平 成 ２３ 年 度 (2011年度）

公益財団法人としま未来文化財団事業計画書

法 人 の 事 業 体 系

● 文化・芸術事業
文化芸術の伸展に関する事業

● 文化・芸術支援事業
● 広報・普及活動事業

● 豊島区民センター・豊島公会堂の管理運営事業

法
区から受託する文化施設等の管
理運営に関する事業

人

● 舞台芸術交流センターの管理運営事業
● 勤労福祉会館の管理運営事業
● 地域文化創造館の管理運営事業
● 雑司が谷案内処管理運営事業

の

事

● まちの魅力づくり事業
まちづくり活動の推進と支援に関
する事業

業

● まちづくり活動支援・相談事業
● まちづくりバンク事業
● まちづくり情報発信・提供事業

その他事業

● 販売等事業
● 雑司が谷図書貸出コーナー運営事業
● 住民票自動交付機管理事業
● カフェ運営事業

Ⅰ．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）
文化芸術創造都市をめざす豊島区において、その文化政策の一翼を担い、より質の高い文化芸術活動を
展開することで、まちの魅力づくり、地域づくり、人づくりに貢献する。

１．文化・芸術事業
（１）としま未来シアター１
目
的

予算額

子どもから高齢者までの各世代を対象とし、幅広いジャンルの良質な公演を低廉な価格で提供する
ことにより、多くの区民が気軽に文化芸術に親しみ楽しむ機会を創出する。
事

業

名

ファミリーコンサート
1.
＆忍たま乱太郎ショー

2. チェコ・アニメーションのせかい

事業内容・事業数等
5/5(木･祝)
会場：豊島公会堂
(みらい座いけぶくろ)

5/22(日)
会場：豊島公会堂
(みらい座いけぶくろ)

3. お笑いライブ in IKEBUKURO

6/18(土)
会場：豊島公会堂
(みらい座いけぶくろ)

4. 圓朝祭

7/16(土)･17(日)
会場：豊島公会堂
(みらい座いけぶくろ)

5. 自主事業(未定）

6.

56,701 千円

ソリスト with
Ｇドリームオーケストラ

9/6(火)
会場：サンシャイン劇場
9/7(水)
会場：サンシャイン劇場

8. 柳家小三治の歌＆おはなし（仮称）

9/11(日)
会場：サンシャイン劇場
10/29(土)
会場：豊島公会堂
(みらい座いけぶくろ)

10.ズーラシアンブラス「音楽の絵本」

12/17(土)
会場：豊島公会堂
(みらい座いけぶくろ)

11.としま寄席

お笑い界をリードする”吉本”が
運営する「品川よしもとプリンス
シアター」の出張公演
昭和32年より毎年開催されている
落語界中興の祖・三遊亭圓朝を偲
ぶ伝統の落語会

9/5(月)
会場：サンシャイン劇場

7. 自主事業(未定）

9. 美空ひばりフィルムコンサート

子どもだけでなく親の世代からも
支持されるアニメーション「忍た
ま乱太郎」のマスクプレイミュー
ジカル
世界各国で評価を受けてきたチェ
コの人形アニメーションの最新作
「屋根裏のポムネンカ」と、キャ
ラクター「クルテク（もぐらく
ん）」のアニメーション上映

1/14(土)or1/15(日)
会場：豊島公会堂

ソリストとともに、若手演奏家の
特別編成による管弦楽の演奏会

柳家小三治の歌唱による演奏会

美空ひばりの魅力を堪能できる
フィルムコンサート
小さな子どもから大人まで楽しめ
る可愛い動物に扮した演奏者によ
るクラシックコンサート
吉例お正月の寄席

(みらい座いけぶくろ)

12.シアターシリーズ

不定期開催
会場：豊島公会堂
(みらい座いけぶくろ)

子ども向け映画、貴重な映像、オ
ペラ映画等、他では観られない映
画を厳選し上映

（２）としま未来シアター２
目
的

予算額

38,896 千円

区民参加型の各種の公演等を実施し、区民が身近に文化芸術に接することができるとともに、地
方都市と連携して事業を実施するなど、それぞれの地域に根ざす伝統芸能等の継承・普及をめざ
す。
事

