
カルチャーナビKOTO　7月号特集　No.338

公益財団法人 江東区文化コミュニティ財団の

平成22年度事業計画
本年４月１日、当財団は、法改正に伴い東京都の公益認定を受け、公益財団法人に移行しました。このことに合わせて、財団の名称を「公益財団法人　江
東区文化コミュニティ財団」に変更し、事業の柱として「コミュニティの振興」と「文化の振興」をより鮮明に打ち出しました。
地域住民・町会、自治会等団体・地元企業の皆様との協働の下、地域文化の向上、地域コミュニティの再構築を目指して、さまざまな講座やイベントを実
施するほか、会議室やホール等の貸出施設の管理運営を行ってまいります。事業運営に当たっては、利用者の皆様に信頼されるよう、より一層努めてまいりま
すので、お引き立てのほどよろしくお願い申し上げます。
なお、当財団の事業運営等に関しまして、ご意見やお気づきの点がございましたら、お近くの文化センター等の施設までお寄せくださいますよう、重ねてお
願い申し上げます。

組織
【評議員会】 第三者機関（評議員選定委員会）で選任された評議員（14 名以上 20名以内）で構成され、当財団の定款

及び法令に基づく決議を行うための最高意思決定機関です。事業計画・予算・事業報告・決算の承認、定款
の変更、理事・監事の選任等が主な権限です。

【理 事 会】  評議員会で選任された理事（7名以上10名以内）で構成され、当財団の定款及び法令に基づく業務執行機
関です。業務執行決定のほか、理事職務執行の監督や、理事長（代表理事）、常務理事（業務執行理事）を
選びます。

【監 事】 評議員会で選任された監事（2名以上3名以内）で構成され、当財団定款に基づく理事職務の執行を監査し、
法令で定める監査報告を作成する役割を担っています。

【評議員選定委員会】
評議員を選任するために組織された第三者機関で、外部委員 2名、評議員1名、監事1名、事務局員1名
の合計5名で構成されています。

【職員態勢】平成22年 4 月1日現在の職員数　役員 2名、常勤職員104 名、再任用職員 2名　非常勤職員38名
【管理運営施設】

【A．文化・コミュニティ施設】
　　江東区文化センター、森下文化センター、古石場文化センター、豊洲文化センター、
　　亀戸文化センター（商工情報センター含む）、東大島文化センター、砂町文化センター、総合区民センター
【B．芸術文化施設】
　　ティアラこうとう（江東公会堂）
【C．男女共同参画推進施設】
　　男女共同参画推進センター
【D．歴史文化施設】
　　深川江戸資料館、芭蕉記念館、中川船番所資料館
【E．放送番組制作事業】
　　ＣＡＴＶ事業

平成22年度事業実施方針と事業予定
　平成22年度の事業実施にあたり、文化・コミュニティ施設（文化センター7館・総合区民センター）・芸術文化
施設（ティアラこうとう）・男女共同参画推進施設（男女共同参画推進センター）・歴史文化施設（深川江戸資料館・
芭蕉記念館・中川船番所資料館）がそれぞれの特徴を捉えながら、下記の方針に基づいて事業を展開します。

A.文化・コミュニティ施設（文化センター7館・総合区民センター）
文化を核とした地域ネットワークの構築による文化度の高いまちづくりおよび地域コミュニティの振興を目指して、次の事業を行います。

Ｂ．芸術文化施設（ティアラこうとう）
新たな特色ある芸術文化の創造と地域の文化度の向上を目指して、次の事業を行います。

Ｃ．男女共同参画推進施設（男女共同参画推進センター）
江東区における男女共同参画社会の実現を目指して、次の事業を行います。

E．放送番組制作事業

　　　平成19年度に開始しました「地域交流事業」は、地域の町会･自治会・企業等の皆様との協働をキーワードに、
地域のコミュニティ振興を目的として今年度も実施してまいります。

D.歴史文化施設（深川江戸資料館・芭蕉記念館・中川船番所資料館）
江東区の歴史や文化への理解を深めるために、

「見る・知る・学ぶ・参加する」という視点から積極的な事業展開を推進します。

（豊）夏休みこども工房（8月） （豊）豊洲フェスタ（10月） （豊）豊洲サンクスデー（3月） （古）古石場文化センターまつり（11月）

（東）ふれあいまつり（8月） （東）東大島囲碁大会（10月） （総）美江さんと東京下町散歩（4月～9月） （総）ぬいぐるみ人形ミュージカル（2月） （古）小津安二郎人形展示（通年）

（森）キッズチアダンス（通年） （森）のらくろマンガ賞表彰式（1月） （森）森下フェスティバル（3月） （亀）はねかめまつり（7月） （亀）舞台スタッフワーク（9～1月）

（砂）サマーフェスティバル（8月） （砂）ジュニア俳句大会表彰式（3月） （文）KOTO街かどアーティスト（通年） （文）区民参加薪狂言（5月） （文）元気の出るコンサート（9月）

深川江戸資料館　正月開館 獅子舞（1月）

凡例　　（文）江東区文化センター （森）森下文化センター （古）古石場文化センター （豊）豊洲文化センター （亀）亀戸文化センター （東）東大島文化センター （砂）砂町文化センター （総）総合区民センター

アウトリーチ事業オーケストラwith バレエ ふるさとこうとう音楽連盟 東京シティ・バレエ団「白鳥の湖」 東京シティ・フィル　ティアラ定期

パルシティ・サマーカーニバル（8月） 江東区パルカレッジ女性コース（通年） さくらんぼ保育室（通年）

平成22年7月10日発行

区　分 実施方針 内　容（特徴的なもの）

講座 江東区における生涯学習のパイオニアとして、区民一人ひとりが生
きがいを得ることのできる学習機会の提供（講座の実施）

一般教養、技芸習得のスタンダードな講座をはじめ、団塊世代
向けや、地域の特性を活かした地域理解講座

館まつり 住民同士の交流促進とコミュニティの活性化 地域と協働した館まつり
展示・発表 施設を核に展示・発表会を通じ区民交流の場の創出 自主グループ・利用者による成果発表会・展示会、記念館の運営

