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１．平成 23 年度事業報告総括 

 

（１）財団全体の取り組み 

東日本大震災により平成 23 年度のせたがや文化財団の事業は、厳しい状況からのスタートと

なった。パブリックシアター海外招聘公演の中止や、人々の文化活動等の自粛により一部企画展

において集客への影響が生じた。しかし、被災地復興支援リーディング公演「いのちを詠う」の

実施や世田谷区への避難者を財団各部事業に招待するなどを通して、改めて文化・芸術が人々の

心を癒し、潤いや元気を与えることができることを示した年でもあった。 

当財団は平成 23 年 4 月 1 日に公益財団法人として新たなスタートを切り、区補助金や国等の

助成金の減少などによる厳しい財政運営が続く中にあっても、区民に親しみやすい、また質の高

い文化・芸術事業の実現に力を尽くした。財団の総合力を生かし、ジャンルにとらわれない幅広

い事業や館を超えた共同事業の実施、また作品展示にとどまらず、体験ワークショップや講演会

等を合わせた多面的な事業展開に努めた。こうした取り組みにより、地域の活性化や文化・芸術

の区民への浸透に貢献できたものと考える。 

新たな公益法人体制の下で平成 24 年度から 5 年間の区立文化施設 3 館の指定管理者としての

決定を受け、文化・芸術事業のさらなる充実・発展に向けて、寄附制度の整備や事業評価・人事

制度の充実、財政運営に関する規程等の整備に取り組み、経営基盤の強化を図った。 

 

各事業部の事業参加者・施設入場者数の推移(人) 

年度 生活工房 
パブリック

シアター 
音楽事業部 美術館 文学館 合計 

23 年度 236,680 240,672 9,785 195,609 100,406 783,152 

22 年度 211,793 219,136 12,224 438,076 110,125 991,354 

21 年度 219,124 229,968 17,928 512,872 111,311 1,091,203 

20 年度 201,429 246,446 8,110 332,795 124,701 913,481 

19 年度 226,223 243,087 4,715 301,658 109,905 885,588 

（世田谷アートタウン「三茶 de 大道芸」は含まず） 

 

（２）各事業部事業 

≪世田谷文化生活情報センター≫ 

①生活工房 

公１－２「文化芸術の啓発、体験に資する展覧会」 

「暮しのデザインミュージアム」という視点を「環境と未来」「手工芸」「技術とデザイン」を

柱に展開した。「ＥＶが約束する未来展」は、年度をまたいで 4 月上旬まで開催し、3 月 11 日の

東日本大震災直後に体験したエネルギーの問題を、より身近に現実の問題として考える好機と

なった。「Stack-ing Design 積み、重ねる、カタチ」展では、プロダクトデザインに秘められた

発想に触れる機会となった。また、「七つの海と手仕事」展では、カリブ海と北極海地域を取り

上げ、それらの地域の自然や暮らしそのものを題材とした、繊細でカラフルな工芸の世界を紹介

する機会となった。日常の暮らしに一番身近な眠りの本質に迫る「I’m so sleepy どうにも眠
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くなる展覧会」では、眠りのサイクルを立体やグラフなどで表現したり、世界の様々な眠りの工

夫を体験できるコーナーを設け大変好評であった。世田谷の地域と未来を題材にした「100 年あ

との世田谷」展では、プロのデザイナーやアーティストが 100 年後の自然環境や暮らし方に着目

した作品を映像や音、イラスト、絵画で表現し話題を呼んだ。 

公１－３「文化芸術の啓発、体験、支援などの教育普及活動」 

「暮し方のデザイン」というテーマを軸に、「観て、聴いて、体験する」プログラムを展開し

た。「Life in FILM ドキュメンタリーフィルムに探る暮らしの地層」では、伝統的な日本の手仕

事の記録を鑑賞し、布の細工、木工細工、切り紙などを作るワークショップを実施した。先端技

術をひも解く「生命（いのち）をつつむ未来繊維」と題した連続講座では、実際に使われている

素材や製品に触れながら、先端技術の多くが日常の暮らしに浸透していることを実感する内容と

なった。また、「本と電子書籍」をテーマにしたセミナーでは、より身近な技術革新に触れ、デ

ザインと技術の両面から、その課題と進展を考える機会となった。 

子ども向けの体験型プログラムでは、アニメーション制作や家電製品の分解体験などを小学生

向けに展開し、モノづくりの面白さや技術の世界を体験する内容で大変好評であった。中学生向

けには、電気自動車の仕組みを探り組み立てを体験するワークショップを通じて、モノづくりの

面白さと同時に地球環境とエネルギー問題を学ぶ絶好の機会となった。また、テキスタイルデザ

インを体験する「14 歳のワンピース」では、参加者それぞれがデザインした布で制作した衣服を、

自分自身で身にまとって発表するところまでのプロセスを、時間をかけて実施することで充実し

た内容となった。 

公１－４「文化芸術活動の発表の機会の提供」 

区民創作ギャラリー企画として展開している区民作品展示は、「ギャラリーカフェくりっく」

の顔としても定着し、23 年度も公募により選定した 12 作品を展示した。また、「第 2 回世田谷区

芸術アワード“飛翔”」では、生活デザイン部門の受賞者によるワークショップの実施と作品展

を開催し、作家の今後の活動を展開する上でも貴重な機会となった。 

公１－６「文化芸術の活性化を図るための情報提供」 

区内外への情報提供は、四半期毎に発行するイベントガイドとウェブサイトの運営を中心に、

デジタル化の波に対応したツイッターによる情報発信も試み、新たな観客の開拓と動員増に繋げ

ることができた。 

公１－７「国際交流のための文化芸術事業」 

国際交流という切り口では、区民と世田谷区内在住の留学生との交流事業である「JAPONDER

（ジャポンダー）」が 8 回目を迎え、研究テーマの発表や料理教室などを通じて多くの区民と交

流する好機となった。さらに、国内外の問題を記録し発信しているフォトジャーナリストの写真

展では、ＤＡＹＳＪＡＰＡＮ（フォトジャーナリズム誌）の活動を軸に、写真家や国際ＮＧＯの

取組みを知る良い機会となった。また、異文化理解の一助として、前掲の「七つの海と手仕事」

展の関連企画では、トークイベントやワークショップを実施することで、より一層理解を深める

一助となった。 

公２－１「市民活動の支援及び振興に資する事業」 

市民活動支援コーナーの運営を大きな柱として、活動の運営に役立つセミナーや相談事業、団

体間の交流を促進するプログラムなどを展開した。また、創作活動をしている作り手と区民の交

流の場として人気の「世田谷アートフリーマーケット」は、春、秋の２回に加え、世田谷区芸術

ー2ー



 

百華の受託事業として世田谷文学館でも実施し、いずれの会場も開催を待ちかねた区内外の人た

ちで賑わった。 

 

②世田谷パブリックシアター 

世田谷パブリックシアターは、主劇場とシアタートラムの二つの劇場を中心に、レパートリー

の創造、海外への発信と国際共同制作、地域への発信と人材育成・教育普及、公共劇場との連携

の４本の柱により、国際標準の公共劇場として活動している。 

公１－１「文化芸術の振興に資する展覧会、公演等の企画・実施及び調査研究」 

国内演劇創作事業として若手演出家を起用し、最新海外戯曲と新作戯曲の二作品を上演した。

6 月に、アイルランドの作家による『モリー・スウィーニー』を、谷賢一の演出により上演、 

11 月に桑原裕子作『往転』を、青木豪の演出で上演した。青木豪は、本演出により、2011 年度

文化庁芸術祭演出家新人賞を受賞した。また、気鋭の劇作家を起用して能楽の演目や特徴を活か

した新作現代戯曲を上演する現代能楽集シリーズの第 6 弾として、作・演出前川知大による『現

代能楽集Ⅵ 奇ッ怪 其の弐』を、8 月から 9 月に上演、地方 3 か所を巡演した。本作品により、

世田谷パブリックシアターは 2011 年読売演劇大賞優秀作品賞を、前川知大は同賞大賞と最優秀

演出家賞を、照明の原田保が優秀スタッフ賞を受賞した。12 月には、『狂言劇場その七』として、

狂言の根幹を成す“舞”と“語り”を『MANSAI ボレロ」と中島敦の「悟浄出世」で構成、好評を

博した。3 月には、芸術監督野村萬斎の演出により、三島由紀夫の戯曲『サド侯爵夫人』を上演、

流麗な文体で綴られた三島の代表作を、新旧の女優陣で存在感溢れる舞台に仕上げ、様々な評価

を得た。 

こどもの劇場では、コンドルズによる『狼たちの午後』を上演、地方 4 か所の巡演を行い、大

勢の観客に楽しんで頂いた。 

音楽企画は、8 月にプロミュージシャンによる長期間のワークショップを受けた区内中学生と

日野皓正 Quintet メンバーによるジョイントコンサート『日野皓正 Presennts Jazz For Kids』

を開催した。 

東日本復興支援として、5 月に、多くの俳優や詩人の出演によるリーディング公演『いのちを

詠う』を企画・実施し、被災地にエールを送る公演とした。収益は義援金として、世田谷区を通

じて被災地に送った。 

公１－３「文化芸術の啓発、体験、支援などの教育普及活動」 

5 月には、昨年に引き続き、高齢者施設を訪問して行う公演『チャチャチャのチャーリー』を

12 回実施し、劇場になかなか足を運べない皆さんに楽しんで頂いた。『地域の物語』は 11 月から

24 年 3 月にかけてワークショップを重ね、最終日にはシアタートラムで発表を行い、「1960 年代

の東京」という今回のテーマを鮮明に浮かび上がらせることができた。また、学校連合行事とし

て、小学生を対象に古典芸能である「狂言」鑑賞をワークショップと組み合わせた『古典芸能鑑

賞教室』を実施した。 

「コミュニティープログラム」や「子どもと学校プログラム」では、年間を通じて劇場や区内

小・中学校で積み重ねている多種多彩なワークショップ事業をさらに充実させ、人気と評価を高

めることができた。広く区民全般に向けたもの、子ども達、子育て世代、教員・教育者、これか

らの演劇・ワークショップを担う人達向けのものなど、対象に応じて形式や内容を工夫し、ワー

クショップ、レクチャー、研究会などを展開した。 
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公１－４「文化芸術活動の発表の機会の提供」 

