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消滅可能性都市から持続発展する
「国際アート・カルチャー都市」へ

豊島区は、SDGｓの一環として「としま文化応援プロジェクト」を実施！

期間中は、「楽しいイベント」や「お得なイベント※」が盛りだくさん！

豊島区では１１月1日を
「としま文化の日」と制定しました。

おでかけは、

誰 も が 主 役 に な れ る ま ち 。

令和 2 年 7 月 17 日、豊島区は、内閣府より、SDGs への優れた取組を行う
自治体として 「SDGs 未来都市」 に選定されました。その中で、 特に先導的
な取組として「自治体 SDGs モデル事業」にも選定されました。
消滅可能性都市を脱却し、 持続発展する都市として「誰もが主役になれる」
まちを目指す 「国際アート ・ カルチャー都市」 への歩みは、 SDGｓの理念や
将来像とまさに考えを一つにするものです。

「としま文化の日」は豊島区独自の文化記念日で、国際アート・カルチャー都
市のシンボル「Ｈａｒｅｚａ池袋」（ハレザ池袋）の幕開けである、11月１日を記
念して制定しました。

東京初の快挙！

SDGs（Sustainable Development Goals：持続可能な開発目標）は、2015年9月の国連サミットで採

択された2030年を年限とする17の国際目標。地球上の「誰一人取り残さない」社会の実現を目指し、経

済・社会・環境における様々な課題を、あらゆる主体が解決していくもの。

SDGsとは

■としま文化の日公式ロゴ■

としま文化応援プロジェクトは、
「としま文化の日」記念事業として、様々な文化イベントを開催！

●豊島区は次のような取り組みをします。
・「としま文化の日」、「としま文化推進期間」の普及啓発。

・としま文化推進期間の中で記念事業を行う。

・区民および文化芸術団体等が、豊島区の文化を次世代に、継承する
　ための取り組みを行うよう普及啓発・助言・協力を行います。

●豊島区の文化を次世代に継承するための取り組みを
　　集中的に行う期間として、毎年11月１日～７日に
　　「としま文化推進期間」を設けます。

IKEBUSで！！

としま
文化応援
プロジェクト
始動！

としま
文化応援
プロジェクト
始動！
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※熊谷守一美術館の無料公開日や、小・中学生限定、先着順でサンシャイン水族館の入場券がもらえるイベントもあります。

熊谷守一生誕140年記念
熊谷守一のアトリエにあったもの展

としま未来文化財団事業企画課活動支援グループ／☎03-3981-4732

1-1

トキワ荘マンガミュージアム×
サンシャイン水族館コラボ企画

文化観光課マンガ・アニメグループ／☎03-4566-2758

2-1

トキワ荘のアニキ　寺田ヒロオ展

文化観光課トキワ荘マンガミュージアムグループ／☎03-5992-7018

2-2

「としま文化の日」×
「ＳＤＧｓ未来都市」応援展示

図書館課児童サービスグループ／☎03-3983-7861

3

としま未来文化財団35周年記念事業
あうるすぽっと×コンドルズ「にゅ～盆踊りNEO」
（東京芸術祭演目）

あうるすぽっと／☎03-5391-0751

4

Tokyo Music Evening Yube

文化観光課観光企画グループ／☎03-3981-4623

5

としま文化推進期間への参加

南大塚地域文化創造館／☎03-3946-4301
駒込地域文化創造館（駒込2-2-2）／☎03-3940-2400
巣鴨地域文化創造館（巣鴨4-15-11）／☎03-3576-2637
雑司が谷地域文化創造館（雑司が谷3-1-7）／☎03-3590-1253
千早地域文化創造館（千早2-35-12）／☎03-3974-1335

