
1 / 2

第6回未来戦略創出会議

令和3年10月27日

3－6－3 

令和３年度「としま文化の日」記念事業について 

１ 事業目的・位置づけ 

○文化芸術活動をオールとしまで次世代に継承する。  

○SDGs未来都市モデル事業の一環として実施する。  

○区制90周年やさらにその先を念頭に置いた事業運営を行う。

２ ポイント 

○今年度のメインイベントは11月1日の江戸川乱歩賞贈呈式。“ 開かれたイベン

ト ” として、多くの区民が参加できるよう調整する。  

○文化推進期間（ 11月１～７日）においては、豊島区全域、オールとしまでイベ

ントを開催。また、イベント毎にSDGsのゴールを設定し、SDGsの理念に沿っ

た内容とする。  

・ 吉本興業、そごう・西武とパートナーシップを結び、公民一体となって、SDGs 

 の理念を区民をはじめとする来場者に広く普及するイベントを開催。  

・区内の小中学生のSDGsへの取組みとその成果を発表するSDGsフェスティバ 

 ルを開催し、次世代をになう子どもたちのSDGsへの理解促進をはかる。  

３ 「としま文化の日」記念事業 

別紙のとおり 

４ 11/1実施のメインイベント 内容 

○日 時 令和3年11月１日（ 月） 13時30分～18時00分

○司 会 笠井信輔氏

○内 容 第1部 記念式典・ 文化栄誉賞表彰 

第2部 江戸川乱歩賞・ 日本推理作家協会賞 贈呈式 

※“ 開かれたイベント ” を意識し、一般公募枠を設ける。 

〇応援体制  管理職他 一部一般職員（ 約60名）  

         受付、VI Pアテンド、場内整理等 

従事マニュアル： 28日を目途に交換フォルダに貼付けしてお知ら 

せします。  
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【 １部】 記念式典・ 文化栄誉賞表彰 ＜60分＞