区民が出演する機会として『フリーステージ』をゴールデンウィークに行い、800 人以上の区

民が出演し、日頃の舞踊や音楽の練習の成果を発表した。若い演劇人の発掘と育成を目的とした

『ネクストジェネレーション vol.4』では、「第 2 回世田谷区芸術アワード“飛翔”」の受賞団体

「世田谷シルク」と「てがみ座」の 2 劇団の公演を行った。 

公１－５「地域交流のための文化芸術事業」 

14 回目を迎えた世田谷アートタウン『三茶 de 大道芸』を実施、2 日間で約 17 万人を集め、経

済効果はもとより賑わいの創出により、地域の活性化に貢献した。 

公１－６「文化芸術の活性化を図るための情報提供」 

劇場雑誌「SPT」と「SPT Educational vol.6」を発行した。また、ホームページやマスコミ媒

体などを通じて、劇場の活動を広く区民などに発信した。 

公１―７「国際交流のための文化芸術事業」 

ジョセフ・ナジの最新作『カラス』を招聘、ダンス・音楽・美術が融合した尖鋭的なパフォー

マンスを紹介し、地方５か所での公演も実現した。5 月に予定していたフランスからの招聘公演

『テンペスト』は、東日本大震災の影響を考慮した仏側カンパニーの判断により中止となった。 

 

③音楽事業部 

公１－１「文化芸術の振興に資する展覧会、公演等の企画・実施及び調査研究」 

世田谷ゆかりの演奏家で「せたがやシンフォニエッタ」を新たに編成し、区内在住の徳永二男

氏の指揮・指導のもと、「せたがやふれあいコンサート」を実施した。密度の濃い弦楽アンサン

ブルを聴かせ、聴きごたえのあるプログラムで充実した演奏となった。 

親子向けコンサートとして毎年好評の「夏休みファミリーコンサート」では、せたがやジュニ

アオーケストラの今年の初披露演奏のほか、世田谷の作曲家、故山本直純作曲「ものまねコンチェ

ルト 動物の四季」で、音楽に乗った江戸家猫八氏の動物のものまねが子どもたちを喜ばせた。

現代詩を歌うグループ「DiVa」の出演により新しい童謡を提案した「童謡コンサート」は、公募

による子ども合唱メンバーとの共演が好評であった。 

池辺晋一郎音楽監督が招く多彩なゲストとのトークや生演奏で構成する「異分野とのコラボ

レーション企画」では、柳家小三治氏を迎えての軽妙なトークの掛け合いやＮＨＫ交響楽団の精

鋭によるオールモーツァルト・プログラムが、中高年を中心とした満場の聴衆を沸かせた。 

室内楽では、ピアノとチェンバロという 2 種類の鍵盤楽器に焦点を当てた「せたがやの演奏家

シリーズ」を実施し、計 3 公演での初めてのセット券販売に手ごたえを得たほか、サクソフォン

四重奏による同日昼・夜 2 公演を実施し、特に初めて実施した昼の「未就学児入場可」としたコ

ンサートは、早い時期にチケットが完売した。 

(財)地域創造の「公共ホール音楽活性化事業」の助成を受けて実施した、地域交流プログラム

を組み合わせたコンサート「大石将紀サクソフォンリサイタル」は、映像やエレクトロニクスを

交えた現代音楽に特化した公演で、実験的な試みであった。前売開始当初は苦戦したものの、最

終的にはかなり集客率を上げることができた。 

そのほか、世田谷文学館の「和田誠展『書物と映画』」関連企画として、和田誠氏による文学

や映画に登場するジャズの解説を交えたコンサート『文学とジャズ』を開催し、好評を得た。今

後に繋がる他事業部との連携のきっかけとなった。 
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公１－３「文化芸術の啓発、体験、支援などの教育普及活動」 

夏休みファミリーコンサート終演後の舞台上で楽器に触れる「楽器体験ワークショップ」、小

学校低学年対象に空き缶などを使った空想楽器を製作・演奏して音楽の楽しさを体験する「ロバ

の音楽座ワークショップ」、小学校高学年対象に即興演奏を体験するワークショップ「サウンド・

ペインティング」を実施した。また、親子を対象としたワークショップ＆コンサートでは、音楽

作品の構造を粘土で形作りながら体感する「モーツァルトを大解剖★ねんどでアナリーゼ」が好

評で、音楽ワークショップの多様な可能性が明らかになった。 

「せたがやジュニアオーケストラ」の活動は 2 年目を迎え、金聖響氏の指揮による「ファミリー

コンサート」や定期演奏会をはじめ、京都で開催された国民文化祭での「ジュニアオーケストラ

の祭典」に東京都の推薦を受けて出演し、初々しいながらも達者な演奏で拍手喝采を受けた。ま

た、砧小学校の吹奏楽指導を複数回実施し、給田小学校・三宿小学校・花見堂小学校でのアウト

リーチ活動として、絵画や言葉を使って想像力を引き出す音楽ワークショップなどを行った。 

公１－４「文化芸術活動の発表の機会の提供」 

「アマチュアスペシャルライブ」は「童謡」をテーマとして出演者を公募、13 組の音楽愛好家

がそれぞれに工夫をこらして演奏発表した。「第 2 回世田谷区芸術アワード“飛翔”」音楽部門受

賞者発表公演は、キャロットタワーの 26 階ロビーを会場とし、「sound furniture Presents『世

界』」というテーマでサウンドインスタレーションを実施した。 

公１－５「地域交流のための文化芸術活動」 

まちかどコンサートは、三茶パティオなどで実施したほか、初めての試みとして、せたがやジュ

ニアオーケストラの現役と卒団メンバーによる弦楽アンサンブルで世田谷区役所でのロビーコン

サートを行い、小さな音楽家たちの力演に多くの拍手が寄せられた。 

 

≪世田谷美術館≫ 

世田谷美術館本館は、7 月 1 日から 24 年 3 月 30 日まで休館した。工事休館の影響を最小限に

留めるため、休館前の 6 月までに事業の実施時期を前倒しし、7 月以降は、全国の美術館との連

携、区内各施設、他の財団施設を活用するなどして事業展開を行った。また、分館 3 館を効果的

に活用し、本館の収蔵品の展示、中学校の鑑賞教室、数々の講座やワークショップを実施した。 

公１－１「文化芸術の振興に資する展覧会、公演等の企画・実施および調査研究」 

22 年度末よりスタートした開館 25 周年記念「生誕 100 年特別展 白洲正子 神と仏、自然への

祈り」は、東日本大震災直後の開催となった。来館者には大変好評だったが、計画停電などの影

響を受け、入場者数は 67,501 人に留まった。また、所蔵作品 43 点で構成した「アンリ・ルソー

と素朴な画家たち」展を（財）地域創造の依頼を受けて企画し、小樽市立小樽美術館を始めとす

る全国 4 会場を巡回した。各会場でのボランティアによる出張ワークショップは、大変好評で各

館の良い刺激となった。北大路魯山人作品の展覧会も、平塚市美術館と宮城県美術館の 2 館で開

催する予定であったが、宮城県美術館では東日本大震災の影響で中止となった。世田谷文学館と

の共同企画では、両館の学芸員 4 名の綿密な調査研究による「都市から郊外へ ―1930 年代の東

京」を世田谷文学館にて開催し、図録、展示内容ともに来館者の高い評価を得た。そのほか、収

蔵品についての調査研究を中心とした紀要を発行、8 名の学芸員が執筆し、収蔵品などの研究成

果を一般利用に供せる形で発信した。 

本館の収蔵品の活用としては、4 月から 6 月までイタリア美術の収蔵品による「イタリアの部
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屋でみる夢」を開催したほか、分館でも、本館の収蔵品を展示する新しい試みを行った。 

公１－３「文化芸術の啓発、体験、支援などの教育普及活動」 

「ワークショップ・講座」では、区内各施設（地域共生の家、総合運動場、旧小坂邸など）や

世田谷文学館を使ったワークショップや講座、パフォーマンスを行った。「美術大学」は休講と

し、かねてより希望の多かった卒業生対象の講座を、試みに実施した。「子どもと学校プログラ

ム」では、小学 4 年生の美術鑑賞教室を 5 月、6 月のミュージアム・コレクション展に集中させ、

インターン生による出張授業は休館中に行い、25 校の希望に対応した。中学生の美術鑑賞教室は、

分館も対象とし、分館のＰＲとしても有効であった。ミュージアム・セッションについては、女

子美術大学と共催し、青少年スポーツセンターを会場として実施した。 

アートライブラリーは、休館を利用し、配架の変更や蔵書のデータベース化の推進を行った。 

公１－４「文化芸術活動の発表の機会の提供」 

区民絵画展は受付、審査、保管、発表といった場所の確保が困難だったため休止したが、区民

写真展は受付、審査などを年度内に行い、展示を 24 年度休館開け直後の区民ギャラリーで実施

した。 

公１－５「地域交流のための文化芸術事業」 

パフォーマンスは、休館前は本館で、休館中は区内施設を利用して実施し、館外を会場とした

実施など、今後の新たな展開にも繋げられる可能性を見出した。プロムナードコンサートは、計

画どおり休館前に 1 回実施した。さくら祭は、リオープンを記念して 3 月 31 日、4 月 1 日の日程

で実施し、リオープンを大いに盛り上げた。 

公１－６「文化芸術の活性化を図るための情報提供」 

休館中はホームページにより、館外で行う教育普及事業や分館事業などの情報を発信するとと

もに、ブログで様々な情報を身近な視点からきめ細かく発信した。リオープンに向けてポスター、

チラシを作成するなど積極的な情報提供を行った。 

 

