
 

平成２９年度 公益財団法人荒川区芸術文化振興財団事業計画 

 

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号第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  １８，６２３千円] 

事   業   名 内       容 収 支 の 見 込 

１  荒川タウン情報紙 
｢ほっとタウン｣の発行 

・発行回数 １２回(毎月１回、1日発行) 
・紙面構成 ８ページ、フルカラー紙面 
・発行部数 ７万６千５百部 
・配布方法 新聞６紙、折込みで区内配付

（朝日・読売・毎日・産経・
日経・東京） 

      区役所等の公共施設で配布 
 

収入 
 
 
 
支出 

広告収入   4,992千円 
区補助金   9,350千円 
合計    14,342千円 

 
委託費   17,794千円 
通信運搬費    93千円 
その他      63千円 
合計    17,950千円 

２ ホームページの提供 ・公演情報・地域情報の提供 
・Ｗｅｂチケット販売 
・ツイッターによる公演情報の発信 
 
アクセス数 ５，１００件／月 

収入 
 
 
支出 

区補助金    205千円 
合計      205千円 

 
委託費     183千円 
その他      22千円 
合計      205千円 

３  ｢ライフサポートニュ
ース｣の発行 

・発行回数 年１回 
・発行部数 ６万３千部 
・共同発行  
（公社）荒川区シルバー人材センター 

 （一財）東京城北勤労者サービスセンター 
（社福）荒川区社会福祉協議会 

荒川区国際交流協会 
 
 

収入 
 
 
支出 

区補助金    368千円 
合計      368千円 

 
委託費     367千円 
その他      1千円 
合計      368千円 

４ 相談事業 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。 

収入 
 
 
支出 

区補助金    100千円 
合計      100千円 

 
消耗品費    100千円 
合計      100千円 

 



 

 

 

 

Ⅱ 芸術文化振興のための人材育成に関する事業 

（定款第４号第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 

[予算額  ７，６７２千円] 

事   業   名 開催時期 内       容 収 支 の 見 込 

自主事業（５事業） 

１ ふれあいミニコンサー
ト 

年３回 区内出身アーティスト等に発
表の機会を提供すると共に、音
楽をファミリー層から年配者
まで気軽に楽しめる場とする
コンサート（文） 
 
参加費：無料 

収入 
 
 
支出 

区補助金    209千円 
合計      209千円 

 
諸謝金費    134千円 
消耗品費    30千円 
賃借料     45千円 
合計      209千円 

２ 子ども囲碁大会 ６月 小・中学生を対象にした囲碁大
会（文） 
 
参加費：無料 

収入 
 
 
支出 

区補助金    126千円 
合計      126千円 

 
消耗品費     87千円 
委託費     25千円 
その他     14千円 
合計      126千円 

３ 夏休み！ 
子ども文化探検隊!! 

７月 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
する。（文） 
 
参加費：500円 

収入 
 
 
 
支出 

事業収入    75千円 
区補助金    357千円 
合計      432千円 

 
諸謝金     268千円 
消耗品費    30千円 
委託費      70千円 
その他     64千円 
合計      432千円 

４ 伝統文化鑑賞事業 
「落語鑑賞」 

３月 荒川区教育委員会と連携し、中
学生向けの落語鑑賞教室を開
催。若年層が伝統文化に親しむ
機会を提供する。（サ） 
 

収入 
 
 
 
 
支出 

負担金    1,000千円 
雑収益     180千円 
区補助金   1,393千円 
合計     2,573千円 

 
委託費    2,550千円 
その他     23千円 
合計     2,573千円 

５ 日本の伝統文化指導者 
派遣事業 

通年 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
する。（他） 
 
参加費：無料 
 

収入 
 
 
支出 

区補助金   2,800千円 
合計     2,800千円 

 
諸謝金    2,800千円 
合計     2,800千円 

 



 

 

 

 

事   業   名 開催時期 内       容 収 支 の 見 込 

共催事業（２事業） 

７ ヤングアメリカンズ 
ジャパンツアー 
2017夏 in荒川 

７月 外国人講師による歌やダンス
のワークショップ(３日間)を
通じて、子ども達の積極性を引
き出す表現芸術の教育プログ
ラム（サ） 
 
主催：ＮＰＯ法人じぶん未来クラブ 

収入 
 
 
支出 

区補助金      79千円 
合計       79千円 

 
賃借料       71千円 
通信運搬費     8千円 
合計        79千円 

８ 
 

クリスマス子ども茶会 １２月 「茶道」を学んでいる区内の小
学生が茶会形式で他校の児童
や保護者などに呈茶を行い、お
茶の紹介と交流を図る。（文） 
 
主催: 染山社中・三瑞小子ども 

お茶同好会 
 

収入 
 
 
支出 

区補助金     100千円 
合計      100千円 

 
負担金      100千円 
合計       100千円 

 