業

名

事業内容・事業数等

1. 舞踊鑑賞講座「目白三人の会」

9/3(土)予定
会場：サンシャイン劇場

本舞踊、現代舞踊、クラシック・
バレエの3つの舞踊公演

2. 第24回

9/8(木)
会場：サンシャイン劇場

世界無形遺産の１つである「能
楽」の公演を区ゆかりの演者等に
より実施する。

としま能の会

〈区芸〉

「能楽・狂言」への理解と興味へ
の一助とするためのワークショッ
プ

能＆狂言セミナー

3. 区民参加によるアート・ステージ

4. 民俗芸能 in としま

〈区芸〉

9/10(土)
会場：サンシャイン劇場
10/15(土)
会場：豊島公会堂
(みらい座いけぶくろ)

9～10月に4回
会場：豊島公会堂

太鼓道場 in としま

(みらい座いけぶくろ)

5. 区民でつくる演奏会

〈区芸〉

12/10(土)
会場：豊島公会堂
(みらい座いけぶくろ)

ジュニア・アーツ・アカデミーの
子どもたちと区民合唱団がプロの
ソリスト達と共演するオペレッタ
等の公演
豊島区内の民俗芸能を紹介すると
ともに、友好・交流都市に伝わる
貴重な伝統芸能を招聘し開催す
る。
秩父屋台囃子の太鼓ワークショッ
プ
講師：秩父社中家元・
二代目 高野右吉氏
毎回趣向を凝らし独自の企画で好
評を得ている区民参加型の演奏会

※〈区芸〉は、区民芸術祭参加公演である。

（３）子ども芸術・芸能講座
目
的

予算額

7,388 千円

体験をとおして芸術・芸能に親しむことのできるアートプログラムを提供し、次代を担う子ども
たちが音楽・演劇・日本舞踊・狂言などを身近に感じることができ、心豊かな人材の育成をめざ
す。
事

業

名

事業内容・事業数等

1. ジュニア・アーツ・アカデミー

小学生を対象に音楽にふれながら「区民参加によるアート・ス
テージ」、「遊佐町音楽祭」、「区民でつくる演奏会」等に参
加。
講師：坂本和彦氏

2. キッズ・シアター・ワークショップ

小・中学生を対象に「演劇で遊ぼう」をコンセプトに行うワー
クショップ。
講師：笹部博司氏

3. 日本舞踊ワークショップ

区内小学生対象に日本舞踊の基礎を学ぶ。9/4(日)サンシャイン
劇場「華麗なる彩り」本公演に出演。
講師：としま区日本舞踊家集団

4. 狂言ワークショップ

区内小学生を対象とした子ども向け狂言体験。
講師：野村万蔵氏

（４）その他の事業
目
的

予算額

1,168 千円

多種多様な文化芸術事業を展開し、区民が文化芸術に触れる機会をより多く提供する。
事

業

名

事業内容・事業数等

1. 文化フォーラム

第１期（5月～7月 6回予
定）
会場：勤労福祉会館

通算100回記念特別講演会
9/21（水）
会場：あうるすぽっと

2. 美術へのいざない

（未定）

3. かるがも茶席

毎月第1木曜日
(8･10･12･1月は休み）
会場：目白庭園 赤鳥庵

若手演奏家の育成
4. ～ユング・フェスタ・オーケストラ～

東京音楽大学の協力のもと、学生中心のオーケストラを編成
し、財団主催のコンサートに出演するなど、演奏の機会を提供
する。

豊茶華文化連盟会員による各流派
でのお茶席

２．文化・芸術支援事業
（１）としま区民芸術祭
目
的

予算額

20,900 千円

より多くの区民の参加、文化芸術に親しむ機会とするため、「区民芸術祭」を設定し、区内の
様々な文化芸術団体が１つの活動目標として、これに参加できるよう財団がバックアップし、区内
における文化・芸術・芸能等の活動の活発化を図る。
事

業

名

1. 第23回池袋演劇祭
前夜祭「予告編・ＣＭ大会」
〈第22回優秀賞受賞劇団〉
劇団バッコスの祭
「センの風とムラサキの陽」
〈第22回豊島区長賞受賞劇団〉
SCARECROWS「未定」