情報発信 文化情報の収集・発信と、地域文化活動のネットワーク化の推進 カルチャーナビKOTO、センターニュースの発行、インターネット
による情報提供など

団体育成・支援 グループ活動の支援とグループ間交流の促進 自主グループ･利用者支援、文化芸術団体との協働
次世代育成事業 次世代を担うジュニアグループの育成と支援 こども俳句塾、江東少年少女合唱団、ロボットセミナー等
イベント

（芸術鑑賞） ホール事業実施による文化・芸術鑑賞機会の提供 プロによる優れた舞台芸術から住民参加イベントまで幅広い
ジャンルの公演

施設管理 各種会議室・研修室・ホール等貸出施設の管理運営 インターネットでの施設予約等サービスの提供
利用者支援 コピー・印刷サービス等の利用者支援 コピー・印刷機の貸出サービス、絵葉書等記念グッズ販売

区　分 実施方針 内　容（特徴的なもの）

イベント
（芸術鑑賞） 舞台芸術の創造と様々な鑑賞ニーズに応える公演の実施

区芸術提携団体（東京シティ･フィルハーモニック管弦楽団、東
京シティ･バレエ団）による公演事業。その他ポピュラー音楽、
ミュージカルなど様々なジャンルの舞台公演

次世代育成事業 次世代を担うジュニアグループの育成と支援 ジュニアバレエ教室、ジュニアオーケストラの運営と発表会の
開催

館まつり等 住民同士の交流促進とコミュニティの活性化 地域交流イベント（夏のこどもまつり、地域感謝祭）

教育・啓発事業 次世代や区民のための芸術普及、啓発事業 区内小学校へのアウトリーチ（出張コンサート）、区芸術提携団
体による公開リハーサル、ワークショップなど

団体育成・支援 文化芸術グループ活動の支援とグループ間交流の促進 区民オーケストラやアマチュア芸術団体の活動支援
友の会運営 舞台芸術愛好者の友の会会員の増 ティアラ友の会の運営

情報発信 芸術情報の発信と地域ブランドの向上 友の会情報紙「ティアラペーパー」の発行、インターネットを通じ
た情報提供、マスメディアとの連携

施設管理 大・小ホール、各種練習室・会議室等貸出施設の管理運営 インターネットでの施設予約等サービスの提供

区　分 実施方針 内　容（特徴的なもの）

講座 男女共同参画社会が形成されるために必要な学習機会の提供 江東区パルカレッジ、男女共同参画意識向上のための講座（ワー
ク・ライフ・バランス講座等）

館まつり 地域まつりの開催等、活動団体・近隣住民同士の交流促進とコミュニ
ティの活性化 地域と協働したパルシティまつりの開催

展示･発表 施設を核に展示・発表会を通じ区民交流の場の創出 自主グループ・利用者による成果発表会・展示会

情報発信 啓発のための情報の収集・発信 情報資料室の運営、女性関連施設等ネットワーク形成、地域情
報紙「ぱるペーパー」発行

活動援助事業 男女共同参画を推進する団体の支援と交流イベントの開催 登録団体制度・男女共同参画フォーラムの開催

相談事業 日常生活上で直面する様々な法律上の問題を解決するための相談
窓口の運営 女性のための法律相談

保育室運営事業 子育て世代の受講生、利用者の学習・活動支援 さくらんぼ保育室・保育ボランティア育成・派遣一時保育の実施
施設管理 各種会議室・研修室・レクホール等貸出施設の管理運営 インターネットでの施設予約等サービスの提供
利用者支援 コピー・印刷サービス等の利用者支援 コピー・印刷機の貸出サービス等

