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日本一の高密都市。総人口の１割が外国人住民で、
特に、中国と韓国の方が多数を占めている。区内に
は古くから演劇、マンガ・アニメ、伝統芸能など、様々
な文化が根づいている。「まち全体が舞台の誰もが
主役になれる劇場都市」を目指して「国際アート・
カルチャー都市構想」を推進している。

中国西北地方の政治・経済・文化の中心地。シルクロー
ドの東の起点として栄えた都市で、旧名は長安。紀元
前 11 世紀から約 2000 年の間に、秦、漢、隋、唐
など 12 の王朝の都だった。紀元前 3 世紀には、秦
の始皇帝が万里の長城や壮大な墓を残し、墓を守る
兵馬俑は西安最大の歴史遺産となっている。

韓国西北部の黄海に面した韓国を代表する港湾都
市。国際交易港である仁川港の繁栄とともに発展。
2001 年に開港した仁川国際空港によって新しい韓
国の空の玄関口として、東北アジアの交通のハブ、
国際物流の中心都市として注目されている。人口は、
ソウル、釜山に次いで国内第 3位。

豊島区 仁川広域市西安市

人口｜約 825万人　面積｜10,108km2 人口｜約 302万人　面積｜1,063km2人口｜約 29万人　面積｜13km2

｜日本 ｜中国 ｜韓国

11/15-17
国際マンガ・アニメ祭
Reiwa Toshima

IKEBUKUROの
アニメを
世界へ発信

国内最大級のアニメイベントが集中して開催されるこの秋。豊島
区から全世界に向けて「オールとしま」で発信する東アジア文化
都市最大の事業「池袋アニメタウンフェスティバル」を開催しま
す。国際アート・カルチャー都市のシンボル Hareza 池袋を拠点
に新たな挑戦が始まります。　

日中韓文化交流事業
池袋アニメタウンフェスティバル
2019 年 11 月 2 日（土）〜 3 日（日・祝）
会場：Hareza 池袋
東アジア文化都市 2019 豊島最大のフェスで、西安市、
仁川広域市の芸能団体がパフォーマンスを披露します。

日中韓唐詩書道イベント
2019 年 8 月 14 日（水）
会場：大唐西市博物館
豊島区から書道教室に通う生徒を派遣。唐詩 100メート
ル長巻を書くことを通じ、青少年交流を深めます。

2019 東アジア生活文化祭り
2019 年 9 月 21 日（土）〜 22 日（日）
会場：仁川文化芸術会館一帯
市民団体が中心となる芸術文化の祭典。 豊島区から音
楽活動グループを派遣し、複数会場で公演を行います。

10/26-27  池袋ハロウィンコスプレフェス2019 

11/9-10
アニメイトガールズフェスティバル2019

11/24
東アジア文化都市２０１９豊島　
閉幕式典

IKEBUS運行開始

10/22-24　
Japan Content Showcase 2019

11/24
東アジア文化都市2019豊島　
閉幕式典

Culture City of East Asia
東アジア文化都市とは
東アジア文化都市とは、日中韓文化大臣会合での合意に
基づき、日本・中国・韓国の 3 か国において、文化芸術
による発展を目指す都市を毎年 1 都市選定し、文化交流、
文化芸術イベント等を実施するものです。2014 年から始
まり、豊島区は国内 6 番目、2019 年の日本代表都市とし
て、中国西安市、韓国仁川広域市と東アジア文化都市事
業を開催しています。

アニメタウンがいよいよ動き出した !!
Hareza 池袋をプラットフォームにあらゆる主体が一堂に会し、

「マンガ・アニメ・コスプレ」で街に祝祭感を創出します。
TOKYO2020 に向け「オールとしま」で盛り上げよう！

3 都市最初となる開幕式典。豊島区は「マンガ・アニメの聖地」
としてアニメ音楽オーケストラコンサート「アニケストラ」公演
を行い、大ヒット作品の名曲を和田一樹氏の指揮、神奈川フィ
ルハーモニー管弦楽団による演奏にのせ、スペシャルゲスト、
アニメソング界の帝王 水木一郎氏が歌い上げました（写真上）。
西安市は市立交響楽団の演奏とともに詩吟、尺八を（写真左
下）、 仁川広域市は世界各国で公演を行う市立舞踊団による伝
統舞踊を披露しました（写真右下）。