事業内容・事業数等
期間：9/1(木)～30(金)
会場：あうるすぽっと他区
内劇場
8/8（月）
会場：あうるすぽっと
9/8(木)～11(日)
会場：南大塚ホール
9/8(木)～11(日)
会場：豊島区民センター
文化ホール

豊島区には、池袋を中心に数多く
の小劇場やアトリエが存在し、演
劇を志す若い人々が集うまちであ
る。
東京芸術劇場の創設を契機とし
て、こうしたわかい演劇人を育成
する場としての池袋演劇祭が企画
され、今日に至っている。
主催：豊島区舞台芸術振興会

(ｲｰｽﾄｽﾃｰｼﾞ･いけぶくろ)

〈第22回大賞受賞劇団〉
ラビット番長「ギンノキヲク」
〈第22回優秀賞受賞劇団〉
テノヒラサイズ
「テノヒラサイズの人生大車輪」
表彰式・祝賀会
2. 華麗なる彩り

日本舞踊ワークショップ（再掲）

9/15(木)～19(月・祝)
会場：あうるすぽっと
9/16(金)～19(月・祝)
会場：南大塚ホール
10/31（月）
会場：あうるすぽっと
9/4(日)
会場：サンシャイン劇場

豊島区内の舞踊家が各流派を超え
て開催する公演

7/2･16･23、8/6･20(土）
会場：豊島区民センター
(コア・いけぶくろ)
音楽室

3. 豊島区管弦楽団演奏会

日程：未定
会場：未定

区民によるアマチュア管弦楽団の
演奏会

4. 豊島区吹奏楽団演奏会

日程：未定
会場：未定

区民によるアマチュア吹奏楽団の
演奏会

事

業

名

事業内容・事業数等

5. 展覧会

豊島区総合美術展（書道の部）

豊島区総合美術展（いけ花の部）

豊島区総合美術展（美術の部）

10/7(金)～10(月･祝)
会場：豊島区民センター
(コア・いけぶくろ)
総合展示場
11/19(土)～22(火)
会場：豊島区民センター
(コア・いけぶくろ)
総合展示場
1/28(土)～2/1(水)
会場：豊島区民センター
(コア・いけぶくろ)
総合展示場

豊島区書道会会員による書道展

豊茶華文化連盟・伝統文化こども
教室によるいけ花展

豊島区美術家協会による美術展

6. 豊島区文化祭
10/30(日)
会場：豊島区民センター
文化ホール

吟剣詩舞大会

(ｲｰｽﾄｽﾃｰｼﾞ･いけぶくろ)

豊島区吟剣詩舞道連盟会員と区民
による吟剣、吟詩舞、構成吟等の
発表

秋の茶会

10月予定
会場：目白庭園

民踊大会

11/6(日)
会場：豊島公会堂
(みらい座いけぶくろ)

豊島区民踊連盟、豊島区舞踊連
盟、一般団体の参加による民踊の
発表

11/6(日)
会場：豊島区民センター
文化ホール

区内で活動している邦楽・洋楽団
体による演奏会

器楽演奏会

赤鳥庵

豊茶華文化連盟会員によるお茶席

(ｲｰｽﾄｽﾃｰｼﾞ･いけぶくろ)

11/20(日)
会場：豊島公会堂

コーラス大会

(みらい座いけぶくろ)