6

フェスティバル/トーキョー20（F/T20）
とびだせ！ガリ版印刷発信基地

フェスティバル/トーキョー実行委員会事務局／☎03-5961-5202

7

きて・みて・あそんでわくわく公演

学習・スポーツ課生涯学習グループ／☎03-4566-2762

8

としま文化の日

文化デザイン課施策調整グループ／☎03-3981-1476

1-2

1-3

熊谷守一美術館特別 無料公開日

熊谷守一『家族のアルバムから』展

熊谷守一美術館／☎03-3957-3779

としま未来文化財団35周年記念事業
民俗芸能inとしま+plus『まつりのおとがきこえる』

としま未来文化財団事業企画グループ／☎03-3590-7118

9

伝統工芸展示 ・実演

生活産業課商工グループ／☎03-4566-2742

10

イケビズフェスタ

としま産業振興プラザ（IKE・Biz）／☎03-3980-3131

11

としまマンガ・アニメフェスタ

文化観光課マンガ・アニメグループ／☎03-4566-2758

12

－あおのふるまい－
池袋駅ストリートピアノ＠ＪＲ大塚駅

文化観光課観光企画グループ／☎03-3981-4623

13

ごーとぅー☆ミュージアム
～郷土の文化を感じる3館巡り～

豊島区立郷土資料館／☎03-3980-2351

14

IKEBUKURO LIVING LOOP

都市計画課拠点まちづくりグループ／☎03-4566-2640

17

かいけつゾロリ×チームWiZ
イリュージョン ショー

公演について：キップス／☎043-445-1770
チケットについて：としまチケットセンター／☎0570-056-777

18

お問い合わせ先

未来都市豊島区SDGs

豊島区は持続可能な開発目的（SDGs）を支援しています。
としま文化の日条例の制定を記念して、区内の魅力的な

文化観光施設（トキワ荘マンガミュージアム、鈴木信太郎

記念館など）をIKEBUSで巡るツアーを企画します。

としまアートカルチャーまちづくり協議会ホームページ

から事前申込をしてください。

IKEBUSアト・カルツアー

11月14日以降の土・日曜日（年末年始を除く）

お問い合わせ／文化観光課観光企画グループ

https://t-artculture.jp
☎03-3981-4623

電動式
車椅子リフト
が、あります！

としま文化の日の
イベントはコチラでも
紹介しています。

世界をひとつにする
「スポーツ」と「伝統工芸」と「文学」と

学習・スポーツ課オリンピック・パラリンピック調整グループ／☎03-4566-2767

15-1

15-2 パラスポーツを感じよう

©Photo Hiroyuki Mayuzumi



としまの “文化の灯”を
ともし続ける

としまの “文化の灯”を
ともし続ける としま文化応援プロジェクトとしま文化応援プロジェクト
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新型コロナウイルス感染症の感染防止のため、様々な文化イベ

ントが中止になっていますが、このような状況においても、これ

まで培ってきた豊島区の文化によるまちづくりを次世代に継承

していくため、「としま文化応援プロジェクト」を開催します。

新型コロナウイルス感染症の感染防止のため、様々な文化イベ

ントが中止になっていますが、このような状況においても、これ

まで培ってきた豊島区の文化によるまちづくりを次世代に継承

していくため、「としま文化応援プロジェクト」を開催します。

１0
27
火 １１

30
月

西 東 その他

1-1

●日程：10月27日（火）～11月1日（日）
●会場：自由学園明日館講堂

豊島区ゆかりの画家・熊谷守一。その身の回りに「あったもの」を
一挙公開するとともに晩年の姿を撮影した写真、絵画作品を展
示し、熊谷守一の魅力を立体的に紹介します。

熊谷守一生誕140年記念
熊谷守一のアトリエにあったもの展

（豊島区西池袋2-31-3）

1-2

●日程：11月1日（日）
●会場：豊島区立熊谷守一美術館 常設展示室

令和2年11月1日(日)に限り熊谷守一美術館の常設展示(守一
作品約60点)を無料でご観覧いただけます。

遺族の持つ“家族のアルバム”から
約40点の写真を展示します。
守一と家族の思い出を、熊谷守一
美術館の館長・熊谷榧（熊谷守一/
次女）と、守一長男の妻・熊谷はる
（信時潔/長女）のふたりが話した
ものを、会話調にまとめたコメン
トと共にご覧いただけます。

熊谷守一美術館 無料公開日

（豊島区千早2-27-6）

1-3

●日程：10月13日（火）～11月1日（日）
●会場：豊島区立熊谷守一美術館 3Fギャラリー

熊谷守一『家族のアルバムから』展

（豊島区千早2-27-6）

2-1

●日程：11月1日（日）～11月7日（土）
●会場：トキワ荘マンガミュージアム

期間中、トキワ荘マンガミュージアムに来館した豊島区立小・中
学生の児童・生徒に、サンシャイン水族館の入場チケット（小・中
学生１名入場１,２００円分相当）を贈呈します。※１日２００枚限定

トキワ荘マンガミュージアム×
サンシャイン水族館コラボ企画

（南長崎3-9-22 南長崎花咲公園内）

サンシャイン水族館
（東池袋3-1サンシャインシティ
　ワールドインポートマートビル 屋上）

2-2

●日程：10月30日（金）～令和3年1月11日（月・祝）
●会場：トキワ荘マンガミュージアム

トキワ荘のアニキ　寺田ヒロオ展

（南長崎3-9-22 南長崎花咲公園内）

新しい企画展が開催。トキワ荘に住ん
でいたマンガ家たちのアニキ分的な存
在として知られる寺田ヒロオ。その人柄
や、マンガにかけた思いを直筆原稿や
貴重な資料と共にご紹介します。

