
�
Apr.

��日（日）
カレーフェスティバル＆バングラデシュボイシャキメラ
バングラデシュの新年を祝う。民族音楽や料理ブースも

池袋西口公園 ( 西池袋�-�-��）
特定非営利法人ジャパンバングラデシュソサエティ【��-����-����】

��日（金）～��日（火）
池袋西口公園古本まつり
売り場の面積の広さが自慢。ぜひお気に入りの１冊を

池袋西口公園 ( 西池袋�-�-��）
池袋西口公園古本まつり実行委員会 ( 坪井書店）【��-����-����】

��日（祝・水）～��日（木）
池袋東口としま商人まつり
商店街連合会加盟店・交流都市による出店、地域団体による演舞会

サンシャイン通り、中池袋公園
豊島区商店街連合会【��-����-����】

�
May

初旬
TACT Festival in Tokyo ����
音楽、演劇、ダンス等、様々なジャンルのアーティストたちが世界から集い、
一流のエンターテイメントを繰り広げる

東京芸術劇場（西池袋�-�-�）
豊島区役所文化デザイン課【��-����-����】

�日（土）
第��回としま能の会
日本の伝統芸能「能楽」を一流の演者で楽しむ公演

東京芸術劇場プレイハウス（西池袋�-�-�）
（公財）としま未来文化財団【��-����-����】

��日（日）
長崎神社獅子舞（第�日曜日）　※区無形民俗文化財
豊島区の伝統芸能。「病気平癒」や「五穀豊穣」を願う

長崎神社（長崎�-�-�）
豊島区役所庶務課【��-����-����】豊島区役所文化観光課【��-����-����】

��日（日）～��日（日）
春の大塚バラまつり
大塚駅前広場～向原電停まで���種����株となりました

都電大塚駅～向原駅までの沿線
南大塚都電沿線協議会　【http://www.toden-rose.com】

　大塚接骨院【��-����-����】
��日（木）～��日（日）
第��回アシテジ世界大会／����国際子どもと舞台芸術・
未来フェスティバル

「子どものための文化芸術」をコンセプトとした文化イベント
東京芸術劇場（西池袋�-�-�）、としま区民センター（東池袋�-��-��）

あうるすぽっと（東池袋�-�-�　�F）他
第��回アシテジ世界大会・東京実行委員会事務局【��-����-����】

��日（木）～��日（水）
池袋モンパルナス回遊美術館

「街のどこもが美術館」をコンセプトとした文化イベント
池袋西口を中心に区内��～��カ所
（公財）としま未来文化財団【��-����-����】

��日（土）～��日（日）
大塚ミュージックフェスティバル
大塚の街が、音楽で溢れる�週間

南・北大塚駅周辺及び巣鴨駅周辺
大塚ミュージックフェスティバル実行委員会【��-����-����】

��日（土）～��日（日）
池袋ジャズフェスティバル����
セミプロ・アマチュア中心のバンドが自慢の腕を競い合う

池袋西口公園（西池袋�-�-��）他
池袋西口商店街連合会事務局【��-����-����】

��日（日）
池袋めんそ～れ祭り in サンシャイン��通り
エイサーをはじめとする沖縄をテーマにしたパレード

サンシャイン��通り
サンシャイン��通り祭り実行委員会【��-����-����】

��日（土）～��日（日）
池袋フォーク＆カントリーフェスティバル����
初夏の風物詩。プロミュージシャンも友情出演

池袋西口公園（西池袋�-�-��）
池袋西口商店街連合会事務局【��-����-����】

�
June

�日（土）～�日（日）
すがも商人まつり

「七福神ウォークラリー」が好評。交流都市物産展も開催
巣鴨地蔵通り商店街振興組合　他
豊島区商店街連合会【��-����-����】

�日（土）～�日（日）
おおつか音楽祭����　まちかどライブ
まちかどライブの開催

大塚駅南口駅前広場（TRAM パル大塚）
おおつか音楽祭実行委員会【��-����-����】

��日（土）～��日（日）
おおつか音楽祭����　南大塚ホールイベント
区民参加型コンサートなどを開催

南大塚ホール
おおつか音楽祭実行委員会【��-����-����】

��日（土）～��日（日）
OTAKU SUMMIT����
日本より発信されるオタク文化に関するセミナーや展示等、オタク文化を
通じた国際交流の場を提供

としま区民センター (Hareza 池袋 )、サンシャインシティ展示ホール　
OTAKU SUMMIT 事務局　【 https://otaku-summit.jp】