11/23(水･祝)
会場：豊島区民センター
(コア・いけぶくろ)
会議室
2/22(水)～26(日)
会場：豊島区民センター
(コア・いけぶくろ)
総合展示場

珠算コンクール

区民作品展

（２）地域協働事業
目
的

区内で活動しているグループ・合
唱団による演奏会
小学生から高齢者まで個人参加に
よる珠算競技会。優秀者を表彰す
る。

予算額

0 千円

地域のイベント等に参画し、協力することで、財団のＰＲを図るとともに、地域団体との連携・
協働を促進し、まちのにぎわいを創出する。
事

業

名

事業内容・事業数等

1. フォーク＆カントリー

未定
会場：池袋西口公園

2. 東京フラフェスタ in 池袋 2011

7/22(金)～24(日)
会場：池袋西口公園、
サンシャインシティ他

事

業

名

事業内容・事業数等

3. 第44回ふくろ祭り

9/24(土)･25(日)
会場：池袋西口公園、
池袋西口駅前

4. 第12回東京よさこい

10/8(土)･9(日)
会場：池袋西口駅前

5. 「小さな出店」･「四の市」

会場：巣鴨信用金庫本店

（３）その他事業
目
的

「小さな出店」5回、
「四の市」2回出店予定

2,302 千円

予算額

区内の文化団体等の様々な事業実施に協力し、豊島区の文化的イメージ向上を図る。
事

業

名

事業内容・事業数等

1. 池袋いけいけ人形劇まつり

5/4(水･祝)
会場：豊島区民センター
(コア・いけぶくろ)

色々な人形劇を安価で提供する
公演

2. 映画の日

12/1(木)
会場：豊島公会堂
(みらい座いけぶくろ)

懐かしの昭和の名画上映と出演
者のトークショー

会場：都内ホール･劇場

年25演目予定
都内のオーケストラ公演、演劇
のチケットを預かり一般価格よ
り安く提供する事業

3. 名曲・名作鑑賞会

３．広報・普及活動事業
目
的

予算額

16,200 千円

財団による文化芸術事業をはじめ、まちづくり事業、各施設での文化事業等を、広報紙・ホーム
ページ・メルマガ等の様々な媒体を駆使して、広く内外に積極的に周知活動を展開し、豊島区の文
化的イメージの定着に貢献する。
事

業

名

事業内容・事業数等
○発
○内

1. 「財団ニュース」みらいの発行

2. ホームページの運営
3. メールマガジン発行

行：毎月１回 部数125,000部
容：4頁/4、7、8、9、10、1、3月号
2頁/5、6、11、12、2月号
全面カラー、各公演事業、各館事業・地域イベント
の紹介。
○配布先：区内配布及び近隣区の一部（新聞折込み)、区全施
設、駅スタンド、民間協力企業など。
公益法人化に伴い全面リニューアルを行う。
○発

行：毎月１回
財団関連の全情報を網羅した内容を配信

4. 財団マスコットキャラクター管理

マスコットキャラクター「としまくん」を財団のＰＲ、ＨＰ等
で積極的に活用し、財団のイメージアップにつなげる。

5. 友の会

友の会会報の発行及びメールにより、文化芸術事業等の情報提
供をさらに拡大し、会員限定の特典を充実する。

6. ポイントカード

チケット購入及び管理運営施設利用者に共通のポイントカード
を発行し、チケット購入時や施設利用時に500円の割引サービス
を実施する。

Ⅱ．区から受託する文化施設等の管理運営に関する事業 （定款第４条第１項第２号事業及び第４号事業）
豊島区から指定管理及び事業受託による文化施設の管理運営を行う。

１．施設の管理運営事業
目
的

予算額

542,314 千円

各施設の特性に応じ、利用者満足度100％を達成できるよう努めるとともに、区民の自主的な文化
芸術活動等の拠点となる施設をめざす。
事

業

名

事業内容・事業数等

豊島区民センター

豊島区東池袋１丁目２０番１０号

(コア・いけぶくろ)

会議室（７室）、和室、音楽室、総合展示場、文化ホール
【座席数２１４席（車椅子席２席含む）】

豊島公会堂

豊島区東池袋１丁目１９番１号

(みらい座いけぶくろ)

定員１，００６名【座席数８０２席・車椅子席６席】

あうるすぽっと

豊島区東池袋４丁目５番２号

（舞台芸術交流センター）

劇場【座席数３０１席】、会議室（２室）

勤労福祉会館

豊島区西池袋２丁目３７番４号
会議室（８室）、和室（３室）、音楽室（３室）、美術室、工
芸室、料理実習室、体育室、ランニングコース、陶芸窯（電気
式）、暗室設備

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

巣鴨地域文化創造館

豊島区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

单大塚地域文化創造館

豊島区单大塚２丁目３６番１号
会議室（６室）､和室､音楽室､調理室、
单大塚ホール【座席数３００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（３室）､和室､音楽室､美術室､工作室、多目的ホール、
陶芸窯（電気式）、パソコンルーム、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（電
気式)