≪世田谷文学館≫ 

公１－１「文化芸術の振興に資する展覧会、公演等の企画・実施及び調査研究」 

 区民・利用者の多様な要望に応えるため、子どもや家族で楽しむことのできる展覧会、新しい

切り口、手法にチャレンジする展覧会、あらためて文学の魅力を紹介する展覧会、文学、美術、

映画、写真などジャンルを横断する展覧会を、年間企画展プログラムの中でバランスに配慮して

実施した。 

春は「世界中で愛されるリンドグレーンの絵本」展を開催し、子どもの豊かな感性を讃え続け

た『長くつ下のピッピ』で知られる児童文学者、リンドグレーンの世界を紹介した。夏の「和田

誠展 書物と映画」は、イラストレーション界を牽引し、第一線で活躍する和田誠の広範な仕事

の中から文学と映画にかかわる仕事に着目し、井上ひさし、丸谷才一、谷川俊太郎、村上春樹の

4 氏との仕事を大きく取り上げた。秋の「生誕 125 年 萩原朔太郎展」では、口語自由詩を確立

し、『月に吠える』などの詩集に結実した豊饒な想像力と想像性の源に音楽、写真、デザインな

ど多彩なジャンルから迫る展覧会を開催した。第 31 回「世田谷の書展」は、区内在住の著名書

家により「世田谷ゆかりの作家たち」をテーマに開催した。冬の企画展「都市から郊外へ－ 

1930 年代の東京」は、世田谷美術館との共同企画で両館の収蔵品を活用しつつ開催した。「世田

谷区」が誕生した 1930 年代に焦点を当て、関東大震災以降の東京の郊外化のプロセスを、世田
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谷を中心に、８つの芸術・文化ジャンルから多面的に紹介した。 

常設展は、第一期「文学に描かれた世田谷 100 年の物語」、第二期「映画を支えるデザインの

仕事」、第三期「特集 萩原葉子」を企画展と連動させながら実施した。 

調査研究の成果は、『文芸せたがや』31 号所収の「文学作品の中の世田谷」や「世田谷文学館

ニュース」（年 3 回）の収蔵品紹介欄で発表した。 

「ジャンルを超えた取り組み」では、「萩原朔太郎展」に関連して、フィールドワーク、身体

表現ワークショップ、トーク＆ライブの３つのイベントで構成する「朔太郎からひろがる風景の

裏側」を北沢タウンホールほかで開催した。 

公１－３「文化芸術の啓発、体験、支援などの教育普及活動」 

 子どもを対象とした「せたがや子ども文学館」、一般区民を対象とした「講演会等事業」、市民

活動の支援事業や世田谷区教育委員会との「共催事業」、「ライブラリーの運営」などを実施した。 

 「せたがや子ども文学館」では、ことばにまつわるプログラムを体験する連続ワークショップ

「ことのははくぶつかん」、屋外でのワークショップ「子ども文学さんぽ」を通年で開催した。

世界の名作児童文学の写真パネルを出張展示するアウトリーチ事業「移動文学館」は、今年度も

区内小中学校延べ 16 校で開催した。文化庁の助成事業として、出張展示とワークショップを芦

花小学校、粕谷区民センター、烏山北小学校で実施した。 

夏休み恒例の子どもから大人への推薦図書を紹介する「ジュニア堂書店」では、区内の小中学

生から、東日本大震災の被災地の子どもたちに読んでほしい本を募集し、「届けよう！本にこめ

たみんなの思い」と題し、仙台文学館、いわき市立草野心平文学館でも展示を行った。図書は、

出版社 23 社から 618 冊の寄贈を受けた。 

 区民を対象とした「講演会等事業」では、菅野昭正館長のプロデュースによる連続講座「村上

春樹の読みかた」、第 9 回大藪春彦記念ミステリー講演会、国際交流プログラム、「和田誠展 書

物と映画」での音楽事業部との共催事業など企画展関連イベントを開催した。 

「活動支援・共催事業」では、図書館との共催による学校おはなしボランティア養成講座、区

施設の生涯学習講座への講師派遣などを実施した。その他、学芸員実習、職場体験受入など人材

育成プログラムにも取り組んだ。 

公１－４「文化芸術活動の発表の機会の提供」 

 区民の創作活動を支援する「世田谷文学賞」は、「詩、短歌、俳句、川柳」の 4 部門で実施し、

344 人から応募があった。「第 2 回世田谷区芸術アワード“飛翔”」を受賞した十佐間つくお氏の

書下ろしを含む小説作品集『余裕の暮らし』（三省堂書店）を発行し、文芸誌編集部などへ広報

した。 

公１－５「地域交流のための文化芸術事業」 

 世田谷の街の魅力を再発見する世田谷バスツアーでは 2 コースを担当し、世田谷アートフリマ

の出前編として「世田谷アートフリマｉｎ文学館」を、生活工房とともに実施した。 

公１－６「文化芸術の活性化を図るための情報提供」 

 ホームページや印刷物のほか、マスコミなどへの情報提供を通じて、通年で館の事業を広く区

民・利用者に発信した。文学館の事業活動を広く周知するため、館長対談が好評の「文学館ニュー

ス」を年 3 回発行した。 
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２．事業実績　（１）世田谷文化生活情報センター　生活工房　 

電気自動車の歴史と可能性、私たちの生活とのかかわりについ
て紹介し、エネルギーの未来について考察した。中学生ＥＶ組
み立て教室の成果である電気自動車本体も展示し、来場者向け
のデモンストレーションも実施した。（17日間）

（23年3月20日)
～4月5日

無料 1,404 2,200
ワークショップ
ルーム、生活工
房ギャラリー

【関連企画】「マイクロＥＶ『ジャメ・コンタント号』の仕組みを探ろ
う！」
会場で展示した「ジャメ・コンタント号」の分解と組立作業を2日間
に分けて実演した。
①分解編　②組立編

①4月2日
②4月3日

無料
① 50
② 52

各20
ワークショップ
ルーム、生活工
房ギャラリー

椅子や皿にとどまらず、収納性・機能性を重視した多くの製品が
身のまわりに溢れているなか、「重ねる」行為からデザインを検証
した。（27日間）

6月16日
～7月12日

無料 3,500 3,300
ワークショップ
ルーム、生活工
房ギャラリー

【関連企画】トークイベント「DESIGN＿素材と身体から」 6月25日 500 68 80 セミナールーム

【関連企画】トークセミナー「未来のプロダクトデザインを考える」 7月2日 500 37 80 セミナールーム

【関連企画】キッズデザインワークショップ「『心を重ねる・想いを
重ねる』つながるコトをデザインしよう」

7月10日 1,000 16 20
ワークショップ
ルーム

快適な眠りを得るために、自分自身に合った眠りのスタイルを見
つけられるよう、来場者が自身の眠りをデザインするヒントを得ら
れるきっかけを提供した。（16日間）

3月2日～18日 無料 4,305 3,500
ワークショップ
ルーム

【関連企画】「どうにも眠くなるカフェ」 会期中の土日 有料 591 420
ワークショップ
ルーム

【関連企画】「安眠ヨガ＋ハーブアイピローづくり」 3月4日 3,000 19 20 セミナールーム

【関連企画】「ママのためのおやすみLIVE」 3月12日 2,000 102 70
ワークショップ
ルーム

【関連企画】「睡眠文化フォーラム“SLEEP SWITCH”」 3月18日 無料 92 100 セミナールーム

グラフィックデザイナーの独創的な表現で彩られるジャケットデザ
インの魅力を“ジャケ買い”を通じて再発見する機会を提供した。
（29日間）

4月10日
～5月8日

無料 7,594 5,000
生活工房ギャラ
リー

【関連企画】トークイベント１ 4月29日 500 58 60
ワークショップ
ルーム

【関連企画】トークイベント２ 4月30日 500 82 60
ワークショップ
ルーム

当初計画数
（人）

実施場所開催月日 利用料金
（円）

実績人数
（人）

事業名 個別事業名 　実施内容

デザイン・
アートの
展示

ＥＶが約束する未来展

Stack-ing 積み、重ねる、カタ
チ

I'm so sleepy
どうにも眠くなる展覧会

ジャケ買いのビガク
誘惑するジャケットデザイン

ー
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世界を旅するイラストレーターBoojilの作品を、イラスト、漫画、
エッセイ、映像で紹介した。（24日間）

8月19日
～9月11日

無料 9,109 3,600
生活工房ギャラ
リー

【関連企画】「似てない似顔絵でコミュニケーション」 8月28日
小学生500
大人1,000

34
28

各30
ワークショップ
ルーム

【関連企画】「おかっぱちゃん旅に出る劇場版」上映会＆トーク
＆サイン会

9月4日 800 75 80 セミナールーム

世田谷に店を構える写真館8館に出品を依頼、それぞれの写真
館の紹介とともに、写真を額に入れて展示。あわせて世田谷写
真館マップも配布し、写真館での家族写真を見直す機会を提供
した。（29日間）

10月9日
～11月6日

無料 5,770 5,000
生活工房ギャラ
リー

【関連企画】フォトデコレーション・ワークショップ 11月3日 1,500 7 15
ワークショップ
ルーム

１００年あとの世田谷
100年後の世田谷の姿を、アーティストに依頼して可視化する試
み。作品から、100年後の暮らしを想像／創造するきっかけを提
供した。（24日間）