参加者： 1, 000名予定（ 区関係者 ※京極氏帯同者含む） ※サテライト会場無し

13時半-

14時半 

演奏 区立楽団による演奏（ 調整中）  

式辞 区長 

表彰 壇上にて一名ずつ手渡し。当日欠席の稲見萌寧氏、

金澤翔子氏からはメッセージ 

祝辞 国会議員、都知事（ メッセージ）、区議会議長、小

林紀子氏（ 区文化人）  

被表彰者代表謝辞 野中生萌氏（ 予定）  

基調講演 京極夏彦氏 ※講演テーマ「 推理小説家にとって

の江戸川乱歩賞」  

閉式  

＜休憩（ 舞台転換・ 客入替え） 120分＞

【 ２部】 江戸川乱歩賞・ 日本推理作家協会賞 贈呈式＜80分＞（ 調整中）

参加者： 750名（ 区関係者 200名、講談社関係者150名、一般枠400名）  

16時半-

18時 

式辞 京極夏彦氏 

表彰 江戸川乱歩賞→日本推理作家協会賞 

祝辞 日本推理作家協会→講談社→フジテレビ→豊島区

被表彰者代表謝辞  

閉式  

― メインイベント終了 ―

＜休憩・ 舞台転換 30分＞

日本推理作家協会主催 「 トークイベント 」 ＜60分＞

参加者： 600名程度（ 区関係者 200名、講談社関係者 若干名、一般枠400名）  

18時半-

19時半 

トークイベント  ※京極夏彦氏、辻行人氏、辻村深月氏、貫井徳郎

氏のほか、平井憲太郎氏の登壇 

※「 江戸川乱歩賞贈呈式」「 トークイベント 」 の企画意図

○江戸川乱歩賞（ 主催： 日本推理作家協会） の運営を担う講談社からの提案を受けて、豊島区

内での開催を誘致。

○日本推理作家協会の会長である京極夏彦氏は、例年帝国ホテルにて関係者のみで開催されて

いた贈呈式を、「 豊島区での初開催をきっかけに開かれたイベントにしていきたい」意向があ

るため、参加者の半分以上は一般客。

○トークイベントは、作家の視点に一般の方が触れていただく きっかけを作れるようなテーマ

設定で実施。出演者は京極夏彦氏、綾辻行人氏、辻村深月氏、貫井徳郎氏、スペシャルゲス

ト平井健太郎氏。 



令和３（2021）年度「としま文化の日」　記念事業一覧 ※関連事業含め全96事業

No開催日 担当 内容 会場

1 9/25-11/25江戸川乱歩とミステリー 図書館課 乱歩が使用した装束品などの特集展示や関連書籍の紹介 中央図書館

2 10/1 図書館通信第61号発行 図書館課
季刊で発行している「図書館館通信」第61号の江戸川乱歩特
集号。

豊島区立図書館他で配布

3 10/4-3/10区内保育施設イケバス活用事業 保育課
区内の保育所及び幼稚園を対象に、IKEBUSで周遊する園外活
動の支援を実施。

区内全域

4 10/8-11/7
東京芸術祭
「つながる！ガリ版印刷発信基地」

文化デザイン課
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。

ジャンプ長崎、図書館（中央、千早、巣
鴨）、上池袋くすのき公園、イケ・サン
パーク

5
10/23-
11/25
児童向け文字活字文化普及展示 図書館課

図書館全館で、文字や活字の由来や、言葉の面白さを伝える
絵本や読み物を展示。

各区立図書館

6 10/26-11/3文化財の中で文化財を知る 庶務課
区内の文化財を紹介するパネル展示や、講演会を実施。区内
各地の文化資源を紹介する。

自由学園明日館

7 10/30-31池袋ハロウィンコスプレフェス
池袋ハロウィンコスプレフェス
実行委員会
(マンガ・アニメ担当課)

コスプレイヤー・カメラマンが参加するハロウィンイベント
中池袋公園、イケ・サンパーク、南池袋
公園

8
10/30-
11/29
Echika池袋ギャラリー
「障害者アート展」

障害福祉課
Echika池袋ギャラリーにて障害者アートに関する展示を実
施。

Echika池袋ギャラリー

9
10/30-
11/28
自由学園明日館100周年記念
「洋風建築ぬりえ散歩」

文化デザイン課
雑司が谷旧宣教師館・鈴木信太郎記念館・自由学園明日館を
見学、各館でオリジナルのぬりえを楽しむ

雑司が谷旧宣教師館、鈴木信太郎記念
館、自由学園明日館

10
10月下旬-
11月下旬

各区民ひろばでのとしま文化の日記
念事業

地域区民ひろば課
各区民ひろばで様々な趣向を凝らしたイベントをとしま文化
の日記念事業を開催。

各区民ひろば

11 11/1 としま文化の日記念式典 文化デザイン課 文化栄誉賞（区の文化振興に功績のある方を表彰） 区立芸術文化劇場

12 11/1
江戸川乱歩賞贈呈式／トークイベン
ト

講談社
(文化デザイン課)

第67回江戸川乱歩賞の贈呈式 区立芸術文化劇場

13 11/1 レジェンド声優祭 81プロデュース
(国際文化プロジェクト推進室) トークイベント、読み聞かせ 区民センター（多目的ホール）

14
11/1-（翌
年3/31）

2020年度大規模修繕　パネル展示・
見学会

文化デザイン課 2020年度の大規模修繕の様子を紹介するパネル展示。 雑司が谷旧宣教師館

15 11/2 energy～笑う筋肉～
吉本興業
(文化デザイン課)

長縄跳びや跳び箱など、アクロバティックなエンターテイメ
ントショー

池袋西口公園グローバルリングシアター

16 11/2
よしもと×ＳＤＧｓ　MAGAZINE 公開
番組収録イベント

吉本興業
(文化デザイン課)

