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公益財団法人としま未来文化財団



令和２年度の事業運営にあたって 

 

令和２年４月、当財団は設立から３５年という節目の年を迎えます。 

 昭和６０年４月に財団法人豊島区コミュニティ振興公社として設立され、当

初はわずか３施設の管理運営を担うに過ぎなかった事業も年を経るなかで規模

を拡大し、施設の管理運営のみならず、文化芸術事業をはじめ、各種生涯学習関

連講座、地域文化事業、地域協働事業等を多彩に展開するなど、広く区民の皆さ

まに親しまれる財団へと発展してきました。 

その後、平成１７年４月には旧財団法人豊島区街づくり公社と統合して、財団

法人としま未来文化財団に名称を変更、さらには平成２３年４月の公益財団法

人への移行等、時代の変化に伴って財団組織は様々な変遷を経てまいりました

が、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は、現在に至るまで

一貫して揺るぎのないものとなっています。 

 一方、昨年、令和元年度は、新天皇の即位に伴う改元や、消費税の増税、2020

年の東京オリンピック・パラリンピック大会開催に向けた機運の盛り上がりな

ど、当財団を取り巻く社会経済情勢が大きく変化する年となりました。 

 とりわけ豊島区においては、「東アジア文化都市 2019 豊島」の開催と多彩な

事業展開に「オールとしま」で取り組んだことをはじめとして、国際アート・カ

ルチャー都市の発信拠点となる≪Hereza 池袋≫のメイン劇場「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〕」等の新規施設が同時期にオープニングを迎える

など、これまで準備を積み重ねてきた取り組みが目に見える形で次々と花開き

始めています。 

 こうした状況のもと、当財団は、豊島区における文化芸術施策のさらなる伸

展や国際アート・カルチャー都市構想の実現に向け、新たな時代の要請に応え

るための事業展開や新規開設施設の円滑な運営へと大きく舵を切ることになり

ます。 

 以上の点を踏まえ、令和２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 財団設立３５周年記念事業の展開 

  財団が年間を通じて取り組む全事業を記念事業に位置付けるとともに、財

団設立３５周年記念事業積立資産を活用し、子どもから大人まで幅広く楽し

める質の高い公演や、従来の伝統的な取り組みに新たな要素を加え、観客層

の拡大を図るための事業等を積極的に展開します。 



２ 新たな指定管理施設・受託施設の円滑なオープンと活発な事業展開 

  令和２年度は、昨年度途中の１１月にオープンした「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〕」が本格稼働するとともに、令和２年３月に

新たに開館する「豊島区立トキワ荘マンガミュージアム」も加わり、これら

施設の円滑な管理運営と、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、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 信頼される法人運営に向けた取り組みの推進 

  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

きく増大することになります。そうしたなか、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、財団事

務局に、業務評価と改善策の検討等を専管する組織を設置し、より効率的な

業務体制の構築と信頼される法人運営に向けた取り組みを推進します。 

 

 

財団設立３５周年、そして「としま未来文化財団」へと名称変更してから１５

年、さらに豊島区が文化創造都市宣言を行ってから１５年目となる今年、これま

での歩みを振り返り、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、将来を見据えた取り組みを進めます。 

そのうえで、「東アジア文化都市 2019豊島」を経て、「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」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。 

 

 



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



① 自主企画公演事業

実施時期 実施回数 実施場所 予定料金等 計画人数等

② 展示

実施時期 実施回数 実施場所 予定料金等 計画人数等

実施時期 実施回数 実施場所 予定料金等 計画人数等

事業名／事業概要

事業名／事業概要

【１】
ランチタイムコンサートin庁舎・ハレザ

通年予定
6回～8回

予定

としま
センタースクエア、
ハレザ周辺

ハレザ一帯で質の高い演奏を気軽に楽しむコンサート
【５】

ハレザのらくご
未定 1回～2回

ハレザパークプラザ、
区民センター 他

人気ジャズピアニストによるピアノ独演会（共催）

LIVE MUSIC in HAREZA
未定 2回 区民センター 他

フレッシュ名曲コンサート（室内楽）
3/7(日) 1回

【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
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。

（１）公演等鑑賞事業

観世喜正氏監修による能公演

【３】
H ZETT M「ピアノ独演会2020東京芸劇の陣」

5/10(日） 1回
東京芸術劇場
プレイハウス

無料 1,500名
誰もが入場できる無料のコンサート

【２】
第33回としま能の会

5/9(土) 1回
東京芸術劇場
プレイハウス

1,500円～
4,000円

600名

5,000円 800名

2,000円～ 600名

【４】
シアターサーカス「TRANSIT」

11/23
(月・祝)

