
平成３０年度(２０１８年度）

事 業 計 画 書

公益財団法人としま未来文化財団



舞台芸術交流センターの管理運営事業

（施設管理・貸館業務、管理施設における事業）

地域文化創造館の管理運営事業

（施設管理・貸館業務、管理施設における事業）

雑司が谷案内処の管理運営事業

（施設管理業務）

豊島区トキワ荘通りお休み処の管理運営事業

（施設管理業務）

としま南池袋ミーティングルームの管理運営事業

（施設管理業務）

新ホール等開設準備業務

舞台芸術交流センターの管理運営事業

（施設管理・貸館業務）

地域文化創造館の管理運営事業

（施設管理・貸館業務）

販売等事業

（自主公演時の物品販売等手数料）

建物維持管理事業

　【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

カフェ運営事業

 【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

ソメイヨシノアーカイブ管理運営事業

住民票自動交付機管理事業

雑司が谷図書貸出コーナー運営事業

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

広報・普及活動事業

友の会・ポイントカード運営事業

 【公益目的事業 1】

　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

 【公益目的事業 2】

　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事業 

まちの魅力づくり事業



    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

《自主事業》

1. としま未来シアター

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

2. 美術へのいざない

3. 名曲・名作鑑賞会

4.

5.

子どもスキップ連携事業

8/22(水)
東京芸術劇場プレイハウス

各月第1木曜日(8･10･12･1月
を除く)予定
目白庭園 赤鳥庵

区民のニーズが高い落語を楽しむ
機会の提供

7月以降
子どもスキップ

事　業　内　容　等

 LIVE MUSIC in あうるすぽっと 
5/17(木)、2月予定
あうるすぽっと

多種多様な人形劇を低価格で提供
する公演

こどもステーション活用事業

かるがも茶席

日本の民俗舞踊
7月、9月のどちらかを予定
南池袋公園

豊茶華文化連盟会員の各流派によ
るお茶席

0歳からアートに親しむ機会の提供

第31回池袋いけいけ人形劇まつり
in 大塚

4月中旬予定
としまセンタースクエア

としま新春寄席
1/13(日)
南大塚ホール

動物で描く日本舞踊

マンガの聖地「トキワ荘」のあっ
た豊島区から、マンガやアニメ、
ゲーム音楽の魅力溢れる芸術性を
世界へ向けて発信するコンサート
やイベントを実施

目的

交流都市事業

美術館、博物館等で開催される展
覧会のレクチャー

未定

メディア芸術・
エンターテインメント事業

5/4(金･祝)
南大塚地域文化創造館

区内で行われるコンサート･演劇の公演チケットを低価格で提供

1月～3月予定
こどもステーション

みんなの音楽

南池袋公園を舞台に日本各地の民
俗舞踊を披露する「踊りの祭典」

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する。また、国際
アート・カルチャー都市としまを発信する事業にも取り組む。

