
Ⅰ　芸術文化振興のための情報提供及び相談事業

　（定款第４条第１号関係）

荒川区の芸術文化振興のための情報提供及び相談事業を実施する。

[予算額　１８，９２５千円]

1 「ほっとタウン」の発行

2 ホームページの提供

3 「ライフサポートニュース」の発行

4 相談窓口の拡充【新規】 サンパール荒川の２階にＡＣＣ事務所を置き、文化活動に関

する相談に対応すると共に情報提供を行う。

・開設期間　通年（年末年始、サンパール荒川の休館日を除

く）

・開設時間　午前9時から午後5時

事　　業　　名

平成２４年度　　公益財団法人荒川区芸術文化振興財団事業計画

・アクセス件数

　　　2,230件／月（平成２３年度実績見込）

・ホームページアドレス

　　　http://www.acc-arakawa.jp

・発行回数　１２回（月１回、毎月１日発行）

・紙面構成　８ページ　・・・フルカラー紙面

・発行部数　７万５千部

・配布方法　新聞６紙、折込みで区内全戸配付

　（朝日・読売・毎日・産経・日経・東京）

　区役所等の公共施設で配布

・発行回数　 年１回

・発行部数　 ７万７千部

・共同発行　 (社)荒川区シルバー人材センター

　　　　　　 　 (財)荒川区勤労者福祉サービスセンター

　　　　　      （社福）荒川区社会福祉協議会

　　　　　　 　 荒川区国際交流協会

内　　　　容



Ⅱ　芸術文化の振興のための人材育成に関する事業

　（定款第４条第２号関係）

荒川区の芸術文化振興のための人材育成に関する事業を行う。

(注) （文）・・・町屋文化センター　　（サ）・・・サンパール荒川

　　　　　　　　　　 （ム）・・・ムーブ町屋　　　　　　 （日）・・・日暮里サニーホール

（他）・・・その他の施設

 太枠内・・・自主事業

[予算額　４，３５２千円]

内　　　　容

1 ふれあいミニコンサート【充実】 区内出身の若手アーティスト等の育成事業と位

置づけ、演奏者に発表の場を提供するとともに、

クラシック音楽等を子ども、ファミリー層から年配

者までが気軽に楽しむ演奏会。　（文、他）

町屋文化センター以外の場所でも開催する。

2 子ども囲碁大会 子どもを対象にした囲碁大会。（文）

3 教育施設出前公演 中学校の体育館を会場にした演劇アウトリーチ

事業。４月と6月にワークショップを実施。（他）

4 夏休み！子ども文化体験隊【充実】 夏休みを利用して、子どもが身近な場所で、

様々な文化に触れられるような体験講座を開

催。（他）

5 日本の伝統文化指導者派遣事業 子どもが伝統文化に触れる機会を充実させるた

めに、小・中学校に伝統文化指導者を派遣。

（他）

年6回

事　　業　　名 開催月日

８月

通年

6月

６月



　（定款第４条第３号関係）

　 地域における芸術文化活動を支援し、荒川区の文化力を高めるための講座、展示会等の

事業を実施する。

(注) （文）・・・町屋文化センター　　（サ）・・・サンパール荒川

　　　　　　　　　　 （ム）・・・ムーブ町屋　　　　　　 （日）・・・日暮里サニーホール

（他）・・・その他の施設

 太枠内・・・自主事業

[予算額　２６，０７２千円]