区分 実施方針 内　容（特徴的なもの）
深川江戸資料館（7/24より再開） 芭蕉記念館 中川船番所資料館

常設展 江東区の歴史・文化を理解する
ための基本となる展示

江戸時代末期の深川佐賀町の町並みと生活
再現、展示室年中行事再現（月見、正月ほか）

『おくのほそ道』を旅する、芭蕉の旅姿（モデル）、切絵図
にみる下町、絵図にみる大江戸八百八町と深川の姿

中川船番所再現・江戸をめぐる水運、水辺の
文化としての釣り具の歴史

特別展 各館の特徴を活かしたテーマ性
の高い企画（期間限定）

特別展「江東幕末発見伝！」「名所江戸百景」
展、企画展「江戸庶民の旅と行楽」

特別展「風雅の伝統ー和歌と俳諧」、企画展「古
池伝説と芭蕉庵の再興」、「家族の絆と文芸」 収蔵資料展、地域の歴史・釣りに関する展示

イベント 展示以外の鑑賞・体験・創作の場
の提供

芸能公開（新内流し・江戸小歌・獅子舞）、展示
会・演劇・落語会等の協力事業

第29回時雨忌大会、「奥の細道」事業、こど
も俳句七夕飾り

親子ハゼ釣り大会、和竿製作実演、美術魚
拓制作実演

講座 江東区の歴史や文化を専門的に
理解するための講座 特別展関連講演会・研究会等 文学講習会、芭蕉記念館俳句会、ジュニア俳

句教室 歴史講座

教育・普及事業 学習の補助、各種情報発信、団体
育成など

団体解説、取材・撮影協力、レファレンスボ
ランティア養成 図書閲覧、実習生受入 ミュージアム・トーク、図書閲覧、実習生受

入、学習補助

刊行物・グッズ 観覧後も、展示資料により親しみ
さらに理解してもらうための支援

資料館ノートの発行、展示解説書・各種書
籍・絵葉書などのグッズ販売

時雨忌大会句集、ジュニア俳句集、報告書、
各種書籍・グッズの販売

図録、こども向け解説書、各種書籍・グッズ 
販売

資料関係 江東区の歴史・民俗・文学に関す
る資料の収集・保管と調査・研究

文献・絵画資料の購入、生活用具・レプリカ
資料の製作、寄贈資料の受入

真鍋儀十氏コレクションなど俳句文学関係
資料の収集・保存

船番所関係資料、釣り道具の収集・保存、文
献資料の保存（区内外の歴史等）

施設管理 貸出施設の管理運営 小劇場、レクホール（7/24より利用再開） 会議室、研修室、分館 資料閲覧学習室

区政情報番組
「江東ワイドスクエア」
（アナログ9ch、地上デジタル111ch）
※放送内容：「こうとう区報」
　　　　　　毎月１日号でご案内
※放送時間：9:00、正午、15:00、19:00

日曜日～水曜日 木曜日～土曜日
今週の話題

特集15分または10分＋5分 特集15分
特集20～25分
インフォメーション 江東ワイドスクエアキャスター　山本百合子

平成22年度 公益財団法人江東区文化コミュニティ財団 地域交流事業

地域交流事業（前期）実施予定一覧
施設名 事業名 実施予定日

江東区文化センター 盆踊り大会＆こどもみこし 8月7日（土）
森下文化センター 「わが街・森下を語る」 7月4日（日）に終了　
古石場文化センター 古石場こどもシアター 9月18日（土）
豊洲文化センター 公開講座「地域で育てよう・豊洲のこども」 9月（調整中）
東大島文化センター 東大島ふれあいバギーコンサート 8月21日（土）
ティアラこうとう ティアラこうとう夏のこどもまつり 7月11日（日）
男女共同参画推進センター 都立科学技術高等学校演劇部「サイエンスライブ2010 水野家の午後八時」 7月24日（土）　
深川江戸資料館 再オープン記念事業 7月24日（土）～8月1日（日）

芭蕉記念館 深川芭蕉通り「奥の細道」のぼり旗事業 5月16日（日）～6月6日（日）に終了
深川芭蕉まつり期間等

中川船番所資料館 旧中川から見る大島 9月18日（土）
深川江戸資料館 新内流し（通年） 中川船番所資料館 親子でハゼ釣り（８月） 中川船番所資料館 魚拓実演（通年）芭蕉記念館　時雨忌記念講演会（10月）芭蕉記念館　史跡めぐり（5月）

平成22年度予算 （単位：千円）

収　　入 支　　出
管理受託収入 1,209,148 施設管理事業費 1,328,086
利用料金収入 387,664 受託事業費 217,631
補助金等収入 1,177,768 自主事業費 267,665
事業収入 170,637 人件費 1,050,632
その他 60,832 その他 142,035
収入合計 3,006,049 支出合計 3,006,049

平成22年度  公益財団法人江東区文化コミュニティ財団施設別収支予算額一覧表 （単位：千円）

施　設　等
収　　入 支　　出

 管理受託 
 収入

 利用料金 
 収入

 補助金等 
 収入 事業収入 その他 合計  施設管理 

 事業費 受託事業費 自主事業費 人件費 その他 合計

 江東区文化センター 90,338 67,276 168,489 37,347 5,417 368,867 157,974 0 80,603 125,233 5,057 368,867
 森下文化センター 58,068 36,010 79,788 10,253 2,243 186,362 94,408 0 14,655 75,386 1,913 186,362

 古石場文化センター 70,391 20,509 72,102 10,992 1,799 175,793 91,230 0 16,001 67,093 1,469 175,793

 豊洲文化センター 18,876 13,982 69,357 7,817 1,614 111,646 33,188 0 9,248 67,926 1,284 111,646
 亀戸文化センター 122,048 60,580 82,263 9,816 1,497 276,204 182,958 0 15,871 76,208 1,167 276,204
 東大島文化センター 39,322 20,283 74,677 14,133 2,319 150,734 59,935 0 16,048 72,762 1,989 150,734
 砂町文化センター 60,202 23,852 75,649 13,238 1,581 174,522 84,384 0 15,715 73,172 1,251 174,522
 総合区民センター 107,466 19,140 70,602 4,938 1,859 204,005 126,936 0 5,498 70,042 1,529 204,005
 ティアラこうとう（江東公会堂） 236,517 91,198 111,568 56,671 384 496,338 327,715 0 92,806 75,433 384 496,338
 男女共同参画推進センター 61,480 8,048 88,923 1,735 3,029 163,215 60,539 12,320 896 88,027 1,433 163,215
 深川江戸資料館 65,746 21,985 54,374 1,583 10 143,698 59,614 28,117 186 54,374 1,407 143,698
 芭蕉記念館 20,735 3,378 32,416 1,767 589 58,885 18,597 6,911 1 32,416 960 58,885
 中川船番所資料館 39,283 1,423 22,367 347 252 63,672 30,608 10,098 137 22,367 462 63,672
 事務局・CATV 218,676 0 175,193 0 38,239 432,108 0 160,185 0 150,193 121,730 432,108

合　　計 1,209,148 387,664 1,177,768 170,637 60,832 3,006,049 1,328,086 217,631 267,665 1,050,632 142,035 3,006,049

※亀戸文化センターには商工情報センター経費を含む。
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区内の芸術団体と共に地域文化を創造していきます。