雑司が谷案内処

豊島区雑司が谷３丁目１９番５号

（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

２．各施設の事業
（１）豊島区民センター・豊島公会堂
目
的

予算額

727 千円

交通利便な多目的施設であり、各種文化事業を積極的に企画・実施することで、文化と賑わいの
創出につなげるとともに、施設稼働率の向上に努める。
事

業

名

事業内容・事業数等

6/4(土)
会場：豊島区民センター
1. わいわいひろっぱ 懐かしの駄菓子市
(コア・いけぶくろ)
総合展示場

ミニ四駆教室や手品ショー、ミニ
コンサート、山形県遊佐町からの
産直販売コーナーなどを行うファ
ミリー参加型事業
区内の文化的な営みについて幅広
く紹介する展示を行う。

2. としまふれあい交流サロン

年間6回予定

3. フラダンス講座(仮題)

6月予定(全4回)

フラフェスタ開催前に、普及も含
めた初心者対象講座

4. ヨガ講座(仮題)

7月予定(全3回)

日頃運動不足になりがちな勤労者
向けヨガ初心者対象講座

5. アロマテラピー講座(仮題)

11月予定(全1回)

日頃、仕事でストレスを感じてい
る女性向けの講座

6.

区民センターを飾っちゃおう！
12月予定(全1回)
～子どもたちの装飾あそび講座(仮題)

クリスマス、正月に向けて、装飾
品を工作する親子対象講座

7.

インドを踊ろう～ボリウッドダンス
＆古典舞踊講座～(仮題)

国際的な池袋周辺環境理解のため
に行うインド舞踊講座

12月予定(全3回)

（２）あうるすぽっと

予算額

86,257 千円

①自主企画公演
目
的

自ら企画する劇場プロデュース公演により、高品質な舞台作品の創造と発信を目的とする。
事

業

名

事業内容・事業数等

1. 「おもいのまま」

6/28(火)～7/13(水)

飴屋法水演出、石田えり主演の新
作演劇

2. 森山開次×岡田利規(仮題)

9/21(水)～10/2(日)

チェルフィッチュの岡田利規演
出、森山開次主演の新作演劇

3. 「おやすみ母さん」

11/24(木)～12/4(日)

映画監督の青山真治演出、白石加
代子主演の新作演劇

4. あうるすぽっと

12/15(木)～25(日)

クリスマス企画

クリスマス(仮題)

ダンスライブ

②ワークショップ
目
的

ワークショップ及びワークショップのアウトリーチ事業などにより、舞台芸術の担い手の育成を
図るほか、地域の賑わいの創出につなげる。
事

業

名

事業内容・事業数等

1. アートマネージメント研修

期間：6月～2月

約９カ月の長期インターンシッ
プ。劇場の現場を学ぶ

2. 文楽

5/24(火)

文楽の魅力を紹介する古典芸能
ワークショップ

3. タップダンス

6月～12月(全20回)

タップダンサー熊谷和徳による
ワークショップ

4. ホワイエ落語

6月～12月(全2回予定)

劇場ホワイエで開催する入場無料
の落語会。落語の入門編

事

業

名

事業内容・事業数等

5. ホワイエコンサート

6月～12月(全2回予定)

劇場のホワイエで開催するミニコ
ンサート

6. バックステージツアー

6月～12月(全1回予定)

劇場の舞台裏を劇場や公演のス
タッフが紹介するプログラム

7. としまっぷ計画

6月～2月(全3回予定)

豊島区内の特色をドラマの手法を
使って探究するワークショップ

8. にゅ～盆踊り

7月(全5回予定)

池袋西口公演で開催する近藤良平
オリジナル盆踊り大会

9. 日本語の学校

11月(全6回予定)

演出家鴨下信一による日本語の表
現についてのワークショップ

10. 大塚ろう学校アウトリーチシリーズ

12月～1月(全3回予定)

都立大塚ろう学校とのパントマイ
ム・アウトリーチ事業

11. ホワイエリーディング

12月(全3回予定)

劇場のホワイエで開催するドラマ
リーディング

12. 渋さ知らズ

2月(全10回予定)