3

としま未来文化財団のSDGsに関わる「丸シールであそぼう！！」
巡回展示にあわせ、こども向けSDGs解説、関連書籍展示を行い
「としま文化の日×SDGs未来都市」を盛り上げます。

「としま文化の日」×
「ＳＤＧｓ未来都市」応援展示

（東池袋4-5-2 ライズアリーナビル 4・5階）

4

●日程：11月1日（日）～翌年7月予定
●会場：WEB上及び屋外又は屋内

区内各所から集まった区民の動画が舞台上でコンドルズと融合！
だれでも・どこでも・自由に楽しめるWEBの盆踊りが豊島区か
ら始まる。WEB上に毎月新しい盆踊りの振付がアップされます。

としま未来文化財団35周年記念事業
あうるすぽっと×コンドルズ「にゅ～盆踊りNEO」
（東京芸術祭演目）

6

●日程：11月1日（日）～11月7日（土）
●会場：南大塚地域文化創造館 他

地域文化創造館５館では、日頃から各館
で活動されている生涯学習団体の皆さ
んの作品を中心に展示します。様々な
ジャンルの絵画や写真等の素晴らしい作
品が展示してありますのでどうぞお楽し
みに。

としま文化推進期間への参加

（南大塚2-36-1）

8

全日本こま技選手権四連覇「こまのたけちゃん」、「人形劇団ひと
み座」による気持ちが弾む人形劇、大道芸人「Kaja」のパフォーマ
ンスなど、お子様向けの催し物です。コマ回し体験もあり！

きて・みて・あそんでわくわく公演

12

●日程：11月7日（土）・11月8日（日）
●会場：トキワ荘マンガミュージアム周辺地域

トキワ荘マンガミュージアムがオープンした記念すべき今年
は、トキワ荘のあったまちが舞台！

としまマンガ・アニメフェスタ

9 としま未来文化財団35周年記念事業
民俗芸能inとしま+plus『まつりのおとがきこえる』

●日程：11月7日（土）
●会場：池袋西口公園野外劇場（GLOBAL RING THEATRE）

今年各地で消えてしまった「まつりのお
と」が池袋西口公園野外劇場で鳴り響く！
お囃子や獅子舞など民俗芸能の上演と、
民謡や伝統楽器によるライブ演奏を観
て、聴いて、心で踊って楽しもう。
どこからでも楽しめるようオンライン配
信も行います。

（西池袋1-8-26）

7

●日程：10月16日（金）～11月15日（日）
●会場：ガリ版印刷発信基地

区立図書館（中央・駒込・巣鴨・上池袋・目白・千早）、IKE・SUNPARK 他

F/T20では、誰もがZINE（手作り冊子）を自由に作れるガリ版印刷発信
基地を展開。アーティストが製作したスタンドにみんなのZINEを配架す
る。区内6か所にある図書館とのコラボ企画のほか、トラックにガリ版印
刷機を載せ、公園などにも出張する！

フェスティバル/トーキョー20（F/T20）
とびだせ！ガリ版印刷発信基地

5 Tokyo Music Evening Yube

https://www.owlspot.jp/

https://www.festival-tokyo.jp https://matsuri-oto.com http://www.city.toshima.lg.jp/424/2008251550.html

●西本智実＆イルミナートフィルハーモニー

　　オーケストラ（特別出演：佐久間良子）

●日程：11月1日（日） 17時開演

●会場：池袋西口公園野外劇場

 　（GLOBAL RING THEATRE）

●小林研一郎＆コバケンと

　　その仲間たちオーケストラ

●日程：11月26日（木） 18時開演

●会場：池袋西口公園野外劇場

 　（GLOBAL RING THEATRE）（西池袋1-8-26）

（西池袋1-8-26）

（南大塚3-49-8）

11 イケビズフェスタ

●日程：11月23日（月・祝）
●会場：としま産業振興プラザ（IKE・Biz）

今年は「イケビズで楽しむとしまの秋！」をコンセプトに、３世代
で楽しめる参加型イベントをご用意しました。
姉妹都市「埼玉県秩父市」の参加やビジサポ10周年イベントも
同時開催いたします。