内　　　容

1 クラシックの森【新規】

～アフタヌーンコンサート～

子どもから年配者まで広い年齢層の区民が低廉

な料金で気軽にクラシック音楽に親しめるコン

サート。（中学生以下無料）　（文、他）

町屋文化センター以外の場所でも開催する。

2 ふれあいジョイントコンサート 区内の文化団体による、子ども、ファミリー層から

年配者まで気軽に楽しめる演奏会　（文）

3 小泉定弘写真展 区内在住の写真家による展示会（文）

4 水上バスクルーズ（全２回) 隅田川に親しむと共に、川を通して地域の歴史

にふれるクルーズ。（他）

5 JAZZライブinARAKAWA【充実】 区民参加型事業として4月から10回のワークショッ

プを取り入れ、公演では区民とプロアーティストの

共演を実施する。（文、日）

6 親子でJAZZコンサート 親子向けJAZZのコンサート（ム）

7 文化活動支援事業【新規】 アート・フリーマーケットを開催。（日）

8 第2５回都電荒川線写真コンテスト 都電荒川線沿線の写真を公募し、優秀作品を表

彰・展示する(文）

9 荒川第九を歌う会２０１２ 荒川第九を歌う会、荒川区民交響楽団、芸大の

オーディションにより選抜されたソリストによる演奏

会。合唱練習は６月から行う。　(文、サ）

10 宝くじふるさとわくわく劇場【新規】 宝くじ助成事業として「NHKお笑いオンステージ」

を公開する（サ）

11 サンパール荒川１－１－１ギャラリー事

業【新規】

サンパール荒川２階ロビーにおいて、ミニギャラ

リー、ロビーコンサート、ワークショップなどを実

施。（サ）

12 アーティスト派遣事業【新規】 高齢者施設をはじめ、区内施設を対象に区内

アーティストを派遣し、気軽な演奏会を実施。

（他）

Ⅲ　芸術文化振興のための地域活動支援に関する事業

通年

８月

９月

１月

１２月

１２月

年６回

５月

事　業　名 開催月日

年６回

５月

未定

通年

7月



13 絵手紙コンテスト【充実】 読売カルチャー等と協力して絵手紙コンテストを

実施。（文）

14 区民企画公募事業 芸術文化振興につながる企画を区民から公募

し、優秀と認められた企画を上演する機会を提

供。(未定)