 

 

 

 

Ⅲ 芸術文化振興のための地域活動支援に関する事業 

（定款第４号第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 

[予算額   ２０，０２９千円] 

事   業   名 開催時期 内       容 収 支 の 見 込 

自主事業（１２事業） 

１ 音楽の森 年６回 子どもから年配者まで幅広い
年齢層の区民が低廉な料金で
気軽に音楽に親しめるコンサ
ート（文） 
 
入場料：500円 

（中学生以下無料） 

収入 
 
 
 
支出 

事業収入    120千円 
区補助金     308千円 
合計       428千円 

 
諸謝金     268千円 
賃借料     100千円 
その他     60千円 
合計      428千円 

２ 
 
 

ふれあいジョイントコ
ンサート 
 

年６回 区内の文化団体（荒川区音楽連
盟）と連携して行う、子どもか
ら年配者まで広い年齢層の区
民が気軽に楽しめる演奏会
（文） 
 
入場料：無料 

収入 
 
 
 
支出 

事業収入      0千円 
区補助金    208千円 
合計      208千円 

 
消耗品     60千円 
諸謝金        148千円 
合計      208千円 

３ 小泉定弘写真展 ５月 区内在住の写真家による写真
展（文） 
 
入場料：無料 

収入 
 
 
 
支出 

事業収入      0千円 
区補助金     130千円 
合計       130千円 

 
賃借料     95千円 
その他     35千円 
合計      130千円 

４ 第６回あらかわ手づく
り市 

６月 「モノづくり文化」を継承・発
展させるために、広く区民に
「手づくりのモノ」の素晴らし
さ、「手づくり」の楽しさ等に
親しめる機会と場を提供する。
（日） 
 
一般出展料：4,000円 
入場料：無料 

収入 
 
 
 
支出 

事業収入    288千円 
区補助金     693千円 
合計       981千円 

 
消耗品費       240千円 
委託費     506千円 
その他         235千円 
合計       981千円 

５ ＪＡＺＺｉｎ 
ＡＲＡＫＡＷＡ 

１０月 公募の区民等が JAZZ ビッグバ
ンドとしてプロ音楽家の指導
のもと、10回のワークショップ
を行い、公演ではプロアーティ
ストと共演する。（文、日） 
 
参加費: 区民 9,000円、 

区外 11,000円 
 
入場料：1,600円 

収入 
 
 
 
 
支出 

事業収入    802千円 
雑収益     30千円 
区補助金   2,126千円 
合計     2,958千円 

 
消耗品費    50千円 
委託費    2,233千円 
賃借料        548千円 
その他     127千円 
合計     2,958千円 

 

 



 

 

 

 

事   業   名 開催時期 内       容 収 支 の 内 訳 

６ 「荒川さくら Swing」 
育成支援事業 

通年 荒川区の音楽文化の振興を目
的として、JAZZオーケストラの
OB で結成する新しい JAZZ バン
ドの活動を支援する。（文、ム） 

収入 
 
 
 
支出 

事業収入     0千円 
区補助金    719千円 
合計      719千円 

 
賃借料     319千円 
補助金     400千円 
合計      719千円 

７ 第３０回都電荒川線写
真コンテスト 

１１月 
～ 

１２月 

東京都交通局や全日本写真連
盟などの協力を得て、都電荒川
線沿線の魅力を伝える写真を
広く公募し、優秀作品の表彰・
展示を行う。（文） 
 
参加料：無料 

収入 
 
 
 
支出 

事業収入      0千円 
区補助金   1,279千円 
合計     1,279千円 

 
諸謝金     288千円 
委託費     410千円 
賃借料     237千円 
その他     344千円 
合計     1,279千円 

８ 荒川第九演奏会 
（第九を歌う会） 

１２月 荒川第九を歌う会、荒川区民交
響楽団、東京芸大のオーディシ
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。（サ、他） 
（全２３回） 
 