野外特設ステージで行われた開幕式典では、西安市は女性グ
ループや男女ペアによる舞踊、雑技ショーなど開催都市ならで
はの会場を生かした壮大なパフォーマンスを披露しました（写
真上）。豊島区は鏡花水月によるコスプレパフォーマンスや西
安市開幕式典のために結成されたチームによる東京よさこい
パフォーマンスを（写真左下）、仁川広域市は、伝統的な民謡
からヒップホップダンスなど韓国の多様な芸能を披露しました

（写真右下）。

  3 都市最後の開幕式典。開催都市の仁川広域市は市立舞踊団
による一糸乱れぬ打楽器の演奏を披露しました（写真上）。豊
島区は仁川広域市開幕式典のために結成されたチームによる
太鼓の演奏と西安市開幕式典に引きつづき東京よさこいを披
露しました。また、新粋連による東京大塚阿波おどりを（写真
左下）、西安市は西安歌舞劇団による鮮やかな映像を背景とし
た舞踊と民族伝統楽器の演奏を披露しました（写真右下）。

写真はイメージです

©豊島区  ©アニメイト

©豊島区  ©アニメイト

豊島区｜日本 西安市｜中国 仁川広域市｜韓国

2 月 1 日　東京芸術劇場 3 月 27 日　 西安南門広場（永寧門） 4 月 26 日　 仁川芸術文化会館
日中韓開幕式典
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写真はイメージです

Japan Content Showcase

©yura ©AGF2019 豊島の文化と未来が
花開く、感動の秋
Join the grand finale of Culture City of East Asia 2019 Toshima this autumn!
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キャラクターデザイン
久野遥子

Hareza 池袋オープン！
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2020 そしてその先のレガシーへ

池袋アニメタウン
フェスティバル



第 31 回 民俗芸能 inとしま
日程：11月4日（月・休）

大田楽  いけぶくろ絵巻
日程：11月10日（日）

閉幕式典
日程：11月24日（日）

マハーバーラタ～ナラ王の冒険～　
- 東アジア文化都市 2019 豊島バージョン-
日程：11月23日（土・祝）

国際マンガ・アニメ祭
Reiwa Toshima  ※略称 IMART（アイマート）

日程：11月15日（金）～11月17日（日）

としマンガ としアニメ キャラバン
日程：8月23日（金）～10月9日（水）

池袋アニメタウンフェスティバル
日程：11月2日（土）～3日（日・祝）

マンガ・アニメ区役所
日程：5月9日（木）～11月24日（日）

会場：豊島区役所本庁舎 4F　庁舎まるごとミュージアム
豊島区役所を会場に、日中韓のマンガ・アニメを紹介する特集展示を開催。
8 月からの『マンガのマンガ展』ではマンガ家やマンガ自体を題材にした作
品を特集し、複製原画などの展示を通して作品の魅力を解説。『日本・中国・
韓国のマンガ・アニメ作家たち』では、各作家によるアニメーション作品も鑑
賞いただけます。

会場：東京建物 Brillia HALL（豊島区立芸術文化劇場）
地域に根ざし、世代から世代へ大切に守り受け継がれてきた無形民俗文
化財である民俗芸能を上演。若い踊り手が躍動する獅子舞や、心に染み
入る笛や太鼓のお囃子などを披露するほか、伝統を受け継ぎ、未来へ繋ぐ
担い手たちの想いも紹介。民俗芸能の魅力とその奥深さを伝えます。｜チ
ケット：公益財団法人としま未来文化財団 HPにて要申込｜問合せ：公益
財団法人としま未来文化財団　事業企画グループ 03-3590-7118（平日
10:00~17:00）