2月3日～26日 無料 4,720 4,000
生活工房ギャラ
リー

世界の伝統工芸の魅力を紹介する企画。先住民族の繊細な作
品展示。（計２回）

①「カリブ海とクナ族のモラ」
5月13日

～6月11日
無料 8,292 7,500

②「北極海とイヌイットの壁かけ」
11月12日

～12月18日
無料 7,440 7,500

伝統文化に込められた「おもてなしの心」を四季折々の季節感
にみる展示を開催した。（計２回）

①Vol.1「和紙でおりなす日本のこころ　連鶴・折形・和紙人形」
7月16日

～8月14日
無料 7,726 3,000

②Vol.2「感謝をつなぐ祝いの決まりごと　包む・結ぶ・折る」
12月23日

～24年1月29日
無料 9,489 3,000

伝統文化に込められた知恵や技術について、染色、折り紙など
をテーマのセミナーを開催した。（計２回）

①夏文様を折る「おりがみでみる和紙文化」 8月6日 1,000 53 50

②「折形にみる伝統的な表現」 12月23日 1,000 31 50

連綿と続く日本人の暮らし方を「ドキュメンタリー映像」から再発
見し、上映とトーク、ワークショップを通して、自分自身の暮らしを
創造していく知恵を学んだ。（計３回）

①vol.1「布と生活」 6月18日、19日
上映会

500～1,200
245 160 セミナールーム

デザイン・
アートの
展示

ワーク
ショップ・
講座

LIFE in FILM　ドキュメンタ
リーフィルムに探る暮らしの
地層

７つの海と手しごと展
生活工房ギャラ
リー

日本の伝統文化と歳時記
生活工房ギャラ
リー

日本の歳時記セミナー セミナールーム

事業名 個別事業名 　実施内容 開催月日 利用料金
（円）

実績人数
（人）

当初計画数
（人）

実施場所

たびたびひとり旅
Boojilが描くカラフルな世界

写真館の写真展「家族の肖
像」
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・トークイベント
　「記録者の声を聞く―姫田忠義×伊勢真一」
・ワークショップ
　「津軽こぎん刺しの美にふれる」

ﾄｰｸ
6月19日

ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ
6月25日

ﾄｰｸ300
ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ4,500

ﾄｰｸ 37
ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ

26
各 25

セミナールー
ム、日本民藝
館、北沢地区会
館

②vol.2「木と生きる」 9月17日、18日
上映会

500～1,200
132 160 セミナールーム

・トークイベント
　「木の文化をみつめる―姫田忠義×木村治兵衛」
・ワークショップ
　「木にふれる―ヒノキの皿と箸づくり」

ﾄｰｸ
9月18日

ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ
9月19日

ﾄｰｸ300
ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ4,500

ﾄｰｸ 31
ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ

23
各 25

セミナールー
ム、ワークショッ
プルーム

③vol.3「紙にこめる」 2月18日、19日
上映会

500～1,200
155 160 セミナールーム

・トークイベント
　「日本の暮らしと紙―澤幡正範×下中菜穂」
・ワークショップ
　「紙に神がおりてくる。日本の白い切り紙をつくる」

2月25日
ﾄｰｸ300

ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ3,000

ﾄｰｸ 33
ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ

27
各 20

セミナールー
ム、太子堂八幡
神社

「繊維」という身近な素材の研究開発の現場にみる「私たちのこ
れからの生活」と「求められるテクノロジー」の関係について体感
的に考察するセミナーシリーズ。

①衣 Fashion「身体化するファイバー」 5月28日
一般1,000
学生800

63 50

②医療 Medical「再生する皮膚と心の布」 7月23日
一般1,000
学生800

61 50

③食 Food「生命をつなぐ繊維」 10月1日
一般1,000
学生800

56 50

④移動 Transport「人が移動するためのファイバー」 1月28日
一般1,000
学生800

60 50

⑤住 Architecture「人と空間を包む繊維」 2月18日
一般1,000
学生800

54 50

デザインで読む「本」と「電子
書籍」

「本」と「電子書籍」におけるデザインのあり方をセミナーを通して
考察。デザインの視点から両者を読み解き、先端技術やデバイ
スに触れながら、今後の本との関わり方を考える機会となった。

9月11日 1,000 73 50 セミナールーム

知の航海
文化、環境、デザインを総合的に捉え、暮らし方や生き方を探求
するセミナーシリーズ。23年度は特別編として「東日本大震災の
記録」としてスライドショーを行った。

3月15日 無料 72 50 セミナールーム

朗読講座
朗読を通して豊かなことばの世界を体感し、表現力の向上を図
り、日常生活を豊かにすることを目的とする講座。3月に受講者
による発表会を開催。（ＮＨＫ放送研修センターとの提携）

通年
一般20,000

ｱｰﾂｶｰﾄﾞ会員
18,000

209 160 セミナールーム

生命（いのち）をつつむ未来
繊維

セミナールー
ム、ワークショッ
プルーム

事業名 個別事業名 　実施内容
当初計画数

（人）
実施場所開催月日 利用料金

（円）
実績人数

（人）

LIFE in FILM　ドキュメンタ
リーフィルムに探る暮らしの
地層

ワーク
ショップ・
講座
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ＩＴエンターテインメントセミ
ナー

デジタルカメラやビデオなどの最新機器を、暮らしの中でもっと
活用し楽しむための講座を実施した。（ソニーカスタマーサービ
ス㈱との提携）
・「カメラをもって世田谷散歩～新緑のまちと駒沢給水塔」

6月5日 5,000 10 20
セミナールーム
ほか

環境と生活デザイン
[区受託]

「電気自動車でご飯を炊こう！　電気自動車が問いかけるエネル
ギーの未来」
電気自動車のルーツといわれる「ジャメ・コンタント」へのオマー
ジュとして制作したマイクロＥＶ（4輪の電気自動車）組立ての実
演とトークを通して、これからのエネルギーについて考察するデ
モンストレーションを実施した。

12月3日 無料 72 200
北沢タウンホー
ル

体験型のワークショップを通して、デザインやアート、環境への探
究心や創造性を育む企画。アニメーション（映像デザイン）、プロ
ダクトデザイン、ファッションデザイン、音をデザインするＤＪ体験
（地元企業との連携）、分解ワークショップ（先端技術を覗いてみ
る）を開催。

①「手から知る、うつわとやさい」 7月24日 1,000 21 20

②「おてがる・おきがる・コマ撮りアニメーション」 8月13日、14日 1,000 45 40

③「ＤＪ体験教室 SETAGAYA★MIX」 10月29日、30日 6,000 9 9

④「分解ワークショップ　家電製品の仕組みを探ろう！」 11月12日、13日 1,000 64 64

⑤「14歳のワンピース」
12月3日、4日、10

日、11日
4,000 9 14

おはなしいっぱい
幼児から大人まで楽しめる、朗読、素話、パネルシアターなど、
区内３０団体によるお話会。（3日間）

8月17日～19日 無料 1,439 900
ワークショップ
ルーム

中学生ＥＶフォーミュラーカー
教室

自動車の専門家、企業のエンジニア等を講師に迎え、電気自動
車の仕組みを学習しながら、地球環境・エネルギー問題を体験
的に学習した。

5月29日、6月19
日、7月28日、11月

3日（特別編）
3,500 32 30

都立総合工科
高等学校ほか

中学生ハイブリッドカー組立
て教室　［区受託］

自動車の専門家、企業のエンジニア等を講師に迎え、ハイブリッ
ドカーの仕組みを学習しながら、地球環境・エネルギー問題を体
験的に学習する。中学生課外講座「才能の芽を育てる体験学
習」として実施。

7月10日・17日・28
日（特別編）・11月3

日（特別編）
無料 22 20

都立総合工科
高等学校ほか

こども体験ワークショップ
ワークショップ
ルームほか、区
内各所

実施場所　実施内容 開催月日 利用料金
（円）

実績人数
（人）

当初計画数
（人）

ワーク
ショップ・
講座

事業名 個別事業名

青少年課
外講座

ー
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区民創作ギャラリー企画
（カフェくりっく展示）

「カフェ」に似合う作品（写真、イラスト、クラフト等）を公募し、年
間12企画の展示を行った。

通年12企画
展示参加料

10,000
86,400 72,000

ギャラリーカフェ
くりっく

第2回世田谷区芸術アワード“飛翔”生活デザイン部門受賞者の
創作活動の成果発表を開催。地域の小学校、高齢者施設等で
行ったワークショップの成果を作家作品とあわせて展覧会として
発表した。

ワークショップ
ルームほか

①地域と関わるワークショップ（１） 5月20日、21日 無料 12 30 芦花翠風亭

②地域と関わるワークショップ（２） 6月23日 無料 54 50
区立三軒茶屋
小学校

③地域と関わるワークショップ（３）「ダンボールサファリで『恐竜の
子ども』をつくろう！」

8月6日、7日 1,000 19 20
キャロットタワー
プラザ広場

④受賞発表展示「玉田多紀　作品/活動発表展　創造するダン
ボール」（3日間）

10月14日～16日 無料 708 300
ワークショップ
ルーム

生活工房ウエブサイトの運営
生活工房プログラムのスケジュール、詳細、募集、関連ブログな
どを掲載し、情報を発信した。

通年 ― ― ― ―

生活工房「イベントガイド」
（事業季刊紙）の発行

生活工房プログラムの四半期毎のスケジュール、事業内容を紹
介する冊子を発行した。

年4回 ― 10,000部 10.000部 ―

生活工房「アニュアルレポー
ト」の発行

年間のプログラムを記録した報告書。実施概要の他に講座の内
容、展示の写真、出演者やデザイナーのコメントなどを掲載し、
生活工房の活動を一層わかりやすく紹介する冊子を発行した。

年1回 ― 1,500部 1,000部 ―

生活工房モニター制度の実
施

アンケート調査より踏み込んだ内容で来場、参加した方々の中
から参加した動機、参加後の暮らし方の変化などを調査。区民
のニーズを把握し、事業展開の一助とする。
①LIFE in FILM Vol.2
②分解ワークショップ
③I'm so sleepy どうにも眠くなる展覧会

通年 ― ― ― ―

地球環境や貧困の問題など、世界で起きている現状を知り、異
文化への理解を深めた。写真誌「DAYS JAPAN」とともに「写真
展」と「講演・報告会」を開催した。（14日間）