参加料: 区民 6,000円 

区外 7,500円 

収入 
 
 
 
支出 

事業収入   1,391千円 
区補助金   3,258千円 
合計     4,649千円 

 
諸謝金    1,726千円 
委託費    1,989千円 
賃借料        606千円 
その他     328千円 
合計     4,649千円 

９ 第７回あらかわ絵手紙
コンテスト 

１月 
～ 
２月 

身近な暮らしのひとコマや四
季折々の街の風景等を描いた
絵手紙のコンテスト及び応募
作品展（文） 
 
参加料：無料 

収入 
 
 
 
支出 

事業収入      0千円 
区補助金     380千円 
合計       380千円 

 
消耗品     110千円 
委託費        140千円 
その他     130千円 
合計      380千円 

10 区民企画公募事業 
「あらかわ文化イベン
ト企画応援プロジェク
ト 2017」 

通年 芸術文化振興につながる企画
を区民等から公募し、優秀と認
められた企画に上演する機会
を提供する。 
募集期間：１～３月 
審  査：５月 
実施期間：６月～翌３月 

収入 
 
 
 
支出 

事業収入     0千円 
区補助金     639千円 
合計      639千円 

 
共催負担金   500千円 
その他     139千円 
合計      639千円 

11 １－１－１ギャラリー 
 

通年 サンパール荒川２階「ARAKAWA
１-１-１ギャラリー」におい
て、企画展、ワークショップ、
シアターなどを実施（サ） 

収入 
 
 
 
支出 

事業収入    148千円 
区補助金   1,002千円 
合計     1,150千円 

 
諸謝金     280千円 
消耗品費    200千円 
委託費     320千円 
その他     350千円 
合計     1,150千円 

12 区内アーティスト派遣
事業 

通年 高齢者施設をはじめ、区内の施
設や区内で行われるイベント
などを対象に、各方面で活躍す
る区内アーティストを派遣し、
身近な場所で気軽な演奏会等
を実施する。（他） 

収入 
 
 
 
支出 

事業収入     0千円 
区補助金    500千円 
合計      500千円 

 
諸謝金     500千円 
合計      500千円 

  



 

 

 

 

事   業   名 開催時期 内       容 収 支 の 見 込 

共催事業（１７事業） 

13 サニーホール落語会 
(第 328回～339回) 

年１２回 若手落語家による落語会（日） 
 
主催：荒川落語会 

収入 
 
 
支出 

区補助金     152千円 
合計       152千円 

 
賃借料      152千円 
合計       152千円 

14 日本声楽家協会 
≪日暮里びぶらアート劇場≫ 
独演コンサート 2017 
（全１２回） 

４月 
～ 

１２月 

プロ声楽家、演奏家によるコン
サート（日） 
 
主催：ＮＰＯ法人日本声楽家協会 

収入 
支出 
合計 

      0千円 
        0千円 
        0千円 

15 歌うサニーホール 
（全２回） 

４月 
１１月 

懐かしの歌声喫茶の再現（日） 
 
主催：ひぐらしの里ライブ委員会 

収入 
 
 
支出 

区補助金     100千円 
合計       100千円 

 
賃借料      100千円 
合計       100千円 

16 第４回あらかわ邦楽演
奏会 

７月 荒川区邦楽連盟による演奏会
（日） 
 
主催：荒川区邦楽連盟 

収入 
 
 
支出 

区補助金     44千円 
合計       44千円 

 
賃借料      44千円 
合計       44千円 

17 第１０回あらかわ「社
明」コンサート 

７月 社会を明るくする運動の一環
として開催するコンサート
（サ） 
 
主催：荒川区保護司会 

収入 
 
 
支出 

区補助金     98千円 
合計       98千円 

 
賃借料      98千円 
合計       98千円 

18 あらかわフラフェステ
ィバル 2017 

７月 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） 
 
主催：あらかわフラフェスティ

バル実行委員会 

収入 
 
 
支出 

区補助金     132千円 
合計       132千円 

 
賃借料      132千円 
合計       132千円 

19 荒川オペラシリーズ 
第５８、５９回公演 

７月 
３月 

若手による親しみやすい名作
オペラの公演（日） 
 
主催：リリカイタリアーナオペラ 

収入 
 
 
支出 

区補助金     440千円 
合計       440千円 

 
賃借料      440千円 
合計       440千円 

20 第１４８回、１４９回 
東京荒川少年少女合唱
隊定期演奏会 

８月 
１２月 

東京荒川少年少女合唱隊の定
期演奏会（サ、日） 
 
主催：東京荒川少年少女合唱隊 

収入 
 
 
支出 

区補助金     417千円 
合計       417千円 

 
賃借料      417千円 
合計       417千円 

21 第１８回荒川区民オペ
ラ公演 

８月 区民を中心に組織された実行
委員会によるオペラの公演
（サ） 
 
主催：荒川区民オペラ 

収入 
 
 
支出 

区補助金     800千円 
合計       800千円 

 
賃借料      800千円 
合計       800千円 

 



