
2022年度  特命大使自主企画事業 2023/1/26 時点  ※事業開催日・事業名等は変更となる場合がございます。

事業開催日 事業名 事業団体名 事業開催日 事業名 <事業団体名> 会場

第１週 4/3(日) 豊島区ミュージカル「としまの光に向かって～未来への約束～」 
<劇団ムジカフォンテ､

  豊島区ミュージカル実行委員会>
区民センター多目的ホール

第2週

第3週

第4週 4/28(木)～30(土) 髙汐巴初舞台50周年記念公演「Respect Me！」 
 <「Respect Me」制作委員会

    ㈱髙汐巴事務所>
 

第１週 5/7(土)･6/4(土)
2022歴史･文化に触れながら記憶と記録を遺す！

としまの〝記憶の遺産〟ツアー　雑司ヶ谷編
<NPO法人 「としまの記憶」をつなぐ会> 雑司ヶ谷界隈

第2週

第3週

第4週

第5週

第１週

第2週

第3週

第4週

第１週 7/9(土)
雑司ヶ谷をもっと深掘りしよう！

「図書館で知りたい事を調べよう！」
<NPO法人 「としまの記憶」をつなぐ会>

豊島区立中央図書館

会議室

第2週

第3週

第4週 7/31(日) イケバスに乗って あまんじゃくに会いに行こう！ <CCカンパニー>

第１週 8/6(土)
雑司ヶ谷をもっと深掘りしよう！

「富士フイルムの発祥の地は雑司が谷だった!」おはなし会
<NPO法人 「としまの記憶」をつなぐ会>

雑司が谷地域文化創造館

第４会議室

第2週

第3週

第4週

第5週

第１週 9/3(土)
雑司ヶ谷をもっと深掘りしよう！

「柳下栄子さんと楽しむ雑司が谷」上映会
<NPO法人 「としまの記憶」をつなぐ会> カフェ・ソレカラ

9/17(土) ヒコーキ写真とヒコーキのある風景のおもしろさを知る <㈱比風屋>
GLOCAL CAFE IKEBUKURO

イベントエリア

9/17(土)･18(日) 人生を楽しむ大人男子になろう～手持ち服でかんたん変身プロジェクト～ <アトカル･スタイル> 区民センター会議室401

第3週

第4週

第1週 10/7(金)～9(日) モノづくりコンテスト2022「想像と感性展」　※表彰式10/8（土） <一般社団法人 むすび> ギャラリア赤い鳥

10/15(土)～16(日) 豊島区ミュージカル「雑司が谷隧道(ウイロード)から未来へ」 <豊島区ミュージカル実行委員会> 10/15(土) フランク・ロイド・ライトからアントニン・レーモンド まで <まちなかアート体験> 自由学園明日館

10/16(日) 漫画家かなつ久美のいのちの授業「きこえる？わたしの声」 <動物福祉啓発ワーキンググループ>
GLOCAL CAFE IKEBUKURO

イベントエリア

第3週     

第4週

第5週

第１週
11/5(土)

11/5(土)

11/6(日)

街中まるごとデザインミュージアム「池袋の街でデザイン発見・探索！」

としまの〝記憶の遺産〟ツアー　長崎編

【建築ツアー】カトリック豊島教会見学ツアー

<ホクトデザインルーム・創形美術学校>

<NPO法人 「としまの記憶」をつなぐ会>

<まちなかアート体験>

サンシャインシティ ソラリウムほか

長崎界隈

カトリック豊島教会

第2週
11/11(金)

11/13(日)