豊島区内ライブハウスプロデュー
スの音楽ライブを開催。区民が多
彩な音楽を気軽に鑑賞できる場を
提供

子どもスキップに通う児童を対象
にした演劇事業

通年予定
区内施設予定

文化芸術に触れる機会の少ない方
に楽器に触れる等、文化芸術を体
感する機会の提供

実力派日本舞踊集団、五耀會によ
る夏休み向け公演

8/17(金)
東京芸術劇場
コンサートホール

事　業　名

交流都市との文化交流事業の実施

【公益目的事業１】



《区補助事業》

1. としま区民芸術祭

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

器楽演奏会

第31回としま能の会

10/27(土) 夜間
あうるすぽっと

区民の創造活動を紹介する展示

書道の部

華麗なる彩り

いけ花の部

区及び姉妹・友好都市等の民俗芸
能を紹介

太鼓道場

第30回民俗芸能inとしま

1月中旬予定
としまセンタースクエア

豊島区総合美術展

11/4(日)～6(火)
東京芸術劇場ギャラリー2

11/2(金)～6(火)
東京芸術劇場ギャラリー1

11/2(金)～6(火)
東京芸術劇場ギャラリー1

豊島区書道会による書道展

笛＆太鼓ワークショップ 9月、10月予定
笛・太鼓を体験するワークショッ
プを開催

毎回趣向を凝らした区民参加型の
演奏会。ジュネーブより合唱団を
招聘

豊島区管弦楽団・吹奏楽団による
演奏会

美術の部

小学生から高齢者まで個人参加に
よる珠算競技会

区内で活動しているコーラスグ
ループ・合唱団による発表会

民踊大会

豊島区吟剣詩舞道連盟会員と区民
による吟剣詩舞の発表会

豊茶華文化連盟によるお茶席
10/6(土)
目白庭園　赤鳥庵

11/23(金･祝)
としま南池袋
ミーティングルーム他

10/27(土) 午前・午後
あうるすぽっと

豊島区民踊連盟、豊島区舞踊連
盟、一般団体による民踊の発表会

吟剣詩舞大会

豊島区文化祭

コーラス大会

珠算コンクール

未定
としまセンタースクエア予定

未定
としまセンタースクエア予定

区内で活動している邦楽・洋楽団
体による発表会

6/24(日)
東京芸術劇場プレイハウス

ユネスコ無形文化遺産である「能
楽」の公演。
関連事業として、「能・狂言
ワークショップ」を実施予定

事　業　名 事　業　内　容　等

目的 区内文化団体や次世代への支援など、区民参加を軸に区の文化活動を推進する。

豊島区美術家協会による美術展

第50回区民作品展

10/26(金)
東京芸術劇場コンサートホール

通年

豊島区管弦楽団・吹奏楽団演奏会

秋の茶会

9/29(土)
東京芸術劇場コンサートホール

豊島区管弦・吹奏楽団運営

区民でつくる演奏会「いっぽ・
イッポ・み・ら・い・へ14」

10/6(土)、10/13(土)、
10/21(日)
講文館

運営事務局

3/22(金)
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（会場提供公演）

秩父屋台囃子の太鼓ワークショッ
プを開催

10/28(日)
あうるすぽっと

豊茶華文化連盟によるいけ花展



2.

3.

①

② 狂言

③ 日本舞踊

④ 演劇

⑤ ダンス

⑥ 美術

4.

5.

6.

《区受託事業》

1.

2.

3.

4.

第33回舞踊への招待
「目白三人の会」

音楽で新成人をお祝いする成人式
前半は式典形式、後半はコンサー
ト形式で執り行う

豊島区在住の能楽師狂言方和泉流
野村万蔵氏プロデュースによる、
としまオリジナル田楽プログラ
ム。絵巻物から飛び出したような
衣装を身に纏い、音楽に合わせ躍
りや曲芸を区民と繰り広げる一大
パフォーマンス