 

 

 

 

事   業   名 開催時期 内       容 収 支 の 見 込 

22 アンサンブルカルテッ
ト クオリア４th ライ
ブ 

１２月 荒川区を拠点に活動する音楽
グループ「アンサンブルカルテ
ット クオリア」のライブ(日) 
 
主催：アンサンブルカルテット

クオリア 

収入 
 
 
支出 

区補助金     200千円 
合計       200千円 

 
負担金      200千円 
合計       200千円 

23 荒川区民交響楽団 
第２４回定期演奏会 

１月 荒川区民交響楽団の定期演奏
会（サ） 
 
主催：荒川区民交響楽団 

収入 
 
 
支出 

区補助金     117千円 
合計       117千円 

 
賃借料      117千円 
合計       117千円 

24 第７回南千住ぶらり下
町音楽祭 

未定 銭湯や寺院など南千住域内の
数か所で行われる演奏会（他） 
 
主催：ＮＰＯ法人千住すみだ川 
 

収入 
 
 
支出 

区補助金     143千円 
合計       143千円 

 
賃借料      143千円 
合計       143千円 

25 すぐＣＯＣＯアート 未定 ダンスを中心としたワークシ
ョップや作品鑑賞を通じて子
供たちの表現力や創造力を育
む場を提供する。（他） 
 
主催：SHIMIZU Bureau 

収入 
 
 
支出 

区補助金     100千円 
合計       100千円 

 
負担金      100千円 
合計       100千円 

26 日墺親善 
ピアノリサイタル 
 

未定 オーストリアの若手音楽家に
よるコンサート（日） 
 
主催：日墺文化協会、荒川区国

際交流協会 

収入 
 
 
支出 

区補助金     44千円 
合計       44千円 

 
賃借料      44千円 
合計       44千円 

27  アラカワ・セントポー
ルズ・クラブ講演会 

未定 荒川区民及び立教大学校友を
対象とした講演会。著名な講師
を招き、区民を無料で招待（他） 
 
主催：アラカワ・セントポール

ズ・クラブ 

収入 
支出 
合計 

      0千円 
        0千円 
        0千円 

28 荒川区民初春唄祭り ２月 参加者を公募しての歌謡大会
（サ） 
 
主催：荒川区文化団体連盟 

収入 
 
 
支出 

区補助金     630千円 
合計       630千円 

 
賃借料     130千円 
負担金      500千円 
合計       630 千

円 
29 ＡＣＣ友の会支援事業 

平成の歌声喫茶ほか 
未定 ACC 友の会運営委員会が企画実

施する歌声喫茶等（サ、他） 
 
主催：ＡＣＣ友の会運営委員会 

収入 
 
 
支出 

区補助金     90千円 
合計       90千円 

 
消耗品他    60千円 
賃借料      30千円 
合計       90千円 

 



 

 

 

 

Ⅳ 芸術文化振興のための講座、展示会、鑑賞会等の事業 

（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。 

 

（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 

[予算額 ３９，１３７千円] 

事   業   名 開催時期 内       容 収 支 の 見 込 

自主事業（１１事業） 

１ 「音楽の絵本～たてが
みの騎士～」 

５月 
 

動物たちが織りなす不思議な
クラシックコンサート。 
0歳から入場可能（サ） 
 
入場料: 大人 1,800円 
    子ども 1,000円 
    親子ペア 2,600円 

収入 
 
 
 
支出 

事業収入    919千円 
区補助金    632千円 
合計     1,551千円    

 
委託費    1,322千円 
賃借料      130千円 
その他      99千円 
合計     1,551千円 

２ ＡＲＡＫＡＷＡ 
クラシックＢＯＸ 
（全４回） 

６月 
８月 
１１月 
２月 

クラシック音楽の魅力に親し
んでいただく目的で開催する、
全４回シリーズの室内楽コン
サート（日） 
 
入場料：2,000円 

収入 
 
 
 