12月3日～16日 無料 1,180 2,500
ワークショップ
ルームほか

【関連企画】トークイベント
「私たちが世界の未来にできること～ジャーナリストの視点から」

12月10日 1,000 52 60 セミナールーム

【関連企画】ＮＧＯ活動報告シンポジウム
「私たちが世界の未来にできること～世界の現実と解決の取り組
み」

12月11日 500 32 60 セミナールーム

DAYS JAPAN 写真展
「地球の上に生きる2011
私たちが世界の未来にできる
こと」

区民の表
現の場の
提供

世田谷区芸術アワード
“飛翔”受賞者発表展示
[区受託］

生活工房
広報

事業名 個別事業名 　実施内容 開催月日 利用料金
（円）

実績人数
（人）

当初計画数
（人）

実施場所

国際交
流・異文
化理解の
推進
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①「国際交流inせたがや2012」
区民団体が国内の大使館員はじめ在住の外国人と交流し日本
文化、参加諸外国の文化を紹介し合う交流事業を実施した。（参
加22カ国）

2月25日 1,000 274 250
ワークショップ
ルーム、セミ
ナールーム

②国際社会に学ぶ海外訪問研修
区民団体が諸外国を訪問し、現地の人々との交流を通じて国際
理解を深める。
訪問先：トルコ　◇建築文化の視察や関係施設等への訪問によ
り、生活文化をより深く学習した。

（訪問研修）
10/11～19
(7泊8日）

渡航費
230,000

12 20
トルコ　イスタン
ブール、アンカ
ラほか

祖師谷国際交流会館の留学生と留学生の日本での暮らしをサ
ポートする区民団体とのプロジェクト。日本で何を学び、何を感じ
ているのか研究発表の展示とプレゼンテーションの機会をもち、
市民との交流をはかった。料理教室も開催し、それぞれの地域
の代表的な家庭料理を学び、味わう機会となった。

9月14日
～10月5日

無料 3,562 2,500
生活工房ギャラ
リー

【関連企画】「留学生の国の家庭料理をつくろう～ウズベキスタン
編」

9月29日 1,000 18 20
ワークショップ
ルーム

【関連企画】留学生による研究発表＆交流会 10月1日、2日 無料 80 84
ワークショップ
ルーム

身近な食材である「麺」から、食のルーツや人の交流を知り、時と
場所を超える世界の食文化に触れる機会を提供した。

①講演「麺の源流をたどる」 11月18日 500 61 50

②ワークショップ「切る・もむ・のばす　麺づくり」
・水引餅と六宝猫耳麺
・策餅と撥魚

11月19日
11月20日

3,000
21
20

各20

世界の伝統工芸の魅力をトークやワークショップを通じて体験し
探究した。

①「カリブ海とクナ族のモラ」
・講演会
　「クナの島々を訪ねて-そのときに出合ったモラたち」
・講演会「クナの暮らしとモラのモチーフ」
・１日体験ワークショップ
　「モラのミニタペストリーを作る」（10回）

講演
5月14日・28日

ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ
5月17日、24日、

25日、27日、31日、
6月2日、3日、5日、

7日、8日

講演
500

ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ
2,000

講演
90、91

ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ
延べ180

講演
各70

ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ
各20

事業名

姉妹都市・区民国際交流事
業

留学生研究発表会
「JAPONDER 8」

食の文化史　世界を旅する
麺之路

７つの海と手しごと展

国際交
流・異文
化理解の
推進

個別事業名 実施場所

ワークショップ
ルームほか

　実施内容 開催月日 利用料金
（円）

実績人数
（人）

当初計画数
（人）

ワークショップ
ルーム

ー
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国際交
流・異文
化理解の
推進

７つの海と手しごと展

②「北極海とイヌイットの壁かけ」
・イヌイットの服試着会
・トーク＆サイン会「イヌイットの壁かけに出合って」
・上映会＆ミニワークショップ
　「イヌイット暮らしと遊び」
・講演会
　「イヌイット服飾今昔物語-材料、技術、精神の世界」

試着会
11月12日、19日
ﾄｰｸ＆ｻｲﾝ会

11月13日
上映会＆ﾐﾆﾜｰｸ
ｼｮｯﾌﾟ12月4日

講演会12月17日

試着会、ﾄｰｸ＆
ｻｲﾝ会は無料
上映会＆ﾐﾆﾜｰ

ｸｼｮｯﾌﾟ800
講演会500

ﾄｰｸほか
137

上映会＆ﾐﾆﾜｰ
ｸｼｮｯﾌﾟ

34

ﾄｰｸ＆ｻｲﾝ会
50

上映会＆ﾐﾆ
ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ

40
講演会

50

ワークショップ
ルームほか

市民活動団体支援事業

ＮＰＯ等市民団体活性化のためのセミナーの開催および市民活
動相談事業を実施した。また、世田谷市民活動支援会議の一員
として中間支援組織ネットワークに参加し、活動した。
①「市民活動のためのファンドレイジングセミナー　ＮＰＯ法改正
と新寄付税制の活用法を学ぶ」
②市民活動相談
③世田谷市民活動支援会議
・「せたがや市民活動交流会」

①2月23日
②通年

③12月4日

①1,000
②無料
③無料

①54
②29件
③33

①60
②48件
③60

市民活動支援
コーナー、セミ
ナールーム、北
沢タウンホール
他

世田谷アートフリマ　春・秋

街の賑わい作りとして、区内のアーティストやクラフト作家の創作
活動の発表の場としてアートフリーマーケットを開催。区民との交
流、創意工夫に富んだ作品を楽しむ機会を①春vol.15、②秋
vol.16の２回提供した。参加グループ（個人）はそれぞれ80組。

①4月23日、24日
②9月24日、25日

無料
①4,000
②6,000

①6,000
②6,000

ワークショップ
ルーム、セミ
ナールームほか

「せたがや市民活動Genki
ネット」の運営

市民活動団体の活動情報や、区・財団等の支援事業を紹介す
るウエブサイトの管理、運営。

通年 ―

市民活動支援コーナーの運
営

区内を中心に活動する各種団体の活動場所等の提供と市民活
動の活性化を図るための事業。コーナーの運営は市民活動団
体に委託。また、「パオフェスタ」を開催し、利用者間の交流、新
規開拓に努めた。

通年
23,239

ﾊﾟｵﾌｪｽﾀ2,784
15,000

市民活動支援
コーナー

世田谷芸術百華アートフリマ
出前編
［区受託］

世田谷文化生活情報センターで開催している「世田谷アートフリ
マ」などを出前編として館外で実施した。

11月3日 無料 500 500 世田谷文学館

市民活動
支援

事業名 個別事業名 　実施内容 開催月日 利用料金
（円）

実績人数
（人）

当初計画数
（人）

実施場所
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　　事業実績　（２）世田谷文化生活情報センター　世田谷パブリックシアター　

モリー・スウィーニー

谷賢一　翻訳・演出
日本で上演される機会の少ない海外の秀作戯曲を、新訳で、
若手演出家によって上演する聞企画。アイルランドを代表する
国民的作家ブライアン・フリールが1995年に書いた『モリー・ス
ウィーニー』を、22年度の『日本語を読む』の演出でも注目され
た若手演出家の谷賢一の翻訳・演出で、上演を行った。

6月10日～19日
（12回）

5,000～2,500 2,383 2,400 シアタートラム

同時代演劇の創造シリーズ
「往転」

桑原裕子脚本　青木豪演出
若手の劇作家・演出家を起用して、同時代の社会環境や人間
関係を鋭く描いた現代作品を創作し上演した。平成２３年度（第
６６回）文化庁芸術祭演劇部門新人賞受賞。

11月6日～20日
(16回）

5,000～2,500 3,052 3,100 シアタートラム

サド侯爵夫人

三島由紀夫作　野村萬斎演出
秀麗な文体で綴られた三島由紀夫戯曲の代表作を、日本語の
響きの美しさを知る狂言師でもある野村萬斎が、“言葉による緊
縛”に主眼を置いて演出した。６人の存在感際立つ女優陣も話
題に。

3月6日～20日
（15回）
大阪

3月24日（3回）

7,500～3,750
8,571

大阪 2,694
7,800

パブリックシア
ター

現代能楽集Ⅵ
「奇ﾂ怪　其ノ弐」

前川知大　構成・脚本・演出
能楽の現代化シリーズの新機軸として、能と現代演劇の融合を
めざす「現代能楽集」は、芸術監督野村萬斎が企画、監修する
シリーズ企画。今回は気鋭の劇作・演出家前川知大が本シリー
ズに初登場。人間の情念、呪を軸に、狂言の滑稽さを巧みに織
り交ぜた新作を上演。世田谷の他、新潟りゅーとぴあ、北九州
芸術劇場、兵庫県立芸術文化センターで上演し好評を博した。
第１９回読売演劇大賞優秀作品賞受賞。

8月19日～9月1日
（14回）
新潟

9月6日（1回）
北九州

9月10、11日（2回）
兵庫

9月17、18日（2回）

6,500～2,250

7,229
新潟 812

北九州 1,260
兵庫 1,440

7,000
パブリックシア
ター

狂言劇場 その七

野村萬斎芸術監督企画の「その七」。舞台芸術としての狂言を
追求・発信するとともに、古典芸能を身近に親しむ機会を提供し
た。第七弾となる今回のテーマには、狂言の根幹を成す“舞”と
“語り”を取り上げ、ＡとＢ二つのプログラムを上演。Ａプロ「舞」で
は『MANSAIボレロ』、Ｂプロ「語り」では『悟浄出世』が話題を呼
んだ。