�月～��月予定
中山道すがもまつり
ワークショップやイベントを複数回開催

眞性寺阿弥陀堂（巣鴨�-��-��）他　
巣鴨地蔵通り商店街振興組合【��-����-����】

�
July

��日（金）～��日（土）
子母神盆踊り

雑司が谷の夏の風物詩
子母神境内（雑司が谷�-��-��）
子母神【��-����-����】

�月中旬～�月中
としまアート夏まつり����
子どもも大人も楽しめる舞台シリーズのほか、よみしばいや親子向けワー
クショップなどを開催

あうるすぽっと（東池袋�-�-�　�F）、各区民ひろば　他
NPO 法人アートネットワーク・ジャパン【��-����-����】

��日（日）
オリンピック聖火リレー
オリンピック聖火リレーの出発式が池袋西口公園で開催され、ゴールのハ
レザ池袋まで聖火ランナーが走ります

池袋西口公園～ハレザ池袋
豊島区役所 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

【��-����-����】
��日（祝・金）～ �月�日（日）、��日（火）～ �月�日（日）
東京����ライブサイト
オリンピック・パラリンピック開催期間中に競技中継やステージイベント
を開催します

池袋西口公園（西池袋�-�-��）
豊島区役所 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

【��-����-����】
��日（木）～�月�日（土）
第��回サンシャインシティ納涼盆踊り大会
盆踊りで国際交流。海外留学生も参加

サンシャインシティ　アルパ屋上　サンシャイン広場
サンシャインシティ納涼盆踊り大会実行委員会【��-����-����】

�
Aug.

�日 ( 土 )
南長崎「夢の虹」イベント
トキワ荘のあった街に皆の夢で虹のモザイクアートを作る

南長崎トキワ荘通り周辺
としま南長崎トキワ荘協働プロジェクト協議会【��-����-����】

��日（土）
にゅ～盆踊り
コンドルズによるオリジナル大盆踊り大会

未定　 あうるすぽっと 【��-����-����】
��日（土）
東京大塚阿波おどり
昭和��年より開催。毎年�,���人以上の踊り手が参加

大塚駅南口大通り　
林精肉店【��-����-����】

�
Sep.

�日 ( 火）～��日 ( 水）
池袋演劇祭
豊島区内の劇場で公演を行う団体が競演

豊島区内の劇場
池袋演劇祭実行委員会事務局【��-����-����】

未定
池袋西口公園古本まつり
売り場の面積の広さが自慢。ぜひお気に入りの１冊を

池袋西口公園 ( 西池袋�-�-��）
池袋西口公園古本まつり実行委員会 ( 坪井書店）【��-����-����】

��日（金）
第��回豊島区消費生活展
消費者団体などによる展示、物販、体験コーナーなど

としまセンタースクエア（南池袋�-��-�）
豊島区役所生活産業課【��-����-����】

��日（土）～��日 ( 日）
ふくろ祭り「前夜祭」・「御輿の祭典」
ダンスショーやバンド演奏。御輿パレードは必見

池袋駅西口駅前広場、池袋西口公園、アゼリア通り
ふくろ祭り協議会【https://www.yosakoitokyo.gr.jp/】

��
Oct.

