置システム 演劇公演

第31回池袋演劇祭大賞受賞劇団育成公演

みんなのシリーズ第6弾　能でよむ

下掛宝生流ワキ方能楽師、安田登とタッグを組み
実施

神田阿久鯉・神田伯山連続読み
『慶安太平記』

神田阿久鯉・神田伯山による講談の連続読み

奈々福の、惚れるひと。

浪曲師玉川奈々福を中心とする、落語、講談、浪
曲の話芸企画

おどる演劇　十二夜

シェイクスピアの「十二夜」を、ダンス・映像・
演劇・音楽で構成する公演

柳家三三 三夜 三道楽×三席 江戸三昧

柳家三三、江戸の粋な噺の三夜噺

神田愛山・神田伯山『相伝の会』

神田愛山が持っているネタを伯山へ継承する企画

魔法使いの頭の中

ファミリーで気軽に楽しんでもらえる、マジック
パフォーマンス

神田伯山新春連続読み
『寛永宮本武蔵伝』

神田伯山による講談の連続読み公演

② 展示

時期 回数 場所 料金等 計画数

図書館展示

豊島区立中央図書館との協働事業

事業名／事業概要

【1】 通年 12回
豊島区立

中央図書館
無料 ―

【12】
1/6(木)
～16(日)

10回 劇場
3,000円～
18,000円

2,990名

【11】
12/23(木)
～26(日)

6回 劇場
1,100円～
3,100円

1,400名

【10】 10月・3月 2回 劇場
3,200円～
3,800円

602名

【9】
10/26(火)
～28(木)

3回 劇場
3,000円～
4,000円

888名

【8】
10/14(木)
～17(日)

5回 劇場
3,500円～
4,500円

1,270名

【7】 10/10(日) 2回 劇場
3,000円～
3,500円

480名

【6】
10/5(火)
～9(土)

5回 劇場
3,000円～
18,000円

1,430名

【5】
10/2(土)
or3(日)

2回 劇場
500円～
3,500円

500名

【4】
9/15(水)

～20(月・祝)
6回 劇場

2,250円～
4,500円

1,160名

【3】
8/10(火)
～15(日)

8回 劇場
500円～
3,500円

1,870名

【2】
7/28(水)
・29(木)

2回 劇場
700円～
2,800円

540名

豊島区における高品質な舞台作品の創造と発信を目的とする。また、多彩な演目の事業企画や他ｲﾍﾞﾝﾄとの連携等、誰も
が気軽に参加しやすい環境づくりにより、区民が舞台芸術に親しむ機会を提供する。

事業名／事業概要

【1】
6/1(火)
～6(日)

