平成２３年度

Ⅰ

財団法人荒川区地域振興公社事業計画

コミュニティ形成のための情報提供
（寄附行為第４条第１号関係）
コミュニティ活動の紹介及び施設で開催する事業等、区民のコミュニティ形成のために必
要な情報を提供する。
[予算額 １８，７９５千円]
事

業

名

1「ほっとタウン」の発行
【充実】

内

容

・発行回数 １２回（月１回、毎月１日発行）
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
※紙面の構成を６ページから８ページへ変更し、紙面内容につい
ては、地域情報をより多く掲載していく。
2 ホームページの提供
【充実】

・平成２３年４月１日よりリニューアル
・アクセス件数
２，４００件／月（平成２２年度実績見込）
・ホームページアドレス
http://www.acc-arakawa.jp
※最新の公演情報や地域情報を提供し、公演チケットについては
ホームページ上で購入できるよう、利用者の利便性を高めるため
のリニューアルを行った。

3「ライフサポートニュー

・発行回数 年１回

ス」の発行

・発行部数 ７万６千部
・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

Ⅱ コミュニティ形成のための講座、展示会等の事業

（寄附行為第４条第２号関係）
区民相互のふれあいや交流の機会を提供し、コミュニティの活性化に資する講座、展示会等の
事業を実施する。
(注) （文）・・・町屋文化センター
（ム）・・・ムーブ町屋
（他）・・・その他の施設

（サ）・・・サンパール荒川
（日）・・・日暮里サニーホール

太枠内・・・自主事業
[予算額 ３８，６２０千円]
事 業 名

開催月日

内
容
クラシック音楽を気軽に楽しめる若手音楽家による演
奏会 （文、他）
※実施回数を４回から１２回に充実し、町屋文化セン
ター以外の場所でも開催する

1 クラシックのさんぽみち【充実】

毎月1回

2 吉村昭の世界

4月24日

吉村昭作「雪の花」、津村節子夫人の話、オペレッタ
「浅草･下町モダアン」の上演（日）
※平成２３年３月１３日公演延期分

3 小泉定弘写真展

5月7日
～15日

荒川区をテーマにした写真展 （文）

4 水上バスクルーズ（全２回)【充実】

5 区民企画公募事業【新規】

6 ０歳からの親子で楽しむコンサート【新規】

7 ふれあいジョイントコンサート【充実】

5月14日 隅田川に親しむと共に、川を通して地域の歴史を知
他は未定 る
6月から

6月25日
8月27日
他は未定
6月19日
8月28日
11月27日
1月22日
2月（未定）
3月4日

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する(ム)
０歳からの子どもと保護者を対象にしたコンサート
（サ、ム、他）
荒川区音楽連盟に所属している団体による演奏会
（文、他）
※実施回数を４回から６回に充実し、町屋文化セン
ター以外の場所でも実施する

8 子ども囲碁大会

6月26日

9 お笑い健康講座（全6回）【新規】

7月3日 落語と笑み筋体操等をベースに、笑いを通じて区民
8月7日 の健康増進を図る（文、他)
9月17日
他は未定

10 夏休み！子ども文化体験隊【新規】

8月

子どもを対象にした囲碁大会（文）

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の開催

11 施設出前公演（全３回）【新規】

6月14日 区内施設（学校の体育館等）を会場にしたアウトリー
～16日 チ事業
10月15日
他は未定

12 JAZZライブinあらかわ【充実】

10月23日 区民参加型事業として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も実施（日）

13 第24回都電荒川線写真コンテスト

12月3日
～11日

14 荒川第九を歌う会２０１１

12月11日 荒川第九を歌う会、荒川区民交響楽団他による演奏
会 (サ）

15 日本の伝統文化指導者派遣事業【新規】

通 年

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）

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

16 サニーホール落語会

毎月第3
木曜日

若手落語家による落語会（サ）

17 南千住コツ通り商店街チャリティコンサー
ト【新規】

6月19日

明大マンドリンＯＢ倶楽部によるマンドリン合奏（サ）

18 第１８回あらかわ長唄演奏会

7月3日

長唄女子東音会による演奏会 （日）

19 あらかわフラフェスティバル2011

7月3日

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）

20 第２９、３０回歌うサニーホール（全２回）

7月4日
12月5日

懐かしの 「歌声喫茶」 の再現 （日）

21 第６回あらかわ社明コンサート

7月9日

社会を明るくする会のコンサート （サ）

22 石井弘クラシックギター名曲コンサート

7月10日

ギターによるクラシック名曲コンサート（ム）

23 はやと和太鼓コンサート

7月15日
16日

区内出身の三兄弟ユニットによる和太鼓コンサート
（ム）

24 第１４回荒川区民オペラ公演
（震災の影響により中止）

7月29日
30日

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）

25 第１３６、１３７回東京荒川少年少女合唱隊 8月19日 東京荒川少年少女合唱隊の定期演奏会（サ、他）
12月18日
定期演奏会（全２回）
26 南千住の歴史に親しむ会