��月～��月予定
池袋オータムカルチャーフェスティバル
マンガ・アニメ・コスプレから伝統芸能まで楽しめる秋の一大イベント

池袋サンシャインシティ、アニメイト池袋本店　他
豊島区役所文化観光課【��-����-����】

��月～��月予定
フェスティバル / トーキョー��
人と都市から始まる舞台芸術祭。先鋭的な創造性を発信する

東京芸術劇場（西池袋�-�-�)　あうるすぽっと（東池袋�-�-� �F）他
F/T 実行委員会事務局【��-����-����】

�日（土）～�日（日）
池袋本町ふれあいまつり
地域参加型イベントや地方都市の名産紹介など

池袋本町公園（池袋本町�-��-�）　他
豊島区商店街連合会【��-����-����】

４日（日）
大田楽 いけぶくろ絵巻
中世日本の音楽と躍りの躍動がよみがえる一大野外パフォーマンス

池袋西口公園 ( 西池袋�-�-��）
（公財）としま未来文化財団【��-����-����】

��日（土）～��日（日）
ふくろ祭り「踊りの祭典」・「よさこいコンテスト」
東京よさこい、池袋やっさなど、まちが踊り一色に

池袋西口駅前広場、池袋西口公園、アゼリア通り　他
ふくろ祭り協議会【https://www.yosakoitokyo.gr.jp/】

��日（日）～��日（日）
秋の大塚バラまつり
大塚駅前広場～向原電停まで���種�,���株となりました

都電大塚駅から向原駅までの沿線
南大塚都電沿線協議会【http://www.toden-rose.com】

　大塚接骨院【��-����-����】
��日（金）～��日（日）

子母神御会式
和紙で作った桜花をまとった万灯が幻想的な夜の練り供養

池袋駅前～ 子母神境内（雑司が谷�-��-��）
子母神堂【��-����-����】

��日（日）
としまスポーツまつり
スポーツ推進委員によるスポーツイベント

総合体育場
豊島区役所学習・スポーツ課スポーツ推進グループ【��-����-����】

��日（木）～��日（土）　予定
豊島区伝統工芸展
歴史と伝統に培われた匠の技による作品を紹介

としまセンタースクエア（南池袋�-��-�）
豊島区役所生活産業課【��-����-����】

��日（土）～��日（日）
大塚商人祭り
商店街連合会加盟店・交流都市による出店、アトラクション

JR 大塚駅南北自由通路、駅前広場
豊島区商店街連合会【��-����-����】

��
Nov.

未定
トキワ荘大学文化祭
トキワ荘時代＝「昭和」をテーマにした家族連れで楽しめる文化祭

南長崎花咲公園（南長崎�-�-��）ほか
としま南長崎トキワ荘協働プロジェクト協議会【��-����-����】

�日 ( 土）～�日（日）
民俗芸能 in としま����～ひとはおどる～
池袋西口野外劇場を会場に豊島区無形民俗文化財を中心に全国の民俗舞踊
等を上演し、来場者も自由に踊りに参加できるフェスティバル

池袋西口公園 ( 西池袋�-�-��）
（公財）としま未来文化財団　【��-����-����】

�日 ( 金）～��日（土）
すがも中山道菊まつり
おとぎ話の一面を表した「菊の形造り」が毎年好評

眞性寺（巣鴨�-��-��）　他
巣鴨地蔵通り商店街振興組合【��-����-����】

�日 ( 月 )、��日 ( 土 )、��日 ( 木 )
酉の市
酉の日に行われる年中行事

大鳥神社（雑司が谷�-��-��）【��-����-����】
��日 ( 月・祝 )
イケビズフェスタ
子どもも大人も楽しめる文化・スポーツなどの体験型イベント

ＩＫＥ・Ｂｉｚ としま産業振興プラザ（西池袋�-��-�）
としま産業振興プラザ【��-����-����】

��日（祝・月）予定
染井よしの桜のふる里秋まつり
模擬店、物産展など。ソメイヨシノ発祥地駒込の魅力をお届け

染井吉野桜記念公園（駒込�-�-�）
染井よしの桜の里駒込協議会【��-����-����】

��
Dec.

��月上旬～�月上旬 予定
クリスマスイルミネーション点灯
キャンパス内のヒマラヤ杉がクリスマスツリーに変わる

立教大学（西池袋�-��-�）【https://www.rikkyo.ac.jp】

�
Jan.