区内小学生を対象としたダンスワークショップ
講師：鷲田実土里

10/20(土)
南池袋公園ほか

区民による創造舞台の発表

事　業　内　容　等

区の政策に鑑み、多様性を踏まえた文化芸術創造の展開を行う。

伝統芸能＠南池袋公園事業

庁舎ランチタイムコンサート

5/16(水)､7/18(水)､
8/8(水)、9/12(水)､
12/5(水)､2/27(水)　予定
としまセンタースクエア

東京音楽大学協力の下、区民に憩
いの時間を提供するコンサートを
開催

音楽

豊島の森　夕涼みコンサート
地上の喧騒から離れ、区庁舎10階
屋上庭園で開催するコンサート

目的

3/21(木・祝)
東京芸術劇場プレイハウス

7月、9月いずれかを予定
南池袋公園

8/30(木)・31日(金)
豊島の森

としま成人の日のつどい
「音楽成人式」

区内小学生を対象に音楽を中心とした芸術体験ワークショップ
講師：坂本和彦

日本舞踊、現代舞踊、クラシッ
ク・バレエのジャンルの異なる3つ
の舞踊公演

区内小学生を対象とした日本舞踊の基礎を学ぶワークショップ
講師：としま区日本舞踊家集団

大田楽 いけぶくろ絵巻

舞踊鑑賞講座

1/14(月･祝)
東京芸術劇場コンサートホール

南池袋公園の開かれた空間を楽し
みながら子どもから大人まで気軽
に伝統芸能に親しむ公演

事　業　名

第12回豊島区障害者美術展
「ときめき想造展」

障害のある方を対象とした美術作
品の公募展

区民参加によるアートステージ

区内小学生親子を対象とした美術ワークショップ
講師：C-DEPOT

12/24(月･祝)
南大塚ホール予定

区内小学生親子を対象とした狂言ワークショップ
講師：野村万蔵家

区内小学生を主に対象とした演劇ワークショップ
講師：高木達

次世代育成事業（ジュニア・アーツ・アカデミー）　

事　業　名 事　業　内　容　等

3月中旬予定
としまセンタースクエア



《その他補助事業》

東アジア文化都市

１.

2.

事　業　内　容　等事　業　名

豊島区が2019年東アジア文化都市国内候補都市に選定されたことを受け、開催に向け、財団とし
て、準備業務を開始するとともに、文化事業及び交流事業の実施を通して、豊島区の発展及び文
化政策の推進に寄与する。

目的

祭事・芸能部門企画立案・
プレ事業実施

通年
(2018.4-12月開催前年
・2019.1.1-12.31開催年）

開催前年及び開催年の事業企画立
案・プレ事業実施

東アジア文化都市2019豊島
準備委員会事務業務

通年
(2018.4-12月開催前年
・2019.1.1-12.31開催年）

開催にむけての事務局業務



   ２．広報・普及活動事業　

   ３． 友の会・ポイントカード運営事業　

○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・協働を図り、まちのにぎわい創
出に貢献する。
○参加予定イベント：「池袋ジャズフェスティバル2018」
「池袋フォーク＆カントリーフェスティバル2018」
「第16回東京フラフェスタin池袋2018」
「第51回ふくろ祭り」「第19回東京よさこい」
「巣鴨信用金庫『小さな出店』＆『四の市』」

4． 地域イベント参加事業

2． ポイントカード
○管理運営施設利用者に共通ポイントカードの発行
○施設利用時に500円割引サービスの実施

事　業　名

目的

事　業　内　容　等

事　業　内　容　等

○発　行：毎月１回  部数120,000部/臨時号各10,000部
○内　容：4面（6頁）/4、5、6、7、8、9、10、11、12、
                     1、2、3月号
          2面（4頁）9、3月　臨時号
　　　　　　　　　　（文化カレッジ・エリアガイド特集）
　　　　　全面カラー
　        ※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・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)、区全施設、
　　　　　駅スタンド、民間協力・特典協力企業及び
　　　　　イベント会場で配布

3．

　「としま未来友の会」の運営を通じて、財団の主要事業である文化芸術事業等の先行情報や特典
の提供を行うことにより、更なる会員増につなげていく。

１．

メールマガジン発行
○発　行：毎月１回
　　　  　財団関連の全情報を網羅した内容を配信

○全面リニューアルによる内容の整理・充実化
○サイトの継続的改善及びトップページの継続的リニューアル
○ツイッターの発信、ＳＮＳ等の活用

財団ニュース「みらい」の
発行

友の会1．

2．

目的

ホームページの運営

  財団による文化芸術事業をはじめ、まちの魅力づくり事業、各施設での文化事業、地域イベント
事業等を広報紙・ホームページ・メールマガジン・ツイッター等の様々な媒体を活用して、周知活
動を積極的に展開し、豊島区の文化的イメージの向上に貢献する。

事　業　名

○定期的に公演情報や会員限定の特典などを郵送もしくはメール
  マガジンでお知らせ
○先行販売の実施もしくは会員価格の設定



    １． 舞台芸術交流センターの管理運営事業

 　 　《指定管理事業》

     （１）施設管理・貸館業務

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

     （２）管理施設における事業

　　　〈自主企画事業〉

　　　 ①公演

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

2.