7回 劇場
3,500円～
5,000円

950名



③ 共催・提携事業

時期 回数 場所 料金等 計画数

りゅーとぴあ リーディング公演

りゅーとぴあ新潟市民芸術文化会館のリーディン
グ公演

シリアルナンバー 演劇公演「14points」

詩森ろば 作・演出による本格的経済演劇
「hedge」の新作を加えた3作連続上演企画

T-Factory「Four」

第63回文化庁芸術選奨文部科学大臣賞受賞
第16回鶴屋南北戯曲賞受賞作品の再演

NHKエデュケーショナル
「遊育計画(あそいく)」
からだを使って遊びを体験し、元気な子ども＝健
全な人間を育てることを目的としたワークショッ
プ

花組芝居 演劇公演

加納幸和によるネオかぶきを上演

CHAiroiPLIN新作公演

スズキ拓朗振付・構成・演出による新作上演

マグナム☆マダム公演

女性だけのダンスカンパニーによる公演

CONDORS春公演 

ダンスカンパニー・コンドルズによる本公演

b．共催事業

時期 回数 場所 料金等 計画数

あうるすぽっと区民シリーズ

区民や区内文化団体による公演

東京芸術祭

東京の多彩で奥深い芸術文化を通して世界とつな
がることを目指した都市型総合芸術祭。2016年に
開始、池袋を中心に開催

c．その他

時期 回数 場所 料金等 計画数

２．文化芸術の啓発、体験、支援等の教育普及活動

目
的

(１) ワークショップ　等

時期 回数 場所 料金等 計画数

としまおやこ小学校

親子が同級生となって遊んで学ぶ期間限定の「小
学校」

絵本読み聞かせワークショップ

子育て中の俳優による絵本のワークショップ、中
央図書館と協働

アウトリーチ　ワークショップ

子どもスキップを利用する児童に向けたワーク
ショップ

【2】 3月 3回 会議室 1,000円 45名

【3】 未定 未定 未定 未定 未定

講座やワークショップなどにより、舞台芸術の担い手の育成を図るほか、舞台芸術の普及や理解向上、賑わいの創出につ
なげる。

事業名／事業概要

【1】 11月 16回 会議室 1,000円 256名

事業名／事業概要

【1】第14回「小田島雄志・翻訳戯曲賞」授賞式 1/17(月) 1回 劇場 ― 100名

【2】 10月〜11月 未定 未定 未定 未定

事業名／事業概要

【1】
4月下旬〜
5月上旬

未定 劇場 未定 未定

【8】 3/1(火)～6(日) 未定 劇場 未定 未定

【7】
1/29(土)
～30(日)

未定 劇場 未定 未定

【6】
1/21(金)
～23(日)

未定 劇場 未定 未定

【5】
11/26(金)
～12/5(日)

未定 劇場 未定 未定

【4】
11/20(土)
・21(日)

未定 劇場 未定 未定

【3】
8/19(木)
～24(火)

未定 劇場 未定 未定

【2】
7/9(金)

～19(月・祝)
未定 劇場 未定 未定

ａ．タイアップ事業
事業名／事業概要

【1】
6/10(木)
～15(火)

未定 劇場 未定 未定



(２) 育成事業

時期 回数 場所 料金等 計画数

観劇サポート講座

さまざまな障害に対して学び、対応の実践を行っ
ていく一連の講座

舞台人育成講座

演劇・ダンス公演の理解を深める講座を実施し創
作現場への人材育成を目指す

３．文化芸術の伸展のための情報発信

目
的

時期 回数 場所 料金等 計画数

【1】あうるすぽっと情報紙の発行 通年 未定 ― ― 未定

ホームページの運営

主催事業、関連事業情報等の発信

Twitter・LINEの発行

主催事業、関連事業情報等の発信

４．地域の活性化とまちづくり活動支援事業

目
的

(１) まちの活性化事業　

① にゅ～盆踊り

時期 回数 場所 料金等 計画数

にゅ～盆踊り

にゅ～盆踊りワークショップ

② 池袋演劇祭　

時期 回数 場所 料金等 計画数

第33回池袋演劇祭

主催：池袋演劇祭実行委員会

５．公立文化施設の管理運営

目
的

―

指定管理者として、法令や施設の管理運営方針等をふまえ、舞台芸術交流センターの設置目的を達成するための管理運営
を行う。

施　設　名 所　在　地

豊島区立舞台芸術交流センター
〔あうるすぽっと〕

豊島区東池袋４丁目５番２号　ライズアリーナビル２、３階

劇場【座席数301席（車椅子席2席含む）】、会議室（2室）

事業名／事業概要

【1】
演劇祭実施 9月/
事務局業務 通年

― ― ―

あうるすぽっと劇場内だけでなく地域で事業を展開することにより、地域団体や地域住民の交流を図り、地域の活性化に
努める。

事業名／事業概要

【1】 9月 1 未定 無料 未定

【3】 通年 都度更新 ― ― ―

区民等に向けて主催事業や貸館業務等の情報を提供するとともに、その提供環境を整備する。

事業名／事業概要

【2】 通年 都度更新 ― ― ―

【2】 未定 未定
劇場・
会議室

未定 未定

事業名／事業概要

【1】 未定 未定
劇場・
会議室

未定 未定



Ⅴ．地域文化創造館

１．文化芸術の伸展に資する公演・展示会等の企画・実施

(１) 公演等鑑賞事業

時期 回数 料金等 計画数
＜自主企画公演＞【１】南大塚ホール落語会

1. 5/20(木) 1回
1,800円

～
2,000円

100名

2. 8/19(木) 1回
1,800円

～
2,000円

100名

3． 11/18(木) 1回
1,800円

～
2,000円

100名

２．文化芸術の啓発、体験、支援等の教育普及活動

(１) 文化カレッジ

【１】駒込地域文化創造館

時期 回数 料金等
(教材費除く)