「渋さ知らズ」と共に舞台を創る
ワークショップ

13. 舞台監督の仕事

開催日未定(全1回予定）

若手舞台監督を育成する技術ワー
クショップ

③タイアップシリーズ
目
的

主催カンパニー・制作団体と共催して、質の高い「舞台芸術作品」の鑑賞機会の提供と、劇場の
ステータスアップを図る。
事

業

名

事業内容・事業数等

タイアップ公演
「ノイゼス・オフ」
作：Ｍ.フレイン

6/6(月)～6/26(日)

2. 「友達が来た」(仮題)

8/18(木)～9/4(日)

3. 「破産した男」

10/3(月)～10(月･祝)

4. 「三人姉妹」

10/24(月)～30(日)

山崎清介演出
ズ第4弾

5. 「出番を待ちながら」

11/1(火)～5(土)

木山事務所制作 三田和代主演の
ストレートプレイ(再演)

6. 「嫉妬、混む！」(仮題)

12/5(月)～14(水)

トム･プロ制作 注目される若手作･
演出家「中津留章仁」の作品

1.

7. 「第2回日韓演劇フェスティバル」 1/17(火)～31(火)
8. 「シルク･ヴィヴァン」

2/1(水)～5(日)

9. 北九州芸術劇場プロデュース公演 2/28(火)～3/4(日)

CAT制作 千葉哲也演出、主演のシ
チュエーションコメディ
アトリエ・ダンカン制作による２
人芝居シリーズ第2弾
脚本：鈴江敏郎
東京日仏学院主催 フランスの戯
曲を日本人キャストで紹介
チェーホフシリー

日本演出者協会、韓国演劇演出家
協会共同主催の演劇祭
ベルギー在住のコンテンポラ
リー・サーカスを招聘
北九州芸術劇場プロデュースの新
作演劇公演

10.仲道郁代パフォーマンス(仮題)

3/8(木)～11(日)

朗読とピアニスト仲道郁代の演奏
によるプログラム

11.ケベック家族演劇祭（仮題）

3月下旬

バスタ制作 カナダ・ケベック州
の劇団グロ・メカノとの共同制作

事

業

名

事業内容・事業数等

提携事業
1. フェスティバル/トーキョー

11/6(日)～10(木)

2. 『小田島雄志 翻訳･戯曲賞』授賞式 1/16(月)

主催：東京都、豊島区、(財)とし
ま未来文化財団
主催：『小田島雄志
賞』実行委員会

翻訳･戯曲

（３）勤労福祉会館・地域文化創造館
①文化カレッジ
目
的

6,949 千円

予算額

「地域とあなたをつなぐ文化カレッジ」をキャッチフレーズに、各館の特色を明確にし、区民や
地域団体が講師として活躍できる機会を提供する等、参加者も講師もともに楽しめ、学べる講座を
提供していく。
また、講座終了後には、自主グループの設立についてアドバイスを行い、区民の自主的な文化活
動を支援していく。
事

業

名

事業内容・事業数等

勤労福祉会館
1. 教養文化講座

4講座

文学講座、考古学講座

他

2. 趣味・実技講座

8講座

皮工芸、料理、水彩画、日本画、コーラス、マジッ
ク、ストレッチ

3. 資格取得対策講座

3講座

民法講座、宅建主任資格講座

1. 教養文化講座

7講座

語学講座、歴史講座、自然科学講座

2. 趣味・実技講座

8講座

器楽講座、料理講座、手芸講座

1. 教養文化講座

7講座

歴史人物講座(3)、映画講座、民俗学講座、脳科学講
座

2. 趣味・実技講座

6講座

太極拳講座、かな文字講座、油絵講座、礼法講座、美
容健康講座(2)

1. 教養文化講座

3講座

講演会、漢字講座、落語街歩き講座

2. 趣味・実技講座

6講座

野菜収穫体験講座、動物園講座、料理講座、書道講
座、三味線講座、ミュージックベル講座

1. 教養文化講座

6講座

文学講座(2)、美術講座、舞台芸術講座、古典芸術講
座、自然生物講座

2. 趣味・実技講座

8講座

水彩画講座、家庭菜園講座、料理講座(2)、陶芸講
座、音楽講座、手芸講座、社会貢献活動支援講座

他

駒込地域文化創造館
他

他

巣鴨地域文化創造館

单大塚地域文化創造館

雑司が谷地域文化創造館

事

業

名

事業内容・事業数等

ちとせ橋コミュニティ塾
1. 教養文化講座

10講座、16回

2. 趣味・実技講座

7講座、15回

千早地域文化創造館
1. 教養文化講座

7講座

美術講座(2)、社会科講座、健康講座、歴史探訪講
座、歴史人物講座(2)、史跡

2. 趣味・実技講座

8講座

陶芸講座(2)、落語体験講座、料理講座(3)、ミニ盆栽
作り講座(2)