A.文化・コミュニティ施設

C.男女共同参画推進施設

D.歴史文化施設

B.芸術文化施設

カルチャーナビKOTO　7月号特集　No.338

公益財団法人 江東区文化コミュニティ財団の平成21年度実績
（旧 法人名：財団法人江東区地域振興会）

　平成21年度決算は、指定管理者として江東区文化センター等14の施設を管理運営するため支出した施設
管理事業費、区政番組制作のためのCATV事業や男女共同参画推進センター事業に支出した受託事業費、講
座やホールイベント等事業に支出した自主事業費、職員の給料等に支出した人件費など、総額で27億5
千万円余となっております。
　施設管理におけるランニングコストの縮減、施設利用料やホールイベントの入場料等収入の確保に努
め、区からの補助金や施設管理受託費の縮減を図りました。また、施設を利用される団体からアンケート
等を通じてご要望のあった、施設利用時間の延長・早貸サービス、ラジカセ・譜面台といった小額器具に
ご利用いただけるプレミアム付器具利用回数券の販売、豊洲文化センターに授乳室を設置するなど、新た
なサービスの提供に取り組みました。
　なお、改修工事により昨年7月から休館しておりました深川江戸資料館が、今月24日土曜日から再オー
プンします。皆様のお越しを心よりお待ちいたしております。

平成22年7月10日発行

江東区文化センタ－ 江東区東陽4-11-3
☎ 03-3644-8111

次世代育成　江東少年少女合唱団

●開 館 昭和 57年 6月
●施 設  ホール（511席）・レクホール・研修室（5）・会議室（3） 

和室（2）・茶室・音楽スタジオ（2）・その他（13）
●施設利用 18,549 件　545,426人
●特徴的事業  地元の町会・自治会・企業の皆さんと盆踊り・春のぶんか祭を協働で実施し、

地域コミュニティの活性化に努めました。次世代育成事業として、江東少年
少女合唱団、こども囲碁大会、こども将棋大会を定例的に実施しました。

事業実績 （人）
区　分 特徴的な事業 事業数 参加者数

講座 50 代からのパワーアップ塾グリーンツーリズム入門、　江東区英語ガイドボランティア養成講座ほか 49 1,903 
館まつり 春のぶんか祭 2 3,500 
展示･発表 こうとう文化芸術祭、成果発表会・成果発表展、展示ロビー発表活動、プロムナードコンサート 9 8,827 
情報発信 カルチャーナビＫＯＴＯの発行、ホームページでの情報提供、人材活用事業 3 ―
団体育成・支援 自主グループ利用グループ支援、文化芸術団体との協働 6 90団体　222人
次世代育成事業 江東少年少女合唱団、こども囲碁大会、こども将棋大会 3 580 
イベント（芸術鑑賞） 江東狂言の会、元気の出るコンサート、タケカワユキヒデコンサート　ほか 25 8,889 
●収支状況
21年度予算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  21年度決算 　（単位：千円）

収　　入 支　　出 収　　入 支　　出
管理受託収入 88,146 施設管理事業費 154,553 管理受託収入 79,259 施設管理事業費 149,647
利用料金収入 66,407 受託事業費 0 利用料金収入 70,140 受託事業費 0
補助金等収入 154,119 自主事業費 79,191 補助金等収入 144,237 自主事業費 66,997
事業収入 39,828 人件費 114,756 事業収入 35,828 人件費 114,111
その他 3,279 その他 3,279 その他 4,114 その他 2,823
収入合計 351,779 支出合計 351,779 収入合計 333,578 支出合計 333,578

古石場文化センター 江東区古石場2-13-2
☎ 03-5620-0224

シネマサポーター会議

●開 館 平成 9 年10月
●施 設  大研修室・研修室（5）・会議室（2）・和室（2）・茶室・音楽

スタジオ・小津安二郎紹介展示コーナー・図書館併設
●施設利用 7,334 件　129,201人
●特徴的事業  江東シネマフェスティバルは、区民サポーターとともに映画で

地域を盛り上げる事業として定着し、小津安二郎監督の生誕
地にふさわしいと地元で好評を得ました。

事業実績 （人）
区　分 特徴的な事業 事業数 参加者数

講座 観光ガイドボランティア養成講座、原節子とその時代、澤登翠の弁士にチャレンジほか 27 838 
館まつり 古石場文化センターまつり 1 2,185 
展示・発表 小津安二郎紹介展示、成果発表会・成果発表展、展示ロビー発表活動 6 13,982
情報発信 江東シネマ倶楽部だより、地域情報紙「古石場文化センターニュース」の発行 2 ―
団体育成・支援 自主グループ・利用グループ支援、映画音声ガイド制作ボランティアサポート 3 58団体
次世代育成事業 こども水彩画教室 (講座に含む） ― ―
イベント（芸術鑑賞）江東シネマプラザ、弁士･楽団付無声映画鑑賞会、音語り「晩春」～小津安二郎「晩春」を聞くほか 11 11,663 
●収支状況
21年度予算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  21年度決算 　（単位：千円）

収　　入 支　　出 収　　入 支　　出
管理受託収入 63,253 施設管理事業費 83,373 管理受託収入 60,457 施設管理事業費 80,859
利用料金収入 20,120 受託事業費 0 利用料金収入 20,186 受託事業費 0
補助金等収入 74,657 自主事業費 15,683 補助金等収入 72,488 自主事業費 12,919
事業収入 11,299 人件費 70,273 事業収入 9,938 人件費 70,004
その他 1,201 その他 1,201 その他 1,631 その他 918
収入合計 170,530 支出合計 170,530 収入合計 164,700 支出合計 164,700

