
平成２５年度(２０１３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

（施設管理（公益　収益）、実施事業（公益））

● 舞台芸術交流センターの管理運営事業

（施設管理（公益　収益）、実施事業（公益））

● 勤労福祉会館の管理運営事業

（施設管理（公益　収益）、実施事業（公益））

● 地域文化創造館の管理運営事業

（施設管理（公益　収益）、実施事業（公益））

● 雑司が谷案内処管理運営事業 （施設管理（公益））

● 販売等事業  （公益　収益[その他]）

● 雑司が谷図書貸出コーナー運営事業  （収益[その他]）

● 住民票自動交付機管理事業  （収益[その他]）

● カフェ運営事業  （収益[その他]）

● 建物維持管理事業  （収益[その他]）

● その他の事業  （収益[その他]）

その他の事業

法　人　の　事　業　体　系

文化芸術の伸展に
関する事業

法
　
　
　
人
　
　
　
の
　
　
　
事
　
　
　
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

● まちづくり活動支援・相談事業 

● まちの魅力づくり事業

（公益） 

（公益） 



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　

（区： ）

　　（１）としま未来シアター１

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14. ワークショップ　　「太鼓道場inとしま」他

　　（２）としま未来シアター２

1.

2.

3.

4.

5.

　※〈区芸〉は、区民芸術祭参加公演である。

事業費 自主財源： 48,624千円

舞踊鑑賞講座「目白三人の会」

区民でつくる演奏会
国際交流事業「としま＆ローザンヌ～合唱団で綴る世界平和への祈り～」 〈区芸〉

アートステージ　オペラ

第２６回　としま能の会　〈区芸〉

目
的

　区民参加型の各種の事業を実施し、区民が身近に文化芸術に接することができる機会を
提供するとともに、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。

事　業　名

第25回民俗芸能 in としま　「秩父市＆名張市との文化交流の輪」　〈区芸〉

小朝プロデュ―スⅣ  「やってきました小朝です。小朝独演会」

としま寄席

フレッシュ名曲コンサート

ズーラシアンブラス「音楽の絵本」

シンデレラコンサートⅣ

美空ひばりフィルムコンサート ～劇場編～

小朝プロデュ―スⅢ  「やってきました小朝です」

ザ・ニュースペーパーショー

がーまるちょばショー

圓朝祭

小朝プロデュ―スⅡ  「やってきました小朝です」

小朝プロデュ―スⅠ  「やってきました小朝です」

　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。

シンデレラコンサートⅢ

　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。

99,521千円 50,897千円

目
的

事　業　名



　　（３）子ども芸術・芸能講座

1. ジュニア・アーツ・アカデミー　「10周年記念　ジュニア＆アニメの世界」

2.

3. 日本舞踊ワークショップ

4. 子ども狂言教室

5. 伝統文化子ども教室

　　（４）その他の事業

1. かるがも茶席

2. 庁舎ロビーコンサート

3. 文化ボランティア育成講座

4.

5. 美術へのいざない

　２．文化・芸術支援事業　

（区： ）

　　（１）としま区民芸術祭

1. 第25回池袋演劇祭　　

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

5. 豊島区文化祭

6. 華麗なる彩り

　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
言等に親しむ機会を提供する。

　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。

事業費 19,745千円 17,332千円 自主財源： 2,413千円

若手演奏家の育成　～としま ユング フェスタ オーケストラ～

目
的

事　業　名

　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。

目
的

事　業　名

としま演劇・ワークショップ

目
的

事　業　名



　　（２）地域協働事業

1. 池袋ジャズフェスティバル2013

2.

3.

4. 第46回ふくろ祭り

5. 第14回東京よさこい

6.

　　（３）その他の事業

1.

2.

3.