2回 芸術文化劇場
500円～
4,000円

2,400名
子どもから大人まで楽しめる質の高い公演をシアター
サーカス先進国カナダ・ケベックから日本へ初招聘

3,000円～ 1,400名
ハレザ一帯を使って行う落語公演

【６】

H ZETTRIO LIVE
12/19(土) 1回 芸術文化劇場 未定 1,200名【７】

NHK子ども番組で人気のピアノトリオのライブ（共催）

区民センター
多目的ホール

【８】

【２】

第14回豊島区障害者美術展「ときめき想造展」
3月 1回

としま
センタースクエア

1,000円～ 300名
東京文化会館と共催で実施する室内楽のコンサート

【１】

熊谷守一生誕140周年事業
秋以降 1回 自由学園明日館 他 無料 未定

画家 熊谷守一の生誕140年を記念し、展示会を行う

２．文化芸術の啓発、体験、支援等の教育普及活動

目的
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。

（１） 公演関連ワークショップ

事業名／事業概要

無料 700名
障害のある方を対象とした美術作品の公募展

未定
「としま能の会」をより深く楽しみ、学ぶセミナー

【２】
大田楽ワークショップ

7月～11月 8回
としま
センタースクエア 他

2,000円～
4,000円

35名番楽、稚児等、「大田楽」への一般出演者のワーク
ショップ

【１】
狂言・能講座

4/19(日) 1回 区民センター会議室 有料



実施時期 実施回数 実施場所 予定料金等 計画人数等

実施時期 実施回数 実施場所 予定料金等 計画人数等

３．文化芸術の伸展のための情報発信

実施時期 実施回数 実施場所 予定料金等 参加予定人数等

【２】

O.1.2.のおもちゃ箱
「0歳からのふわふわアート」 未定 2回 区民センター小ホール 500円～ 120名
ノンバーバル作品による0歳～2歳の親子対象事業

(２）次世代育成事業

事業名／事業概要

【１】
夏休みこどもアートサーカス

8月 未定 区民センター 500円～

【関連事業】ワークショップとミニシアター
未定 9回予定

ぞうしがや こどもス
テーション
区民センター

500円 270名
0歳～2歳の親子を対象とした講座･ワークショップ

600名
主に子どもを対象とした様々な芸術体験の提供

120名こども食堂や区内福祉施設でのアウトリーチ活動等を
実施。芸術の贈物を届ける

【４】
子どもスキップ連携事業

通年予定 3回 各子どもスキップ 無料 60名
アウトリーチによるワークショップ

【３】

架け橋プロジェクト
通年予定 3回予定 区内施設予定 無料

200名
美術館・博物館で開催される展覧会のレクチャー

10名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」で披露する

（３）講座

事業名／事業概要

【１】
美術へのいざない

4月 1回
としま
センタースクエア

無料

【５】

こども日本舞踊教室

未定 8回
区民センター 他
区内施設予定

3,000円

・紙面刷新2年目。より幅広い層の読者に情報が届き、
  諸事業の活性化に資するよう工夫をこらす
・６頁、全ページカラー
・財団の主催・関連事業の紹介
・配布先：ポスティング、新聞折込による区内及び
          近隣区の一部への配布
　　　　　区内公共施設、駅スタンド、民間協力企業
　　　　　及びイベント会場等での配布

【２】

ホームページの運営

通年 都度更新 －

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、より広い層に向けて発信する。

事業名／事業概要

【１】

財団情報紙の発行

通年 12回 － －

偶数月：
70,000部
奇数月：
120,000部

・財団情報紙掲載情報を配信

【４】
財団主催・関連事業のＰＲ 4、6、7、

9、10月
（予定）

計7回
（予定）

巣鴨信用金庫本店、
西口公園 他

－ －・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等の活用

【３】
メールマガジンの発行

通年 12回 － － －

－ －
「小さな出店」「四の市」、西口公園を主会場とする
イベントなど



実施時期 実施回数 実施場所 予定料金等 計画人数等

区民の創作活動の発表の場を提供

実施時期 実施回数 実施場所 予定料金等 計画人数等

実施時期 実施回数 実施場所 予定料金等 参加予定人数等

5/4
(月・祝)

1/9(土)及び
10(日)予定

無料 3,000名

無料 1,000名

４．区民の文化活動の促進に関する事業

目的
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、行政と市民活動、企業と市民活動など、
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。

（１） 区民参加型支援事業

事業名／事業概要

【１】

総合美術展
11/25(水)
～29(日)

１回
東京芸術劇場
ギャラリー１・２

無料 1,400名
美術、書道、いけ花の各団体による作品展示

従来、「文化祭」として開催してきた各種事業を、区
民センター開館1周年記念とし、公募により区民団体の
芸術活動をより幅広く応援する

【３】

区民作品展
1月 １回 区民センター

【２】

としまアートフェスティバル2020

未定 １回 区民センター

【２】

豊島区吹奏楽団演奏会
1回 芸術文化劇場 1,000円～ 1,000名

1976年に区が設置した吹奏楽団による演奏会

（２） 団体活動支援事業

事業名／事業概要

【１】

池袋いけいけ人形劇まつりin大塚
1回

南大塚地域文化創造館
全館

700円～ 1,000名

オープン参加形式の人形劇フェスティバル

５．地域の活性化とまちづくり活動支援事業

目的
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。

－ －

上記施設開設に向けた調査及び研究

（１） まちの魅力づくり事業

事業名／事業概要

西部地区複合文化施設開設準備業務に
伴う調査及び研究 通年 － 郷土資料館

1,000名

1975年に区が設置した管弦楽団による演奏会

【４】

かるがも茶席 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
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

