
平成２４年度(２０１２年度）

事 業 計 画 書

公 益 財 団 法 人 と し ま 未 来 文 化 財 団



● 文化・芸術事業

● 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

● 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

● まちの魅力づくり事業

● 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

● 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

法　人　の　事　業　体　系法　人　の　事　業　体　系法　人　の　事　業　体　系法　人　の　事　業　体　系

  文化芸術の伸展に関する事業

法法法法
　　　　
　　　　
　　　　
人人人人
　　　　
　　　　
　　　　
のののの
　　　　
　　　　
　　　　
事事事事
　　　　
　　　　
　　　　
業業業業

  区から受託する文化施設等の
  管理運営に関する事業

  まちづくり活動の推進と支援に
  関する事業

  その他の事業



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）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）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）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）

　１．文化・芸術事業　　１．文化・芸術事業　　１．文化・芸術事業　　１．文化・芸術事業　

　　（１）としま未来シアター１　　（１）としま未来シアター１　　（１）としま未来シアター１　　（１）としま未来シアター１ 事業予算額 千円

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

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

　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。

52,578

目
的

 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。平成24年度は、豊島区制
施行80周年を記念した事業として開催する。

事　業　名 事業内容・事業数等

美空ひばり歌謡コンクール＆
  フィルムコンサートⅠ

全国の美空ひばりの歌愛好家を募
り、歌謡コンクールとフィルムコ
ンサートを同時開催

歌謡コンクール
テープ審査合格者30名によるコン
テストの開催
美空ひばり賞など

5/6(日)
豊島公会堂
(みらい座いけぶくろ)

歌と笑いのグランドショー
昭和から平成への80年史

4/27(金)
豊島公会堂
(みらい座いけぶくろ)

昭和から平成への80年を歌や漫才
等で綴る笑いと癒し満載のステー
ジショー

ファミリーコンサート
 ＆忍たま乱太郎ショー

5/5(土･祝)
豊島公会堂
(みらい座いけぶくろ)

ズーラシアンブラス
「音楽の絵本１」

6/30(土)
豊島公会堂
(みらい座いけぶくろ)

可愛い動物に扮した演奏者による
０歳児から大人まで楽しめるクラ
シックコンサート

ビックバンドジャズコンサート
7/13(金)
豊島公会堂
(みらい座いけぶくろ)

小山宣夫率いるビッグバンドによ
る迫力あるスタンダードジャズの
一夜

圓朝祭
7/14(土)･15(日)
豊島公会堂
(みらい座いけぶくろ)

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

フレッシュ名曲コンサート
9/2(日)
東京芸術劇場コンサートホール

指  　揮：宮本文昭
ピ ア ノ：近藤嘉宏
オーボエ：篠原拓也

立川志の輔独演会
9/9(日)
豊島公会堂
(みらい座いけぶくろ)

古典落語から新作まで幅広い演目
に取り組む立川志の輔による独演
会

美空ひばりフィルムコンサートの世界Ⅱ
10/7(日)
豊島公会堂
(みらい座いけぶくろ)

美空ひばり新宿コマ劇場公演の歌
とお芝居を上映

大谷冽子オペラ
「ヘンゼルとグレーテル」

11/30(金)、12/1(土)
東京芸術劇場プレイハウス

オペラ界屈指のプリマドンナ大谷
冽子氏演出による名作オペラ「ヘ
ンゼルとグレーテル」の公演

ズーラシアンブラス
「音楽の絵本２」

12/15(土)
豊島公会堂
(みらい座いけぶくろ）

可愛い動物に扮した演奏者による
０歳児から大人まで楽しめるクラ
シックコンサートⅡ

としま寄席
1/13(日）
豊島公会堂
(みらい座いけぶくろ)

小さん・花緑ほか有名落語家によ
る新春恒例の寄席

新春クラシカルポップスコンサート
with 東京室内管弦楽団

１/18(金）
東京芸術劇場コンサートホール

クラシックからポップス、ミュー
ジカル、映画音楽まで誰もが親し
める楽しいコンサート

三浦一馬が魅せる
タンゴ・ベストセレクション

3/5(火）
東京芸術劇場プレイハウス

バンドネオン奏者三浦一馬を中心
とした特別編成のバンドで聴くタ
ンゴの名曲演奏会



15.ワークショップ

太鼓道場 in としま

能＆狂言セミナー

キッズ・シアター・ワークショップ

日本舞踊ワークショップ

狂言教室

伝統文化子ども教室

　　（２）としま未来シアター２　　（２）としま未来シアター２　　（２）としま未来シアター２　　（２）としま未来シアター２ 事業予算額 千円

1.