9月

南千住の歴史に関する講演会
会場：真養寺

27 平野千里展【新規】

10月25日 極彩色木調 平野千里個展（日）
～31日

28 写真集団 スーリア作品展

11月25日 スーリア集団による写真展（日）
～27日

29 荒川区民フィルハーモニー合唱団演奏会

11月27日 荒川区民フィルハーモニ合唱団定期演奏会 （サ）

30 演劇「小林一茶」【新規】

12月3日
4日

小林一茶をテーマにした演劇（日）

31 ACC友の会企画共催事業【新規】

2月10日

ACC友の会が企画実施する公演等 （サ）

32 ACECチャリティコンサート

12月17日 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）

33 荒川区民交響楽団定期演奏会

1月29日

荒川区民交響楽団の定期演奏会 （サ）

34 荒川区民初春唄祭り

3月4日

参加者を公募しての歌謡大会 （サ）

Ⅲ 地域に根ざす文化、スポーツ、レクリエーションの振興のための講座、鑑賞会等の事業
（寄附行為第４条第３号関係）
文化、スポーツ、レクリエーションを振興し、もって地域社会の発展と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
太枠内・・・自主事業
[予算額
事 業 名

開催月日

２６，０２３千円]

1 子ども映画会

7月18日

内
容
ファミリー向け映画会 （サ）

2 青島広志ｗｉｔｈブルーアイランド楽団
【新規】

9月17日

クラシック＆ポピュラー音楽コンサート（サ）

3 松竹大歌舞伎【新規】

11月1日

歌舞伎公演（サ）

4 ぬいぐるみ ミュージカル

11月26日

マスクプレイミュージカル公演 （サ）

5 狂言 「万作の会 」

2月9日

野村万作・萬斎 親子による競演 （サ）

6 ばく笑ひぐらし名人会（全２回）

4月１0日
9月10日

東京漫才のライブ （日）

7 柳家小三治 独演会

4月12日

人気落語家の独演会 （サ）

8 舞踊集団「菊の会」公演会

5月22日

日本舞踊の公演 （サ）

9 立川談幸 独演会

6月11日

人気落語家の独演会 （ム）

10 ガムラン・ランバンサリ 公演

6月12日

インドネシア音楽の演奏と舞踊 （日）

11 立川キウイ真打ち昇進の会【新規】

6月30日

人気落語家の独演会 （ム）

12 福士豊秋・成田雲竹女コンサート

7月3日

津軽三味線コンサート（ム）

13 荒川オペラシリーズ第４６、４７回公演

７月8日
9日
3月23日
24日

親しみやすい名作オペラの公演 （日）

14 戸部豊コンサート

7月14日

トランペットのコンサート （日）

15 ヤングアメリカンズアウトリーチツアーｉｎ
荒川

7月22日
23日
24日
8月28日

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）

9月23日
24日
25日
10月4日

ワーグナーオペラの上演 （サ）

16 I LOVE CHEJU【新規】
17 第３回ワーグナー音楽祭
あらかわバイロイト
18 江戸里神楽【新規】

韓国舞踊劇（サ）

松本源之助社中による民俗伝統芸能（日）

20 ビバ！ ラテンダンスの祭典

10月5日

本場のダンサーによるタンゴダンス等のコンサート
（日）

21 三遊亭鳳楽 独演会

10月19日

人気落語家の独演会 （ム）

22 影絵詩劇【新規】

11月5日

日本ワヤン協会による公演（日）

23 平成２３年 手工芸作品展

11月10日
～12日

全国から出品された手工芸作品の展示会（日）

24 三遊亭円楽・立川ぜん馬二人会

未 定

人気落語家の独演会 （ム）

Ⅳ

区立施設の管理運営
（寄附行為第４条第４号関係）
コミュニティ形成及び文化、スポーツ、レクリエーション振興に必要な施設の管理運営を
行う。
[予算額
施

設

名

荒川区立町屋文化センター

内

３７，１０８千円]

容

施設利用の予約受付、施設管理、文化・カルチャー講座の開催等