     （定款第４条第１項第２号事業及び第４号事業）

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）

Ⅱ．区から受託する文化施設等の管理運営に関する事業

7/31(火)

7/21(土)～24(火)

目的
自主企画公演は、自らプロデュースし、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、普及公演は、無料や他イベントとの連携等、来場しやすい環境により区民等に
舞台芸術に親しむ環境を提供する。

事　業　名

小林顕作による絵本の読み聞かせ
公演

南村千里企画 12/7(金)～9(日)

シアターサーカスの先進国カナダ
のケベックから、サーカスカンパ
ニーを招聘

普
及
公
演

ろう者にとっての「音の世界」を
映像とダンスで表現

事　業　内　容　等

自
主
企
画
公
演

シアターサーカス
マシーン・ド・シルク
Machine de Cirque

絵本のじかんだよ！

スズキ拓朗作品 8/6(月)～12(日)
スズキ拓郎振付・構成・演出によ
る、としまアート夏まつり作品

X'mas 企画

劇場【座席数301席（車椅子席2席含む）】、会議室（2室）

奈々福の、惚れるひと。 10/10(水)
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

右回りの男の人生 11/21(水)～25(日)
ＣＭディレクター芳賀薫と、コン
ドルズ主宰近藤良平の共同演出に
よるダンス・パフォーマンス

若手の話芸やパフォーマンスと
ホワイエでの正月行事

12/24(月・祝)～25(火)
ファミリーで気軽に楽しんでもら
える、クリスマスにちなんだ
パフォーマンスを企画

あうるすぽっとでお正月 1/5(土)～6(日)



　 　　②講座・ワークショップ

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

 　　　③展示

1.

2.

　 　　④情報発信

1.

2.

　 　　⑤池袋演劇祭

1.

３か月カレンダー 季刊 あうるすぽっと情報誌

広報ツールリニューアル

目的
若手劇団や地域の劇場施設等と提携して、若手舞台人の育成や鑑賞機会の提供、舞台芸術の振
興を図り、区の「国際アート・カルチャー都市構想」を推進する。

事　業　名

ロゴ、マップデザインなどの統一化及びWEBリニューアル・ブ
ラッシュアップを図り、認知度向上、リブランディングを一層
推進する

親子で楽しめる展示と参加型ワーク
ショップ

図書館展示 通年
劇場の公演内容にちなんだ展示を上階
の中央図書館で実施

親子向け展示・ワークショップ 7月～8月

目的
区民等に向けて公演事業や講座・ワークショップ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　内　容　等

4月～3月
舞台芸術の入門から専門的講座、文化
政策的動きまでを網羅する講座群

目的
劇場に遊びに来て、忘れられない楽しい思い出を創造する、参加型展示。中央図書館と連動
し、劇場のプログラムとリンクし、選書することで、新たな読書体験を提案するプログラム

舞台芸術の手法を使った子ども向け
ワークショップ

にゅ～盆踊り
ワークショップ
　　　：7月初旬〜
盆踊り：7月中旬

お母さんお父さんのための絵本
読み聞かせ
ワークショップ

2月～3月予定
子育て中の俳優による読み聞かせの
ワークショップ。中央図書館と協働

普
及
啓
発

4月～12月
複数のワークショップを通じて、
12月の公演に参加するろう者を募集す
る

近藤良平振付のオリジナル盆踊りワー
クショップと池袋西口公園での大会

子どもワークショップ

ろう者パフォーマー
育成ＷＳ

5月～8月

9月～12月予定大学連携事業

お出かけ支援講座

大学生等を対象に日本の文化政策を学
び現場に繋げる人材を育成する

アートマネージメント研修
（インターンシップ）

6月～2月予定

4月～7月予定

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

地域の大学との共同事業

目的

事　業　内　容　等

池袋演劇祭
4月～3月（開催9月）
CM大会：サンシャイン噴水広場

主催：池袋演劇祭実行委員会

事　業　名 事　業　内　容　等

講座やワークショップ、地域に出向くアウトリーチなどにより、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　内　容　等

人
材
養
成

舞台芸術講座



　　　〈提携事業〉

　 　　①タイアップ事業

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

 　　　②地域協働事業

1.

2.

3.

 　　　③その他

1.