【３】

豊島区管弦楽団演奏会
1回 芸術文化劇場 1,000円～



実施時期 実施回数 実施場所 予定料金等 参加予定人数等

実施時期 実施回数 実施場所 予定料金等 計画人数等

実施時期 実施回数 実施場所 予定料金等 参加予定人数等

（3）まちの活性化事業

事業名／事業概要

【１】

大田楽 いけぶくろ絵巻
10/4(日) 1回 野外劇場

（２）まちづくり活動支援事業

事業名／事業概要

【１】

豊島区無形民俗文化財を中心に、全国の民俗芸能や民
俗舞踊を野外劇場で上演

【３】 区
民
セ
ン
タ
ー

キ
ッ

チ
ン
ル
ー

ム
活
用

世界探訪
通年 未定

無料 2,000名

野村万蔵氏プロデュースによる現代版「田楽」の上演

【２】

民俗芸能inとしま2020「ひとはおどる」
（第32回民俗芸能inとしま）

10月予定 2回 野外劇場 無料 10,000名

区民センター
キッチンルーム 他

1,500円～ 40名
様々な文化を持つ人々が気軽に集う対話の場の
提供

【４】

漫画めし、絵本めし
通年 未定

区民センター
キッチンルーム

3,500円～ 80名
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

【５】
2021としま「成人の日のつどい」

1/11
(月・祝)

1回 芸術文化劇場 無料 1,300名

新成人の皆さんをお祝いする「成人の日のつどい」

運営委員会事務局業務及び展示業務を行う

【３】
としま国際アート・カルチャーフォーラム

通年
講演会
未定

未定

－ －
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

【２】
エチカ池袋ギャラリー

通年
展示
6回

エチカ池袋ギャラリー － －

一般
1,000円～

未定
実行委員会の事務局を担う
区の文化施策等に関連する講演会を開催

第15回池袋モンパルナス回遊美術館
通年

美術展
1回

区内各所

【４】

雑司が谷未来遺産推進事業
通年

ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ
1回

区内各所 － －
推進協議会事務局業務及びまちづくりシンポジウムや
フォトコンテストを行う

2,400名
子どもから大人まで楽しめる質の高い公演をシアター
サーカス先進国カナダ・ケベックから日本へ初招聘

【３】

H ZETTRIO LIVE　【再掲】
12/19(土) 1回 芸術文化劇場 未定 1,000名

NHK子ども番組で人気のピアノトリオのライブ（共催）

事業名／事業概要

６．財団設立35周年記念事業　

【４】

としまアートフェスティバル2020　【再掲】

未定 １回 区民センター 無料 3,000名従来、「文化祭」として開催してきた各種事業を、区
民センター開館1周年記念とし、公募により区民団体の
芸術活動をより幅広く応援する

【１】

民俗芸能inとしま2020「ひとはおどる」【再掲】
（第32回民俗芸能inとしま）

10月予定 2回 野外劇場 無料 10,000名
豊島区無形民俗文化財を中心に、全国の民俗芸能や民
俗舞踊を野外劇場で上演

【２】

シアターサーカス「TRANSIT」　【再掲】
11/23

(月・祝)
2回 芸術文化劇場

500円～
4,000円



としま区民センター

豊島区東池袋１丁目２０番１０号　

貸出施設
　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、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

Ⅱ．としま区民センター

１．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、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



① 主催事業（豊島区）

実施時期 実施回数 実施場所 予定料金等 参加予定人数等

実施時期 実施回数 実施場所 料金等 参加予定人数等

－ －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

芸術文化劇場 未定 －
12/5(土)
〜14(月)

未定

事業名／事業概要

【１】
歌舞伎ウィーク（仮称）

9/21(月・祝)
〜27(日)

未定 芸術文化劇場

Ⅲ．豊島区立芸術文化劇場〔東京建物 Brillia HALL〕

１．文化芸術の伸展に資する公演・展示会等の企画・実施

目的
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。

 （１）公演等鑑賞事業

未定 －こけら落としシリーズの一環として、歌舞伎
公演や上映を行う

区民に向けて公演を周知し、チケットを販売
する

【２】
宝塚歌劇雪組公演

２．文化芸術の伸展のための情報発信

目的
芸術文化劇場他、豊島区等で開催される公演やチケット発売についての情報等を区民のみならず幅広い層
に向けて発信する。

－ 部数等未定
公演への集客のため、幅広い層の読者に情報
を届けるため、「Makuai」の発行

通年 都度更新 － － －

事業名／事業概要

【１】

劇場情報紙の発行

通年 未定 －

－ －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

【４】

インフォメーションの運営

通年 － －

通年 － －

区主催事業、貸館事業情報等の発信
【２】

ホームページの運営

【３】

チケットセンターの運営

３．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）】



① 自主企画公演事業

実施時期 実施回数 実施場所 予定料金等 参加予定人数等

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
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。

 （１）公演等鑑賞事業

事業名／事業概要

＜自主企画公演＞

7回
500円～
4,000円

1,500名
【１】

国際共同制作公演
「テンペスト －はじめて海を泳ぐには－」

日・英・バングラデシュ3国共同インクルーシブ事業

5/12(火)
～17(日)

あうるすぽっと

劇場

500円～
2,000円

620名
小林顕作とともさか衣による絵本の読み聞かせ公演

【２】
おどる童話新作公演 7/19(日)

～23(木・祝)
6回

500円～
3,000円

1,400名

スズキ拓朗振付・構成・演出による、子どもも楽しい大人劇

【３】
絵本のじかんだよ！＋

7/29(水)・
30(木)

4回

800名
第31回池袋演劇祭大賞受賞劇団育成公演

【５】
リーディング公演「日の名残り」

10/1(木)
～10/4(日)

4回
3,300円～
3,800円

960名
カズオイシグロの代表作『日の名残り』をリーディング
公演としてトライアル

【４】
電動夏子安置システム 演劇公演

8/28(金)
～30(日)

4回 3,500円

540名
浪曲師玉川奈々福を中心とする、落語、講談、漫談、漫
才などの話芸企画

【７】
木ノ下歌舞伎「糸井版 摂州合邦辻」

10/22(木)
～27(火)