コンドルズ×豊島区民
Bridges to Babylon 
-ブリッジズ・トゥ・バビロン-
日程：11月20日（水）～23日（土・祝）

会場：Hareza 池袋
マンガの原点「トキワ荘」がある豊島区から全世界に向けて「オールとし
ま」で発信する東アジア文化都市最大の事業「池袋アニメタウンフェス
ティバル」。国際アート・カルチャー都市のシンボル Hareza 池袋をプラッ
トフォームにあらゆる主体が一堂に会し、「マンガ・アニメ・コスプレ」で
街に祝祭感を創出します。｜問合せ：文化観光課　03-4566-2758

会場：東京建物 Brillia HALL（豊島区立芸術文化劇場）
人気ダンスカンパニー「コンドルズ」を主宰し、新しい形の盆踊り大会『にゅ
〜盆踊り』を考案した振付家・ダンサーの近藤良平。近藤が構成・映像・振
付を手がけた新作ダンス公演を、東京建物 Brillia HALLこけら落としシリー
ズとして上演。公募で広く参加を呼びかけ、「祝祭」をテーマに音楽と映像も
駆使して熱い芸術の秋をお届けします。｜問合せ：あうるすぽっと 03-5391-
0751｜チケット：としまチケットセンター 03-5391-0516 (10:00~17:00 10/29
まで、10/30・31 休館日を除く) ※11/1より0570-056-777 (10:00 〜 17:00)

伝統芸能＠野外公園　
このほしでひとはおどる
日程：9月22日（日）
会場：東池袋中央公園　特設舞台（第 2 会場あり）
豊島区指定無形民俗文化財である「長崎獅子舞」をはじめ、「阿波踊り」「西
馬音内盆踊り」など全国各地域に根ざした表情豊かな民俗舞踊を、東池袋
中央公園に特設した舞台にて上演（第２会場あり）。踊り手と観客が一緒に
踊る輪踊りや『ひとはおどる』をテーマとしたトークコーナーを通じて、伝統
芸能の魅力を届けます。｜チケット：申込不要。直接会場へ｜問合せ：公益
財団法人としま未来文化財団　事業企画グループ  03-3590-7118（平日
10:00~17:00）

会場：東京建物 Brillia HALL（豊島区立芸術文化劇場）
平安時代から室町時代にかけて日本中で大流行し、忽然と消えた芸能 “田楽”
を、今日的に再生し、創作された「大田楽」。華やかな衣裳、雅な音楽、躍動
的な舞が織り成す大田楽が、見るものをいにしえの世界に誘う圧巻のパフォー
マンス。クリエイティブカンパニー NAKED（ネイキッド）が空間演出で華を添え
るスペシャル版。｜チケット：観覧無料・要入場券｜問合せ：公益財団法人と
しま未来文化財団　事業企画グループ 03-3590-7118（平日10:00~17:00）

青木司

第 31 回 池袋演劇祭
会場：豊島区内の劇場
豊島区内の劇場で約 1 ヶ月にわたり開催される地域密着型
の演劇祭。審査員を一般公募するなど誰でも参加できる特色
を持つ。｜主催：池袋演劇祭実行委員会

9月1日（日）～ 
30日（月）

区民ひろばまつり
会場：各地域区民ひろば
赤ちゃんからお年寄りまでどなたでも利用できる区民ひろば
で、地域の方々と一緒に各地区の特色を活かしたひろばまつ
りを実施。

地域文化創造館文化祭
会場：地域文化創造館（南大塚・駒込・巣鴨・雑司が谷・千早）
5つの地域文化創造館で活動している生涯学習団体の学習
成果を発表する文化祭。作品展示や体験教室などを各館で
開催。｜主催：としま未来文化財団、豊島区｜問合せ先：各地
域文化創造館