4. 名曲・名作鑑賞会

　３．広報・普及活動事業　

（区： ）

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

事　業　名

東日本大震災復興支援コンサート　プロジェクトinとしま～こころの詩でつなぐ絆～

目
的

池袋いけいけ人形劇まつり

事業費

　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、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。

　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。

としま成人の日のつどい　「音楽成人式」

「小さな出店」･「四の市」

目
的

事　業　名

第11回東京フラフェスタ in 池袋2013

　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。

第8回フォーク＆カントリー

目
的

事　業　名

18,054千円 0千円 18,054千円自主財源：



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．豊島区民センター・豊島公会堂の管理運営事業　

（区： ）

（１）施設管理　

豊島区民センター 豊島区東池袋１丁目２０番１０号

会議室（７室）、音楽室、総合展示場、

文化ホール【座席数２１４席（車椅子席３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】

（２）施設の事業　

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

4. 世界史の中の日本史（仮題）

5.

6. フラダンス教室　パート２

7．小林大輔こころの朗読教室　第２弾

 　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。

（コア・いけぶくろ)

豊島公会堂

（みらい座いけぶくろ)

事業費 119,544千円 16,757千円 自主財源： 102,787千円

施　設　名 所在地・施設内容

事　業　名

豊島区テラヤマプロジェクト　「無頼漢」　（流山児★事務所）

目
的

　交通利便な多目的施設であることから、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。



　２．舞台芸術交流センターの管理運営事業　

（区： ）

（１）施設管理　

豊島区東池袋４丁目５番２号

劇場【座席数３０１席（車椅子席２席含む）】、

会議室（２室）

（２）施設の事業　

　　　①自主企画公演

1.

2. スガ・ダイロー企画

3.

4. 熊谷和徳タップダンス

5. 渋さ知らズ大オーケストラ「池袋大作戦」

　　　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.

8.

9.

10.舞台監督の仕事

11.渋さ知らズ

12.演芸ライブ

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。

おとなのヴィンテージミュージック

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。

小野寺修二企画

視覚障害者舞台鑑賞ボランティア講座

聴覚障害児ダンスワークショップ（仮）

「おはなしの森」ワークショップ

事　業　名

事　業　名

事業費 179,216千円 87,910千円 自主財源： 91,306千円

施　設　名 所在地・施設内容

舞台芸術交流センター

（あうるすぽっと）



　　　③タイアップシリーズ

1.

2. 平原慎太郎ダンス公演

3. 遊園地再生事業団公演

4. 華のん企画「三人姉妹」

5.

6.

7. 世田谷パブリックシアター共催公演

8.

9.

10.

11.

12.

提携事業

1. フェスティバル/トーキョー

2.

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

タイアップ公演

文学座「ガリレイの生涯」

「グローリアス・ワンズ」（仮）

第２回イプセンフェスティバル

アンスティチュ・フランセ東京
主催公演

文学座シェイクスピア公演

北九州芸術劇場新作公演

小池博史新作公演

コンドルズ「暁」新作公演

『小田島雄志 翻訳･戯曲賞』授賞式



　３．勤労福祉会館の管理運営事業　

（区： ）

（１）施設管理　

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《陶芸窯室(電気式)》、料理実習室、

体育室、ランニングコース、暗室設備

（２）施設の事業

　　　①文化カレッジ

1. 教養文化講座 　4講座

2. 趣味・実技講座 　5講座

3. 資格取得対策講座 　3講座

　　　②地域文化事業

藍染教室、豊島ものしり検定等

　　　③地域協働事業

　　　④その他の事業

1.

事　業　名

「きんぷくまつり」

スポーツ・レクリエーションの個人公開事業2.

事業費

目
的

　勤労者のスキルアップを目指す講座を中心に開催する。また、勤労者の積極的な健康維持のため
の健康講座も開催する。なお、講座を契機として、自主サークルの設立を支援していく。
　また、広く区民に向けた文化・教養講座も開催し、区民や地域団体が講師として活躍できる機会
をあわせて提供する。

勤労福祉会館

施　設　名 所在地・施設内容

事　業　名

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、地域の人々がその魅力を再
認識し、地域への愛着を深める一助とする。