High　Life 4/14(土)～28(土)
リー・マクドゥカル作、谷賢一演
出によるストレートプレイ

東京芸術祭 11/2(金)～4(日)
主催：東京芸術祭組織委員会
（区、財団、ｱｰﾂｶｳﾝｼﾙ東京ほか）

華のん企画「冬物語」 7/12(木)～17(火)
山崎清介演出による子供のための
シェイクスピア・シリーズ

目的
劇団、公共文化施設、教育機関等に広報協力等の支援を行うことにより、優れた作品を誘致
し、区民等に向けて質の高い鑑賞機会の提供と、ラインナップの充実による劇場のステータス
アップを図る。

事　業　名 事　業　内　容　等

目的 文化芸術の中間支援組織等と提携して、若手舞台人の育成、舞台芸術の振興を図る。

ROCKSTAR「可能性の獣たち」 3/1(金)～3(日)
近藤良平スーパーバイザーの若手
ダンス作品

JCDNダンス公演
「踊りに行くぜ！」

3/16(土)～17(日)
全国の開催地と共同でダンス作品
を制作していくプロジェクト

石井光三オフィス
「死神の精度」

8/30(木)～9/9(日)
伊坂幸太郎の同名の小説を和田憲明の脚
色・演出により舞台化した作品の再演。

マグナム・マダム 10/13(土)～14(日)
女性のみ、30代以上のダンスカン
パニーのショーケース公演

日本女子体育大学
ダンス・プロデュース研究会

5/19(土)～20(日)
プロの振付家が学生に振り付ける
３作品公演

Somatic Field Project 本公演 6/30(土)～7/1(日) 梅田宏明振付のダンス作品

事　業　名 事　業　内　容　等

「小田島雄志 翻訳･戯曲賞」授賞式 1月予定
主催：「小田島雄志 翻訳･戯曲賞」
　　　実行委員会

目的
区と提携し、鑑賞機会の提供や地域社会への文化的貢献により区の文化政策を推進する。ま
た、区民シリーズとして、区内文化団体等を対象に優先利用と減免により、区民の文化活動を
支援する。