7回
2,650円～
5,300円

1,470名
ロームシアター京都とタッグを組み、糸井幸之助演出の
音楽劇を再演

【６】
奈々福の、惚れるひと。

10/7(水) 2回
2,000円～
3,500円

下掛宝生流ワキ方能楽師、安田登とタッグを組み実施

【２】
古典芸能シリーズ ―講談―

10/8(木)
～10(土)

3回

2,070名
寺十吾演出の新作演劇公演

＜普及公演＞

【１】

みんなのシリーズ第5弾「能でよむ～漱石と八雲
～」

【８】
寺十吾企画「その男、ピッグテイル」

11/22(日)
～29(日)

9回
2,500円～
5,000円

7/25(土)・
26(日)

2回
500円～
2,000円

500名

柳家三三、三夜噺

【４】
新春 伝統芸能企画

1/4(月)
～15(金)

11回

2,000円～
3,500円

900名
神田阿久鯉・伯山による講談まわしよみ企画

【３】
古典芸能シリーズ ―落語―

10/28(水)
～30(金)

3回
2,000円～
3,500円

810名

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

1,650円～
3,300円

3,300名
神田伯山による通し講談公演

【５】
親子で楽しむパフォーマンス企画

12/19(土)
～22(火)

4回
500円～
4,600円

1,200名



② 展示

実施時期 実施回数 実施場所 予定料金等 参加予定人数等

あうるすぽっと
1F エントランス

あうるすぽっと
2F ホワイエ

③ 共催・提携事業

実施時期 実施回数 実施場所 予定料金等 参加予定人数等

事業名／事業概要

【１】
育てる展示

7月 1回 無料 3,000名
親子で楽しめる展示と参加型ワークショップ

【２】図書館展示 通年 12回
豊島区立
中央図書館

無料 ―

ａ．タイアップ事業

事業名／事業概要

【１】
日本女子体育大学ダンス・プロデュース研究会

5/30(土)
・31(日)

3回 3,000円 750名
プロの振付家が学生に振り付けるダンス公演

あうるすぽっと

劇場

【２】
マグナム☆マダム ダンス公演

6/13(土)
・14(日)

2回 3,500円 500名
女性ダンスカンパニーの新作ダンス公演

2,800名
加納幸和によるネオかぶき作品を上演

【４】
劇団鹿殺し 公演

11/7(土)
～18(水)

12回 4,000円 3,000名
作:丸尾丸一郎,演出:菜月チョビの演劇公演

【３】
花組芝居 公演

7/3(金)
～12(日)

10回 4,000円

【７】
チェルフィッチュ公演「消しゴム山」

2/6(土)
～14(日)

9回 4,000円

750名
北尾亘率いるBaobabと若手ダンスカンパニーのショー
ケース

【６】
りゅーとぴあ リーディング公演

1/23(土)
～31(日)

9回 4,000円 2,250名
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

【５】
Baobab ダンス公演

12/4(金)
～6(日)

3回 3,500円

2,250名
コラボレーターに金氏徹平を迎え、映像演劇の手法も取
り入れて挑む新機軸

Somatic Field Project 本公演
2/20(土)
・21(日)

3回 4,000円 600名
梅田宏明振付のダンス作品

1,380名
土田英生 作・演出の演劇公演

【10】
可能性の獣たち2021

3/12(金)
～14(日)

4回 3,500円 1,150名
コンドルズプロデュースによる若手ダンスカンパニーの
公演

【９】
MONO 演劇公演

3/3(水)
～7(日)

6回 3,500円

1,150名
主宰のスズキ拓朗振付・出演のダンス公演

【11】
CHAiroiPLIN ダンス公演

3/18(木)
～21(日)

4回 3,500円

【８】



実施時期 実施回数 実施場所 予定料金等 参加予定人数等

4月下旬
〜5月上旬

6団体

8月上旬 10回

実施時期 実施回数 実施場所 予定料金等 参加予定人数等

実施時期 実施回数 実施場所 予定料金等 参加予定人数等

実施時期 実施回数 実施場所 予定料金等 計画人数等

b．共催事業

事業名／事業概要

【１】
あうるすぽっと区民シリーズ

未定 2,500名

区民や区内文化団体による公演

あうるすぽっと

劇場
未定ASSITEJ世界大会の招聘をきっかけに2020年に東京で新

しく生まれる児童青少年のための国際舞台芸術フェス
ティバル

【３】

東京芸術祭

10/1(木)
～11/29(日)

未定 未定 未定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

【２】

20th Assitej World Congress
2020国際子どもと舞台芸術・未来フェスティバル

5/21(木)
～24(日)

未定 未定

あうるすぽっと

劇場
－ 100名

２．文化芸術の啓発、体験、支援等の教育普及活動

目的
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。

c．その他

事業名／事業概要

【１】第13回「小田島雄志・翻訳戯曲賞」授賞式 1/21(木) 1回

（１） ワークショップ　等

事業名／事業概要

【１】
遊ぶ演劇ワークショップ

5月予定 未定
あうるすぽっと

劇場
未定 未定

舞台芸術の手法を使った子ども向けワークショップ

256名
親子が同級生となって遊んで学ぶ期間限定の「小学校」

【３】
地域交流事業

12/22(火) １回
あうるすぽっと

劇場
ホワイエ

無料 250名
舞台鑑賞体験のあまりない子どもたちにむけた演劇鑑賞
会＋クリスマス会

【２】
としまおやこ小学校

10/31(土)～
11/22(日)