②地域文化事業
目
的

予算額

878 千円

地域の文化資源や人材を取り上げ、その魅力をアピールすることで、区民が地域の魅力を再認識
し、地域への愛着を深めるとともに、独自の地域性の創出につなげていく。
事

業

名

事業内容・事業数等

勤労福祉会館

藍染教室・陶芸教室・としまものしり検定

駒込地域文化創造館

ヴァレンタインコンサート・青島広志少年少女音楽教室・創立
30周年記念事業

巣鴨地域文化創造館

健康カレッジinすがも・町並み史跡探訪・住職に聞く・仏像再
発見講座・めじろ寄席inすがも

单大塚地域文化創造館

演劇体験講座（読み芝居）・ショー体験ワークショップ・劇団
檸檬座公演「老怪人二十面相ＶＳ老少年探偵団」

雑司が谷地域文化創造館

雑司ヶ谷霊園に眠る文化人や偉人を取り上げるカレッジ・雑
司ヶ谷霊園シリーズ(2回)

千早地域文化創造館

江戸時代の林政講座・緑の散策講座・デジカメ講座・わらぞう
り作り講座

③地域協働事業
目
的

予算額

1,686 千円

文化、健康、都市再生、環境、子育て・教育、福祉、安全・安心なまちづくりなど様々な課題に
取組む地域の団体とともに、地域コミュニティの活性化と自治意識の向上を図る。
事

業

名

事業内容・事業数等

勤労福祉会館

サロンコンサート(2回)、区民ひろば西池袋「西池わいわい祭
り」、新池袋モンパルナス西口まちかど回遊美術館、豊島区民
囲碁大会、東京商工会議所豊島支部との提携事業

駒込地域文化創造館

親子でクリスマスケーキ作り、桜開花予想クイズ、桜フォトコ
ンテスト、桜MAP、染井よしの桜祭り、駒込歴史探訪

巣鴨地域文化創造館

さくらそうフェア、ちはら美術館展示、豊島区伝統工芸展示、
合唱団「大塚」夕涼みコンサート、菊かおる園作品展示、合唱
団「大塚」クリスマスチャリティーコンサート、すがも児童合
唱団クリスマスコンサート、豊島ハーモニカフェスティバル、
新春演芸会、駒込福祉作業所展示、すがも朗読の会発表会

事

業

名

事業内容・事業数等

单大塚地域文化創造館

おおつか音楽祭、大塚阿波踊り

雑司が谷地域文化創造館

ワンコイン落語会(5回)、スプリングコンサート(1回)、アート
ギャラリー

千早地域文化創造館

オールディーズ・ポップス・コンサート⑨、⑩

④雑司が谷案内処
目
的

予算額

6,213 千円

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、雑司が谷の地
域情報の発信に取り組んでいく。
事

業

名

事業内容・事業数等

施設の運営管理

地元町会、商店街による運営協議会の開催。応援倶楽部による
サポート。地域の様々な情報収集と発信。

２階展示ギャラリー

地域の歴史や文化などに関する展示。（年6回）

⑤その他の事業
事

予算額
業

名

3,925 千円

事業内容・事業数等

雑司が谷パソコンルーム
個人公開

個人で利用可能(2時間卖位)。ＩＴサポーターが常時１名従事。

パソコン講座

「はじめてのパソコン」、「ワード・エクセルの基本」、「デジカ
メ編集」など
16講座、68回

单大塚ホール落語
第79回单大塚ホール落語会

5/19(木)

第80回单大塚ホール落語会

8/18(木)

文化祭等
勤労福祉会館
「きんぷく＆フォーフェスタ」

11/19(土)･20(日)

駒込地域文化創造館
「駒込文化まつり」

10/8(土)･9(日)