10月5日～
10月27日の

毎週(土)(日)に
各館の開催日を

割り振って実施

会場：区民ひろば　合計５ヵ所
マンガやアニメを積んだ自転車が、移動図書館さながらに区内各所を巡回。
マンガとアニメを「読む・観る」だけでなく、作品を「語る・つくる」ことができる
プログラムも開催。アニメの原理を知るワークショップや、マンガつくり体験、
日中韓のアニメ作品の上映などを通して、親子から大人まで東アジアのマン
ガ・アニメ文化に触れるひとときを届けます。

つなぐ・つながる・ひろばの WA2019
会場：豊島区役所 本庁舎1F としまセンタースクエア
誰でも楽しめる、年に1 回開催している区民ひろば合同のイ
ベント。日中韓の文化にちなんだ舞台発表やワークショップを
開催。｜主催：地域区民ひろば課　03-3981-1507

10月5日（土）

会場：池袋西口公園 野外劇場
古代インドの国民的大叙事詩のなかで最も美しいロマンスといわれる『ナラ
王物語』を絢爛豪華な舞台絵巻に昇華させた宮城聰の代表作『マハーバーラ
タ〜ナラ王の冒険〜』を豊島区バージョンとして新たに創作・上演。俳優たち
の動きと重厚な語り、さらに生演奏が三位一体となった天上の祝祭を、会場
に出現した圧巻の360 度の大パノラマ舞台にて繰り広げます。｜チケット：と
しまチケットセンター 03-5391-0516 (10:00~17:00 10/29まで、10/30・31 休
館日を除く) ※11/1より0570-056-777 (10:00 〜 17:00)

第 52 回　ふくろ祭
会場：豊島区内各所
9 月と10 月に開催される豊島区最大規模の区民祭り。9 月
には壮大な『神輿の祭典』、10 月には『踊りの祭典』を繰り
広げる。｜主催：ふくろ祭り協議会　03-3986-7915

9月28日（土）、
29日（日）、

10月12日（土）、
13日（土）

TOKYO MET SaLaD MUSIC 
FESTIVAL 2019（サラダ音楽祭）
会場：東京芸術劇場　ほか
東京都交響楽団を中心に行われる音楽祭。赤ちゃんから大人
まで楽しめるコンサートやワークショップなど多彩なプログラ
ムを展開。｜主催：サラダ音楽祭 事務局　03-3663-6307

9月14日（土）～
16日（月・祝）、

19日（木）

第 20 回 東京よさこい
会場：池袋駅西口、豊島区内各所
よさこい踊りの強豪チームが全国から参加する、都内最大級
のよさこいイベント。区内 8 会場で様々なスタイルの踊りが披
露される。｜主催：ふくろ祭り協議会　03-3986-7915

10月12日（土）、
13日（日）

第 27 回豊島区伝統工芸展
会場：豊島区役所本庁舎 1F としまセンタースクエア
豊島区伝統工芸保存会に所属する職人が一堂に会し、歴史
と伝統に培われた「匠の技」の実演、体験、展示販売などを行
う。｜主催：豊島区伝統工芸保存会

10月24日（木）～
26日（土）

第3回子どもスキップまつり
会場：豊島区役所本庁舎 1F としまセンタースクエア
全 22の子どもスキップと放課後子ども教室、中高生センター
ジャンプが一体となり、ステージ発表を中心に日常の活動を
紹介。｜主催：豊島区 教育委員会事務局 教育部 放課後対策
課　03-3981-1058

11月10日（日）

会場：豊島区役所本庁舎 1Fとしまセンタースクエア他
マンガ・アニメ文化の未来をつくる国際フェスティバル。各分野を牽引する国
内外のトップランナーをゲストに招いたカンファレンスや基調講演で知見を
共有するとともにマンガ・アニメの未来を考察する。また、新しい作品や表現
の可能性を生み出すプレ企画「マンガミライハッカソン」「アニメーテッド・ラー
ニング」を開催し、その成果発表を行う。｜チケット：東アジア文化都市 2019
豊島 HPにて要申込