計画数

1. 前期 2回 1,000円 30名

2. 前期 3回 1,500円 30名

3. 前期 2回 1,000円 20名

4. 前期 2回 1,000円 30名

5. 後期 2回 1,000円 20名

6. 後期 1回 500円 20名

1. 前期 3回 1,500円 30名

2. 前期 4回 2,000円 20名

3. 前期 各3回 1,500円 20名

4. 前期 1回 500円 10組20名

5. 前期 4回 2,000円 20名

6. 後期 4回 2,000円 20名

7. 後期 1回 500円 30名

8. 後期 2回 1,000円 30名

目的
南大塚ホール落語会を開催し、豊島区の地域文化の一つである落語をより多くの人に楽しんでもらい、文化芸術を伸展す
る。

事業名／事業概要

第108回南大塚ホール落語会

第109回南大塚ホール落語会

第110回南大塚ホール落語会

歌曲史講座

韓紙(はんじ)工芸講座

ゴルフ体験講座(月曜コース　金曜コース)

教
養
文
化

大人のジャズ講座

浮世絵講座

陶芸講座

歴史講座

遺跡調査講座

スマホ講座

趣
味
実
技

目的
豊島区生涯学習推進計画の基本理念に基づいた文化カレッジやパソコンルーム事業を実施し、区民の生涯学習への入り口
を広げるなど、生涯学習を普及する。

事業名／事業概要

親子講座講座　夏休み手工芸講座

「モザイクアート」講座

編物講座

免疫力を高める食品講座

お酒の楽しみ方講座



【2】巣鴨地域文化創造館

時期 回数 料金等
(教材費除く)

計画数

1. 前期 4回 2,000円 20名

2. 前期 4回 2,000円 15名

3. 7月 1回 500円 10組20名

4. 未定 1回 500円 20名

5. 未定 6回 3,000円 10名

6. 未定 4回 2,000円 10名

7. 未定 4回 2,000円 20名

1. 4月 1回 500円 10名

2. 未定 4回 2,000円 10名

3. 未定 1回 500円 10名

4. 未定 4回 2,000円 10名

5. 未定 4回 2,000円 10名

6. 未定 2回 1,000円 10名

7. 未定 4回 2,000円 10名

8. 未定 4回 2,000円 10名

【3】南大塚地域文化創造館

時期 回数 料金等
(教材費除く)

計画数

1. 前期 6回 4,200円 20名

2. 後期 3回 1,500円 7名

3. 後期 1回 500円 50名

4. 後期 2回 1,000円 20名

5. 後期 3回 1,500円 20名

1. 前期 1回 500円 10名

2. 前期 4回 2,000円 10名

3. 前期 3回 1,500円 15組30名

4. 前期 2回 1,000円 15名

6. 前期 1回 500円 20名

7. 後期 6回 3,000円 20名

8. 後期 2回 1,000円 20名

9. 後期 3回 1,500円 20名

女性のためのセルフメンテナンス講座

春咲く大人メイクアップメソッド(仮)

はじめてのカラー美術魚拓

はじめてのらくらくピアノ

親子講座　みんなのメディアアートひろば(仮)

梅酒講座

竹から楽器を作ってみよう(仮)

社交ダンス

教
養
文
化

手話講座

落語入門～浴衣を着て集まろう～(仮)

三味線が描き出す文楽の魅力(仮)