太鼓道場 in としま（再掲）

2.

能＆狂言セミナー（再掲）

3.

4.

5.

※〈区芸〉は、区民芸術祭参加公演である。

事　業　名 事業内容・事業数等

9～10月に4回
豊島公会堂
(みらい座いけぶくろ)

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　髙野右吉氏

3回予定
「能楽・狂言」の魅力を紹介する
ワークショップ
講師：野村万蔵師

区内小学生を対象に「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

区内幼児･小学生を対象に日本舞踊の基礎を学び、12月の「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

区内小学生を対象とした子ども向け狂言教室
講師：野村万蔵師

区内小学生を対象としたお茶といけ花の教室
講師：豊茶華文化連盟

56,051

目
的

　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
都市と連携した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。平
成24年度は、豊島区制施行80周年を記念した事業として開催する。

事　業　名 事業内容・事業数等

民俗芸能 in としま　〈区芸〉
10/13(土)
豊島公会堂
(みらい座いけぶくろ)

豊島区内の民俗芸能を紹介すると
ともに、姉妹・友好交流都市に伝
わる貴重な伝統芸能を招聘し開催

9～10月に4回
豊島公会堂
(みらい座いけぶくろ)

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　髙野右吉氏

第25回　としま能の会　〈区芸〉
11/27(火)
東京芸術劇場プレイハウス

初回から監修・解説を務める山崎
有一郎氏の白寿のお祝いの謡も含
めた能の会

3回予定
「能楽・狂言」の魅力を紹介する
ワークショップ
講師：野村万蔵師

区民でつくる演奏会
いっぽ・イッポ・みらいへⅧ
〈区芸〉

12/9(日)
東京芸術劇場コンサートホール

毎回趣向を凝らした独自の企画で
好評の区民参加型の演奏会

区民参加によるアート・ステージ
新作オペラ仮題「君と見る夢」

3/8(金)･9(土)
東京芸術劇場プレイハウス

としま区発の新作コメディタッチ
オペラの発表公演

舞踊鑑賞講座「目白三人の会」
3/10(日)
東京芸術劇場プレイハウス

日本舞踊、現代舞踊、クラシック
バレエの３つの舞踊公演



　　（３）子ども芸術・芸能講座　　（３）子ども芸術・芸能講座　　（３）子ども芸術・芸能講座　　（３）子ども芸術・芸能講座 事業予算額 千円

1. ジュニア・アーツ・アカデミー

2.

3. 日本舞踊ワークショップ（再掲）

4. 狂言教室（再掲）

5. 伝統文化子ども教室（再掲）

　　（４）その他の事業　　（４）その他の事業　　（４）その他の事業　　（４）その他の事業 事業予算額 千円

1.

2.

3. かるがも茶席

4.

5．美術へのいざない

区内幼児･小学生を対象に日本舞踊の基礎を学び、12月の「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

3,193

目
的

　心豊かな人材を育成するため、次世代を担う子どもたちに、音楽・演劇・日本舞踊・狂言に親しむ
機会を提供する。

区内小学生を対象とした子ども向け狂言教室
講師：野村万蔵師

区内小学生を対象としたお茶といけ花の教室
講師：豊茶華文化連盟

1,010

目
的

　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

区内小学生を対象に音楽に触れながら「区民参加によるアート･
ステージ」、「区民でつくる演奏会」等に参加
講師：坂本和彦氏

キッズ・シアター・ワークショップ（再掲）

区内小学生を対象に「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

事　業　名 事業内容・事業数等

区制施行80周年記念
文化フォーラム

第１期(9月～　5回予定)
東京芸術劇場シンフォニー
スペース

著名な講師を迎え、文化の視点か
らの講演会

区制施行80周年記念
文化創造都市推進シンポジウム

2月15日(金)･16日(土)
舞台芸術交流センター
(あうるすぽっと)