支出 

事業収入    710千円 
区補助金   1,219千円 
合計      1,929千円 

 
委託費    1,320千円 
賃借料      300千円 
その他     309千円 
合計     1,929千円 

３ ミューズ達の歌謡祭 
inあらかわ【新規】 

６月 各音楽シーンで大活躍する女
性シンガー３人によるコンサ
ート（サ） 
 
入場料：5,000円 

収入 
 
 
 
支出 

事業収入   2,450千円 
区補助金   2,792千円 
合計      5,242千円 

 
委託費    4,574千円 
賃借料      300千円 
その他     368千円 
合計     5,242千円 

４ 子ども映画会 ７月 子ども向けの人気作品を低廉
な料金で提供する映画会（サ） 
 
入場料: 前売 400円 

当日 600円 

収入 
 
 
 
支出 

事業収入    240千円 
区補助金    184千円 
合計       424千円 

 
委託費     401千円 
印刷製本費    12千円 
その他     11千円 
合計      424千円 

５ 夏休みはエンゲキ！ 
WS型演劇事業 
「ルドルフとイッパイ
アッテナ」 

８月 
 

演技やダンスのワークショッ
プに参加した子ども達がプロ
と出演する本格的な舞台公演
（サ） 
 
入場料: 大人 2,000円 
    子ども 1,000円 
    親子ペア 2,500円 

収入 
 
 
 
支出 

事業収入    668千円 
区補助金   2,369千円 
合計      3,037千円 

 
諸謝金     40千円 
委託費     102千円 
賃借料     2,500千円 
その他     395千円 
合計     3,037千円 

 



 

 

 

 

事   業   名 開催時期 内       容 収 支 の 見 込 

６ フレッシュ名曲コンサ
ート 

９月 東京都歴史文化財団との共同
主催により実施する、新進音楽
家らによるコンサートデビュ
ーに適したクラシックコンサ
ート（サ） 
 
入場料: 一般 2,800円 
    小中学生 1,400円 

収入 
 
 
 
 
支出 

事業収入   1,393千円 
負担金    2,950千円 
区補助金   1,382千円 
合計      5,725千円 

 
委託費    5,318千円 
賃借料      171千円 
その他     236千円 
合計     5,725千円 

７ ぬいぐるみミュージカ
ル 

１１月 親子で楽しめるマスクプレイ
ミュージカル公演。午前中の公
演は私立幼稚園等協会の貸切
公演（サ） 
 
入場料: 大人 1,500円 
    子ども 1,000円 
    親子ペア 2,000円 

収入 
 
 
 
支出 

事業収入   1,053千円 
区補助金    914千円 
合計      1,967千円 

 
委託費    1,722千円 
その他     245千円 
合計     1,967千円 

８ 研ナオコ＆野口五郎 
スペシャルステージ
【新規】 

１１月 平成 22 年度に 900 名以上の集
客を記録したステージの新企
画（サ） 
 
 

収入 
 
 
 
支出 

事業収入   3,370千円 
区補助金   3,781千円 
合計      7,151千円 

 
委託費    6,334千円 
賃借料      400千円 
その他     417千円 
合計     7,151千円 

９ 「（仮）おんがくもの
がたり～あめふりくま
ちゃん～」【新規】 

１月 生演奏の音楽を親子で楽しむ
機会を提供する。（ム） 
 
入場料: 大人 1,000円 

子ども 500円 
親子ペア 1,300円 

収入 
 
 
 
支出 

事業収入    236千円 
区補助金    703千円 
合計      939千円    

 
委託費     776千円 
賃借料       70千円 
その他      93千円 
合計       939千円 

10 「親子で楽しむ生演奏
でおくる音楽影絵劇 
～ピーターパン～」 

３月 ミニコンサートとの二部構成
によって行われる音楽影絵劇
公演（サ） 
 
入場料: 大人 1,500円 
     子ども 800円 

親子ペア 2,000円 

収入 
 
 
 
支出 

事業収入    532千円 
区補助金    711千円 
合計      1,243千円 

 
委託費     870千円 
賃借料      270千円 
その他     103千円 
合計     1,243千円 

11 山内恵介コンサート
【新規】 

３月 ＮＨＫ紅白歌合戦に２年連続
出場した新進気鋭の演歌歌手
によるコンサート（サ） 

収入 
 
 
 