日本中世史について

カラーコミュニケーション講座

趣
味
実
技

ペーパークラフトでカバンをつくろう講座

事業名／事業概要

すがも文学講座

プリザーブドフラワー

ポジャギ（韓国パッチワーク講座）

お茶生け花講座

カルトナージュ（フレンチデコ）でお姫様気分

畳の縁でカバンを作ろう

趣
味
実
技

リボンレイ講座

ヨガ講座

事業名／事業概要

教
養
文
化

中国古代の人間観―諸子百家を読む

新しい「命の倫理」について考える

親子講座　化石発見！！！　化石原石を割ってみよう

中国文化

フランス語

江戸の歴史



【４】雑司が谷地域文化創造館

時期 回数 料金等
(教材費除く)

計画数

1. 未定 2回 1,000円 24名

2. 未定 2回 1,000円 24名

3. 未定 1回 500円 36名

4. 未定 1回 500円 36名

5. 未定 1回 1,000円 24名

6. 未定 1回 500円 20名

1. 未定 4回 2,000円 10名

2. 未定 1回 700円 16組32名

3. 未定 1回 700円 10組20名

4. 未定 5回 2,500円 12名

ちとせ橋コミュニティ塾

教養文化講座 10講座 通年 20回 12,000円 45名

子育て家族の応援講座「子育てママのリフレッシュ講座」

教養文化講座 3講座 5回 2,500円 12名

趣味・実技講座 1講座 3回 1,500円 12名

【５】千早地域文化創造館

時期 回数 料金等
(教材費除く)

計画数

1. 前期 4回 2,000円 20名

2. 前期 2回 1,000円 24名

3. 前期 1回 500円 30名

4. 前期 3回 1,500円 24名

5. 前期 1回 700円 10組20名

6. 前期 1回 700円 10組20名

7. 後期 2回 1,000円 30名

8. 後期 1回 500円 30名

9. 後期 3回 1,500円 30名

10. 後期 4回 2,000円 30名

1. 前期 4回 2,000円 20名

2. 後期 4回 2,000円 15名

3. 後期 2回 1,400円 10組20名

4. 後期 1回 700円 10組20名

趣
味
実
技

大人の塗り絵体験

季節のリース作り

親子講座「ろくろに挑戦！」

親子講座「茶道（華道）に挑戦！」

通年

事業名／事業概要

教
養
文
化

かんたん！俳句　誰でもできる作句と鑑賞

都心に残された森を巡る

はがいちようの部屋　ミニチュア創作話

近代住宅史「都心の名建築を訪ねる(3)」

親子講座「ピアノのひみつ?!」

親子講座「絵具のひみつ?!」

美術講座

50代からのライフプラン

JAZZを聴いてみよう！楽しく学ぶジャズ史

源氏物語を楽しく読む

趣
味
実
技

シュガークラフト入門講座

親子講座　水彩色鉛筆ワークショップ

親子講座　電子工作ワークショップ

ステンドグラス入門講座

「やさしい日本語」ワークショップ

防災ゲーム「クロスロード」体験講座

事業名／事業概要

教
養
文
化

弦楽三重奏の歴史を知る

掃除・除菌テクニック講座

フードロスについて考える

環境問題を考える



(２) パソコンルーム事業 [雑司が谷地域文化創造館]　

時期 回数 料金等
(教材費除く)