発掘！雑司が谷生まれの人形劇・
人形アニメーションの世界
会場：IKE・Biz  6F 多目的ホール
日中の人形アニメの創始者・持永只仁と、その高弟・川本喜八
郎が世界に遺した偉大な足跡をたどる、映画上映会とシンポジ
ウム。｜主催：NPO法人としまNPO推進協議会（03-5951-1508）

9月16日（月・祝）

会場：東京建物 Brillia HALL（豊島区立芸術文化劇場）
2019 年 11 月にオープンする東京建物 Brillia HALL（豊島区立芸術文化劇
場）にて東アジア文化都市 2019 豊島を締めくくる閉幕式典を行います。3 都
市による交流の成果の振り返りや3 都市芸能団によるステージパフォーマン
ス、2020 年開催都市への引き継ぎ式を行います。

Japan Content Showcase2019
会場：サンシャインシティ　コンベンションセンター
映画・テレビ・アニメーションなどの国際見本市を集約した、コ
ンテンツジャンルの垣根を越えたアジアを代表するコンテンツ
マーケット。｜問合せ：（公財）ユニジャパン　03-6226-3020

10月22日（火）～
24日（木）

Japan Content Showcase

池袋ハロウィンコスプレフェス 2019
会場：池袋　東口エリア
池袋東口エリアで開催される日本最大級のコスプレイベント。
国内外から10 万人以上が来場し、様々なステージイベントも
行われる。｜主催：池袋ハロウィンコスプレフェス実行委員会

10月26日（土）～
27日（日）

すがも中山道菊まつり
会場：江戸六地蔵尊眞性寺、大正大学
江戸時代に園芸の里として愛された巣鴨で開催。「菊の形造
り」や中山道をテーマとした「菊華盆景」などを展示。｜主催：
巣鴨地蔵通り商店街振興組合　03-3918-2101

11月6日（水）～
14日（月）

豊島区総合美術展
会場：東京芸術劇場　ギャラリー 1・2
豊島区内で活動する「豊島区書道会」「豊島区美術家協会」「豊
茶華文化連盟」の三団体による書、美術、いけ花の作品展示。
｜主催：豊島区｜問合せ：としま未来文化財団　03-3590-7118

11月12日(火)～ 
16日 (土)

第 21 回 ふれあい文化祭
会場：豊島区役所本庁舎 1F としまセンタースクエア
身障福祉協会会員による絵画や書道作品の展示、楽器演奏や
パフォーマンスなど、様々な芸術に触れられる文化祭。｜主催：
豊島区身体障害者福祉協会

9月21日（土）

楽器がつむぐ東アジア
「現代×伝統」

〜マンガ・アニメの音楽×オー
ケストラ楽器×伝統楽器×
映像〜

会場：東京音楽大学 A 館 100 周年記念ホール
第1部：オーケストラ×伝統楽器×映像による日中韓の若手作
曲家の新作マンガ音楽｜第 2 部：日中韓の伝統楽器×伝統楽
器の新作。｜主催：東京音楽大学付属民族音楽研究所　03-
3981-8783

9月29日（日）

■ブクロ野音
日程：4月14日（日）〜11月17日（日）
会場：メトロポリタンプラザ1F自由通路、
          WACCA池袋1Fステージ
主催：Resounds