SDGｓ特番の公開収録イベント。ニッポン放送とのコラボ池袋西口公園グローバルリングシアター

17 11/2-3 昇太さんとブルースカイさん。SP としま未来文化財団 落語とビックバンド音楽の融合エンターテイメントショー区立芸術文化劇場

18 11/2-11/4第29回豊島区伝統工芸展 生活産業課
豊島区伝統工芸保存会に所属する伝統工芸の職人が一堂に会
し、「匠の技」の工芸品を展示・販売。

としま産業振興プラザ（Ike・Biz）

19 11/2-7
「吉本芸人×IKEBUSおもしろアトカ
ルツアー」でとしまの魅力を再発
見！！

吉本興業
(文化観光課)

IKEBUSアトカルツアーによしもと芸人ガイドも参加 イケバス

20 11/3 Tokyo Music Evening Yube 文化観光課
炎のマエストロ小林研一郎氏が指揮するクラシックコンサー
ト

池袋西口公園グローバルリングシアター

21 11/3-4 トキワ荘のアオハル
吉本興業
(文化デザイン課)

トキワ荘を題材にした青春コメディ芝居 東京芸術劇場（プレイハウス）

22 11/3-11/7
地域文化創造館
合同文化発表会・
雑司が谷案内処10周年セレモニー

学習・スポーツ課 地域文化創造館５館で活動するサークルによる合同発表会。南大塚ホール

23 11/5-6
Visca!! IKEBUKURO KAKULULU 7.5th
Anniversary Live

としま未来文化財団
東池袋のカフェKAKULULUに縁の深いミュージシャンによる音
楽イベント

区立芸術文化劇場

24 11/5-7
ＩＫＥＢＵＫＵＲＯ　ＬＩＶＩＮＧ
ＬＯＯＰ

都市計画課 グリーン大通りや南池袋公園を中心に展開するマルシェ グリーン大通り、南池袋公園

25 11/5～7
ドラムサークル＆ストリートエレク
トーン

グリーン大通りエリアマネジメ
ント協議会
(都市計画課)

参加者が輪になって即興的に作り上げる打楽器・パーカッ
ションのアンサンブルと、だれでも自由に弾けるストリート
エレクトーン

グリーン大通り、南池袋公園、西武百貨
店屋上等

26 11/5-7 東京グランド花月
吉本興業
(文化デザイン課)

吉本興業の看板寄席（漫才・コント・落語・吉本新喜劇） 東京芸術劇場（プレイハウス）

27 11/6
『赤い鳥』を語り継ぎ、歌い継ぐ
童話・童謡の世界

文化デザイン課
雑司が谷旧宣教師館で継続実施されている「おはなし会」を
第一部、童謡歌手による「童謡コンサート」を第二部として
実施

雑司が谷旧宣教師館

28 11/6
都市の生物多様性と環境教育の可能
性

学習・スポーツ課
としまコミュニティ大学一般公開講座。立教大学の特任准教
授が都市の野生動物の生態とその活用を解説する。

としま区民センター503会議室

29 11/6 笑う東大 学ぶ吉本プロジェクト
吉本興業
(文化デザイン課)

笑いや音楽といったエンターテインメントを通じて、SDGsを
感じ、学び、実践に繋げていく。

池袋西口公園グローバルリングシアター

30 11/6-7
「Warai Mirai Fes ～Road to EXPO 2025
～」presents ワークショップ
【ラフ＆ピース マザー ワークショップ】

吉本興業
(文化デザイン課)

FARMERS MARKET内の吉本ブースにてワークショップを開催
(プログラミングやものづくり、理科実験等を実施)

イケ・サンパーク

31 11/7
「Warai Mirai Fes ～Road to EXPO 2025
～」presents ワークショップ
【スポーツ ワークショップ】

吉本興業
(文化デザイン課)

FARMERS MARKET内の吉本ブースにてワークショップを開催
(子ども向けのスポーツ教室等を実施)

イケ・サンパーク

32 11/6-7 としまマンガ・アニメフェスタ マンガ・アニメ担当課
「トキワ荘のまち4コマ漫画大賞」受賞作品の発表、展示
イケバス「としまマンガランド」クルーズ他