15 ACC友の会支援事業 ACC友の会が企画実施する公演等（サ）

16 Chito-Shanライブシリーズ 新進三味線パフォーマーたちによる演奏会（他）

17 渡辺元智特別講演会【新規】 横浜高校野球部監督・渡辺元智氏による「ボール

（野球）で繋ぐ親と子の絆」をテーマとした講演

会。（日）

18 サニーホール落語会 若手落語家による落語会（日）

19 独演コンサート【新規】 若手演奏家によるコンサート（１０回）（日）

20 明治大学マンドリンコンサート【隔年実

施】

明治大学マンドリン倶楽部による演奏会（サ）

21 第７回あらかわ社明コンサート 社会を明るくする会のコンサート　（サ）

22 第３１、３２回歌うサニーホール（全２回） 懐かしの 「歌声喫茶」 の再現　（日）

23 第１９回あらかわ長唄演奏会 長唄女子東音会による演奏会　（日）

24 石井弘クラシックギター名曲コンサート 区内在住の演奏家によるギターのクラシック名曲

コンサート（ム）

25 第１４回荒川区民オペラ公演 区民を中心に組織された実行員会によるオペラ

「マクベス」の公演　（サ）

26 荒川オペラシリーズ第４８、４９回公演 若手による親しみやすい名作オペラの公演

（日）

27 はやと和太鼓コンサート 区内出身の三兄弟ユニットによる和太鼓コンサー

ト　（ム）

28 第１３８、１３９回東京荒川少年少女合

唱隊定期演奏会（全２回）

東京荒川少年少女合唱隊の定期演奏会（日、

サ）

29 南千住の歴史に親しむ会 南千住の歴史に関する講演会

会場：真養寺

30 五島記念文化財団志田雄啓オペラ公

演【新規】

区内アーティストによるオペラの公開リハーサル

（サ）

31 あらかわフラフェスティバル201２ 荒川区内のフラダンスサークル団体によるフラダ

ンスショー（サ）

32 南千住ぶらり下町音楽祭【新規】 銭湯や寺など南千住地域内の数か所で行われる

演奏会（他）

33 町の記憶プロジェクト成果報告展示会

【新規】

南千住地域に残るオブジェをフロッタージュの

アートとして１０，０００枚集めた展示会（他）

34 写真集団　スーリア作品展 スーリア集団による写真展（日）

未定

９月

８月

4月

９月

９月

毎月１回

4月

未定

７月

７月

１０月

１０月

８月

３月

１２月

４月～１２月

７月

９月

７月

１２月

６月

５月

８月

１２月



35 ACECチャリティコンサート アジア子ども教育センター荒川支援会によるチャ

リティコンサート（日）

36 区民ミュージカル【新規】 区制８０周年を記念して、区民参加ミュージカルを

上演（サ）

37 荒川区民交響楽団定期演奏会 荒川区民交響楽団の定期演奏会（サ）

38 荒川区民初春唄祭り 参加者を公募しての歌謡大会（サ）

39 七星【新規】 区内和太鼓奏者によるコンサート（ム）

２月

３月

１２月

１２月

３月



　（定款第４条第４号関係）

　優れた芸術文化に親しみ文化性豊かな区民生活に資する鑑賞会、講座、展示会等

の事業を実施する。

（文）・・・町屋文化センター　　（サ）・・・サンパール荒川

（ム）・・・ムーブ町屋　　　　　　 （日）・・・日暮里サニーホール

（他）・・・その他の施設

 太枠内・・・自主事業

[予算額 　３４，０４９千円]

内　　　容

1

春休み特別企画　試写会「ももへの

手紙」【新規】

家族との結びつきをテーマにした愛の物語

で、文化庁メディア芸術祭にて、アニメーショ

ン部門・優秀賞 を受賞し、4月21日公開を前

に区民向け試写会を開催。

2 親子で楽しむコンサート（全３回）

【充実】

０歳からの子どもと保護者を対象にしたコン

サート。９月は、「ミッフィーの音楽会」を開催

する（サ、ム、他）

3 親指こぞう　ブケッティーノ【新規】 読み聞かせを演出した親子向け公演（ム）

4 ドリトル先生と動物たち【新規】 子ども向け演劇として実施（日）

5 子ども映画会 ファミリー向け映画会（サ）

6 狂言 「万作の会 」 野村万作・萬斎 親子による競演（サ）

7 ぬいぐるみ ミュージカル マスクプレイミュージカル公演（サ）

8 歌謡ショー【新規】 著名アーティストによるトーク＆ライブコンサー

ト（サ）

9 自主事業【新規】 著名アーティストによるコンサート（サ）

10 ばく笑ひぐらし名人会（全２回） 東京漫才のライブ　（日）

11 ガムラン・ランバンサリ 公演 インドネシア音楽の演奏と舞踊。　（日）

12 立川談幸 独演会 人気落語家の独演会　（ム）

13 柳家小三治 独演会 人気落語家の独演会　（サ）

14 ヤングアメリカンズアウトリーチツ

アーｉｎ　荒川

歌やダンスのショーを3日間で作り上げる外国

人講師によるワークショップ　（サ）

15 京劇【新規】 日中国交正常化４０周年記念事業として、京

劇公演を開催。７月には、京劇についての

ワークショップを実施。（ム、サ）

16 江戸里神楽 松本源之助社中による民俗伝統芸能（日）

17 影絵詩劇 日本ワヤン協会による公演（日）

18 第４回ワーグナー音楽祭

あらかわバイロイト

ワーグナーオペラの上演（サ）

Ⅳ　芸術文化振興のための講座、展示会、鑑賞会等の事業

７月

１０月

１１月

１１月

９月

事　業　名 開催月日

６月

７月

６月

4月

６月

(注)

９月

未定

4月

9月

１１月

３月

３月

未定

１２月

８月



19 愛・美しき心【新規】 甲斐京子による歌と踊り（サ）

20 オペラ「魔笛」【新規】 オペラ「魔笛」の公演（サ）

21 龍生派生花展【新規】 龍生派東京六地区いけばな作品展（日）

22 三遊亭鳳楽 独演会 人気落語家の独演会（日）

23 三遊亭円楽・立川ぜん馬二人会 人気落語家の独演会（ム）未定

未定

１月

２月

２月



Ⅴ
芸術文化の振興に必要な施設の管理運営

　（定款第４条第５号関係）

荒川区の芸術文化振興にかかる事業に必要な町屋文化センターの施設管理運営を行う

[予算額　３６，５４２千円]

1 荒川区立町屋文化センターの管理運営

2 荒川区立町屋文化センター施設利用者

サービス事業

（1）生涯学習目的以外の施設利用

（2）コピーサービス

（2）公衆電話の設置

事　業　名

（1）施設利用の予約受付及び貸与業務

（2）施設管理業務

（3）文化・カルチャー講座の開催

（4）なないろひろば事業の実施

（5）きっかけづくり事業の実施

（6）利用者懇談会の開催

（7）まちの文化情報コーナーの設置

内　　　　容