■日本の楽器”箏”のルーツを辿る
～日本の楽器で日中韓の曲を楽しむ会～
日程：9月8日（日） 
会場：フォルテ・オクターブハウス
主催：琴の会

■創形美術学校50周年版画展
日程：9月18日（水） 〜9月23日（月・祝）
会場：東京芸術劇場ギャラリー2
主催：学校法人高澤学園　創形美術学校

■大風呂敷を広げて盆踊り
日程：9月21日（土）（雨天時9月23日（月・祝））
会場：トランパル大塚
主催：池袋盆BAND&盆ダンサーズ

■イメージフォーラム・フェスティバル2019
in豊島
日程：9月21日（土）
会場：シネマハウス大塚
主催：イメージフォーラム

■日本・中国・韓国・国際　手話を楽しもう！
日程：9月21日（土）
会場：椎名町小学校　体育館
主催：豊島区聴覚障害者協会

■豊島区×メロス言語学院　
まちなかアート作戦
日程：9月中旬〜10月下旬
会場：日出町公園、東池袋中央公園など
主催：学校法人香川学園メロス言語学院

■しきしまの大和へ 
— アジア文華往来 —
日程：10月5日（土）〜12月1日（日）
会場：古代オリエント博物館 展示室
主催：(公財)古代オリエント博物館

■目白まちづくりフォーラム2019 
-目白と中国の絆「宮崎滔天を知る」-
日程：10月5日（土）
会場：デサント東京本社 椿ホール
主催：目白まちづくり倶楽部

■識り会おう！
”都市とアートと歴史”を‐民藝を愉しむ！
風呂敷と甕のある暮らし‐"
日程： 10月17日（木）〜20日（日）、
　　　10月24日（木）〜27日（日）
会場：ギャラリー木川荘
主催：まちなか「アート」体験

■日中韓友好の集い
日程：10月20日（日）
会場：ハロー貸会議室池袋東口
主催：（株）彩洋

■ダンス&パフォーマーフェスティバル
＜IWGPFES＞
日程：10月20日（日）
会場：東武百貨店 8F スカイデッキ広場
主催：特定非営利活動法人wa-shoi

■日中合作劇～「羅生門」～
日程：10月26日（土）
会場：南大塚ホール
主催：豊島区日中友好協会

■いのちと文化を歌声にのせて日中韓をつなごう
日程：10月26日（土）
会場：東京総合美容専門学校マルチホール
主催：いのちと文化を歌声にのせて日中韓をつなぐ合唱団

■心をひらいて、世界のことばで話そう！
日程：10月27日（日）
会場：東京芸術劇場　５F　シンフォニースペース
主催：(一財)言語交流研究所　ヒッポファミリー
　　　クラブ・豊島

■東アジアのインディ・コミック展
日程：11月1日（金）〜11月17日（日）　（火、木  休）
会場：ブックギャラリーポポタム
主催：日韓蝙蝠倶楽部

■マンドリンオーケストラで聴く世界の
ポピュラーミュージック
日程：11月3日（日・祝）
会場：南大塚ホール
主催：クボタ　フィロマンドリーネンオルケスター

■千本ソメイヨシノのまちに赤影参上
日程：11月4日（月・休）
会場：南大塚ホール
主催：ダンスキッズPJT

■東アジアとクラシック音楽　
その現在と未来
日程：11月9日（土）
会場：東京音楽大学 100周年記念ホール
主催：東京音楽大学　国際交流センター

■アート4コマ公募展　
漫喜利‐MANGIRI‐プレ！（仮）
日程：11月20日（水）〜25日（月）
会場：サンシャインシティ　アルパB1催事場
主催：としま南長崎トキワ荘協働プロジェクト協議会

■東アジアのdaidokoro
＜節句で楽しむ日・中・韓の食文化＞
第3回「冬至」
日程：11月23日（土・祝）
会場：WACCA池袋　5F　
          「もうひとつのdaidokoro」
主催：(一社)おいしいにっぽん