文化政策10年間の取組みを振り返
るとともに、今後の文化振興につ
いて考えるシンポジウム

毎月第1木曜日
(8･10･12･1月は休み）
目白庭園　赤鳥庵

豊茶華文化連盟会員の各流派によ
るお茶席

若手演奏家の育成
～としま 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、演奏の機会の提供

美術館、博物館等で開催される展示会の事前解説等を聞く機会の
提供



　２．文化・芸術支援事業　　２．文化・芸術支援事業　　２．文化・芸術支援事業　　２．文化・芸術支援事業　

　　（１）としま区民芸術祭　　（１）としま区民芸術祭　　（１）としま区民芸術祭　　（１）としま区民芸術祭 事業予算額 千円

1. 第24回池袋演劇祭　　

前夜祭「予告編・ＣＭ大会」 

演劇祭参加公演

表彰式・祝賀会　

2. 豊島区管弦楽団演奏会

3. 豊島区吹奏楽団演奏会

4. 展覧会

豊島区総合美術展（書道の部）

豊島区総合美術展（美術の部）

豊島区総合美術展（いけ花の部）

5. 豊島区文化祭

秋の茶会

コーラス大会

18,518

8/17(金)
あうるすぽっと

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。
東京芸術劇場の開設を契機とし
て、こうした若い演劇人を育成す
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
 公益財団法人としま未来文化財団
 豊島区

期間：9/1(土)～30(日)
あうるすぽっと他区内劇場

区制施行80周年記念
特別公演「トキワ荘の夏」

9/1(土)～3(月)　4公演
南大塚ホール

〈第23回大賞受賞劇団〉
ラビット番長「消える魔球」

9/5(水)～9(日)
あうるすぽっと

〈第23回優秀賞受賞劇団〉
バンタムクラスステージ
「（未定）」（新作）

9/6(木)～9日(日）
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)

目
的

　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。平成24年度は、豊島区制施行80周年を記念した事業と
する。

事　業　名 事業内容・事業数等

〈第23回優秀賞受賞劇団〉
芝居三昧「（未定）」（新作）

9/13(木)～16(日)
南大塚ホール

〈第23回豊島区長賞受賞劇団〉
45歳からのアクターズスタジオ
「独房のルージュ」

9/13(木)～16(日)
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)

10/29(月）
あうるすぽっと

9/16(日）
東京芸術劇場コンサートホール

アマチュア管弦楽団による毎年恒
例の演奏会

9/23(日）
東京芸術劇場コンサートホール

アマチュア吹奏楽団による毎年恒
例の演奏会

9/19(水)～23(日)
東京芸術劇場ギャラリー１

豊島区書道会会員による書道展

9/19(水)～23(日)
東京芸術劇場ギャラリー１

豊島区美術家協会による美術展

9/20(木)～23(日)
東京芸術劇場ギャラリー2

豊茶華文化連盟・伝統文化こども
教室によるいけ花展

10/21(日）
目白庭園　赤鳥庵

豊茶華文化連盟会員によるお茶席

11/４(日)
豊島公会堂
(みらい座いけぶくろ)

区内で活動しているグループ・合
唱団による演奏会



器楽演奏会

民踊大会

吟剣詩舞大会

珠算コンクール

区民作品展

6. 華麗なる彩り

日本舞踊ワークショップ（再掲）

　　（２）地域協働事業　　（２）地域協働事業　　（２）地域協働事業　　（２）地域協働事業 事業予算額 千円

1. 池袋ジャズフェスティバル２０１２

2.

3.

4. 第45回ふくろ祭り

5. 第13回東京よさこい

6.