トキワ荘マンガミュージアム周辺

33 11/6-7 ＦＡＲＭＥＲＳ　ＭＡＲＫＥＴ 生活産業課 区内・交流都市の名産品を出店 イケ・サンパーク

34 11/6-7
ＡＧＦ(アニメイトガールズフェス
ティバル)

アニメイト
(マンガ・アニメ担当課)

日本最大規模のアニメ系イベント 中池袋公園、イケ・サンパーク

35 11/7
インドネシアの
ジャワ・ガムランの魅力

学習・スポーツ課
としまコミュニティ大学一般公開講座。東京音楽大学付属民
族音楽研究所の講師による「ジャワ・ガムラン」の解説と生
演奏。

東京音楽大学池袋キャンパス
A館2階100周年記念ホール

36 11/8 ＳＤＧｓフェスティバル 庶務課 小中学生によるSDGs関連の発表会 区立芸術文化劇場
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11月1~7日までの「としま文化推進期間」、そして11月8日に行う区内全小中学

校の子どもたちによる「SDGsフェスティバル」をとおして、子どもたちと一緒に

未来の豊島区を描きます。

人々 の生活の営みとともにある多様な文化の力で、持続発展する

まちを築き、次世代に継承していくことを考える8日間です。

今年のテーマは 文化

池袋ハロウィ ン
コスプレフェス2021

アニメイト
ガールズフェスティバル

江戸川乱歩賞及び
日本推理作家協会賞贈呈式

文化栄誉賞表彰式

令和3年11月1日

と しま文化の日記念式典

吉本芸人×IKEBUS
おもしろ
アトカルツアー

energy~笑う筋肉~

WARAI MIRAI FES
ラフ＆ピースマザー
ワークショップ

WARAI MIRAI FES
スポーツワークショップ

としま文化推進期間

豊島区教育委員会
SDGsフェスティ バル

ト キワ荘のアオハル

東京グランド花月

IKEBUKURO
LIVING LOOP

４ コマ
マンガ大賞

コスプレが初めてでも一人

でも、アニメや漫画が好き

な人も楽しめるコンテンツ

が盛りだくさん！

「ジェネレーション」をテ

ーマに、”女の子のための

すべて”が集まる池袋の大

型イベント!

区内の文化・観光スポッ

トを巡るIKEBUS

アトカルツアーと吉本芸

人がコラボして、としま

の魅力を再発見！

アスリートが表現者となり、ノンバー

バル（台詞のない）で、筋肉が音を奏

でる、肉体を駆使したスポーツミュー

ジカルを上演します。

よしもと100年の歴史に裏付け

られた看板寄席"グランド花

月"。吉本興業のお笑いがつまっ

た公演をお届けします。

「EATGOODPLACE」内で吉本芸人

とともに学べるワークショップ

「原っぱ広場」内でトップアスリ

ートとスポーツ体験をしよう！

としま文化推進期間内は各区民ひろばの

他に図書館・地域文化創造館など区内各

所で、様々 な趣向を凝らした文化イベン

トを開催します。
区教育委員会では、学校と

地域、企業、大学等の協働

による取組を推進していま

す。各学校を中心とした取

組を発信することで、大人

たちにアプローチし、オー

ルとしまでSDGs達成の機運

を高めます。

2021年のトキワ荘に住む夢を

追う若者たちを描いた現代コメ

ディ劇。

手づく り雑貨や美味しい

ご飯などを楽しむマーケ

ット やワークショ ップが

並びます。

区の文化振興に顕著な業績を挙げ、

区の名を日本全国、そして世界に

広め、区民のまちへの愛着や誇り

を高揚した者や団体に、

その栄誉を讃える表彰です。
※写真は昨年度の
様子のもの。

一般公開の贈呈式の後には今をとき

めく作家たちによるトークイベン

トを行います。

「としま文化の日」ページもご確認ください。▶

「夢」をテーマにし

た4コママンガを募集

し、その受賞作品の

発表展示