16回 あうるすぽっと

会議室
1,000円

45名
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

(２）育成事業

事業名／事業概要

【１】
インターンシップ育成事業

4月～3月 未定 未定

【４】
家庭で楽しむ！絵本読み聞かせワークショップ

3月 3回
あうるすぽっと

会議室
1,000円

未定文化施設や文化行政に関する内容を体系的に学ぶ講座を
開講し実践の場を提供、新たな文化の担い手を育成

【３】
舞台講座

4月～3月 未定 未定

あうるすぽっと

劇場 他
【２】

観劇サポート講座
6月～2月

予定
未定 未定 未定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

未定
演劇・ダンス公演の理解を深める講座を実施し劇場の創
客を目指す



実施時期 実施回数 実施場所 予定料金等 参加予定人数等

実施時期 実施回数 実施場所 予定料金等 参加予定人数等

8月 未定 未定 未定 100名

実施時期 実施回数 実施場所 予定料金等 参加予定人数等

３．文化芸術の伸展のための情報発信

目的 区民等に向けて自主企画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

各30,000部【１】あうるすぽっと情報紙の発行 通年 3回 － －

４．地域の活性化とまちづくり活動支援事業

目的
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。

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）

－
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

②池袋演劇祭

事業名／事業概要

【１】
第32回池袋演劇祭

演劇祭実施9月/
事務局業務 通年 － － －

（１） まちの活性化事業

①にゅ～盆踊り

事業名／事業概要

【１】

にゅ～盆踊り
8/22(土) 1回 未定 無料 3,000名

にゅ～盆踊りを企画

にゅ～盆踊りワークショップ



実施回数 予定料金等
参加予定
人数等

（定員）

＜自主企画公演＞

【１】

1. 第107回南大塚ホール落語会 1回
1,800円～
2,000円 170名

2. 第108回南大塚ホール落語会 1回
1,800円～
2,000円 170名

3． 第109回南大塚ホール落語会 1回
1,800円～
2,000円 170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

実施時期 実施回数 予定料金等
（教材費除く）

参加予定
人数等

（定員）

【１】

1. 社会 前期 1回 500円 20名

2. 音楽・美術鑑賞 前期 3回 1,500円 30名

3. 音楽・美術鑑賞 前期 2回 1,000円 30名

4. 文学・文芸 前期 3回 1,500円 30名

5. 歴史・社会 後期 3回 1,500円 30名

6. 歴史・社会 後期 2回 1,000円 30名

1. 娯楽 前期 3回 1,500円 30名

2. 健康 前期 各3回 1,500円 20名

3. 手工芸 前期 4回 2,000円 20名

4. 絵画 前期 3回 1,500円 20名

5. 手工芸 前期 1回 500円 15組30名

6. 生活 後期 2回 1,000円 20名

7. 料理 後期 3回 1,500円 20名

8. 手工芸 後期 4回 2,000円 20名

9. 料理 後期 1回 500円 10組20名

南大塚ホール落語会

5/21(木)

8/20(木)

11/19(木)