事　業　名

11/11(日)
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)

区内で活動している邦楽・洋楽団
体による演奏会

11/11(日)
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

事業内容・事業数等

11/18(日)
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)

豊島区吟剣詩舞道連盟会員と区民
による吟剣、吟詩舞等の発表

11/23(金･祝)
豊島区民センター
(コア・いけぶくろ)
会議室

小学生から高齢者まで個人参加に
よる珠算競技会

2/21(木)～24(日)
豊島区民センター
(コア・いけぶくろ)
総合展示場

区民の創作活動内容を発表する展
示会

12/2(日)
東京芸術劇場プレイハウス

としま区日本舞踊家集団による公
演

豊島区民センター
(コア・いけぶくろ)
 音楽室

区内幼児･小学生を対象に日本舞踊
の基礎を学び、12月の東京芸術劇
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

-

目
的

　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

5/19(土)･20(日)
池袋西口公園、池袋西口駅前広
場他

第7回フォーク＆カントリー
6/2(土)･3(日)
池袋西口公園

ステージ予定数　20組

第10回東京フラフェスタ in 池袋2012

7/20(金) (前夜祭）
7/21(土)･22(日）
池袋西口公園、サンシャインシ
ティ他

参加予定チーム数　90ﾁｰﾑ
（約2,600人）

9/22(土･祝)･23(日)
池袋西口公園、池袋西口駅前

ステージ予定数　20組
大神輿予定数　15基

10/6(土)･7(日)
池袋西口公園、池袋西口駅前、
大塚駅前、巣鴨駅前、目白駅前
他

参加予定チーム　110ﾁｰﾑ

「小さな出店」･「四の市」 巣鴨信用金庫本店
「小さな出店」4回、
「四の市」2回出店予定



　　（３）その他の事業　　（３）その他の事業　　（３）その他の事業　　（３）その他の事業 事業予算額 千円

1.

2.

3.

4 映画の日

5 名曲・名作鑑賞会

　３．広報・普及活動事業　　３．広報・普及活動事業　　３．広報・普及活動事業　　３．広報・普及活動事業　 事業予算額 千円

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

4. 財団マスコットキャラクター管理

5. 友の会

6. ポイントカード

2,460

目
的

　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。

都内ホール･劇場
年25演目予定　都内コンサー
ト、演劇などの公演チケットを
低廉な価格で提供

事　業　名 事業内容・事業数等

区制施行80周年記念
池袋いけいけ人形劇まつり

5/4(金･祝)
豊島区民センター
(コア・いけぶくろ)

多種多彩な人形劇を低価格で提
供する公演

（仮称）区制施行80周年記念式典＆
　祝典コンサート

10/1(月)
東京芸術劇場コンサートホール

区制施行80周年の記念式典とと
もに特別ゲストを迎えた祝典コ
ンサート

目
的

　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・メールマガジン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　行：毎月１回  部数125,000部
○内　容：4頁/5、6、7、8、9、10、11、12、1、2、3月号
　　　　　8頁/4月号(区制施行80周年記念特集号）
　        全頁カラー、各公演事業、各館事業・地域イベント
　　　　　の紹介、財団関係地域団体の紹介等
○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、民間協力企業等

区制施行80周年記念
（仮称）第6回アジア地域セーフコ
ミュニティ会議認証コンサート

11/28(水)
東京芸術劇場コンサートホール

第6回アジア地域セーフコミュ
ニティ会議開催及びセーフコ
ミュニティ認証を祝う記念コン
サート

12/1(土)
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

掲載内容の充実、ツイッターの発信

○発　行：毎月１回
　　　　　財団関連の全情報を網羅した内容を配信

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

メール便での財団ニュース・チラシ・友の会会報送付の他、会員
限定の特典を充実

チケット購入及び管理運営施設利用者に共通ポイントカードの発
行
チケット購入時や施設利用時に500円割引サービスの実施

17,302



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）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）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）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）

　１．施設の管理運営事業　　１．施設の管理運営事業　　１．施設の管理運営事業　　１．施設の管理運営事業　 事業予算額 千円

豊島区民センター 豊島区東池袋１丁目２０番１０号

会議室（８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）】

豊島区東池袋１丁目１９番１号

定員１，００６名【座席数８０２席・車椅子席６席】

豊島区東池袋４丁目５番２号

劇場【座席数３０１席】、会議室（２室）

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

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

豊島区巣鴨４丁目１５番１１号

会議室（３室）、多目的ホール､展示ロビー

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）】

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

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)