支出 

事業収入   3,000千円 
区補助金   2,420千円 
合計      5,420千円 

 
委託費    4,320千円 
賃借料      600千円 
その他     500千円 
合計     5,420千円 

共催事業（１１事業） 

12 ばく笑ひぐらし名人会 
（全２回） 

４月 
９月 

ベテランから若手までの漫才
師による漫才公演（日） 
 
主催：一般社団法人漫才協会 

収入 
 
 
支出 

区補助金     65千円 
合計       65千円 

 
賃借料      65千円 
合計       65千円 

 



 

 

 

 

事   業   名 開催時期 内       容 収 支 の 見 込 

13 立川談幸独演会 ５月 人気落語家・立川談幸の独演会
（ム） 
 
主催：立川談幸幸縁会 

収入 
 
 
支出 

区補助金     20千円 
合計       20千円 

 
賃借料      20千円 
合計       20千円 

14 三遊亭好楽・王楽 
親子会【新規】 

５月 三遊亭好楽・王楽親子による落
語会（サ） 
 
主催：有限会社トミック 

収入 
 
 
支出 

区補助金     50千円 
合計       50千円 

 
賃借料      50千円 
合計       50千円 

15 ガムラングループ・ラ
ンバンサリ公演 

６月 インドネシア音楽の演奏と舞
踊の公演に加え、ジャワの楽器
に親しむワークショップを開
催（日） 
 
主催：ガムラングループ・ラン

バンサリ 
 

収入 
 
 
支出 

区補助金     149千円 
合計       149千円 

 
賃借料      149千円 
合計       149千円 

16 福士ファミリーコンサ
ート 

６月 津軽三味線や民謡を満喫する
コンサート（ム） 
 
主催：オフィス福士 

収入 
 
 
支出 

区補助金     60千円 
合計       60千円 

 
賃借料      60千円 
合計       60千円 

17 落語会 ７月 笑点のレギュラーメンバーに
よる落語会（サ） 
 
主催：㈱ジェイ・ファースト 

収入 
支出 
合計 

      0千円 
        0千円 
        0千円 

18 三遊亭鳳楽独演会 １１月 人気落語家・三遊亭鳳楽による
古典落語の独演会（日） 
 
主催：三遊亭鳳楽の会 

収入 
 
 
支出 

区補助金     10千円 
合計       10千円 

 
賃借料      10千円 
合計       10千円 

19 三遊亭円楽・立川ぜん
馬二人会 

未定 人気落語家・三遊亭円楽と立川
ぜん馬による落語会（ム） 
 
主催：円楽・ぜん馬二人会 

収入 
 
 
支出 

区補助金     25千円 
合計       25千円 

 
賃借料      25千円 
合計       25千円 

20 柳家小三治独演会 未定 人気落語家・柳家小三治の独演
会（サ） 
 
主催：㈱ジェイ・ファースト 

収入 
 
 
支出 

区補助金     38千円 
合計       38千円 

 
賃借料      38千円 
合計       38千円 

21 新春落語会 未定 有名落語家の落語会（サ） 
 
主催：㈱ジェイ・ファースト 

収入 
支出 
合計 

      0千円 
        0千円 
        0千円 

22 あらかわを語る講談会 未定 講談を通じて地域への愛着を
深める。（日） 
 
主催：あらかわニューウィングはばたき 

収入 
 
 
支出 

区補助金     100千円 
合計       100千円 

 
賃借料      100千円 
合計       100千円 

 



 

 

 

 

Ⅴ 芸術文化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 ３８，０７４千円] 

事   業   名 内        容 収 支 の 内 訳 

１ 荒川区立町屋文化センターの管理
運営 

施設利用の予約受付及び貸与
業務、施設管理業務、文化・カ
ルチャー講座の開催 

収入 
 
 
 
 
 
支出 

指定管理料 24,192千円 
施設使用料 13,729千円 
その他     153千円 
合計    38,074千円 

 
 

委託費   21,043千円 
その他   17,031千円 
合計    38,074千円 

 
 
 
 
 

２ 荒川区立町屋文化センター 
きっかけづくり事業 

なないろひろば事業や一日文
化体験フェアの実施等 

３ 荒川区立町屋文化センター 
施設利用者サービス事業 

生涯学習目的以外の施設利用、
コピーサービス、公衆電話の設
置等 

 