12月1日～8日
（7回）

7,000～2,500 3,623 3,400
パブリックシア
ター

ＭＡＮＳＡＩ◎解体新書その
拾九『語り～語り物の系譜（リ
テラチュール　オラル）

野村萬斎芸術監督自ら、能、狂言などの伝統演劇が持っている
技、精神、構造などを、実演・シンポジウム・ワークショップを通じ
て解き明かし、観客とそれを分かち合う。今回は今井検校勉を
ゲストに招き「語り」の本質に迫った。

12月9日
（1回）

4,000～2,000 452 700
パブリックシア
ター

当初計画数
（人）

実施場所利用料金
（円）

実績人数
（人）

事業名 個別事業名 　実施内容 開催月日

国内演劇
創作事業
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日本語を読む～ドラマ・リー
ディング形式による上演

近・現代に日本語で書かれた複数の作家作品をドラマ・リーディ
ング形式で上演する。若手演出家を起用し、優れた日本語のテ
キストと正面から取り組む機会を提供し、次世代の演出家の発
掘と育成を図るとともに、日本語の持つ美しさや表現力につい
て探求した。今回の上演作品は、『ザ・シェルター』作・北村想、
演出・大澤遊　『家、世の果ての……』作・如月小春、演出・北川
大輔　『夜の子供』作・生田萬、演出・吉田小夏の三作品。

5月4日～8日
（6回）

1,000～500 1,062 1,100 シアタートラム

お話の森
ジャンルを問わず、年齢も問わず、お話を楽しんでもらおうという
企画。音や光や映像を交えた読み手が趣好をこらした演出で、
お話を読み聞かせする。　まつもと市民芸術館でも実施。

7月9日～10日（3回）
松本　7月24日（1回）

2,000～500
660

松本 244
651 シアタートラム

ドラマ・リーディング

オリジナルの新作戯曲や国内で未紹介の海外戯曲など、今後
取り上げ上演する可能性や方向性を探るために、ドラマ・リー
ディング形式で上演や試演会などを行う。今回は、新しい劇作
品を生み出すための実験場「劇作家の作業場」として、劇作家・
川村毅の新作『４(ﾌｫｰ)』の初稿の一部を、公開リーディングとし
て上演した。尚、完成台本『４(ﾌｫｰ)』は2012年11月に上演予
定。

11月21日
（1回）

500 199 200 トラム

東日本復興支援リーディング
「いのちを詠う」

構成：林浩平　演出：森新太郎
東日本復興支援として急遽立ち上げた企画。芸術監督野村萬
斎をはじめとして、多数の俳優や詩人の参加により、現代詩の
リーディングを行った。この会を通して、劇場に集う意義を再確
認し、未曾有の困難に立ち向かう被災地の数多の人々に、再生
のエールを送る夕べとした。公演収益は被災地への義援金とし
た。
出演：平幹二朗　仲村トオル　浦井健治　今井朋彦　南果歩　竹
下景子　平田俊子　高橋順子　ほか

5月21日
（1回）

3,000
（但し公演収

益は東日本復
興支援のため
の義援金とし

た）

606 500
パブリックシア
ター

こどもの
劇場

こどもの劇場2012
狼たちの午後

近藤良平　構成・振付
2010年3月に初演され、好評を得たコンドルズによる「狼たちの
午後」を、内容もバージョンアップして再演。再演にあたり子ども
を対象としたダンス・ワークショップも充実させ、まつもと市民芸
術館、びわ湖ホール、兵庫県立芸術文化ホールでも上演し、地
方の子ども達への展開も積極的に行った。

3月23日〜27日
（5回）

静岡3月9日（1回）
松本3月11日（1回）
滋賀3月18日(1回）
兵庫3月20日（1回）

4,500～1,500

2,998
静岡 936
松本 288
滋賀 643
兵庫 800

2,800
パブリックシア
ター

伝統芸能
企画

爆笑寄席●てやん亭　2012
スペシャル

実力、評価、将来性などを備えた、落語、漫才、講談等の寄席
芸能をプログラムを企画し上演した。今回は『三遊亭小遊三と楽
しい仲間たち』『飛翔！飛躍する六代目柳家小さん』と題して2
プログラムを上演した。

2月7日、8日
（2回）

3,500～1,750 379 400
パブリックシア
ター

利用料金
（円）

実績人数
（人）

当初計画数
（人）

実施場所事業名 個別事業名 　実施内容 開催月日

国内演劇
創作事業
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ダンス公
演

ダンス提携公演

今後の活躍が期待される若手カンパニーや、国内外で注目を
集める実力ある振付家の公演を通じて、現代舞踊の素晴らしさ
を紹介した。
・平山素子ソロプロジェクト
  『After the lunar eclipse/月食のあと』リ・クリエイション
・東京ELECTROCK STAIRS『届けて、かいぶつくん』
・Nibroll『THIS IS WEATHER NEWS』
・トヨタコレオグラフィアワード2010受賞者公演
　プロジェクト大山『ｷｬｯﾁ ﾏｲ ﾋﾞｰﾑ』
・SPAC－静岡県舞台芸術センター『タカセの夢』
・遊覧型ぱふぉーまんす!!クリウィムバアニー新作公演
  『がムだムどムどム』
・（金魚）鈴木ユキオ 「揮発性身体論『「EVANESCERE」/「密か
な儀式の目撃者」』
・珍しいキノコ舞踊団新作公演『ホントの時間』
・山田うん『季節のない街』

通年
（9公演42回）

5,000～1,000 6,987 7,150
パブリックシア
ター／シア
タートラム

日野皓正presents “Jazz for
Kids”
「日野皓正Live」「Dream Jazz
Bamd 7th Annual Concert」

日野皓正によるジャスの魅力たっぷりの本格ライヴ（13日）とプロ
のジャズミュージシャンによる長期間のワークショップを受けた世
田谷区内中学生と日野皓正ら一流ミュージシャンよるジョイント
コンサート（14日）を実施した。

8月13日、14日
（2回）

4,000～2,000 1,002 1,000
パブリックシア
ター

邦楽コンサート
「獅子虎傳阿吽堂　VOL.6」

野村萬斎芸術監督企画により、能楽・歌舞伎囃子方の競演と工
夫を凝らしたプログラムで邦楽の世界を多面的にお楽しみいた
だく邦楽コンサートシリーズ。今回は野村萬斎も出演し、歌舞伎
俳優の市川染五郎を迎え『二人三番叟』をそれぞれが躍り、狂
言と歌舞伎の異ジャンルの交流をこころみた。

11月27日
（1回）

7,000～2,500 567 600
パブリックシア
ター

音楽提携公演

区民に芸術性に優れた音楽の鑑賞機会を提供し世田谷区の文
化振興を図るため、優れた音楽グループ等と提携して音楽コン
サートを実施する。
・古謝美佐子「沖縄のこころのうた～日々是好日～」
・「沖縄 八重山の唄者 大島保克 島唄会 2011 桜月」
・「奄美フェスティバル2011」
・上々颱風シアターLIVE！2011～空想音楽旅行～
・古武道忘年会「師走の協奏曲（コンチェルト）VOL.3
・演奏活動40周年記念　林英哲コンサート2012
  「五輪具―あしたのために―」
・オペラシアターこんにゃく座40周年記念公演
  第４弾山本清多追悼公演オペラ『金色夜叉』

通年
（7公演15回）

7,000～2,000 6,414
6100

（7公演）
パブリックシア
ター

音楽企画

利用料金
（円）

実績人数
（人）

当初計画数
（人）

実施場所事業名 個別事業名 　実施内容 開催月日
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提携公演 提携公演

優れた作品の上演実績がある劇団・グループなどが制作する公
演を提携し舞台補助、広告宣伝協力等を行った。
・シスカンパニー『ベッジ・パードン』
・地人会新社 朗読劇
  『この子たちの夏　1945・ヒロシマ　ナガサキ』
・石井光三オフィス『オーデュポンの祈り』
・ＴＳミュージカルファンデーション『眠れぬ雪獅子』
・ＮＰＯ法人魁文舎『砂の駅』日韓共同制作
・北九州芸術劇場『江戸の青空』
・青年座交流プロジェクト『欲望という名の電車』
・日韓友好TOKYOドラマフェスタVOL.3
・イキウメ『散歩する侵略者』
・阿佐ヶ谷スパイダースpresents『荒野に立つ』
・ＳＡＣドリームステージ『明日へのエナジーⅡ』
・地点上演実験『トラディシオン/トライゾン』
・演劇集団円『ウエアハウス　-circle-』
・ＫＡＫＵＴＡ『ひとよ』
・シスカンパニー公演『その妹』
・演劇実験室◎万有引力『奴婢訓』
・モダンスイマーズ『ロマンサー～夜明峠編～』

通年
（17公演258回）

9,500～
1,000

96,580 89,800
パブリックシア
ター／シア
タートラム

地域の物語

主に区民を対象とした参加者たちが、世田谷を歩き、取材をし、
演劇やダンスづくりを楽しみながら、「1960年代の世田谷」を
テーマに自分たちの住む地域について考えるワークショップな
らびに作品創造を実施した。また、以下の3つのコースに分かれ
て創り上げた作品は最終日の3月25日にシアタートラムにて一
般の方々の前で上演した。
･１（いち）からコース　（16日間＋発表／コース）
・１９６４消えた○△□（まるさんかくしかく）　（13日間＋発表／
コース）
・カラダの未来　（11日間＋発表／コース）

11/26～3/25
(3コース）

5,000〜無料 245 90
稽古場・シア
タートラム

高齢者施設訪問公演

世田谷区内の高齢者施設で上演するための、オリジナルの劇
作品をつくり、各ホームで上演した（＠ ホーム公演）。今年度の
演目は『チャチャチャのチャーリー～あるいは、恋をした人形の
物語』。

5月10日～20日
（12回）

1公演につき1
万円（有料10
回、無料2回）

750 750
区内高齢者
施設他

考えるワークショップ

地域コミュニティの課題などをテーマに掲げ、様々な切り口から
共に考えるワークショップを行った。
・『仕事』を考えるワークショップ～社会が必要としていることにお
金が払われないのはなぜだろう～（2日間／コース）
・『食』を考えるワークショップ（3日間／コース）
・『小さなライフライン』を考えるワークショップ（2日間／コース）