計画数

【１】個人公開

1. 個人公開 2時間利用 250円

2. 個人公開 4時間利用 500円

【２】パソコン講座

1. ワード基礎講座 前期 8回 4,800円 各8名 

2. エクセル基礎講座 後期 8回 4,800円 各8名 

３．文化芸術の伸展のための情報発信

時期 回数

【１】地域文化創造館だより 通年 12回

【２】各館だより

1. 駒込地域文化創造館　　「いづる陽」 通年 12回

2. 巣鴨地域文化創造館　　「待夢タイムズ」 通年 12回

3. 南大塚地域文化創造館　「つか」 通年 12回

4. 雑司が谷地域文化創造館「木菟だより」 通年 12回

5. 千早地域文化創造館　　「千早だより」 通年 12回

４．区民の文化活動の促進に関する事業

(１) 文化祭等

日数 計画数

【1】 駒込地域文化創造館　　「第37回駒込文化まつり」 2日 1,200名

【2】 巣鴨地域文化創造館　　「第27回中山道待夢まつり」 2日 1,200名

【3】 南大塚地域文化創造館　「第43回みなみおおつか文化祭」 2日 1,500名

【4】 雑司が谷地域文化創造館「第33回ちとせ橋文化祭」 2日 2,000名

【5】 千早地域文化創造館　　「第43回あゆみ展」 2日 1,200名

【6】 ５館共催事業　　　　　「新春合同発表会2022」 1日 150名

10/9(土)・10(日)

1/8(土)

事業名／事業概要 実施時期

10/30(土)・31(日)

10/23(土)・24(日)

10/16(土)・17(日)

10/2(土)・3(日)

毎月　100部

毎月　100部

毎月　200部

毎月　100部

毎月　100部

目的
自主サークルの学習成果の発表とサークル間や地域との交流の機会として文化祭などを実施し、区民の文化活動を促進す
る。

目的
文化カレッジをはじめとする各種事業の情報を周知するために5館合同の地域文化創造館だよりや、各館だよりを発行
し、参加者を募り、報告などを行うことで文化芸術を伸展する。

事業名／事業概要 計画数

2,000部／通常月

事業名／事業概要

通年 96回 480名



(２) 展示コーナー・ロビーの活用

①自主サークル・地域団体による展示

【1】 駒込地域文化創造館

【2】 巣鴨地域文化創造館

【3】 南大塚地域文化創造館

【4】 雑司が谷地域文化創造館

【5】 千早地域文化創造館

５．地域の活性化とまちづくり活動支援事業

(１) 地域文化事業

時期 回数 料金等
(教材費除く)

計画数

【１】駒込地域文化創造館

1. 前期 2回 1,000円 20名

2. 後期 2回 1,000円 20名

3. 未定 1回 - 10名

【２】巣鴨地域文化創造館

1. 未定 2回 1,000円 10名

2. 未定 4回 2,000円 10名

【３】南大塚地域文化創造館

1. 前期 2回 1,000円 15名

2. 後期 4回 2,400円 20名

3. 後期 2回 1,000円 20名

【４】雑司が谷地域文化創造館

1. 後期 2回 1,000円 36名

2. 未定 1回 500円 36名

【５】千早地域文化創造館

1. 前期 2回 1,000円 24名

2. 後期 2回 1,000円 24名

3. 通年 5回 ― 20名

【６】地域文化創造館合同

1. 8・2月 2回 ― ―

2. 6・11月 2回 ― 20名

3. 通年 ― ― ―

としまガイドフォローアップ研修 未定

ぷらり★としまU-30 各地域文化創造館 他

としまガイドボランティア情報交換会 各地域文化創造館

地域学習講座Ⅲ
「としま案内人長崎町　ガイドツアー」

千早、南長崎、高松地域

地域学習講座Ⅰ
「旧長崎町なるほどゼミナール（13）」

千早地域文化創造館

地域学習講座Ⅱ
「旧長崎町なるほどゼミナール（14）」

千早地域文化創造館

地域学習講座Ⅰ
「雑司ケ谷霊園に眠る偉人シリーズ」

雑司が谷地域文化創造館

地域学習講座Ⅱ・ガイドによる講座 高田・雑司が谷地区

地域学習講座Ⅱ「英語ガイド講座」 南大塚地域文化創造館

地域学習講座Ⅲ 南大塚地域文化創造館

地域学習講座Ⅰ
「大塚ものがたり アーチェリー」

南大塚地域文化創造館

地域学習講座Ⅰ「街歩き講座」 巣鴨地域文化創造館

地域学習講座Ⅱ「外国語案内講座」 巣鴨地域文化創造館

地域学習講座Ⅰ
「染井・駒込歴史再発見！」

駒込地域文化創造館

地域学習講座Ⅱ
「染井・駒込歴史再発見！」

駒込地域文化創造館

地域学習講座Ⅲ
としま案内人駒込・巣鴨ガイドツアー

駒込地域文化創造館

通年 12回

目的
地域の歴史や文化を学ぶ機会を設定する地域文化事業、地域の特色や魅力が最大限に発揮できるように活動する地域団体
等とともに取り組む地域協働事業、コンサート等の開催により地域団体や自主サークルと地域住民の交流を図る地域活性
化事業等を実施し、地域を活性化する。