アルモニア・ムジカ 音楽で心に光を NHK交響楽団 弦の名手と共に

出張！富良野自然塾46億年地球の道を歩こう！

　＆みつばちのヒミツ・芽が出る！たねダンゴ

<アルモニア・ムジカ>

<西武造園株式会社>

区民センター小ホール

雑司が谷公園

第3週

第4週 11/20(日)･26(土) 人生を楽しむ大人男子になろう～かんたん理論でかんたん変身プロジェクト～ <アトカル･スタイル> 区民センター

12/4(日) 国際声優コンテスト「声優魂」 第11回決勝大会 <一般社団法人 国際声優育成協会>

12/7(水)･8(木) 「TokyoROUGE presents エンタメフェスティバル 空蝉レビュー２」 <㈱アトブック> 　

12/10(土) JAPAN and EURASIA ファンタスティックステージ <NPO法人 日ロ創幸会>

12/11(日) すがも児童合唱団 創立30周年記念シャボン玉コンサート <日本唱歌童謡教育学会>

12/12(月) アートなテーマパーク プレビュー公演「人魚姫の庭」 <マルチリンガル演劇実行委員会>

12/16(金)～18(日) ファンタジー影絵ミュージカル「夢の翼を広げて」 <マイオン・クリエイティブカンパニー>

第3週 12/25(日) Voce10周年記念コンサート ～今よりずっと～ Voce Live2022 <Voce音楽事務所>

第4週 12/27(火) Magic Symphony「クリスマスの裏通り」 <Sound Magic Entertainment>

第1週

第2週 1/7(土)～1/9(月祝) 2023年中国春節祭 <一般社団法人 日本華世･国際文化芸術交流協会>

1/21(土) サクラがサイタ <金田誠一郎演戯塾（塾花会)> 区民センター多目的ホール

1/26(木) 「変面」の魅力を探るステージ&セミナーイベント「変面芸術の世界」 <一般社団法人 アジア芸術文化促進会> 区民センター多目的ホール

第4週

第5週

第1週

第2週 2/19(日) たかお晃市マジックショー「シークレットガーデン」 <㈱たかお晃市事務所> 2/9(木)
あうるへるすの会オンラインイベント

～健康情報をかしこく手に入れ、元気に暮らす～
<一般社団法人あうるへるすの会＞ オンライン配信

2/23(木祝) ♪歌うことが希望になる♪「未来への祈りコンサート2023」 <愛 From Japan 実行委員会>

2/25(土)～26(日) アートなテーマパーク「人魚姫の海･街･空」 <マルチリンガル演劇実行委員会>

第4週

第１週
3/4(土)

3/5(日)

「としまスマイル」プロジェクト　笑顔育座談会「健康と笑顔」

「かんたん変身プロジェクト」

<株式会社笑顔育>

<アトカル･スタイル>

区民センター

区民センター

第2週

第3週 3/24(金)～26(日) ブルーアイランド版オペラ 「蝶々夫人 宇宙編」 <㈱いまを>

第4週
3/26(日)

3/31(金)

「としまスマイル」プロジェクト　笑顔育講演会「子育てと笑顔」

わたしの人生写真館 体験会

<株式会社笑顔育>

<わたしの人生写真館>

区民センター

IKE Biz

「かんたん変身プロジェクト」2/19(日)・23(木祝) <アトカル･スタイル> 区民センター

第1週

第2週

2023年

1月

8月

9月

10月

第2週

11月

第3週

2月

第3週

3月

区内各会場

2022年

4月

5月

6月

7月

1/22(日) ダンスフェスティバル IKEふぇす　／　Infinity  vol.2 <Studio ∞ AXIS>

第2週

月 週
舞台芸術交流センター あうるすぽっと

12月

2022年4月～2023年3月／事業団体名:有限会社プログレス･アイエヌジー／会場:大塚のまち

360°VRで体験する ❝音楽があふれる街❞ 大塚 ※11月８日より配信中！

2022年4月～2023年3月／事業団体名:目白まちづくり倶楽部／会場:目白駅周辺

みんなが地域を知ることで､住みよいまちづくり

2022年7月～9月／事業団体名:学校法人香川学園 メロス言語学院／会場:学校法人香川学園 メロス言語学院

メロス言語学院と一緒に「ずっと･･･SDGsを考えよう！」

2022年7月～2023年2月／事業団体名:一般社団法人マイイン フォームド･コンセント／会場:区民センター会議室等

次世代のための保健に関する情報(ヘルスリテラシー)教材の活用と普及の検討

2022年4月～7月／事業団体名:金田誠一郎演戯塾（塾花会)／会場:南大塚地域文化創造館

PACダンスワークショップ ～音楽にのって親子で踊ってみよう～

2022年4月～12月／事業団体名:（公財）日本チャリティ協会

「2022パラアートTOKYO」 第9回国際交流事業(仮)

4月スタート

7月スタート

年間企画

2022年9月～2023年1月／事業団体名:としま編んでつなぐまちアートプロジェクトチーム

／会場:イケ・サンパーク、サンシャインシティ、池袋駅いけふくろう、自由学園明日館、西武池袋本店、区内公園ほか

としま編んでつなぐまちアート2022

①モチーフづくり（9月～10月） ②つなぎ合わせワーク（11月上旬）③編みくるむワーク（11月下旬）④編みものアート展示（12月1日～1月31日）

9月スタート