通年
雑司が谷七福神巡り
スタンプの色紙は雑司が谷案内処などで販売

子母神（雑司が谷�-��-��）、大鳥神社（雑司が谷�-��-��）、他
雑司が谷案内処【��-����-����】

��日（日）
椎名町としま商人まつり
商店街連合会加盟店・交流都市による出店、大抽選会がお楽しみ

椎名橋下広場（長崎�-�-�）
豊島区商店街連合会【��-����-����】

�
Feb.

�日（火）
節分会
縁（ゆかり）の著名人を招いて「福は内」の掛け声のみで行われる

子母神堂（雑司が谷�-��-��）【��-����-����】

�
Mar.

初旬
第��回としまＭＯＮＯづくりメッセ
各社の製品や商品などを展示、販売。ものづくり体験教室も

サンシャインシティ文化会館展示ホールＢ（東池袋�-�-�）
としまものづくりメッセ実行委員会事務局（豊島区役所生活産業課内）

【��-����-����】
��日（祝・土）～�� 日（日）
池袋西口としま商人まつり
商店街連合会加盟店・交流都市による出店、地域団体による演舞会

池袋西口公園 ( 西池袋�-�-��）
豊島区商店街連合会【��-����-����】

��日（金）～��日（土）予定
南大塚桜まつり

「南大塚三丁目桜並木通り」で各種イベントを開催
南大塚三丁目桜並木周辺
南大塚桜まつり実行委員会【��-����-����】

��日（土）予定
春の全国交通安全運動とすがも染井吉野桜まつり
パレード実施、のれん市も期間中開催

巣鴨駅周辺
巣鴨駅前商店街振興組合【��-����-����】

�
Apr.

��日（日）
カレーフェスティバル＆バングラデシュボイシャキメラ
バングラデシュの新年を祝う。民族音楽や料理ブースも

池袋西口公園 ( 西池袋�-�-��）
特定非営利法人ジャパンバングラデシュソサエティ【��-����-����】

��日（金）～��日（火）
池袋西口公園古本まつり
売り場の面積の広さが自慢。ぜひお気に入りの１冊を

池袋西口公園 ( 西池袋�-�-��）
池袋西口公園古本まつり実行委員会 ( 坪井書店）【��-����-����】

��日（祝・水）～��日（木）
池袋東口としま商人まつり
商店街連合会加盟店・交流都市による出店、地域団体による演舞会

サンシャイン通り、中池袋公園
豊島区商店街連合会【��-����-����】

�
May

初旬
TACT Festival in Tokyo ����
音楽、演劇、ダンス等、様々なジャンルのアーティストたちが世界から集い、
一流のエンターテイメントを繰り広げる