森下文化センタ－  江東区森下3-12-17
☎ 03-5600-8666

展示･発表事業　田河水泡・のらくろ館

●開 館 平成 3 年12 月
●施 設  レクホール・AV ホール・多目的ホール・研修室（4）・会議室（3）

和室・茶室・音楽スタジオ・創作室・田河水泡のらくろ館・ 
伊東深水・関根正二紹介コーナー（平成21年 5月から休館中）

 伝統工芸展示室・郷土資料展示室併設
●施設利用 9,394 件　201,664人
●特徴的事業  第 5 回のらくろマンガ賞に全国各地そして海外からも応募が

あり、個性あふれる力作178点が寄せられました。
事業実績 （人）

区　分 特徴的な事業 事業数 参加者数
講座 表現としてのマンガ、プロに学ぼう ! マンガ道場ほか 27 1,049
館まつり 深川体験わーるど、森下フェスティバル 2 2,814 
展示・発表 田河水泡のらくろ館、伊東深水・関根正二紹介展示、のらくろマンガ賞、展示ロビー発表活動ほか 5 16,329 
情報発信 地域情報紙「のらくろ便り」発行 1 ―
団体育成・支援 自主グループ利用グループ支援 2 65団体
次世代育成事業 講座に含む（キッズチアダンス、森下こどもArt スペース） ― ―
イベント（芸術鑑賞）下町ライブ、なぎら健壱フォーク夜話ほか 6 1,124 
●収支状況
21年度予算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  21年度決算 　（単位：千円）

収　　入 支　　出 収　　入 支　　出
管理受託収入 61,239 施設管理事業費 96,271 管理受託収入 53,301 施設管理事業費 90,861
利用料金収入 35,032 受託事業費 0 利用料金収入 37,414 受託事業費 0
補助金等収入 76,242 自主事業費 16,479 補助金等収入 74,050 自主事業費 14,304
事業収入 11,059 人件費 70,822 事業収入 10,025 人件費 70,100
その他 1,617 その他 1,617 その他 2,016 その他 1,541
収入合計 185,189 支出合計 185,189 収入合計 176,806 支出合計 176,806

豊洲文化センター 江東区豊洲2-2-18
☎ 03-3536-5061

まつり　豊洲フェスタ

●開 館 平成元年 4月
●施 設 レクホール・会議室（6）・和室・茶室
 図書館併設
●施設利用 6,248 件　143,711人
●特徴的事業  立地条件を活かし、地域の大学・企業・博物館と協働で講座や豊

洲フェスタを開催しました。また、親子でつくろう芝浦工大ビートル、
こども囲碁教室、こどものためのはじめてのニット、ロボットセミ
ナーなど、こども対象・親子で参加できる事業に取り組みました。

事業実績 （人）
区　分 特徴的な事業 事業数 参加者数

講座 英語で読む児童文学、壮年（おとな）が読む名作文学～明治編～、江戸文字教室ほか 21 791 
館まつり 豊洲フェスタ、豊洲納涼祭 2 11,297 
展示・発表 成果発表会・成果発表展、展示ロビー発表活動 2 291 
情報発信 地域情報紙「豊洲文化センターニュース」の発行 1 ―
団体育成・支援 無料体験教室月間、自主グループ利用グループ支援 3 82団体
次世代育成事業 ロボットセミナー、夏休みこども工房、こども囲碁（講座に含む） ― 32
イベント（芸術鑑賞） コンサートバンビーニ、Ｉｔ’ｓ ＡＮＩＭＡＬ Ｔｉｍｅ！、パノラマ・スティール・オーケストラＬＩＶＥほか 6 2,214 
●収支状況
21年度予算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  21年度決算 　（単位：千円）

収　　入 支　　出 収　　入 支　　出
管理受託収入 18,868 施設管理事業費 32,710 管理受託収入 16,160 施設管理事業費 31,448
利用料金収入 13,842 受託事業費 0 利用料金収入 15,224 受託事業費 0
補助金等収入 66,730 自主事業費 9,244 補助金等収入 63,422 自主事業費 7,349
事業収入 7,755 人件費 65,241 事業収入 7,910 人件費 64,839
その他 1,284 その他 1,284 その他 1,596 その他 676
収入合計 108,479 支出合計 108,479 収入合計 104,312 支出合計 104,312

東大島文化センタ－ 江東区大島8-33-9   
☎ 03-3681-6331

イベント　小名木川リバーツアー

●開 館 昭和62 年 7月（平成3年3月移転）
●施 設  レクホール・ＡＶホール・研修室（5）・会議室（3）・和室（2） 

茶室・音楽スタジオ・美術室
●施設利用 9,993件　179,320人
●特徴的事業  講座で養成したガイドの案内で、小名木川周辺を船で巡る「リバー

ツアー」を実施。またその関連事業は、地域を理解する事業とし
て大きな関心を呼び多くの方々が参加しました。

事業実績 （人）
区　分 特徴的な事業 事業数 参加者数

講座 小名木川リバーガイド養成、江戸城と大名屋敷跡を歩く、親子で昆虫博士 36 1,369 
館まつり等 ふれあいまつり、スプリングサンデー、小名木川リバーツアー、リバーウォーク 4 5,603
展示･発表 「水辺」への招待展、季節の展示、成果発表会・成果発表展、展示ロビー発表活動 5 14,848 
情報発信 地域情報紙「東大島センターニュース」の発行 1 ―
団体育成・支援 リバーガイドフォローアップ事業、自主グループ・利用グループ支援 3 69団体　100人
次世代育成事業 こどものためのクラシックバレエ、こども囲碁、ジュニア落語（講座に含む） ― ―
イベント（芸術鑑賞）お笑いらいぶ、村上ゆきLIVE ～Hot Spring 2010～、大島落語会 3 493 
●収支状況
21年度予算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  21年度決算 　（単位：千円）