事　業　名 事　業　内　容　等

あうるすぽっと区民シリーズ
4月下旬〜5月上旬、
8月上旬、

区民や区内文化団体による公演

フェスティバル/トーキョー 11/9(金)～18(日)
主催：F/T実行委員会
（区、財団、
  NPO法人ｱｰﾄﾈｯﾄﾜｰｸ・ｼﾞｬﾊﾟﾝほか）



　   ２． 地域文化創造館の管理運営事業　

　　 　（１）施設管理・貸館業務

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）管理施設における事業

　 　　〈自主企画事業〉

　 　　①公演                                                                     

所在地・施設内容

目的
自ら企画する公演などにより、各施設・会場の特性を活かしての文化創造、発信を目的とす
る。

事　業　名 事　業　内　容　等

駒込地域文化創造館

千早地域文化創造館

（中山道待夢）

 　　　《指定管理事業》

施　設　名

雑司が谷地域文化創造館

南大塚地域文化創造館

巣鴨地域文化創造館

南
大
塚
地
域
文
化
創
造
館

第101～103回
南大塚ホール落語会

5/17(木)、8/16(木)、
11/15(木)
南大塚ホール

四半世紀以上にわたり続く、地域
に根差した伝統ある落語会。地元
の落語家の協力を得て、区民のた
めに上質の落語を提供する



　 　　②講座・ワークショップ                                                                     

1. 文化カレッジ

教養文化講座 （1）歴史講座

（2）文学講座

（3）美術講座

（4）音楽・美術鑑賞講座

趣味・実技講座 （1）園芸講座 

（2）手工芸講座（４講座） 

（3）料理講座　（３講座）

（4）健康講座

（5）生活講座

教養文化講座 （1）語学講座

（2）歴史・社会講座（３講座）　

（3）科学講座

（4）文学・文芸講座

趣味・実技講座 （1）健康講座（２講座）

（2）楽器・合唱講座

（3）生活講座（３講座）

（4）娯楽講座　

教養文化講座 （1）語学講座　

（2）歴史・社会講座（２講座）　

（3）文学・文芸講座（２講座）　

（4）自己啓発講座（４講座）　

趣味・実技講座 （1）手工芸講座　

（2）料理講座（２講座）　

（3）楽器・合唱講座　

（4）生活講座

（5）舞踊・ダンス講座

（6）娯楽講座

教養文化講座 （1）生活講座

（2）娯楽講座　

趣味・実技講座 （1）自己啓発講座　

（2）手工芸講座

（3）科学講座

（4）娯楽講座

7回

巣
鴨
地
域
文
化
創
造
館

3回

10回

4回

7回

1回

4回

10回

7回

1回

4回

目的
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　等

　
駒
込
地
域
文
化
創
造
館

2回

2回

3回

1回

3回

18回

5回

4回

4回

4回

6回

3回

12回

4回

雑
司
が
谷

地
域
文
化
創
造
館

2回

4回

1回

5回

2回

6回

南
大
塚
地
域
文
化
創
造
館 6回

4回



教養文化講座 （1）語学講座　

（2）歴史・社会講座（２講座）　

（3）音楽・美術鑑賞講座　

（4）科学講座（２講座）　

（5）文学・文芸講座　

（6）野外活動講座　

（7）自己啓発　

趣味・実技講座 （1）園芸講座　

（2）料理講座（２講座）　

（3）娯楽講座　

（4）楽器・合唱講座　

（5）手工芸講座　

（6）生活講座　

2.

3. 地域文化事業

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

地域文化創造館合同

4. 南大塚ホール事業（南大塚地域文化創造館）

演劇関連事業（仮題） 2月予定

5. 雑司が谷パソコンルーム事業（雑司が谷地域文化創造館）

個人公開

パソコン講座

4回

エリアガイドボランティア養成事業
　・旧長崎町なるほどゼミナール（2講座）4回

エリアガイドボランティア養成事業（共通開催）
　・としまガイド養成講座（フォローアップ研修）4回
　・としま大学生まち歩き（仮）2回

千
早
地
域
文
化
創
造
館

「はじめてのパソコン」、「ワード・エクセルの基本・集中」、
「インターネットとメール」、「デジカメ編集」など　11講座、61回

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

3回

1回

エリアガイドボランティア養成事業
　・第26回全国さくらサミット開催記念事業
　　豊島区名所案内「ソメイヨシノと駒込駅周辺」　2回
　・としま案内人駒込・巣鴨　ガイドツアー(3講座）3回

6回

4回

5回

4回

(1)一般　　　（前期12回、後期12回）　　24回
(2)新米ママ向け講座　　　　　　　　　　12回

エリアガイドボランティア養成事業
　・巣鴨周辺の歴史と文化（2講座）6回

エリアガイドボランティア養成事業
　・大塚ものがたり（地域学習講座）3回
　・英語ガイド講座4回

エリアガイドボランティア養成事業
　・地域学習講座（4講座）7回

ちとせ橋コミュニティ塾
（雑司が谷地域文化創造館）

1回

2回

6回

事　業　名 事　業　内　容　等

4回

1回

5回



　 　　③文化祭

1. 10/20(土)･21(日)

2. 10/27(土)･28(日)

3. 10/13(土)･14(日)

4. 10/6(土)･7(日)

5. 10/6(土)･7(日)

　 　　④展示

1. 展示コーナー・ロビーの活用

 　　　⑤情報発信

2. 地域文化創造館だより

 　　　⑥その他

1. 地域文化創造館合同事業

 　　　<提携事業>

　 　　①タイアップ事業

1. 南大塚地域文化創造館

事　業　名

千早地域文化創造館
「あゆみ展」

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」

目的 展示を通して文化に対する意識を高めるとともに、地域の活性化の一助とする。

目的
地域文化創造館を利用している自主グループが、日頃の研鑽の成果を発表することにより、自
主活動の意欲向上とともに、区民交流の輪を広げ、文化による地域の活性化を図る。