東京芸術劇場（西池袋�-�-�）
豊島区役所文化デザイン課【��-����-����】

�日（土）
第��回としま能の会
日本の伝統芸能「能楽」を一流の演者で楽しむ公演

東京芸術劇場プレイハウス（西池袋�-�-�）
（公財）としま未来文化財団【��-����-����】

��日（日）
長崎神社獅子舞（第�日曜日）　※区無形民俗文化財
豊島区の伝統芸能。「病気平癒」や「五穀豊穣」を願う

長崎神社（長崎�-�-�）
豊島区役所庶務課【��-����-����】豊島区役所文化観光課【��-����-����】

��日（日）～��日（日）
春の大塚バラまつり
大塚駅前広場～向原電停まで���種����株となりました

都電大塚駅～向原駅までの沿線
南大塚都電沿線協議会　【http://www.toden-rose.com】

　大塚接骨院【��-����-����】
��日（木）～��日（日）
第��回アシテジ世界大会／����国際子どもと舞台芸術・
未来フェスティバル

「子どものための文化芸術」をコンセプトとした文化イベント
東京芸術劇場（西池袋�-�-�）、としま区民センター（東池袋�-��-��）

あうるすぽっと（東池袋�-�-�　�F）他
第��回アシテジ世界大会・東京実行委員会事務局【��-����-����】

��日（木）～��日（水）
池袋モンパルナス回遊美術館

「街のどこもが美術館」をコンセプトとした文化イベント
池袋西口を中心に区内��～��カ所
（公財）としま未来文化財団【��-����-����】

��日（土）～��日（日）
大塚ミュージックフェスティバル
大塚の街が、音楽で溢れる�週間

南・北大塚駅周辺及び巣鴨駅周辺
大塚ミュージックフェスティバル実行委員会【��-����-����】

��日（土）～��日（日）
池袋ジャズフェスティバル����
セミプロ・アマチュア中心のバンドが自慢の腕を競い合う

池袋西口公園（西池袋�-�-��）他
池袋西口商店街連合会事務局【��-����-����】

��日（日）
池袋めんそ～れ祭り in サンシャイン��通り
エイサーをはじめとする沖縄をテーマにしたパレード

サンシャイン��通り
サンシャイン��通り祭り実行委員会【��-����-����】

��日（土）～��日（日）
池袋フォーク＆カントリーフェスティバル����
初夏の風物詩。プロミュージシャンも友情出演

池袋西口公園（西池袋�-�-��）
池袋西口商店街連合会事務局【��-����-����】

�
June

�日（土）～�日（日）
すがも商人まつり

「七福神ウォークラリー」が好評。交流都市物産展も開催
巣鴨地蔵通り商店街振興組合　他
豊島区商店街連合会【��-����-����】

�日（土）～�日（日）
おおつか音楽祭����　まちかどライブ
まちかどライブの開催

大塚駅南口駅前広場（TRAM パル大塚）
おおつか音楽祭実行委員会【��-����-����】

��日（土）～��日（日）
おおつか音楽祭����　南大塚ホールイベント
区民参加型コンサートなどを開催

南大塚ホール
おおつか音楽祭実行委員会【��-����-����】

��日（土）～��日（日）
OTAKU SUMMIT����
日本より発信されるオタク文化に関するセミナーや展示等、オタク文化を
通じた国際交流の場を提供

としま区民センター (Hareza 池袋 )、サンシャインシティ展示ホール　
OTAKU SUMMIT 事務局　【 https://otaku-summit.jp】

�月～��月予定
中山道すがもまつり
ワークショップやイベントを複数回開催

眞性寺阿弥陀堂（巣鴨�-��-��）他　
巣鴨地蔵通り商店街振興組合【��-����-����】

�
July

��日（金）～��日（土）
子母神盆踊り

雑司が谷の夏の風物詩
子母神境内（雑司が谷�-��-��）
子母神【��-����-����】

�月中旬～�月中
としまアート夏まつり����
子どもも大人も楽しめる舞台シリーズのほか、よみしばいや親子向けワー
クショップなどを開催

あうるすぽっと（東池袋�-�-�　�F）、各区民ひろば　他
NPO 法人アートネットワーク・ジャパン【��-����-����】

��日（日）
オリンピック聖火リレー
オリンピック聖火リレーの出発式が池袋西口公園で開催され、ゴールのハ
レザ池袋まで聖火ランナーが走ります

池袋西口公園～ハレザ池袋
豊島区役所 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

【��-����-����】
��日（祝・金）～ �月�日（日）、��日（火）～ �月�日（日）
東京����ライブサイト
オリンピック・パラリンピック開催期間中に競技中継やステージイベント
を開催します

池袋西口公園（西池袋�-�-��）
豊島区役所 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

【��-����-����】
��日（木）～�月�日（土）
第��回サンシャインシティ納涼盆踊り大会
盆踊りで国際交流。海外留学生も参加

サンシャインシティ　アルパ屋上　サンシャイン広場
サンシャインシティ納涼盆踊り大会実行委員会【��-����-����】

�
Aug.

�日 ( 土 )
南長崎「夢の虹」イベント
トキワ荘のあった街に皆の夢で虹のモザイクアートを作る

南長崎トキワ荘通り周辺
としま南長崎トキワ荘協働プロジェクト協議会【��-����-����】

��日（土）
にゅ～盆踊り
コンドルズによるオリジナル大盆踊り大会

未定　 あうるすぽっと 【��-����-����】
��日（土）
東京大塚阿波おどり
昭和��年より開催。毎年�,���人以上の踊り手が参加

大塚駅南口大通り　
林精肉店【��-����-����】

�
Sep.