6/25、26
9/6、13、20
12/16、24
（3コース）

1,500〜1,000 153 120
稽古場、ワー
クショップ
ルーム

利用料金
（円）

事業名 個別事業名 　実施内容 開催月日 実績人数
（人）

当初計画数
（人）

実施場所

コミュニ
ティプロ
グラム
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ダンスワークショップ

ダンサー・振付家などを招き、身体活動を基本とした参加型創
造活動を体験するワークショップを実施した。
・カラダと旅するワークショップ（3回／コース）
・コンテンポラリーダンスでカラダワークショップ（2回）

7月13日、30日
10月6、20、27日
（2回＋1コース）

1,500～500 43 170 稽古場

狂言ワークショップ
狂言の“型”を通じて、表現することを楽しみ、学ぶワークショッ
プ。小学生や中学生、また親子を対象に実施した。

3/9
（1回）

無料 24 20 稽古場

劇場体験＆ツアー

演劇の持つ様々な手法に触れながら、参加者同士がコミュニ
ケーションをとることや、体を動かすことの面白さや意義を体験
できる「一日劇場体験」と、普段は客席から見ることの出来ない、
劇場の裏側をめぐる「劇場ツアー」を行った。
「一日劇場体験　デイ・イン・ザ・シアター」（12回）
「劇場ツアー」（5回）
・「イキウメ『散歩する侵略者』」シアタートラム
・『モリー・スウィーニー』シアタートラム
・現代能楽集Ⅵ 『奇ッ怪　其ノ弐』世田谷パブリックシアター
・『往転―オウテン』シアタートラム
・『狂言劇場　その七』世田谷パブリックシアター

4/5～3/12
(17回）

500 276 400

稽古場、パブ
リックシア
ター、シア
タートラム

土曜劇場プレイ・パーク

毎週土曜日に、演劇やダンスなど劇場で行われる事業に関連
する体験型事業を実施した。
・すがぽん流パントマイム初歩の初歩（4回）
・地域の安全ワークショップ（4回）
・はじめての狂言（4回）
・魅惑わくわくインド舞踊（4回）
・パペットつくってあそぼう作戦！（4回）
・安全ワークショップ（4回）
・あ～、らくだ。らくだ体操だからだ！（4回）
・はじめての落語（4回）
・おどるるるわーくしょっぷ！（4回）
・パントマイムの世界（4回）
・みんなで演劇してみよう！（4回）
・きょうの気分で音楽つくろ！（4回）
・探検！フィジカルシアター（4回）
・コンテンポラリーダンスってなんだろう！？（4回）
・ラップに挑戦！言葉で遊ぼう（4回）
・日本の伝統芸を体験！（4回）

4/2～3/24
(全48回）

500 708 720
稽古場、ワー
クショップ
ルーム

個別事業名 実績人数
（人）

当初計画数
（人）

コミュニ
ティプロ
グラム

事業名 実施場所　実施内容 開催月日 利用料金
（円）
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＠スクール事業・学校での演
劇ワークショップ

ワークショップ進行役が授業時間を活用して行う演劇の手法を
使ったワークショップを中心に、学校での演劇支援や参加型公
演を実施した。
・学校での演劇ワークショップ（23校　126回）
・参加体験型学校公演(10校　22回）
・中学校演劇部支援（6校　137回）
・先生のための演劇ワークショップ（3回）

4/6～3/13 無料～15,000 10,985 11,000
稽古場、各学
校

子どもワークショップ

夏休み・冬休み期間などを中心に、子どもたちを対象とした、演
劇やダンスの手法を活用したワークショップを実施した。
・中高生と高校生のための演劇ワークショップ(3コース）
・中高生と高校生のためのダンスワークショップ（2コース）
・小学生のための演劇ワークショップ（5コース）
・小学生のためのダンスワークショップ（1コース）
・中学生のための演劇ワークショップ（１コース）

7/21～4/1
 (全12コース）

500～3,500 213 430
稽古場、ワー
クショップ
ルーム

古典芸能鑑賞教室　［区受
託］

世田谷区立小学校の6年生全員を対象に、狂言の上演とワーク
ショップからなる鑑賞教室を実施した。

6/9～30
（全13回）

無料 5,297 5,500 各区民会館

中学生課外講座 才能の芽
を育てる体験学習　ドリーム
ジャズバンド・ワークショップ
［区受託］

世田谷区の公立中学生を対象に、プロのミュージシャンの指導
による、音楽ワークショップを実施した。

4月～8月
（30回）

無料 50 50 区内施設

教科日本語ワークショップ
［区受託］

世田谷区立小学校の担任の先生方に対し、１～２年生の「日本
語」に関する演劇ワークショップの指導方法を研修するワーク
ショップを実施した。

8/19、20、23
(全3回）

無料 91 80 各学校

レクチャー・研究会

優れた舞台芸術を生み出すための創造基盤の整備に向け、舞
台芸術に関心のある一般の方から、専門家の方々まで異なる層
の方たちを対象に、さまざまな角度からテーマを設定し調査や
研究・講座等を行った。
「演劇研究ゼミ」
　・表現の系譜～つくり手は何を選択したか（6回）
　・ブレヒトの教育演劇を読む―いまその舞台化は可能か？（5
日間／コース）
　・現代アメリカ戯曲を読む（3回）
「舞台芸術のクリティック」
　・理論編　舞台を読む（8日間／コース）
　・合評編　批評を書く（5回）
「世田谷アーティストトーク」松井周、広田淳一（2回）

5/13～3/31
(2コース＋13回）

無料～6,000 251 275
ワークショップ
ルーム、セミ
ナールーム

進行役ワークショップ
学校やコミュニティを対象としたワークショップの進行を、共に鍛
練しあい、人材の開発・育成につなげる。目的を同じくする、各
地の団体や演劇人とも成果を広く共有する場を設けていく。

稽古場ほか
23年度は若手の進行役の人材育成・実践を事業の主テーマとしたた
め、「中学校演劇部支援」の事業に組み込み実施した。

子どもと
学校プロ
グラム

調査研究
プログラ
ム

当初計画数
（人）

実施場所事業名 個別事業名 　実施内容 開催月日 利用料金
（円）

実績人数
（人）
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演出家によるワークショップ

現役の演出家、劇作家、俳優らとともに、将来の舞台作品につ
ながるような、新しい演劇づくりの可能性を探るワークショップを
行った。今回は二企画。
①前川知大「ワークインプログレス2012」演出家・小川絵梨子、
俳優と作業
②本谷有希子「小説を戯曲化する試み」自身の小説をもとに俳
優と作業

①3月6日～14日
②3月15日～21日

― 50 50 稽古場

提携ワークショップ

国際舞台芸術ミーティングin横浜2012実行員会と共同主催し、
ラウンドテーブル「東日本大震災から約１年、これからも必要とさ
れるアートのちから」を実施した。いわき、仙台で活動する文化
施設や団体がこの1年で行ってきたことと、世田谷パブリックシア
ターがこれまで実践してきた地域コミュニティでの取り組みの話
題を中心に、アートの持つ力をどう活用することが必要なのか検
討した。

2/18
（1回）

無料 52 30
ヨコハマ創造
都市センター
YCC３F

人材育成
プログラ
ム

人材育成事業

次世代の専門家（演劇ワークショップ進行役、公共劇場で働くス
タッフ、舞台俳優）の育成・支援を目指した事業を行った。また、
劇場をサポートする観客創造を目指した「世田谷パブリックシア
ターレクチャープログラム」と大学生と対象にした約2週間に亘る
学芸事業を中心とした3コースのインターンシップを実施した。
「SPT演劇ワークショップラボ」
　・演劇ワークショップ　イントロダクション
   （2日間／1コース）
　・コミュニティーにおける演劇の実践（3回）
　・ワークショップの手法（3日間／1コース）
　・文献から演劇ワークショップを考える
   （3日間／1コース）
　・SPTワークショップカフェ（4回）
　・フォーラムシアターを試みる（5日間／1コース）
「若手劇場制作者ミーティング」（10日間／1コース）
「ヘアメーク講座の2日間」（2日間／1コース）
「世田谷パブリックシアターレクチャープログラム」
　・公共劇場の運営（4日間／1コース＋1回）
　・公共空間と劇場のポリティックス／対話編
  （その３）（3回）
　・プロデューサーの仕事（3日間／1コース）
　・ドキュメンタリー演劇とは何か―その実践と方法を巡って（2
回）
　・歴史／表現／地域からみるサーカス文化（3回）
　・ダンスパフォーマンスの現在（2日間／1コース）
「大学生インターンシップ」（約14日間／3コース）

6/15～3/5
（12コース＋16回）

無料～
3,000

497 685

セミナールー
ム、ワーク
ショップルー
ム、楽屋

「主催事業への大学生インターンシップ」（対象事業：「Jazz for
kids」「現代能楽集Ⅵ　奇ﾂ怪　其の弐」「サド侯爵夫人」

8月～3月 無料 3 3 ―

調査研究
プログラ
ム

開催月日 利用料金
（円）

実績人数
（人）

当初計画数
（人）

実施場所事業名 個別事業名 　実施内容
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人材育成
プログラ
ム

提携講座
国際演劇評論家協会日本センター（AICT)と提携し、公開
フォーラム「震災後の演劇を語る」等を実施した。

5/8、1/22
（2回）

無料～500 51 45
セミナールー
ム

舞台技術者養成講座
舞台技術者養成のための、実習講座（安全技術･音響･照明講
座、デザインのワークショップ(夏のみ)）、公開講座を年２期に分
け実施した。

8月17日、
3月15日～20日

3,500～2,500 124 280 稽古場ほか

舞台技術支援
劇場使用者等に対して、設備等の使用講習会の実施や、プラ
ン・オペレートや機材等の支援を行った。

通年 ― ― ―

パブリックシア
ター／シア
タートラムほ
か

フリーステージ

劇場開場記念プログラムとしてはじまって以来、今回で15回目
を迎えた企画。クラシックバレエ、ジャズ・モダンダンス、フラダン
ス、洋楽など区内のアマチュア団体の発表機会を提供し、地域
の文化芸術活動の活性化を図った。