事
業

目
的

　文化、健康、都市再生、環境、子育て・教育、福祉、安全・安心など様々な課題に取組む地域の
団体とともに事業を行い、地域コミュニティの活性化や自治意識の向上を図る。

事
業

88,626千円 45,270千円 自主財源： 43,356千円

サロンコンサート(2)、東京商工会議所豊島支部との提携事業等



　４．地域文化創造館の管理運営事業　

（区： ）

（１）施設管理　

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（５室）､和室､音楽室､美術室､工作室、多目的ホール、

練習室（２室）、陶芸窯室（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、

陶芸窯室（電気式)

（２）施設の事業

　　　①文化カレッジ                                                                     

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

ちとせ橋コミュニティ塾

千早地域文化創造館

南大塚地域文化創造館

（中山道待夢）

巣鴨地域文化創造館

8講座

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。

施　設　名 所在地・施設内容

事業費

駒込地域文化創造館

133,580千円 自主財源： 84,255千円

8講座 10講座

10講座、12回 9講座、12回

5講座

217,835千円

雑司が谷地域文化創造館

千早地域文化創造館

趣味・実技講座教養文化講座施設名

7講座 8講座

8講座 7講座

7講座 7講座



　　　②地域文化事業

駒込地域文化創造館

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

　　　③地域協働事業

駒込地域文化創造館

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

　　　④その他の事業

南大塚ホール

1. 第83～86回南大塚ホール落語会

2. 南大塚ホール落語会特別公演

3. つかコレ2013  (ファッションショー)

4. みなみおおつか演劇発表会

5. 第4回おおつかアマチュアお笑いグランプリ

各地域創造館文化祭等

雑司が谷パソコンルーム

1. 個人公開

2. パソコン講座 10講座、113回

地域文化創造館合同事業

展示コーナー・ロビーの活用

目
的

　それぞれの地域文化創造館が、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、地域の人々がその魅力を再認識し、地域への愛着を深める一助とする。

施　設　名 事　業　名

ヴァレンタインコンサート、青島広志駒込少年少合唱団 他

巣鴨地域文化創造館 健康カレッジinすがも 他

演劇体験講座（朗読劇に挑戦) 他

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 他

デジカメ講座 他

目
的

　それぞれの地域文化創造館で、文化、健康、都市再生、環境、子育て・教育、福祉、安全・安心
など様々な課題に取組む地域の団体とともに事業を行い、地域コミュニティの活性化や自治意識の
向上を図る。

施　設　名 事　業　名

桜フォトコンテスト、駒込歴史探訪 他

巣鴨地域文化創造館 巣鴨地蔵通り＠ほ～む寄席、コンサート 他

おおつか音楽祭、東京大塚阿波おどり 他

ワンコイン落語会(4)、コンサート 他

オールディーズ・ポップス・コンサート 他

事　業　名



　５．雑司が谷案内処管理運営事業　

（区： ）

（１）施設管理　

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

（２）施設の事業

（雑司が谷情報ステーション）

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。

事業費

施　設　名 所在地・施設内容

雑司が谷案内処

5,313千円 5,313千円 自主財源： 0千円



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）

　１．まちづくり活動支援・相談事業

）

1.

2.

3.

　２．まちの魅力づくり事業

）

1.

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の魅力づ
くりについて調査研究を行う。

38,400千円 （区： 38,400千円

自主財源：

エチカ池袋ギャラリー

まちの魅力づくり調査

事　業　名

事　業　名

新池袋モンパルナス西口まちかど回遊美術館

目
的

目
的

区民の広範なまちづくりへの要望や意欲を基本に、自主的な取り組みへの動機づけとともに、多様
な地域活動を支援する。また、他団体と協働した事業を実施する。

事業費 自主財源： 0千円

15,298千円 （区： 15,249千円 49千円

文化フォーラム

事業費



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）

）

　１．販売等事業

「区民の歌」ＣＤの有償頒布

　２．雑司が谷図書貸出コーナー運営事業

　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

　４．カフェ運営事業（あうるすぽっと）

　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

自動販売機設置事業

事業費 41,259千円 （区： 40,985千円 自主財源： 274千円

事　業　名

事　業　名

事　業　名

事　業　名

事　業　名

カフェ運営事業

雑司が谷図書貸出コーナー運営事業

事　業　名
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