豊島区雑司が谷３丁目１９番５号

案内・休憩コーナー、展示ギャラリー

※　南大塚地域文化創造館は、平成24年5月まで工事休館（南大塚ホールは、8月まで休館）

雑司が谷案内処

（雑司が谷情報ステーション）

南大塚地域文化創造館

雑司が谷地域文化創造館

千早地域文化創造館

勤労福祉会館

駒込地域文化創造館

巣鴨地域文化創造館

（中山道待夢）

（コア・いけぶくろ）

豊島公会堂

（みらい座いけぶくろ）

あうるすぽっと

（舞台芸術交流センター）

 　豊島区から指定管理及び事業受託による文化施設等の管理運営を行う。

508,653

目
的

　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。

施　設　名 所在地・施設内容



　２．各施設の事業　　２．各施設の事業　　２．各施設の事業　　２．各施設の事業　

　　（１）豊島区民センター・豊島公会堂　　（１）豊島区民センター・豊島公会堂　　（１）豊島区民センター・豊島公会堂　　（１）豊島区民センター・豊島公会堂 事業予算額 千円

1. わいわいひろっぱ 懐かしの駄菓子市

2. としまふれあい交流サロン

3. フラダンス教室

東京フラフェスタ in 池袋

4. 歴史講座

5. 11/19(月)～30(金)

6. フラダンス教室　パート２

　　（２）あうるすぽっと　　（２）あうるすぽっと　　（２）あうるすぽっと　　（２）あうるすぽっと 事業予算額 千円

　　　①自主企画公演　　　①自主企画公演　　　①自主企画公演　　　①自主企画公演

1. 「親指こぞう」

2. 「季節のない街」

3.

4. あうるすぽっとクリスマスコンサート

5.

6. 熊谷和徳クリスマスタップ

12/24(月・祝)～25(火)
おとな向けのこだわりのワールド
ミュージックコンサート

渋さ知らズ大オーケストラ「池袋大作戦」 1/20(日)
渋さ知らズとワークショップ生の
出演によるジャズライブ

1/26(土)～27(日)
熊谷和徳とワークショップ生の出
演によるタップダンス公演

8/3(金)～5(日)
舞台上に作った小屋の中でベッド
に寝ながらお話を聞く体験型演劇

10/3(水)～8(月･祝)
戌井昭人の演出により山本周五郎
の原作を舞台化

区制施行80周年記念
「白い馬の物語」

11/16(金)～18(日)
栗山民也演出、竹下景子の朗読と
モンゴル国立馬頭琴オーケストラ
演奏、(財)地域創造助成事業

2月～3月(6回) 継続講座

82,972

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

7/21(土)･22(日)
東京フラフェスタin池袋２０１２
の参加・発表

10月～12月(6回) 三国志にまつわる歴史講座

区制施行80周年記念特別公演
「地球空洞説」
（流山児★事務所）

区、財団、劇団の三者で実行委員
会を組織。
寺山修司没後30周年のプレス公演

5/12(土)･8/18(土)
2回開催予定
豊島区民センター
(コア・いけぶくろ)
総合展示場、
豊島公会堂
(みらい座いけぶくろ）

ものづくり、ミニコンサート、駄
菓子市、山形県遊佐町産直品販売
など、親子が楽しめるイベントの
実施

年間6回予定
区内の文化・芸術的な営みについ
て幅広く紹介する展示

4/3･10･17･24、5/8･15･22･
29、6/5･19･26、7/3･10･17
(各火曜日)

東京フラフェスタin池袋２０１２
に参加をめざした初心者講座

1,044

目
的

　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



　　　②ワークショップ　　　②ワークショップ　　　②ワークショップ　　　②ワークショップ

1. アートマネージメント研修

2. にゅ～盆踊り

3. 文楽

4. バックステージツアー

5. タップダンス

6. 日本語の学校

7. 視覚障害者舞台鑑賞ボランティア講座

8. からだの詩を楽しむ

9. 舞台監督の仕事

10. 渋さ知らズ

11. 講談のハナシ

　　　③タイアップシリーズ　　　③タイアップシリーズ　　　③タイアップシリーズ　　　③タイアップシリーズ

1.