収　　入 支　　出 収　　入 支　　出
管理受託収入 34,836 施設管理事業費 54,943 管理受託収入 32,615 施設管理事業費 53,772
利用料金収入 20,107 受託事業費 0 利用料金収入 21,155 受託事業費 0
補助金等収入 74,534 自主事業費 16,152 補助金等収入 71,580 自主事業費 13,938
事業収入 14,113 人件費 72,495 事業収入 13,341 人件費 71,279
その他 1,630 その他 1,630 その他 1,809 その他 1,511
収入合計 145,220 支出合計 145,220 収入合計 140,500 支出合計 140,500

亀戸文化センター 江東区亀戸2-19-1
☎ 03-5626-2121

イベント　かめいどらぼ

●開 館 平成12年10月
●施 設  ホール･大研修室･研修室（3）･会議室（3）･和室（3）･その他（5）
  商工情報センター・出張所・労働基準監督署・東京都労働相談

情報センター亀戸事務所併設
●施設利用 亀戸文化センター　11,253件　315,174人
 商工情報センター　  4,729 件　 96,487人
●特徴的事業  かめいどらぼ =市民参加型の舞台創作事業で、出演者ととも

に舞台スタッフの講習も行い、舞台芸術に関心のある人材を
育成しました。

事業実績 （人）
区　分 特徴的な事業 事業数 参加者数

講座 近代の都市と劇場～日比谷・有楽町界隈～、舞台ワークショップ、表現ワークショップほか 18 445 
館まつり カメリアプラザはねかめまつり 1 6,800 
展示・発表 成果発表展、展示ロビー発表活動 1 18 
情報発信 地域情報紙「カメリアペーパー」の発行 1 ―
団体育成・支援 自主グループ利用グループ支援、一日体験教室ほか 4 52団体　289人
次世代育成事業 中学生舞台スタッフワーク、こどものためのクラシックサロン（講座に含む） ― ―
イベント（芸術鑑賞）白石加代子「百物語」、吉行和子ラストステージ、なぎら健壱コンサートほか 34 11,169 
●収支状況
21年度予算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  21年度決算 　（単位：千円）

収　　入 支　　出 収　　入 支　　出
管理受託収入 118,110 施設管理事業費 178,408 管理受託収入 110,376 施設管理事業費 172,480
利用料金収入 60,298 受託事業費 0 利用料金収入 61,951 受託事業費 0
補助金等収入 81,111 自主事業費 16,326 補助金等収入 79,347 自主事業費 15,001
事業収入 9,067 人件費 73,852 事業収入 8,795 人件費 73,466
その他 1,178 その他 1,178 その他 1,551 その他 1,073
収入合計 269,764 支出合計 269,764 収入合計 262,020 支出合計 262,020

砂町文化センタ－ 江東区北砂5-1-7
☎ 03-3640-1751

展示･発表事業　石田波郷記念館

●開 館 平成 2 年 4月
●施 設 研修室（2）・サブレクホール・会議室（5）・和室・茶室
 音楽室（2）・石田波郷記念館
 図書館併設
●施設利用 8,126 件　178,693人
●特徴的事業  ジュニア俳句大会を継続的に開催し、こどもたちに俳句を通

じて言葉の大切さを伝えています。第４回大会では、区内の
小学生5,621人が参加しました。

事業実績 （人）
区　分 特徴的な事業 事業数 参加者数

講座 俳句実作講座、俳句鑑賞講座、名曲に隠された世界史のドラマ 34 1,573 
館まつり サマーフェスティバル、ウインターフェスティバル、一坪ショップ 3 7,043 
展示・発表 石田波郷記念館展示、ジュニア俳句大会、はこべら俳句大会、成果発表会・成果発表展 9 28,676 
団体育成支援 自主グループ・利用グループ支援 2 63団体
次世代育成事業 講座（こどもバレエ、こども俳句塾、出張こども俳句教室）に含む ― ―
イベント（芸術鑑賞） キム・ヨンジャ歌謡ショー、人形劇「てぶくろを買いに」「くるみ割り人形」、砂町文化亭　柳家小三治独演会 3 1,472 
●収支状況
21年度予算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  21年度決算 　（単位：千円）

収　　入 支　　出 収　　入 支　　出
管理受託収入 55,942 施設管理事業費 80,023 管理受託収入 52,456 施設管理事業費 77,676
利用料金収入 24,081 受託事業費 0 利用料金収入 25,118 受託事業費 0
補助金等収入 75,392 自主事業費 19,545 補助金等収入 72,341 自主事業費 18,042
事業収入 16,278 人件費 72,125 事業収入 16,787 人件費 71,864
その他 1,251 その他 1,251 その他 1,656 その他 776
収入合計 172,944 支出合計 172,944 収入合計 168,358 支出合計 168,358

総合区民センター 江東区大島4-5-1
☎ 03-3637-2261

●開 館 昭和54 年4 月
●施 設 レクホール・会議室（6）・調理室・その他
 出張所・児童館・図書館・福祉事務所・福祉会館等併設
●施設利用 9,432件　220,797人
●特徴的事業  調理室のある施設であることや駅に近く至便であるという立

地条件を生かし、多様な料理講座をはじめ、お勤め帰りに受講
できる教養、手工芸などの講座を展開しました。

●収支状況
21年度予算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  21年度決算 　（単位：千円）

収　　入 支　　出 収　　入 支　　出
管理受託収入 93,070 施設管理事業費 107,928 管理受託収入 80,424 施設管理事業費 102,913
利用料金収入 14,858 受託事業費 0 利用料金収入 22,414 受託事業費 0
補助金等収入 69,844 自主事業費 5,645 補助金等収入 67,741 自主事業費 4,119
事業収入 4,686 人件費 68,885 事業収入 4,767 人件費 68,447
その他 1,069 その他 1,069 その他 1,171 その他 1,038
収入合計 183,527 支出合計 183,527 収入合計 176,517 支出合計 176,517