事業名／事業概要 場所

通年 17回

通年 6回

通年 12回

事業名／事業概要 実施時期 計画数

通年 12回



(２) 地域協働事業

時期 回数 料金等
(教材費除く)

計画数

【１】駒込地域文化創造館

1. 未定 1回 無料 ―

2. 11月 1回 無料 ―

3.
2月中旬

～
3月中旬

― ― ―

4.
3月上旬
発行・
頒布

― ― 25,000部

5. 未定 1回 ― ―

6. 未定 ― 無料 ―

7. 未定 ― 無料 ―

8. 通年 22回 8,500円 ―

9. 通年 24回 ― ―

10. 通年 ― ― ―

【２】巣鴨地域文化創造館

1. 4月 1回 無料 ―

2. 12月 1回 無料 40名

3.
6、9、
12、3月

4回 無料 各40名

4. 後期 1回 無料 ―

5. 未定 未定 無料 未定

【３】南大塚地域文化創造館

1. 未定 2回 無料 ―

2. 未定 1回 無料 ―

3. 前期 1回 無料 ―

4. 未定 1回 未定 ―

5. 後期 1回 無料 ―

【４】雑司が谷地域文化創造館

1. 未定 3回 500円 各50名

2. 未定 2回 無料 各30組

【５】千早地域文化創造館

1. 通年 5回 ― ―千早図書館　共催事業
千早図書館・

千早地域文化創造館

ハロウィンパーティー 南大塚地域文化創造館

ワンコイン落語会 雑司が谷地域文化創造館

ベビーカーコンサート 雑司が谷地域文化創造館

東京大塚阿波おどり
南大塚大通り・
トランパル大塚

豊島区立鈴木信太郎記念館共同企画 未定

大塚バラまつり 大塚駅周辺

おおつか音楽祭 大塚駅周辺

その他舞台発表 巣鴨地域文化創造館

クリスマスチャリティコンサート 巣鴨地域文化創造館

すがも健康講座 巣鴨地域文化創造館

清和ひろばまつり 清和小学校

駒込図書館共催事業 駒込地域文化創造館他

ソメイヨシノアーカイブ 駒込地域文化創造館他

花と歴史フェア 巣鴨地域文化創造館

旧丹波邸開放 旧丹波邸蔵

小学校児童作品展 旧丹波邸蔵

青島広志駒込少年少女合唱団 駒込地域文化創造館他

桜開花予想クイズ 駒込地域文化創造館他

桜お散歩マップ 駒込地域文化創造館他

「染井櫻」を楽しむ会 巣鴨信用金庫本店

事業名／事業概要 場所

染井よしの桜まつり 染井吉野桜記念公園

染井よしの桜のふる里秋祭り 染井吉野桜記念公園



(３) 地域活性化事業

時期 回数 料金等
(教材費除く)

計画数

【１】駒込地域文化創造館

1. 2月 1回 800円 60名

【２】巣鴨地域文化創造館

1. 12月 1回 無料 40名

2. 3月 1回 無料 40名

【３】南大塚地域文化創造館

1. 通年 12回
1,000円

～
5,000円

100名

2.
2/11

(金・祝)
・12(土)

2日 ― 400名

3. 3月 1回 ― 80名

【４】雑司が谷地域文化創造館

1. 後期 1回 無料 50名

【５】千早地域文化創造館

1. 前期 1回 500円 70名

2. 後期 1回 500円 70名

3. 通年 6回 無料 各70名

【６】地域文化創造館合同

1. 11月 1日 ― 100名

(４) 団体支援・連携

時期 回数 料金等
(教材費除く)