2. 「骨唄」

3. 「tick,tick…BOOM!」

4. 「伝統芸能バリアブル」（予定）

5. プロジェクト大山ダンス公演

9/14(金)～30(日)
ＣＡＴ制作　山本耕史演出・主演
のモノローグ・ミュージカル

10/12(金)～14(日)
パフォーマンス集団キュピキュピ
の最新作

12/7(金)～9(日)
トヨタコレオグラフィアワード
2010受賞者によるダンス公演

タイアップ公演

「チェーホフ短編集」 4/18(水)～22(日)
山崎清介演出　華のん企画制作の
チェーホフシリーズ第5弾

6/28(木)～7/1(日)
トム・プロダクション制作　東憲
司作・演出。出演は高橋長英ほか

2月～3月（全3回予定）
劇場ホワイエで開催する入場無料
の講談についてのレクチャー。講
談入門編

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

10月～2月（全4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

12/4(火)～5(水)（全2回）
若手舞台監督を育成する技術ワー
クショップ

1/16(水)～19(土)（全4回予定）
「渋さ知らズ」と共に舞台を創る
ワークショップ

10月～1月（全10回予定）
タップダンサー熊谷和徳による
ワークショップ

10月～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月～1月（全4回予定）
視覚障害者の劇場へのガイドを学
ぶ講座

6月～7月（全6回予定）
池袋西口公園の近藤良平オリジナ
ル盆踊り大会へのワークショップ

9/4(火)（全1回）
文楽の魅力を紹介する古典芸能
ワークショップ

9月～3月（全2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

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

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



6. 青少年向け現代フランス舞台公演

7. 「セールスマンの死」

8. 北九州芸術劇場提携公演

9. 「ロスメルスホルム」（仮）

提携事業

1. フェスティバル/トーキョー

2.