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、生涯学習を推進する。

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

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。

 （１）公演等鑑賞事業 　【南大塚地域文化創造館】

事業名／事業概要 実施時期

事業名／事業概要

駒込地域文化創造館

教
養
文
化

最新の通信講座

日本の美術講座

大人のジャズ講座

文学講座

歴史講座

外国の神話講座

趣
味
実
技

マンガ史講座

ゴルフ体験講座（月曜コース　金曜コース）

韓紙（はんじ）工芸講座

「タイルモザイクアート」講座

夏休み手工芸講座【親子向け】

お酒の楽しみ方講座

中国食文化講座

編物講座

冬休み料理講座【親子向け】



実施時期 実施回数 予定料金等
（教材費除く）

参加予定
人数等

（定員）

【２】巣鴨地域文化創造館

1. 歴史・社会 前期 4回 2,000円 20名

2. 自己啓発 前期 4回 2,000円 20名

3. 科学 前期 1回 500円 15組30名

4. 自己啓発 後期 5回 2,500円 20名

5. 文学・文芸 後期 5回 2,500円 20名

6. 自己啓発 後期 1回 500円 20名

1. 手工芸 前期 4回 2,000円 15名

2. 健康 前期 5回 2,500円 20名

3. 手工芸 前期 2回 1,000円 20名

4. 健康 前期 2回 1,000円 16名

5. 健康 後期 4回 2,000円 15名

6. 手工芸 後期 4回 2,000円 20名

7. 文化 後期 2回 1,000円 20名

8. 生活 後期 4回 2,000円 20名

9. 語学 後期 5回 2,500円 20名

【３】南大塚地域文化創造館

1. 自己啓発 前期 3回 1,500円 20名

2. 文学・文芸 前期 8回 4,000円 30名

3. 文学・文芸 後期 2回 1,000円 30名

4. 社会・歴史 後期 3回 1,500円 30名

5. 音楽・美術鑑賞 後期 2回 1,000円 40名

1. 手工芸 前期 1回 500円 10名

2. 器楽 前期 4回 2,000円 20名

3. 舞踊・ダンス 前期 4回 2,000円 15名

4. 手工芸 前期 3回 1,500円 15組30名

5. 手工芸 前期 2回 1,000円 15組30名

6. 手工芸 後期 2回 1,000円 20名

7. 健康 後期 4回 2,000円 15名

8. 舞踊・ダンス 後期 6回 3,000円 20名

事業名／事業概要

教
養
文
化

中国史講座

倫理学講座

科学講座【親子向け】

哲学講座

文学散策講座

フランス語講座

趣
味
実
技

かご編み講座

ヨガ講座

プリザーブドフラワー講座

脳トレボードゲーム講座

健康体操講座

ドールハウス制作講座

街歩き講座

英語ガイド講座

フランス語講座

教
養
文
化

手話講座

フランス文学講座

文楽の魅力

葛飾北斎講座　その2

クラシック音楽講座

趣
味
実
技

カラー魚拓講座

らくらくピアノ講座

男のフラダンス講座

絵本講座【親子向け】

メディアアート

カリグラフィ講座

ボディメンテナンス講座

社交ダンス講座



実施時期 実施回数 予定料金等
（教材費除く）

参加予定
人数等

（定員）

【４】雑司が谷地域文化創造館

1． 社会 やさしい日本語講座 前期 1回 1,000円 30名

2． 生活 未定 2回 1,000円 20名

3． 生活 バレットジャーナル講座 未定 3回 1,500円 24名

4． 社会 防災ゲーム講座 未定 1回 500円 30名

1. 手工芸 前期 4回 2,000円 10名

2. 科学 前期 1回 500円 10名

3． 手工芸 後期 5回 2,500円 12名

4． 健康 後期 5回 2,500円 24名

5． 娯楽 二胡講座 未定 6回 3,000円 20名

ちとせ橋コミュニティ塾

教養文化講座 18回

趣味・実技講座 6回

子育て家族の応援講座

6回

6回

【５】千早地域文化創造館

1． 語学 前期 4回 2,000円 20名

2． 歴史・社会 前期 2回 1,000円 20名

3． 科学 前期 2回 1,000円 10組20名

4． 科学 前期 1回 500円 10組20名

5． 文学・文芸 前期 3回 1,500円 30名

6． 自己啓発 後期 2回 1,000円 20名

7． 文学・文芸 後期 4回 2,000円 30名

8．
音楽・
美術鑑賞会

後期 3回 1,500円 30名

9 講演会 後期 1回 500円 30名

1. 手工芸 前期 4回 2,000円 14名

2. 生活 前期 1回 500円 15名

3. 手工芸 後期 1回 500円 20名

4. 手工芸 後期 1回 500円 8組16名

5. 生活 後期 1回 500円 20名

6. 生活 後期 1回 500円 20名

趣
味
実
技

シュガークラフト講座

電子工作講座（親子可）

ステンドグラス講座

3B体操講座

事業名／事業概要

教
養
文
化

クラフトジン講座

教養文化講座 　３講座　
通年 6,000円 12名

趣味・実技講座 　４講座　　

　11講座　
通年 14,400円 52名

　３講座　　

趣
味
実
技

刺しゅう講座

リサイクル講座「古着で作る布ぞうり」

食品サンプル作り講座

親子でクリスマスリース作り

護身術講座

防災講座

教
養
文
化

おもてなし英会話講座

小江戸川越を歩こう！講座

夏休み親子講座「水族館のひみつ?!」

夏休み親子講座「絵具工場のひみつ?!」

美術講座

「ファミリーイン西向」に学ぶ
おもてなし塾講座

古典文学講座

JAZZ入門講座

健康講座「将棋の世界」

※文化カレッジの事業名、開催時期等が変更になった場合には令和2年度事業報告に正式名称等を記載する。



（２） パソコンルーム事業 [雑司が谷地域文化創造館]　

実施時期 実施回数 予定料金等
（教材費除く）

参加予定
人数等

（定員）

【１】

1. 個人公開 250円

2. 個人公開 500円

【２】

1. 前期 3回 1,500円 15名

2. 前期 8回 4,000円 15名

3． 前期 5回 2,500円 15名

4． 前期 8回 4,000円 15名

5． 前期 4回 2,000円 15名

6． 後期 5回 2,500円 15名

7. 後期 3回 1,500円 15名

8. 後期 8回 4,000円 15名

9． 後期 8回 4,000円 15名

10． 後期 4回 2,000円 15名

11. 後期 5回 2,500円 15名

３．文化芸術の伸展のための情報発信

実施時期 実施回数

【１】 通年 12回

【２】

1. 通年 12回

2. 通年 12回

3． 通年 12回

4． 通年 12回

5． 通年 12回

パソコン講座

ワードで描くイラストや地図

ワード2016基礎講座

楽しく撮って活用デジタルカメラ

エクセル2016基礎講座

パワーポイントでプレゼンテーション

事業名／事業概要

個人公開

1ヶ月15コマ　２時間利用
通年 180回

1ヶ月15コマ　４時間利用
500名

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
参加予定人数等

（定員）

地域文化創造館だより
毎月　 　2,000部
臨時号(3・9月）
　　　　10,000部

はじめてのパソコン

写真や画像を使って自分でデザイン年賀状

ワード2016基礎講座

エクセル2016基礎講座

インターネットの便利な楽しみ方

はじめてのパソコン

雑司が谷地域文化創造館「木菟だより」 毎月　100部

千早地域文化創造館　　「千早だより」 毎月　100部

各館だより

駒込地域文化創造館　　「いづる陽」 毎月　100部

巣鴨地域文化創造館　　「待夢タイムズ」 毎月　100部

南大塚地域文化創造館　「つか」 毎月　200部



４．区民の文化活動の促進に関する事業

（１） 文化祭等

実施日数
参加予定
人数等

（定員）

【１】駒込地域文化創造館　　「第37回駒込文化まつり」 2 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 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 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 2,000名