計画数

【1】 後期 1回 ― ―

(５) その他

時期 回数 料金等
(教材費除く)

計画数

【1】 6～9月 - ― ―

【2】
12/25
(土)～
27(月)

5回 無料 100名

グリーン化計画（グリーンカーテン他）
各地域文化創造館

(駒込を除く)

子ども自習室in地域文化創造館
「冬休み子ども自習室」

各地域文化創造館

事業名／事業概要 場所

事業名／事業概要 場所

サークル活動見学月間 雑司が谷地域文化創造館

千早地域文化創造館

としま文化の日 南大塚ホール

落語発表会（通年）

コンサート（夏） 千早地域文化創造館

コンサート（冬） 千早地域文化創造館

コーラスサークルコンサート 雑司が谷地域文化創造館

落語イベント 南大塚ホール

南大塚SHOW劇場 南大塚ホール

地域演劇交流イベント
南大塚地域文化創造館

・南大塚ホール

すがもスプリングフェスティバル 巣鴨地域文化創造館

すがもクリスマスコンサート 巣鴨地域文化創造館

ヴァレンタインコンサート 駒込地域文化創造館他

事業名／事業概要 場所



６．公立文化施設の管理運営

駒込地域文化創造館 豊島区駒込２丁目２番２号

巣鴨地域文化創造館 (中山道待夢) 豊島区巣鴨４丁目１５番１１号

南大塚地域文化創造館 豊島区南大塚２丁目３６番１号

雑司が谷地域文化創造館 豊島区雑司が谷３丁目１番７号

千早地域文化創造館 豊島区千早２丁目３５番１２号

目的
指定管理者として、法令や施設の管理運営方針等をふまえ、地域文化創造館の設置目的を達成するための管理運営を行
う。

施　設　名 所  在  地

会議室(3室)、多目的ホール､展示ロビー、前庭トイレ棟

会議室(6室)､和室､音楽室､調理室
南大塚ホール【座席数267席(車椅子席4席含む)】

会議室(5室)､和室､音楽室､美術室､工作室、多目的ホール
パソコンルーム、練習室(2室)、陶芸窯室(電気式)
図書貸出コーナー

会議室(4室)、和室、音楽室、美術室、調理室、陶芸窯室(電気式)

会議室(4室)、和室､音楽室、調理室、ソメイヨシノアーカイブ



Ⅵ．池袋西口公園野外劇場〔GLOBAL RING THEATRE〕

１．公立文化施設の管理運営

豊島区から委託を受けた池袋西口公園野外劇場について、施設の設置目的を踏まえた適切な管理運営を行う。

豊島区西池袋１丁目８番２６号 池袋西口公園内

Ⅶ．豊島区立トキワ荘マンガミュージアム

１．公立文化施設の管理運営

トキワ荘マンガステーション 豊島区南長崎２丁目３番３号

時期 回数 料金等 計画人数

通年 ― 無料※ 300,000名

【1】 常設展・特別企画展

トキワ荘文化を次世代へ継承し、マンガ文化を区内外に発信する展示を行う

1. マンガ・アニメに関する企画 通年 3回程度 有料
20,000名

/回

【2】 関連イベント

ワークショップ、講演会等を実施し、マンガ文化の普及に努める

1. 通年 年3回程度 無料 10,000名

2. 通年 年5回程度 無料 300名/回

【3】 広報・情報発信

通年 都度更新 - -

【4】 マンガステーションの運営

通年 無料 20,000名

目的

施　設　名

池袋西口公園野外劇場
〔GLOBAL RING THEATRE〕

[施設概要]
 ○面積　公園全体：3,123㎡　　舞台：約85㎡

 ○主な設備
　●大型ビジョン
   …フルカラーLED,縦2,880㎜×横10,800㎜,6㎜ピッチ
　●8chサウンドシステム
　●多彩な演出が可能なLED照明システム