　　（３）勤労福祉会館・地域文化創造館　　（３）勤労福祉会館・地域文化創造館　　（３）勤労福祉会館・地域文化創造館　　（３）勤労福祉会館・地域文化創造館

事業予算額（勤労福祉会館） 千円

事業予算額（地域文化創造館） 千円

　　　①文化カレッジ　　　①文化カレッジ　　　①文化カレッジ　　　①文化カレッジ

勤労福祉会館

1. 教養文化講座 　4講座 文学講座、歴史講座(2)　他

2. 趣味・実技講座 　7講座

3. 資格取得対策講座 　3講座 民法講座、宅建主任資格講座　他

駒込地域文化創造館

1. 教養文化講座 　7講座 文学講座、歴史講座、自然科学講座、史跡講座　他

2. 趣味・実技講座 　8講座 美術講座、料理講座、手芸講座、ダンス講座　他

巣鴨地域文化創造館

1. 教養文化講座 　8講座

2. 趣味・実技講座 　6講座

事　業　名 事業内容・事業数等

皮工芸、料理、日本画、コーラス、健康体操　他

歴史人物講座、仏教美術講座、経済学講座　他

中高年ハイキング講座、ちぎり絵講座、美容健康講座
他

『小田島雄志 翻訳･戯曲賞』授賞式 1/15(火)
主催：『小田島雄志 翻訳･戯曲
賞』実行委員会

2,469

18,126

目
的

　「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。

3/7(木)～10(日)
北九州芸術劇場プロデュースの新
作演劇公演

3/23(土)～31(日)
ジェイ．クリップならびにメ
ジャー・リーグ共同制作

10/30(火)～11/10(土)
主催：東京都、豊島区、公益財団
法人としま未来文化財団

事　業　名 事業内容・事業数等

12/12(水)～15(土)
東京日仏学院主催　フランス現代
演劇を日本人演出・キャストで

2/21(木)～3/5(火)
文学座制作　たかお鷹主演による
アーサー・ミラーの翻訳劇



南大塚地域文化創造館

1. 教養文化講座 　4講座 漢字講座、英語講座、落語街歩き講座、防災講座

2. 趣味・実技講座 　3講座

雑司が谷地域文化創造館 　　　　　　　　　　

1. 教養文化講座 　6講座

2. 趣味・実技講座 　8講座

ちとせ橋コミュニティ塾

1. 教養文化講座   8講座、15回

2. 趣味・実技講座 　8講座、15回

千早地域文化創造館

1. 教養文化講座 　5講座

2. 趣味・実技講座 　9講座

　　　②地域文化事業　　　②地域文化事業　　　②地域文化事業　　　②地域文化事業

勤労福祉会館 藍染教室・フラワーアレンジメント・としまものしり検定

駒込地域文化創造館

巣鴨地域文化創造館

南大塚地域文化創造館

雑司が谷地域文化創造館

千早地域文化創造館

演劇体験講座（演技ワークショップ)

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)・豊島の伝統工芸・古地図で歩く・アー
トギャラリー

地元史講座「旧長崎町を学ぶ」・緑の散策講座・デジカメ講
座・わらぞうり作り講座

目
的

　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

ヴァレンタインコンサート・青島広志少年少女音楽教室・親子
クリスマスケーキ作り・親子クッキー作り

健康カレッジinすがも・町並み史跡探訪・住職に聞く

健康体操講座、料理講座、ミュージックベル講座

歴史講座、文学講座、美術講座、舞台芸術講座、外国
語講座、建築学講座

家庭菜園講座、料理講座(2)、陶芸講座、健康講座、
手工芸講座、美術講座、生活講座

美術講座(2)、社会科講座、歴史人物講座、江戸文化
講座

陶芸講座(2)、落語体験講座、料理講座(2)、ミニ盆栽
作り講座(2)、絵画講座　他

事　業　名 事業内容・事業数等



　　　③地域協働事業　　　③地域協働事業　　　③地域協働事業　　　③地域協働事業

勤労福祉会館

駒込地域文化創造館

南大塚地域文化創造館 おおつか音楽祭、東京大塚阿波踊り

雑司が谷地域文化創造館

千早地域文化創造館

　　　④雑司が谷案内処　　　④雑司が谷案内処　　　④雑司が谷案内処　　　④雑司が谷案内処

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　　　⑤その他の事業　　　⑤その他の事業　　　⑤その他の事業

南大塚ホール

9/1(土)～3(月)　4回公演

9/5(水)

南大塚ホールリニューアル記念「東
京フィルハーモニー交響楽団メン
バーによる室内楽コンサート with
ソリスト」

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。

事　業　名 事業内容・事業数等

区制施行80周年記念
南大塚ホールリニューアル特別公演
「トキワ荘の夏」　(再掲)

ワンコイン落語会(4)、スプリングコンサート、アートギャラ
リー

オールディーズ・ポップス・コンサート⑩⑪、ダンスの祭典in
千早、千早落語会、将棋の日（講演会とお好み対局）

目
的

　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

事　業　名 事業内容・事業数等

サロンコンサート(2)、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

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、染井フリーマーケット、小学校児童作品
展、染井櫻を楽しむ会、旧丹羽邸蔵開放

巣鴨地域文化創造館

めじろ寄席in巣鴨、巣鴨＠ほ～む寄席、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

目
的

　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。



10/13(土)

第82回南大塚ホール落語会 2/21(木)

区制施行80周年記念文化祭等

　 10/6(土)･7(日)

10/20(土)･21(日)

10/27(土)･28(日)

10/6(土)･7(日)

10/13(土)･14(日)

11/24(土)･25(日)

区制施行80周年記念事業　区民ひろばとの連携事業

雑司が谷パソコンルーム

○ダイエットストレッチ（毎月　第1･3月曜日)

○卓球(毎月　第2･4火曜日)

○健康体操太極拳（毎月　第2･4土曜日)