（西池袋2-37-4 B2・1・5・6階）

©IKE・Biz指定管理者
　　としまのちから

10 伝統工芸展示 ・実演

●日程：11月4日（水）～6日（金）
●会場：としま区民センター 403会議室

豊島区伝統工芸保存会によ
る工芸品の展示・実演を行い
ます。歴史と伝統に培われた
匠の技と作品を間近でご覧
いただけます。

（東池袋1-20-10）

15-1 世界をひとつにする
「スポーツ」と「伝統工芸」と「文学」と

●日程：11月3日（火・祝）
●会場：東京建物  Brillia　HALL

銀メダル、ギリシャやホストタウンの振袖等オリンピズムが
溢れる展示。16時から各国モデルによる振袖お披露目も。東
京2020大会を前に「振袖」をとおして各国を観てみよう！

（東池袋１-１９-１）

16 君は彼方

●日程：11月27日（金）公開
●会場：TOHOシネマズ 池袋 他全国

池袋を舞台にしたオリジナル長編アニメ映画『君は彼方』が
11月27日（金）よりTOHOシネマズ　池袋他全国公開となり
ます。豊島区後援

（東池袋１-１８-１）

©「君は彼方」製作委員会

18 かいけつゾロリ×チームWiZ
イリュージョン ショー

●日程：11月7日（土）・11月8日（日）
●会場：東京建物  Brillia HALL

（東池袋１-１９-１）

17 IKEBUKURO
LIVING LOOP

●日程：10月30日（金）～11月1日（日）、11月20日（金）～23日（月・祝）
●会場：グリーン大通り、南池袋公園

「新しい日常を育もう」をテーマに手作り雑貨や美味しいご
飯などを楽しむマルシェやワークショップが並ぶ「緑のアウト
ドアリビング」

（南池袋２-２２-１）

13
－あおのふるまい－
池袋駅ストリートピアノ＠ＪＲ大塚駅

●日程：11月1日（日）～11月7日（土）
●会場：JR大塚駅南北自由通路

かつて豊島区役所に眠っていたピアノが、ウイロードで知ら
れる美術作家・植田志保さんの手によって生まれ変わり、期間
限定でJR大塚駅に登場します。どなたでも気軽にお立ち寄り
ください。

（南大塚3-33-1）

●日程：10月24日（土）～11月26日（木）
●会場：中央図書館

2-1

3
817

14
ごーとぅー☆ミュージアム
～郷土の文化を感じる3館巡り～

●日程：11月1日（日）～11月7日（土）
●会場：郷土資料館　　　　・雑司が谷旧宣教師館　　　　・
　　　　　　　 鈴木信太郎記念館

郷土資料館・雑司が谷旧宣教師館・鈴木信太郎記念館の３館
全てを巡るスタンプラリーです。秋の一日、文化を肌で感じて
ください。３館リレーギャラリートークも同時開催。

M1 M2
M3

M1

M2

M3

イベント枠色、池袋駅から

6７池袋駅

Stamp Rally
３館のスタンプを集めて

限定グッズをゲットしよー！
M1

M2

M3

郷土資料館（西池袋2-37-4としま産業振興プラザ（IKE・Biz）７階）

雑司が谷旧宣教師館（雑司が谷1-25-5）

鈴木信太郎記念館（東池袋5-52-3）各種イベントお問い合わせは、裏表紙に記載されています。

イリュージョンエンターテイメント集団のチームＷｉＺ（ウィ
ズ）とかいけつゾロリのコラボレーション。イリュージョンが
初めての子どもたちも家族と一緒に楽しめるショー。
豊島区民対象。

©寺田ヒロオ

©豊嶋紗希

●日程：11月1日（日）
●会場：IKE･SUNPARK（イケ・サンパーク）

（東池袋4-42）

©生活産業課商工G©生活産業課商工G

©Hiroshi Ishimori

※他場所は裏表紙を
　　ご参照ください

系列イベント

※ご覧いただくには常設展示のチケットが必要です。

15-2 パラスポーツを感じよう

●日程：１０月３１日（土）～１１月３日（火・祝）
●会場：南長崎スポーツセンター、
　　雑司が谷体育館、健康プラザとしま、
　　総合体育場

区内体育施設等４施設でのパラスポーツ
パネル展示。臨場感のある写真をご覧い
ただき、パラスポーツの魅力に触れてみ
てください。

（住所HP参照）

5 9

1-1

2-22-1

1-2
1-3

10

1518

16

※区在住/在勤を問わず、一般(500円)、高・大学生(300円)、
　　小・中学生(100円)の観覧料が無料となります。