■オリエンタル・ディスクール
日程：11月29日（金）〜12月9日（月）
会場：Komagome1-14cas
主催：べクソン・アーツ

■中国・韓国・日本の高齢化社会の課題と連携
活動の研究
日程：11月30日（土）
会場：（予定）IKE Biz
主催：NPO法人シニアの再チャレンジを支援する会

■和洋折衷メタルサーカスバンド
「破天航路（HATENKOHRO）」

日程：11月2日（土）、3日（日）（どちらかを予定）
会場：未定
主催：音楽事業部Voce

■巣鴨のインバウンド活性化及び文化発信事業
日程：12月14日（土）
会場：巣鴨地域文化創造館
主催：巣鴨地蔵通り商店街振興組合

■日中韓・版画3人展「Toward the Future」
日程：12月17日（火）〜27日（金）（月休）
会場：B-gallery
主催：B-gallery

2019 パラアートフェス TOKYO
第 6 回国際交流展
会場：豊島区役所本庁舎 1F としまセンタースクエア
障害者の芸術文化を国内外に発信する国際展覧会。日中韓を
中心に、世界各国の障害者の作家による絵画や書などの幅広
い作品を展示。｜主催：（公財）日本チャリティ協会　03-3341-
0803

11月20日（水）～
24日（日）

9→12月プログラム

10,000 人で歌う「わたしは未来」
プロジェクト
会場：豊島区内各所
区内の小中学生をはじめとして日中韓の子ども達で日中韓の
心をつなぐ歌「わたしは未来」を大合唱し、3か国の相互理解
を促進します。

マンガ・アニメ 3.0

URL: https://mapdate.net/
マンガ・アニメ部門のスペシャル事業として立ち上げられたウェブサイト。日
本・アジア・世界のマンガとアニメの魅力を多角的に紹介する記事を、様々
な研究者やジャーナリストと協力しながら発信。表現・流通・環境など、デジ
タル化以後あらゆる状況が大きく変化する現代におけるマンガ・アニメの知
見をアップデートする情報をお届けします。

通年

東アジア文化都市2019豊島専門
視聴者投稿型「動画ちゃんねる」
インターネット及びSNS 上
開催イベント動画をYouTube・YOUKUを用いて配信してい
ます。皆様が撮影された動画のご投稿もお待ちしています！
｜主催：（一社）としまアートカルチャーまちづくり協議会　03-
3954-0685

アニメ池袋虫族王国、アジアへ発信
YOUKU動画チャンネル、Youtube動画チャンネル
YouTube・YOUKUを使用して、キャラ座のアニメ『池袋・虫族
王国』や、アニメ実写混在型コンテンツを日中韓 3カ国語で世
界へ発信。｜主催：（株）クオラス　03-5487-5057

通年 通年

通年

フェスティバル / トーキョー 19
10月5日（土）～11月10日（日）

会場：豊島区内各所
舞台芸術の魅力を多角的に紹介し、アートの新たな可能性を追求する国際舞台芸術
祭。演劇やダンスの上演のほか、トークなども開催。｜主催：フェスティバル /トーキョー
実行委員会｜問合せ：同事務局 03-5961-5202 Photo: Alloposidae

アニメイトガールズ
フェスティバル 2019

会場：池袋サンシャインシティ（メイン会場）
アニメやゲームなどの女性向けコンテンツが一堂に会する世
界最大級のイベント。人気声優のイベントをはじめ、様々な祭
事を実施。｜問合せ：アニメイトガールズフェスティバル 2019
事務局　03-6420-3975（平日10：00 〜 17：00）

11月9日（土）～
10日（日）

ⓒyura　ⓒAGF2019

雑司ヶ谷鬼子母神　御会式万灯練供養
会場：鬼子母神堂
鬼子母神堂を中心に行われる、地域最大の伝統行事。和紙
の桜花をまとった数十台の万灯を掲げ、団扇太鼓を打ち鳴ら
しながら練り歩く。豊島区指定無形民俗文化財。｜主催：鬼子
母神堂　03-3892-8347

10月16日（水）～
18日（金）

Oeshiki Project
 ツアーパフォーマンス《BEAT》
日程：10月16(水)、17(木)、18日(金)　全3回

会場：受付／西池袋公園、解散：雑司が谷「鬼子母神堂」周辺
江戸時代から続く「御会式」の太鼓の音やリズムに着目したツアーパフォーマ
ンス。参加者は地図や目印を頼りに、市民パフォーマーを探し出し、様々な
街角で同時多発的に太鼓のセッション・即興ライブパフォーマンスを繰り広
げながら御会式へ合流。ツアーパフォーマンスに参加する方、街中で目撃す
る方どちらも御会式を新たな視点で体験できます。｜チケット：としまチケッ
トセンター  03-5391-0516(10:00~17:00 休館日を除く）