ティアラこうとう（江東公会堂） 江東区住吉2-28-36
☎ 03-3635-5500

イベント　くるみ割り人形

●開 館 平成 6 年12 月
●施 設  大ホール（1,234 席），小ホール（140席）リハーサル室・練習室 

（5）・会議室（3）・その他（8）
●施設利用 13,961件　586,034人
●特徴的事業  区芸術提携団体によるクラシック音楽、バレエ公演、その他ポピュ

ラーコンサートを実施。ジュニアオーケストラ、ジュニアバレエ
教室の運営。区内小学校等への出前公演（アウトリーチ）を実施。

事業実績 （人）
区　分 特徴的な事業 事業数 参加者数

館まつり・交流事業 ティアラこうとう地域感謝祭、江東区提携団体交流会ほか 3 2,858 
団体育成・支援 江東区音楽家協会、江東青少年吹奏楽団、ふるさとこうとう音楽連盟、江東シティオーケストラほか 24 9,099 
教育･普及事業 区内小学校アウトリーチ、区芸術提携団体による公開リハーサルほか 8 3,261 
次世代育成事業 ジュニアバレエ教室、ジュニアオーケストラ 5 2,365 
情報発信 ティアラ友の会運営、ティアラペーパーの発行 1 1,927 

イベント（芸術鑑賞） 東京シティ・バレエ団バレエ公演、東京シティ・フィルコンサート、桂歌
丸・春風亭小朝二人会、秋川雅史コンサート、𠮷田正記念オーケストラ　ほか 77 42,736 

●収支状況
21年度予算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  21年度決算 　（単位：千円）

収　　入 支　　出 収　　入 支　　出
管理受託収入 242,121 施設管理事業費 328,254 管理受託収入 214,774 施設管理事業費 309,756
利用料金収入 86,133 受託事業費 0 利用料金収入 94,494 受託事業費 0
補助金等収入 111,930 自主事業費 97,454 補助金等収入 97,415 自主事業費 84,307
事業収入 56,021 人件費 70,497 事業収入 56,206 人件費 69,620
その他 201 その他 201 その他 904 その他 110
収入合計 496,406 支出合計 496,406 収入合計 463,793 支出合計 463,793

男女共同参画推進センター 江東区扇橋3-22-2
☎ 03-5683-0341

講座　家族力UP！パパ講座・ママ講座

●開 館 平成3年3月
●施 設 レクホール・会議室（2）・研修室（3）・調理実習室・和室（2）
 音楽スタジオ・その他（2）
 情報資料室・保育室（専任保育者を配置）・消費者センター併設
●施設利用 7,112件　117,461人
●特徴的事業   男女共同参画活動推進事業、江東区パルカレッジ、男女共同参

画フォーラムほか区からの受託事業を行いました。

事業実績 （人）
区　分 特徴的な事業 事業数 参加者数

講座 パルカレッジ、ＤＶ対策講座、子育てママのための再就職支援セミナー、男の厨房、こどもお料理団 22 860 
館まつり パルシティまつり 1 3,442 
展示・発表 展示ロビー発表活動 1 ―
情報発信 情報資料室運営、地域情報紙「ぱるペーパー」発行、女性関連施設等ネットワーク形成事業 3 ―
団体育成・支援 実力アップ支援セミナー、登録団体事業 2 122団体
保育室運営 さくらんぼ保育室の運営 1 3,648 
イベント（芸術鑑賞） パルシティ・サマーカーニバル、男女共同参画フォーラム 2 1,195 

深川江戸資料館 江東区白河1-3-28
☎ 03-3630-8625

展示室

●開 館 昭和61 年11 月
●施 設 総合展示室・企画展示室・レクホール・小劇場（232席）・その他
 出張所併設
●観 覧 者 24,027人
●施設利用 325件　36,883人
●特徴的事業  平成21年7月より区の計画改修工事により、平成22年7月23

日まで休館。
事業実績 （人）

区　分 特徴的な事業 事業数 参加者数
常設展 実物大建築による江戸末期深川佐賀町の町並みを再現展示、江戸庶民の年中行事再現（端午節供） 常時 観覧者数に含む
特別展 改修工事のため実施なし ― ―
イベント 新内流し、江戸小歌、深川寺町名店街、小劇場公演への協力　ほか 8 3,270 
講座 改修工事のため実施なし ― ―
教育・普及事業 展示協力（木彫工芸展ほか）、団体解説、ボランティア研修など ― ―
刊行物・グッズ 資料館ノートの刊行、解説書類頒布 ― ―
●収支状況
21年度予算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  21年度決算 　（単位：千円）

収　　入 支　　出 収　　入 支　　出
管理受託収入 16,322 施設管理事業費 22,762 管理受託収入 15,678 施設管理事業費 22,625
利用料金収入 11,033 受託事業費 4,593 利用料金収入 10,957 受託事業費 4,506
補助金等収入 46,851 自主事業費 10 補助金等収入 46,716 自主事業費 3
事業収入 501 人件費 46,851 事業収入 516 人件費 46,739
その他 2 その他 8 その他 9 その他 3
収入合計 74,709 支出合計 74,224 収入合計 73,876 支出合計 73,876

●収支状況
21年度予算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  21年度決算 　（単位：千円）

収　　入 支　　出 収　　入 支　　出
管理受託収入 69,505 施設管理事業費 68,546 管理受託収入 64,271 施設管理事業費 65,678
利用料金収入 8,023 受託事業費 11,710 利用料金収入 8,545 受託事業費 9,931
補助金等収入 79,365 自主事業費 1,067 補助金等収入 77,571 自主事業費 672
事業収入 1,715 人件費 78,298 事業収入 1,793 人件費 76,994
その他 1,813 その他 800 その他 1,884 その他 789
収入合計 160,421 支出合計 160,421 収入合計 154,064 支出合計 154,064