事　業　名 事　業　内　容　等

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」

事　業　内　容　等

・南大塚ＳＨＯＷ劇場（毎月1回）

各館が同じ事業を共有して実施し、次世代の文化を担う子ども
の育成や様々な世代の区民の交流、区民交流等の輪を拡大する

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
12/20～23予定　　（会場：各地域文化創造館）

事　業　内　容　等

毎月区内の公共施設や掲示板等に掲出

事　業　名

事　業　名 事　業　内　容　等

展示スペースに、地域、利用団体、各館の事業、関係諸機関の
情報や作品等を展示する

目的 地域文化創造館の事業等の情報を提供する。

事　業　内　容　等

５館共催事業「新春合同発表会」 1/12(土)  会場：南大塚ホール

グリーン化計画
（環境プロジェクト）

環境対策・節電対策の一環として、各施設でゴーヤによる緑の
カーテンづくり等を実施

目的
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、施設のステータスアッ
プを図る。

施　設　名



　 　　②地域協働事業

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

 　　　③団体支援・連携事業

1. 巣鴨地域文化創造館

2. 南大塚地域文化創造館

3. 地域文化創造館合同

　 　　④その他

1.

それぞれの地域文化創造館が主体で、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　内　容　等

・青島広志駒込少年少女合唱団
・桜開花予想クイズ
・さくらフォトコンテスト
・桜お散歩マップ
・染井よしの桜まつり
・染井櫻を楽しむ会
・旧丹羽家邸蔵開放
・小学校児童作品展
・染井よしの桜のふる里秋祭り
・駒込図書館共催事業（年間24回予定）

・ハートフルコンサート
・「千川上水公園花と歴史フェア」関連事業
・すがも夕涼みコンサート
・すがもクリスマスチャリティーコンサート
・クリスマスコンサート
・すがも健康講座（4回）

・雑司が谷ワンコイン落語（6・9・11月　3回）
　（鬼子母神通りみちくさ市との共催）
・雑司が谷ベビーカーコンサート（7・12・1・3月　4回）
　（区民ひろば南池袋との共催）

遊佐の市 友好都市山形県遊佐町から直送された農産物の販売支援

・スプリングコンサートin千早　1回
・サマーコンサートin千早　　　1回
・落語発表会（共催・千川亭・千早亭・要亭との共催）3回

目的
区内外の団体等の事業に協力し、豊島区の文化イメージの向上やまちのにぎわいの創出に資す
る。

事　業　名 事　業　内　容　等

施　設　名 事　業　内　容　等

・すがも朗読発表会

・豊島っ子連　おひろめ寄席（4/22）

・おおつか音楽祭（6/9・10）
・大塚バラまつり（5月・10月予定）
・東京大塚阿波おどり（前夜祭8/24・本番8/25）
・ハロウィンパーティー（10月予定）
　（区民ひろば南大塚との共催）

・エリアガイドボランティア団体との連携事業及び運営支援

目的 各館にかかわる生涯学習団体等とともに事業を行い、地域コミュニティの活性化を図る。

目的



     ３． 雑司が谷案内処の管理運営事業〈受託事業〉　

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

 　　　(１）施設管理業務

1. 施設の運営管理

2. 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5～6回）

　　　４．豊島区トキワ荘通りお休み処の管理運営事業

 　  　（１）施設管理業務

1.

2. 「テーマ別展示」への参画・協力

事　業　名 事　業　内　容　等

○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
○雑司が谷七福神巡り
○ボランティアガイド「としま案内人雑司ヶ谷」との連携

   　　《区受託事業》　

　   　《区受託事業》　

施　設　名 所在地・施設内容

雑司が谷案内処

（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。

目的
南長崎地域を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。

事　業　名 事　業　内　容　等

施設の管理運営

○「トキワ荘通りお休み処」定例会議の開催（隔月1回）
○「としま南長崎トキワ荘協働プロジェクト協議会」
  全体会議への参加（隔月1回）
○町会長・商店会長会議等への参画（随時）
○町会等マンガ担当者会議への参画（随時）
○自主企画事業の企画・実施
○地元団体との協働、支援等の実施

2階展示コーナー

施　設　名 所在地・施設内容

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、トキワ荘関連本閲覧コーナー、展示コーナー



     ５．としま南池袋ミーティングルームの管理運営事業

豊島区南池袋２丁目３４番５号　藤和第２ビル３階

会議室（3室）

　    （１）施設管理・貸館業務

1.