�日 ( 火）～��日 ( 水）
池袋演劇祭
豊島区内の劇場で公演を行う団体が競演

豊島区内の劇場
池袋演劇祭実行委員会事務局【��-����-����】

未定
池袋西口公園古本まつり
売り場の面積の広さが自慢。ぜひお気に入りの１冊を

池袋西口公園 ( 西池袋�-�-��）
池袋西口公園古本まつり実行委員会 ( 坪井書店）【��-����-����】

��日（金）
第��回豊島区消費生活展
消費者団体などによる展示、物販、体験コーナーなど

としまセンタースクエア（南池袋�-��-�）
豊島区役所生活産業課【��-����-����】

��日（土）～��日 ( 日）
ふくろ祭り「前夜祭」・「御輿の祭典」
ダンスショーやバンド演奏。御輿パレードは必見

池袋駅西口駅前広場、池袋西口公園、アゼリア通り
ふくろ祭り協議会【https://www.yosakoitokyo.gr.jp/】

��
Oct.

��月～��月予定
池袋オータムカルチャーフェスティバル
マンガ・アニメ・コスプレから伝統芸能まで楽しめる秋の一大イベント

池袋サンシャインシティ、アニメイト池袋本店　他
豊島区役所文化観光課【��-����-����】

��月～��月予定
フェスティバル / トーキョー��
人と都市から始まる舞台芸術祭。先鋭的な創造性を発信する

東京芸術劇場（西池袋�-�-�)　あうるすぽっと（東池袋�-�-� �F）他
F/T 実行委員会事務局【��-����-����】

�日（土）～�日（日）
池袋本町ふれあいまつり
地域参加型イベントや地方都市の名産紹介など

池袋本町公園（池袋本町�-��-�）　他
豊島区商店街連合会【��-����-����】

４日（日）
大田楽 いけぶくろ絵巻
中世日本の音楽と躍りの躍動がよみがえる一大野外パフォーマンス

池袋西口公園 ( 西池袋�-�-��）
（公財）としま未来文化財団【��-����-����】

��日（土）～��日（日）
ふくろ祭り「踊りの祭典」・「よさこいコンテスト」
東京よさこい、池袋やっさなど、まちが踊り一色に

池袋西口駅前広場、池袋西口公園、アゼリア通り　他
ふくろ祭り協議会【https://www.yosakoitokyo.gr.jp/】

��日（日）～��日（日）
秋の大塚バラまつり
大塚駅前広場～向原電停まで���種�,���株となりました

都電大塚駅から向原駅までの沿線
南大塚都電沿線協議会【http://www.toden-rose.com】

　大塚接骨院【��-����-����】
��日（金）～��日（日）

子母神御会式
和紙で作った桜花をまとった万灯が幻想的な夜の練り供養

池袋駅前～ 子母神境内（雑司が谷�-��-��）
子母神堂【��-����-����】

��日（日）
としまスポーツまつり
スポーツ推進委員によるスポーツイベント

総合体育場
豊島区役所学習・スポーツ課スポーツ推進グループ【��-����-����】

��日（木）～��日（土）　予定
豊島区伝統工芸展
歴史と伝統に培われた匠の技による作品を紹介

としまセンタースクエア（南池袋�-��-�）
豊島区役所生活産業課【��-����-����】

��日（土）～��日（日）
大塚商人祭り
商店街連合会加盟店・交流都市による出店、アトラクション

JR 大塚駅南北自由通路、駅前広場
豊島区商店街連合会【��-����-����】

��
Nov.