○スポーツ吹矢（毎月　第1･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

○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

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、66回

スポーツ・レクシエーションの
個人公開事業

子ども自習室の運営

「お茶とお花教室」等、世代間交流事業

個人公開 個人で利用可能(2時間単位)。ＩＴサポーターが常時１名従事。

南大塚地域文化創造館
「みなみおおつか文化祭」

雑司が谷地域文化創造館
「ちとせ橋文化祭」

千早地域文化創造館
「あゆみ展」

勤労福祉会館
「きんぷくまつり」

６館共催事業「新春合同発表会」
1/12(土)
会場：南大塚ホール

事　業　名 事業内容・事業数等

区制施行80周年記念
南大塚ホールリニューアル特別公演
南大塚ホール落語会（第81回)

駒込地域文化創造館
「駒込文化まつり」

巣鴨地域文化創造館
「中山道待夢まつり」



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）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）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）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）

事業予算額 千円

　１．まちの魅力づくり事業　１．まちの魅力づくり事業　１．まちの魅力づくり事業　１．まちの魅力づくり事業

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　２．まちづくり活動支援・相談事業　２．まちづくり活動支援・相談事業　２．まちづくり活動支援・相談事業

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

一般住宅の修築等の相談業務

　３．まちづくりバンク事業　３．まちづくりバンク事業　３．まちづくりバンク事業　３．まちづくりバンク事業

　４．まちづくり情報発信・提供事業　４．まちづくり情報発信・提供事業　４．まちづくり情報発信・提供事業　４．まちづくり情報発信・提供事業

まちづくりの情報発信

まちづくり活動の情報発信

まちづくり情報の提供及び活動支援

　５．受託事業　５．受託事業　５．受託事業　５．受託事業

公園運営業務受託事業
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

まちの魅力育てサポート事業

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　名 事業内容・事業数等

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。

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。平成24年度は、豊島区制施行80周年を記念した事業
とする。

事　業　名 事業内容・事業数等

まちの魅力育て事業 コミュニティビジネス講座、講座「としま音の道しるべ」の実施

事　業　名 事業内容・事業数等

まちづくりバンク事業 まちづくり活動助成団体の決定及び活動支援

事　業　名 事業内容・事業数等

まちづくり活動団体支援(13団体） 
・まちづくり分野の自主的な活動団体への支援
・平成24年度は、セーフコミュニティ関連事業として、防災を
　身近に感じるワークショップを合同防災練習で開催

市民まちづくり支援・都市ネットワーク会議

住まいづくり相談・支援事業

ホームページ運営

情報紙の発行

まちづくりサロンの運営

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。

28,546

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



Ⅳ．その他の事業（定款第４条第１項第４号事業・第２項事業）Ⅳ．その他の事業（定款第４条第１項第４号事業・第２項事業）Ⅳ．その他の事業（定款第４条第１項第４号事業・第２項事業）Ⅳ．その他の事業（定款第４条第１項第４号事業・第２項事業）

事業予算額 千円

　１．販売等事業　１．販売等事業　１．販売等事業　１．販売等事業

「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　２．雑司が谷図書貸出コーナー運営事業　２．雑司が谷図書貸出コーナー運営事業　２．雑司が谷図書貸出コーナー運営事業

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　３．住民票自動交付機管理事業　３．住民票自動交付機管理事業　３．住民票自動交付機管理事業

住民票自動交付機管理事業 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）　４．カフェ運営事業（あうるすぽっと）　４．カフェ運営事業（あうるすぽっと）　４．カフェ運営事業（あうるすぽっと）

劇場ホワイエカフェ運営

　５．建物維持管理事業　５．建物維持管理事業　５．建物維持管理事業　５．建物維持管理事業

建物維持管理事業

　６．その他の事業等　６．その他の事業等　６．その他の事業等　６．その他の事業等

自動販売機設置事業 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

事　業　名 事業内容・事業数等

カフェ運営事業 劇場・ホワイエ催事開催時

事　業　名 事業内容・事業数等

豊島区民センター、勤労福祉会館の指定管理以外の建物維持管理

雑司が谷図書貸出コーナー運営事業

事　業　名 事業内容・事業数等

事　業　名 事業内容・事業数等

39,696

事　業　名 事業内容・事業数等

事　業　名 事業内容・事業数等