【５】千早地域文化創造館　　「第43回あゆみ展」 2 1,200名

【６】５館共催事業　　　　　「新春合同発表会2021」 1 150名

（２） 展示コーナー・ロビーの活用

実施回数
参加予定
人数等

（定員）

自主サークル・地域団体による展示

【１】 12回 ―

【２】 12回 ―

【３】 4回 ―

【４】 15回 ―

【５】 18回 ―

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

実施時期 実施回数 予定料金等
参加予定
人数等

（定員）

【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． 通年 3回 ― ―

【２】巣鴨地域文化創造館

1. 後期 2回 1,000円 20名

2. 後期 2回 1,000円 20名

【３】南大塚地域文化創造館

1. 後期 3回 1,500円 30名

2. 後期 4回 2,000円 20名

3. 通年 3回 ― 60名

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。

10/3(土)･4(日)

1/9(土)

事業名／事業概要 実施時期

事業名／事業概要 実施時期

10/17(土)･18(日）

10/10(土)･11(日)

10/3(土)･4(日)

10/24(土)･25(日)

雑司が谷地域文化創造館 通年

千早地域文化創造館 通年

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。

駒込地域文化創造館 通年

巣鴨地域文化創造館 通年

南大塚地域文化創造館 通年

としま案内人駒込・巣鴨ガイドツアー 駒込近傍

地域学習講座Ⅰ「ガイドによる講座」 巣鴨地域文化創造館

事業名／事業概要 実施場所

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Ⅱ「英語ガイド講座」 南大塚地域文化創造館

大塚物語るガイドツアー 南大塚地域文化創造館

地域学習講座Ⅱ 巣鴨地域文化創造館

地域学習講座Ⅰ「大塚ものがたり」 南大塚地域文化創造館



実施時期 実施回数 予定料金等
参加予定
人数等

（定員）

【４】雑司が谷地域文化創造館

1. 前期 2回 1,000円 36名

2. 後期 2回 1,000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 ― 各20名

【６】地域文化創造館合同

1. 通年 1回 無料 20名

2. 通年 2回 無料 40名

3． 8月・2月 2回 無料 4団体

（２） 地域協働事業

実施時期 実施回数 予定料金等
参加予定
人数等

（定員）

【１】駒込地域文化創造館

1. 通年 22回 無料 ―

2.
2月中旬～
3月中旬 ― ― ―

3.
3月上旬発行

・頒布 ― ― 25,000部

4. 4/5(日) 1回 無料 ―

5. 未定 1回 ― ―

6. 前期・後期 ― 無料 ―

7. 未定 ― 無料 ―

8. 11月 1回 無料 ―

9. 通年 24回 ― ―

10. 通年 ― ― ―

【２】巣鴨地域文化創造館

1. 前期 1回 ― ―

2.
6・9・
12・3月 4回 無料 各60名

3． 後期 1回 無料 ―

4． 12月 1回 無料 90名

事業名／事業概要 実施場所

地域学習講座Ⅰ
「旧長崎町なるほどゼミナール(12)」

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(13)」

千早地域文化創造館

としま案内人長崎町　ガイドツアー 千川駅、東長崎駅

地域学習講座Ⅰ「ガイドによる講座」 高田・雑司が谷地区

地域学習講座Ⅱ
「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

ガイド団体定例情報交換会 未定

事業名／事業概要 実施場所

ぷらり★としまU-30 未定

としまガイド養成講座
フォローアップ研修

未定

桜お散歩マップ 駒込地域文化創造館 他

染井よしの桜まつり 染井吉野桜記念公園

「染井櫻」を楽しむ会 巣鴨信用金庫本店

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

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事業 駒込地域文化創造館

旧丹羽家邸蔵開放 旧丹羽家邸蔵

小学校児童作品展 旧丹羽家邸蔵

染井よしの桜のふる里秋祭り 染井吉野桜記念公園

すがもクリスマスチャリティコンサート 巣鴨地域文化創造館

花と歴史フェア 大正大学

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



実施時期 実施回数 予定料金等
参加予定
人数等

（定員）

【３】南大塚地域文化創造館

1.
6/13(土）

 ・14（日） ― 無料 ―

2. 5月・10月 ― 無料 ―

3．
8/21(金）
 ・22(土） ― 無料 ―

4. 10月 1回 無料 ―

【４】雑司が谷地域文化創造館

1．
6/21(日)・
9/20(日)・
11/29(日)