所  在  地

目的

「マンガの聖地としま」の象徴として、手塚治虫をはじめ、藤子不二雄Ⓐ、藤子・Ｆ・不二雄、石ノ森章太郎、赤塚
不二夫ら、マンガの巨匠たちが青春時代を過ごしたアパート「トキワ荘」を再現した施設において、マンガに関する
資料収集・保存、企画展示、調査研究等の学芸業務及び施設の管理運営業務、トキワ荘ゆかりのマンガ家たちの作品
を手に取って閲覧できる「トキワ荘マンガステーション」の管理運営業務を行う。

所　在　地

豊島区南長崎３丁目９番２２号
　トキワ荘公園（南長崎花咲公園）内

常設展示室、企画展示室、マンガラウンジ

事業名／事業概要

豊島区立トキワ荘マンガミュージアム

施　設　名

豊島区立
トキワ荘マンガミュージアム

各種イベント

講演会等

※入館料は原則無料だが企画展によって有料となる場合もある。

公式ホームページを運用するとともに館便りやニュースレ
ター、多言語対応の展示解説等を製作し、SNS等を活用しな
がら広く国内外に向けた情報発信を行う。

トキワ荘ゆかりのマンガ家たちの作品やその関連書籍、約
6,000冊を保存し来場者が閲覧できる施設の運営管理業務



Ⅷ．豊島区トキワ荘通りお休み処

１．公立文化施設の管理運営

目的

豊島区南長崎２丁目３番２号

案内、展示、トキワ荘関連グッズの販売補助

料金等 計画人数

無料 20,000名

【1】 広報・情報発信

― 15,000日

【2】 ２階展示ギャラリー

無料 10,000名

【3】 地域事業への参加・協力

1. 無料 2,000名

2. 無料 200名

3. 無料 2,000名

Ⅸ．雑司が谷案内処

１．公立文化施設の管理運営

目的

雑司が谷案内処（雑司が谷情報ステーション） 豊島区雑司が谷３丁目１９番６号

案内・休憩コーナー、展示ギャラリー

豊島区から委託を受けた豊島区トキワ荘通りお休み処について、施設の設置目的を踏まえた適切な管理運営を行う。

豊島区から委託を受けた雑司が谷案内処について、施設の設置目的を踏まえた適切な管理運営を行う。観光案内をはじ
め、雑司が谷地域の魅力アップに向けた企画事業を展開するなど、雑司が谷地域の情報発信に取り組んでいく。

施　設　名 所  在  地

トキワ荘における寺田ヒロオの部屋の復元コーナー、トキワ
荘に関する貴重本や資料の展示

通年

第16回モンパルナス回遊美術館 5月中旬の2週間

「夢の虹」（短編アニメ上映会などを提案予定） 8月第1土曜日

IKEBUSや街歩き客などを対象としたマンガ関連展示企画 11月～12月

施　設　名 所  在  地

来訪客に向けて当時のエピソードやゆかりの土地を案内する
などの情報提供を行う

通年

豊島区トキワ荘通りお休み処

事業名／事業概要 時期

豊島区トキワ荘通りお休み処 通年



【収益事業１】　区から指定管理等で受託した施設における公益目的外事業

（定款第４条第１項第２号事業及び第４号事業、定款第４条第２項事業）

１．物品販売等に関する事業

２．公益目的外利用者への貸館等

指定管理者としての貸館・施設管理業務（貸館の対象者が公益目的外で使用する場合）

【指定管理施設】　区民センター、芸術文化劇場、あうるすぽっと、地域文化創造館

【その他の事業１】　指定管理施設等の運営業務に付随する業務（定款第４条第２項事業）

１．カフェ運営

カフェ運営事業（芸術文化劇場ホワイエ、区民センター１階、あうるすぽっとホワイエ）

２．指定管理施設における区事務室の維持管理業務

建物維持管理事業（区民センター４階事務室）

３．図書貸出コーナー運営事業

雑司が谷図書貸出コーナー運営事業（雑司が谷地域文化創造館）

事　業　内　容　等

管理施設での物品販売手数料等

事　業　内　容　等

事　業　内　容　等

事　業　内　容　等

事　業　内　容　等