巣鴨地域文化創造館
「中山道待夢まつり」

10/22(土)･23(日)

单大塚地域文化創造館
「みなみおおつか文化祭」

10/１(土)･2(日)

雑司が谷地域文化創造館
「ちとせ橋文化祭」

10/29(土)･30(日)

千早地域文化創造館
「あゆみ展」

10/15(土)･16(日)

事

業

名

文
化
６館共催事業「新春合同発表会」
祭
等

事業内容・事業数等
1/14(土)
会場：豊島区民センター
文化ホール(ｲｰｽﾄｽﾃｰｼﾞ･いけぶくろ)
○卓球(毎月

第2･第4火曜日)

○ダイエットストレッチ（毎月
スポーツ・レクシエーションの
個人公開事業

○健康体操太極拳（毎月
○スポーツ吹矢（毎月

第1･第3月曜日)

第2･第4土曜日)
第1･第3火曜日)

○ランニングコース（毎日)
会場：勤労福祉会館
○夏休みこども自習室：宿題アドバイザー各館巡回
子ども自習室の運営

○冬休みこども自習室：書初めお助けコーチ各館巡回
会場：各地域文化創造館

Ⅲ．まちづくり活動の推進と支援に関する事業 （定款第４条第１項第３号事業）
予算額

26,797 千円

１．まちの魅力づくり事業
目
的

区民の発意を促し、区民とともに、誰もが「住みたいまち」「訪れたいまち」と感じる魅力を再
発見し、親しみのもてるまちづくりを進める。
事

業

名

事業内容・事業数等

まちの魅力育て事業

地域らしさを考慮した事業やまちづくり講座の実施

まちの魅力育てサポート事業

地域住民主体のまちづくり活動等のサポート

２．まちづくり活動支援・相談事業
目
的

区民の広範なまちづくりへの要望や意欲を把握し、自主的な取り組みを掘り起こすとともに、多
様なまちづくり活動を支援する。
事

業

名

まちづくり活動団体支援(13団体）

事業内容・事業数等
まちづくり分野の自主的な活動団体への支援

市民まちづくり支援・都市ネットワーク会議 市民まちづくり支援に関する情報交換、発表及び調査研究

住まいづくり相談・支援事業

一般住宅の修築等の相談業務

３．まちづくりバンク事業
目
的

まちづくりバンク（人材、情報、財源）の運営をとおして、区民の自主的なまちづくり活動を支
援する。
事

業

名

まちづくりバンク事業

事業内容・事業数等
まちづくり活動助成団体の決定及び活動支援

４．まちづくり情報発信・提供事業
目
的

各種情報媒体を活用して、まちづくり情報の収集・発信・提供を行い、区民の自主的なまちづく
り活動の展開を図る。
事

業

名

事業内容・事業数等

ホームページ運営

まちづくりの情報発信

情報紙の発行

まちづくり活動の情報発信

まちづくりサロンの運営

まちづくり情報の提供及び活動支援

５．受託事業
目
的

まちづくり活動支援のノウハウを活かし、より多様なまちづくり活動に資する。
事

業

公園運営業務受託事業

名

事業内容・事業数等
区と住民の協働による公園整備及び維持管理についての活動支
援

Ⅳ．その他の事業（定款第４条第１項第４号事業・第２項第２号事業）
予算額

6,478 千円

１．販売等事業
事

業

名

自動販売機設置事業

事業内容・事業数等
自動販売機による飲料等の販売

通年

設置場所：勤労福祉会館
「区民の歌」ＣＤの有償頒布

豊島区制作の「区民の歌」ＣＤの有償頒布

通年

２．雑司が谷図書貸出コーナー運営事業
事

業

名

雑司が谷図書貸出コーナー運営事業

事業内容・事業数等
区立図書館の図書資料の貸出返却業務

通年

３．住民票自動交付機管理事業
事

業

名

住民票自動交付機管理事業

事業内容・事業数等
住民票自動交付機の管理

通年

設置場所：雑司が谷地域文化創造館、勤労福祉会館

４．．カフェ運営事業（あうるすぽっと）
事
カフェ運営事業

業

名

事業内容・事業数等
劇場ホワイエカフェ運営

劇場・ホワイエ催事開催時