未定
トキワ荘大学文化祭
トキワ荘時代＝「昭和」をテーマにした家族連れで楽しめる文化祭

南長崎花咲公園（南長崎�-�-��）ほか
としま南長崎トキワ荘協働プロジェクト協議会【��-����-����】

�日 ( 土）～�日（日）
民俗芸能 in としま����～ひとはおどる～
池袋西口野外劇場を会場に豊島区無形民俗文化財を中心に全国の民俗舞踊
等を上演し、来場者も自由に踊りに参加できるフェスティバル

池袋西口公園 ( 西池袋�-�-��）
（公財）としま未来文化財団　【��-����-����】

�日 ( 金）～��日（土）
すがも中山道菊まつり
おとぎ話の一面を表した「菊の形造り」が毎年好評

眞性寺（巣鴨�-��-��）　他
巣鴨地蔵通り商店街振興組合【��-����-����】

�日 ( 月 )、��日 ( 土 )、��日 ( 木 )
酉の市
酉の日に行われる年中行事

大鳥神社（雑司が谷�-��-��）【��-����-����】
��日 ( 月・祝 )
イケビズフェスタ
子どもも大人も楽しめる文化・スポーツなどの体験型イベント

ＩＫＥ・Ｂｉｚ としま産業振興プラザ（西池袋�-��-�）
としま産業振興プラザ【��-����-����】

��日（祝・月）予定
染井よしの桜のふる里秋まつり
模擬店、物産展など。ソメイヨシノ発祥地駒込の魅力をお届け

染井吉野桜記念公園（駒込�-�-�）
染井よしの桜の里駒込協議会【��-����-����】

��
Dec.

��月上旬～�月上旬 予定
クリスマスイルミネーション点灯
キャンパス内のヒマラヤ杉がクリスマスツリーに変わる

立教大学（西池袋�-��-�）【https://www.rikkyo.ac.jp】

�
Jan.

通年
雑司が谷七福神巡り
スタンプの色紙は雑司が谷案内処などで販売

子母神（雑司が谷�-��-��）、大鳥神社（雑司が谷�-��-��）、他
雑司が谷案内処【��-����-����】

��日（日）
椎名町としま商人まつり
商店街連合会加盟店・交流都市による出店、大抽選会がお楽しみ

椎名橋下広場（長崎�-�-�）
豊島区商店街連合会【��-����-����】

�
Feb.

�日（火）
節分会
縁（ゆかり）の著名人を招いて「福は内」の掛け声のみで行われる

子母神堂（雑司が谷�-��-��）【��-����-����】

�
Mar.

初旬
第��回としまＭＯＮＯづくりメッセ
各社の製品や商品などを展示、販売。ものづくり体験教室も

サンシャインシティ文化会館展示ホールＢ（東池袋�-�-�）
としまものづくりメッセ実行委員会事務局（豊島区役所生活産業課内）

【��-����-����】
��日（祝・土）～�� 日（日）
池袋西口としま商人まつり
商店街連合会加盟店・交流都市による出店、地域団体による演舞会

池袋西口公園 ( 西池袋�-�-��）
豊島区商店街連合会【��-����-����】

��日（金）～��日（土）予定
南大塚桜まつり

「南大塚三丁目桜並木通り」で各種イベントを開催
南大塚三丁目桜並木周辺
南大塚桜まつり実行委員会【��-����-����】

��日（土）予定
春の全国交通安全運動とすがも染井吉野桜まつり
パレード実施、のれん市も期間中開催

巣鴨駅周辺
巣鴨駅前商店街振興組合【��-����-����】

原則毎週水曜日　➀午後�時～　➁午後�時��分～　（各��分）Tokyo Music Evening Yube
ナイトライフ観光推進の一環として、本格的なクラシック音楽を堪能できる感動空間を提供

池袋西口公園（GLOBAL RING）

原則毎週水曜日　➀午後�時～　➁午後�時��分～　（各��分）Tokyo Music Evening Yube
ナイトライフ観光推進の一環として、本格的なクラシック音楽を堪能できる感動空間を提供

池袋西口公園（GLOBAL RING）
通
年 【��-����-�� ��】豊島区役所文化観光課

豊 島 区 内 の 主 な お 祭 り・イ ベ ン ト
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としまななまる

○c  池袋ハロウィンコスプレフェス2019

ソメイヨシノ桜の観光大使