 　 　６．新ホール等開設準備業務

2.

事　業　名

施設の管理運営

事　業　内　容　等

としま南池袋ミーティングルームの受付等管理業務

目的

施　設　名 所在地・施設内容

としま南池袋ミーティングルーム

豊島区民センターの代替施設として、区民のサークル活動等のための施設を提供する。

新区民センターの施設建築の進行に合わせ、舞台機構・照明・音響・映像等
について検討、整備を行うとともに、運営について詳細の検討を進める。ま
た、設置の目的や特性を活かした開館事業の検討と利用先への営業等を行
う。さらに、池袋西口公園における野外劇場の整備に向けて、区と連携協力
しながら、舞台機構等に係る検討を行う。

　   　《区補助事業》　

目的 区と連携・協力のもと新ホール、新区民センター等の開設準備を行う。

1.

区の作成した新ホールの管理運営計画に基づき、組織体制の構
築や開館後の経費算定等を行い、詳細の検討を進める。また広
報計画を作成し、パンフレットやホームページの準備を進め
る。加えて、外部事業者への委託の検討と仕様書の作成、選定
等を進める。

新ホールの設置の目的や特性を活かしたミュージカル等大型公
演の興行主に向けた貸館営業を行い、開館及び翌年以降のライ
ンアップを検討し、提案を行う。また、開館に向けた区内文化
団体や区民が参加できる事業の企画制作を進める。

施設設備

管理運営

事業計画

新ホールの施設建築の進行に合わせ、舞台機構・照明・音響等
の検討と整備を行い、細部の設計変更等を提案する。
　併せて、導入する舞台備品等の仕様の調査・研究を行い提案
し、必要に応じて工場等で確認を行う。加えて、安全管理マ
ニュアルや保守管理計画等を作成する。

事　業　名 事　業　内　容　等

新ホール等開設準備

　新区民センター等
　開設準備

　   　《区受託事業》　



     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事業

《区補助事業》

1.

2.

3.

4.

     ２． まちの魅力づくり事業

《区補助事業》

1.

【公益目的事業　２】

（仮称）芸術文化資料館開設準備
業務に伴う調査及び研究

（仮称）芸術文化資料館開設準備業務に伴う調査･研究を行う
ほか、新庁舎「まるごとミュージアム」の展示企画、郷土資料
館での企画展を実施。

事　業　名 事　業　内　容　等

目的
実行委員会事務局として、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　名 事　業　内　容　等

目的
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。

エチカ池袋ギャラリー
運営委員会の事務局業務を担う。池袋モンパルナスを中心に区
内の文化活動等の展示を行う。

推進協議会の事務局業務を担い、まちづくりシンポジウムや
フォトコンテストを行う。

雑司が谷未来遺産推進事業

第13回新池袋モンパルナス
西口まちかど回遊美術館

実行委員会の事務局業務を担う。区庁舎のとしまセンタースク
エアにおいて「まちかどこども美術展」を開催する。

としま国際アート・カルチャー
フォーラム

実行委員会の事務局業務を担う。区の文化施策等に関連する講
演会を開催



     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号及び第４号事業、定款第４条第２項事業）

  １．  舞台芸術交流センターの管理運営事業

  ２． 地域文化創造館の管理運営事業

　３．  販売等事業

自主公演時の物品販売手数料等

　   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． カフェ運営事業

カフェ運営事業（舞台芸術交流センター[あうるすぽっと]ホワイエ）

 　２． ソメイヨシノアーカイブ管理運営事業

ソメイヨシノアーカイブ管理運営事業 （駒込地域文化創造館）

 　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 （雑司が谷地域文化創造館）

 　４． 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）

 　５． 建物維持管理事業

建物維持管理事業

雑司が谷図書貸出コーナー運営事業

事　業　内　容

事　業　内　容

事　業　内　容

事　業　内　容

事　業　内　容

事　業　内　容

　＊平成30年12月31日で終了

【収益事業　１】

【その他の事業　１】

事　業　内　容

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利用する場合）

事　業　内　容

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利用する場合）