3回 500円 各100名

2． 未定 4回 無料 各50名

【５】千早地域文化創造館

1． 通年 10回 ― ―

（３） 地域活性化事業

実施時期 実施回数 予定料金等
参加予定
人数等

（定員）

【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． 7月 1回 無料 90名

2． 12月 1回 無料 90名

3． 3月 1回 無料 90名

【３】南大塚地域文化創造館

1． 後期 1回 無料 500名

2． 後期 1回 無料 200名

3． 通年 12回
1,000円
～5,000円 各200名

【４】雑司が谷地域文化創造館

1． 前期 1回 無料 50名

【５】千早地域文化創造館

1． 前期 1回 無料 60名

2． 後期 1回 無料 60名

3． 通年 6回 無料 各80名

事業名／事業概要 実施場所

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

おおつか音楽祭 大塚駅周辺

大塚バラまつり 大塚駅周辺

第48回東京大塚阿波おどり
南大塚大通り・
トランパル大塚

事業名／事業概要 実施場所

ヴァレンタインコンサート 駒込地域文化創造館

ベビーカーコンサート 雑司が谷地域文化創造館

千早図書館　共催事業 千早図書館

地域交流イベント 南大塚ホール

落語・演芸関連イベント 南大塚ホール

すがも夕涼みコンサート 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

すがもスプリングフェスティバル 巣鴨地域文化創造館

サマーコンサートin千早 千早地域文化創造館

クリスマスコンサートin千早 千早地域文化創造館

南大塚SHOW劇場 南大塚ホール

ビウエラ・リュートコンサート 雑司が谷地域文化創造館

落語発表会
（千川亭・千早亭・要亭　各2回）

千早地域文化創造館



（４） 団体支援・連携

実施時期 実施回数 予定料金等
参加予定
人数等

（定員）

1． 4/26(日） 1回 無料 200名

2． 前期 1回 無料 50名

3． 通年 2回 ― ―

4． 通年 ― ― ―

5． 通年 ― 300円 ―

6． 通年 ― 300円 ―

7． 通年 ― 300円 ―

8. 通年 ― 300円 ―

（５） その他

実施時期 実施回数 予定料金等
参加予定
人数等

（定員）

1． 12月 5回 無料 各15名

2． 5～12月 8回 ― ―

3． 6～9月 ― ― ―

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

会議室（４室）、和室､音楽室、調理室、ソメイヨシノアーカイヴ

巣鴨地域文化創造館 豊島区巣鴨４丁目１５番１１号

（中山道待夢） 会議室（３室）、多目的ホール､展示ロビー、前庭トイレ棟

南大塚地域文化創造館 豊島区南大塚２丁目３６番１号

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）】

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

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

千早地域文化創造館 豊島区千早２丁目３５番１２号

会議室（４室）、和室、音楽室、美術室、調理室

陶芸窯室（電気式)

豊島っ子連おひろめ寄席
南大塚地域文化創造館

南大塚ホール

コーラスサークルコンサート 雑司が谷地域文化創造館

サークル活動見学月間 雑司が谷地域文化創造館

事業名／事業概要 実施場所

大塚物語る 南大塚地域文化創造館

としま案内人長崎町 千早地域文化創造館

エリアガイドボランティア団体
連携事業・運営支援
（広報チラシ配架・申込受付など）

各地域文化創造館

としま案内人雑司ケ谷 雑司が谷地域文化創造館

としま案内人駒込・巣鴨
駒込地域文化創造館
巣鴨地域文化創造館

施　設　名 所  在  地

グリーンカーテン 各地域文化創造館

※各地域文化創造館が実施する事業の事業名や実施時期等が変更になった場合には令和2年度事業報告に正式名称等を記載

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。

事業名／事業概要 実施場所

子ども自習室at地域文化創造館
「冬休み子ども自習室」

各地域文化創造館

遊佐ノ市
巣鴨地域文化創造館

雑司が谷地域文化創造館



実施時期 実施回数 実施場所 予定料金等 参加予定人数等

常設展　通年

企画展  3回/年

（雑司が谷情報ステーション） 案内・休憩コーナー、展示ギャラリー

池袋西口公園野外劇場
〔GLOBAL RING THEATRE〕

豊島区西池袋１丁目８番２６号　池袋西口公園内

１．公立文化施設の管理運営

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を行う。

施　設　名 所在地

豊島区立トキワ荘マンガミュージアム 豊島区南長崎３丁目９番２２号　南長崎花咲公園内

事業名／事業概要

【１】
常設展・企画展

１．公立文化施設の管理運営

目的

施　設　名 所在地

Ⅶ．豊島区立トキワ荘マンガミュージアム

雑司が谷案内処 豊島区雑司が谷３丁目１９番５号

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。

Ⅸ．雑司が谷案内処

施　設　名 所在地

マンガミュージアム 無料 －

通年 複数回/年

通年

公式ホームページの運用、館便り、定期
刊行物、館内マップ等を製作し、ミュー
ジアムの広報・情報発信を行う

Ⅵ．池袋西口公園野外劇場〔GLOBAL RING THEATRE〕

豊島区トキワ荘通りお休み処
豊島区南長崎２丁目３番２号

案内、展示、グッズの販売補助等

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。
南長崎地域トキワ荘マンガ文化によるまちづくりの拠点並びに情報発信施設としての機能を果たすとともに、区をはじ
め、地元町会、商店街、としま南長崎トキワ荘協働プロジェクト協議会等との連携・協働により、次世代の子供たちに
誇れる文化的財産を作り上げていく。

施　設　名 所在地

１．公立文化施設の管理運営

目的 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。

トキワ荘文化を次次世代へ継承し、マン
ガ文化を区内外に発信する展示を行う

【２】
関連イベント

無料 －
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

【３】

広報・情報発信

通年 複数回/年 － 無料 －

マンガミュージアム

他



１．カフェ運営

２．指定管理施設における区事務室の維持管理業務

３．図書貸出コーナー運営事業

２．公益目的外利用者への貸館等

【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

事　業　内　容　等

管理施設での物品販売手数料等

　＊事業名・事業日時・事業内容等は変更になる場合があります。

事　業　内　容　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）

事　業　内　容　等

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）

事　業　内　容　等

建物維持管理事業（区民センター４階事務室）

事　業　内　容　等

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）

＜注記＞