謎解きウォークラリー トキワ荘の記憶
「消えたフクロウを追え ‼」

日程：8月3日（土）～9月29日（日）
豊島区南長崎エリア ・スタート地点：西武鉄道池袋線 椎名町駅・東長崎駅
トキワ荘ゆかりのエリアに点在するマンガ・アニメの関連スポットを回遊する
謎解きウォークラリー。街の中に散りばめられたヒントをもとに謎を解きなが
ら、トキワ荘にまつわる街の歴史に触れられます。全ての謎をクリアした参
加者には、特製オリジナルグッズをプレゼント。どなたでも気軽に楽しめる、
参加無料のイベントです。

アトカル・マジカル学園　
マジカルへんしん教室
日程：7月13日（土）～11月9日（土）
会場：区民ひろば、地域文化創造館　合計 14 ヵ所

「変身」をキーワードに、演劇やダンスの手法を取り入れたワークショップ。演出
家、俳優、ダンサーを講師に迎え、「演じる」ことや身体への意識をいつもと変え
ることを通じて、日常の中では気づけなかった新たな感覚を発見するプログラ
ムを展開。世代や演劇経験を問わず誰でも気軽に楽しめ、毎日を楽しくするヒン
トを得られる「変身」教室です。｜チケット：東アジア文化都市2019豊島HPに
て要申込

アトカル・マジカル学園　アート体験支援型託児 
アートサポート児童館
日程：10月30日(水)、31日(木)、
11月2日(土)、3日(日・祝)
会場：東京芸術劇場　アトリエイースト

「子育て中の親のアート鑑賞」と「子どものアート体験」を両立させたアー
ト体験支援型託児プログラム。古着やボタンなど様々な廃材を素材に、
自由な発想でものづくりを楽しむ「クリエイティブリユース」ワークショッ
プをはじめ、多彩な内容のプログラムを展開。東京芸術祭のプログラム
観劇のほか、映画・音楽・美術鑑賞の際にもご利用できます。｜チケット：
東アジア文化都市 2019 豊島 HP にて要申込

伝統芸能＠野外公園　
「IKEBUKURO 薪能」

日程：9月21日（土）
会場：東池袋中央公園　特設能舞台
東池袋中央公園に能舞台を特設し開催する薪能公演。観世喜正らによる新
演出のもと、能の名作をオムニバス形式で上演。舞台と連動しながら多言語
字幕（日英中韓）で作品の解説などを表示するシステム「能サポ」を導入し、
海外の方や能楽初心者の鑑賞をサポート。見どころ満載の、誰でも気軽に
能楽を楽しめる公演です。｜チケット：としまチケットセンター 03-5391-0516

（10:00~17:00 休館日を除く）｜問合せ：公益財団法人としま未来文化財団
　事業企画グループ 03-3590-7118（平日10:00~17:00）

「暴力の歴史」
Photo:Arno Declair

東京芸術祭 2019
9月21日（土）～11月23日（土）

会場：池袋エリア各所 
東京の多彩な芸術文化を通して世界とつながることを目指した都市型総合芸術祭。
今年は『出会う。変わる。世界。』をテーマに国内外の舞台作品が集結。｜主催：東京芸
術祭実行委員会｜問合せ：同事務局 050-1746-0996｜東アジア文化都市 2019 豊島
は東京芸術祭 2019と連携して開催いたします。

［子どもマーク］
舞台芸術、マンガ・アニメ、祭事・芸
能分野において、子ども達が中心と
なって楽しめる事業

梁丞佑

鈴木竜一朗
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