芭蕉記念館 江東区常盤1-6-3
☎ 03-3631-1448

特別展　漫画で辿る奥の細道と芭蕉

●開 館 昭和 56 年 4月（分館　平成 7年 4月）
●施 設 展示室・会議室・研修室・図書室・分館会議室・史跡展望庭園
●観 覧 者 24,825人
●施設利用 1,075 件　24,186人
●特徴的事業  特別展や地元小学校との連携で「こども俳句七夕飾り」展な

どを開催しました。

事業実績 （人）
区　分 特徴的な事業 事業数 参加者数

常設展 松尾芭蕉や俳諧関係資料の収集展示 常時 観覧者数に含む
特別展 芭蕉・宗因新出二点初公開、漫画で辿る「奥の細道」と芭蕉、俳文学者の写した『奥の細道』ほか 4
イベント 時雨忌大会、「奥の細道」サミット・旅の日事業、こども俳句七夕飾り 7 1,138 
講座 文学講習会、ジュニア俳句教室、芭蕉記念館俳句会　ほか 8 629 
教育・普及事業 図書閲覧、実習生受入 ― ―
刊行物・グッズ 時雨忌大会句集、ジュニア俳句集、報告書、各種書籍・絵はがき等の頒布 ― ―
●収支状況
21年度予算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  21年度決算 　（単位：千円）

収　　入 支　　出 収　　入 支　　出
管理受託収入 27,066 施設管理事業費 25,704 管理受託収入 25,335 施設管理事業費 24,850
利用料金収入 3,276 受託事業費 5,893 利用料金収入 3,393 受託事業費 5,589
補助金等収入 24,391 自主事業費 0 補助金等収入 23,558 自主事業費 0
事業収入 1,611 人件費 24,391 事業収入 1,481 人件費 23,559
その他 422 その他 920 その他 568 その他 337
収入合計 56,766 支出合計 56,908 収入合計 54,335 支出合計 54,335

中川船番所資料館 江東区大島9-1-15
☎ 03-3636-9091

中川番所再現ジオラマ

●開 館 平成15年3月
●施 設 展示室・企画展示室・釣具展示室・資料閲覧学習室・その他
●観 覧 者 10,982人
●特徴的事業  江戸文化と釣りを合わせた特別企画展の開催や、企画展「旧

中川から見た亀戸」など地域の歴史を理解し、文化観光資源を
活かした事業を実施しました。

事業実績 （人）
区　分 特徴的な事業 事業数 参加者数

常設展 江戸時代の船番所の再現展示、釣具展示、水運等に関する資料の収集保存 常時 観覧者数に含む
特別展 「江戸の流通と中川番所」 1 1,127
イベント 江戸和竿制作実演、親子ハゼ釣り大会、美術魚拓制作実演、川まつり 4 895 
講座 「江戸・江東・中川番所」 1 68 
教育・普及事業 ミュージアム・トーク、図書閲覧、実習生受入 ― ―
刊行物・グッズ 図録等頒布 ― ―
●収支状況
21年度予算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  21年度決算 　（単位：千円）

収　　入 支　　出 収　　入 支　　出
管理受託収入 36,968 施設管理事業費 30,387 管理受託収入 34,743 施設管理事業費 29,706
利用料金収入 1,281 受託事業費 7,862 利用料金収入 1,402 受託事業費 6,940
補助金等収入 22,103 自主事業費 242 補助金等収入 21,850 自主事業費 202
事業収入 301 人件費 21,941 事業収入 292 人件費 21,706
その他 28 その他 592 その他 503 その他 236
収入合計 60,681 支出合計 61,024 収入合計 58,790 支出合計 58,790

□事業実績について　事業実績は、各施設で実施したすべての事業ではありません。各施設の特徴的な事業を抜粋してご紹介しています。（事業数、参加者数はすべての事業の総数ではありません。）
□収支状況の科目の説明 （収入科目） 管理受託収入･･･施設の管理等に対する区からの受託収入、利用料金収入･･･施設等の利用料金による収入
　　　　　　　　　　　　　　　　　　補助金等収入･･･人件費や事業に対する区からの補助金等、事業収入･･･講座や芸術鑑賞会などの参加費等事業収入、その他･･･その他の収入
　　　　　　　　　　　（支出科目）  施設管理事業費･･･建物等を維持管理するための経費、受託事業費･･･CATV の番組制作や歴史文化施設の展示など区から受託した事業の経費 

自主事業費･･･講座や芸術鑑賞会などを行なうための経費、人件費･･･人件費、その他･･･その他の経費

平成21年度収支決算 （単位：千円）
収　　入 支　　出

管理受託収入 1,056,765 施設管理事業費 1,212,271
利用料金収入 392,393 受託事業費 185,220
補助金等収入 1,081,832 自主事業費 237,853
事業収入 167,679 人件費 984,134
その他 56,271 その他 131,517
収入合計 2,754,940 支出合計 2,750,995
次期繰越収支差額 3,945
※財団全体の収支決算には、下記に記載のない事務局、CATV経費を含みます。
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※ 亀戸文化センターには商工情報センター経費を含む。

事業実績 （人）
区　分 特徴的な事業 事業数 参加者数

講座 美江さんと東京下町散歩、料理のきほん 36 480 

展示・発表 講座成果展示会 1 3講座（79人）

団体育成支援 自主グループ・利用グループ支援 2 33団体

次世代育成事業 親子手作りお菓子教室（講座に含む） ― ―

イベント（芸術鑑賞） 3歳からのポピュラーコンサート、ぬいぐるみ人形ミュージカル「ヘンゼルとグレーテル・それゆけピーターパン」 2 477 

次世代育成事業　親子手作りお菓子教室