4月29日、
5月3、5日

無料 2,250 3,450
パブリックシア
ター／シア
タートラム

ネクストジェネレーション

若手カンパニーに上演機会を提供し、若手演出家・作家・カン
パニーの発掘・育成を図った。→　上演団体・作品名：①演劇ユ
ニットてがみ座『乱歩の恋文』　また本年度は、第2回世田谷区
芸術アワード飛翔を受賞した団体と公募し選考された団体が上
演した。→　上演団体・作品名：②世田谷シルク『渡り鳥の信号
待ち』

①1月19日～22日
（6回）

②1月26日～29日
（6回）

2,500～1,250 2,284 1,800 シアタートラム

世田谷区芸術アワード飛翔
受賞者発表公演　［区受託］

第2回世田谷区芸術アワード飛翔演劇部門の受賞団体が、「ネ
クスト・ジェネレーションvol.4」の枠内でシアタートラムで上演す
るにあたり、技術面や広報宣伝を始めとする制作面での協力を
行った。→　上演団体・作品名：世田谷シルク『渡り鳥の信号待
ち』

1月 ― ― ― シアタートラム

世田谷アートタウン2011
三茶de大道芸

今年で15回目を迎えた。三軒茶屋の活性化と地域文化向上を
図るため、地元商店街や町会等との実行委員会方式により実施
する。三軒茶屋の街を舞台に、商店街の各所、劇場で大道芸
のパフォーマンスなどを行った。（世田谷文化生活情報センター
全体事業）

10月15日、16日 ― 175,000 170,000

パブリックシア
ター、三軒茶
屋駅周辺商
店街ほか

世田谷芸術百華
世田谷アートタウン出前編
［区受託］

世田谷区内の商店街や地域の施設に、大道芸のパフォーマン
スを出前で実施した。今回は、10月8日（土）経堂駅南口広場、
10月10日（月祝）尾山台駅周辺商店街の2会場で展開した。

10月8日、10日 ― 2,000 2,000

経堂駅南口
広場
尾山台駅周
辺商店街

劇場広報
ホームページや印刷物のほか、マスコミ等の媒体への情報提供
を通じて、劇場の活動や事業予定・内容等について広く区民等
へ発信した。

通年 ― ― ― ―

劇場雑誌「ＳＰＴ」の発行

主催公演の「サド侯爵夫人」を中心に「演劇のグラフィズム」を特
集する劇場のための理論誌①「SPT Vol.8」、ならびに劇場が実
施してきた教育普及活動として、中町小学校の学習発表会を紹
介する出版物②「SPT Educational vol.6」を発行した。

３月 無料～1,000
①1,300部
②1,000部

― ―

舞台技術
者人材育
成プログ
ラム

区民の表
現の場の
提供

事業名 個別事業名 　実施内容 開催月日 利用料金
（円）

実績人数
（人）

当初計画数
（人）

実施場所

劇場広報

地域活性
のための
文化芸術
事業
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劇場広報
劇場アニュアルレポートの発
行

広く劇場情報を提供していくため、年間の活動をまとめ、劇場の
活動内容を記録した。

通年 ― ― ― ―

テンペスト

海外招聘公演（演劇）
舞台上の魔術師の異名をとるフランス演劇界の巨匠、ジョル
ジュ・ラヴォーダンが演出する、「テンペスト」と「夏の夜の夢」を
融合させた新感覚舞台を招聘し、上演する。

パブリックシア
ター

ジョセフ・ナジ振付・演出『カ
ラス』

海外招聘公演（舞踊）
2010年のアヴィニョン演劇祭のエンディングを飾ったジョセフ・ナ
ジの最新作。「遊＊ASOBU」でも音楽を担当した伝説のジャズ・
ミュージシャン、アコシュ・セレベニを迎え、ダンス、音楽、美術
が融合した先鋭的舞台を招聘し、上演した。
世田谷の他、愛知芸術文化センター、伊丹市立演劇ホールＡ
Ｉ・ＨＡLL、金沢21世紀美術館、富士見市文化会館キラリ☆ふじ
みでも上演した。

2月15日～17日
（3回）

愛知2月21、22日
（2回）

伊丹2月25、26日
（2回）、

金沢3月3，4日
（2回）、

富士見3月9、10日
（2回）

4,300～2,150

1,106
愛知 298
伊丹 290
金沢 168

富士見 228

1,200
パブリックシア
ター

海外招
聘・国際
共同制作

東日本大震災の影響を鑑みた仏国側カンパニーの判断により、公演
が中止となった。

事業名 個別事業名 　実施内容 開催月日 利用料金
（円）

実績人数
（人）

当初計画数
（人）

実施場所
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　　事業実績　（３）世田谷文化生活情報センター　音楽事業部　

せたがやふれあいコンサート
「ドラマティック・ストリングス」

クラシック音楽になじみのない人も楽しめるよう池辺晋一郎音楽
監督自身が進行役となり、分かりやすいトークと共に提供する演
奏会。世田谷ゆかりの演奏家で構成された「せたがやシンフォニ
エッタ」弦楽アンサンブルを区内在住で日本屈指のヴァイオリン
奏者徳永二男の弾き振りを交えて実施した。

10月30日 2,000～4,000 459 500
世田谷区民会
館

せたがやファミリーコンサート

親子で楽しむクラシックコンサート。第１部はせたがやジュニア
オーケストラの今年度初披露演奏、第２部は江戸家猫八氏の動
物ものまねを交えて、世田谷の作曲家、故山本直純作曲による
「動物の四季」を弦楽アンサンブルが演奏した。

8月10日 500～2,000 918 800
世田谷区民会
館

せたがや童謡コンサート
「DiVAとこどもたち、童謡をう
たう」

「童謡」をテーマとした企画で、今回は谷川俊太郎をはじめ現代
詩をうたうグループ「DiVa」の歌と演奏により、谷川賢作やいずみ
たくなどの歌を新しい「童謡」として紹介。公募による子ども合唱
メンバーも共演した。

10月9日 1,500～3,000 72 250 烏山区民会館

せたがや名曲コンサート
「ベートーヴェン交響曲第9番
ニ短調『合唱付』」

世田谷フィルハーモニー管弦楽団と世田谷区民合唱団によるク
ラシックコンサート。今年は「第九」他をソリストと共に演奏した。

1月22日 1,500～2,500 1,554 1,500
昭和女子大学
人見記念講堂

くらしっく音楽三昧
世田谷フィルハーモニー管弦楽団、世田谷区民合唱団、世田
谷区民吹奏楽団が一堂に会する演奏会。団体ごとの演奏と合同
演奏の２部構成で実施した。

6月19日 500 710 800
世田谷区民会
館

異分野とのコラボレーション
企画
「落語と音楽～小三治師匠と
モーツァルトの素敵な関
係？！」

池辺音楽監督が招く多彩なゲストとのトークや生演奏で構成する
演奏会。今回は柳家小三治氏を迎え、Ｎ響の精鋭によるオール
モーツァルトのプログラムで実施した。

3月20日 1,500～3,500 255 250
北沢タウンホー
ル

①三舩優子ピアノリサイタル
区内在住のピアニスト三舩優子のリサイタルをリスト生誕１００年
にふさわしい曲目を取り入れて実施した。

7月2日 2,800～3,000 241 297 成城ホール

②曽根麻矢子チェンバロリサイタル　２回公演
区内在住のチェンバロ奏者曽根麻矢子のリサイタルを１日目は
レクチャーを交えて、２日目はゲストにオーボエ奏者の広田智之
を迎え実施した。
①と②は「鍵盤楽器の美神(ミューズ)たち」と題し、セット券販売も
実施した。

9月16日～17日 2,800～3,000 374 594 成城ホール

音楽愛好
者向け演
奏会

室内楽演奏会

当初計画数
（人）

実施場所

気軽に楽
しめる演
奏会

事業名 個別事業名 　実施内容 開催月日 利用料金
（円）

実績人数
（人）
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③カルテット・スピリタスサクソフォン四重奏（親子・イブニング）
クラシックからジャズまで変幻自在な演奏が好評なカルテット・ス
ピリタスの公演を昼は０歳から入場できる親子コンサートを、夜は
エンターテイメント性の高い大人向けのコンサートを実施した。

2月4日
(昼)1,000

(夜)2,800～
3,000

318 250 成城ホール

④大石将紀サクソフォンリサイタル
(財)地域創造の「公共ホール音楽活性化事業」の助成を受け、
地域交流アクティビティと組み合わせたコンサートを実施した。出
演はサクソフォン奏者の大石将紀。現代音楽に特化した内容の
公演を開催した。

3月2日 500～1,500 213 100 成城ホール

多様な音
楽ジャン
ルの演奏
会

せたがやMusicコレクション
「和田誠展「書物と映画」関
連企画『文学とジャズ』」

クラシック以外のジャンルによる演奏会。世田谷文学館企画展
「和田誠展『書物と映画』」の関連音楽企画として、和田誠氏ゆか
りの演奏者により、映画や芝居に関連した曲目を集めたジャズコ
ンサートを開催した。

8月20日 2,000 169 180
世田谷文学館
サロン

①わくわく楽器体験ひろば
夏休みファミリーコンサート終演後に舞台上で演奏会に使用した
楽器に触れ、演奏する、という企画を実施した。

8月10日 ― 100 80
世田谷区民会
館

②ロバの音楽座ワークショップ「音とあそぼう」
小学校１～３年生を対象に、空き缶や瓶の王冠を使った空想楽
器を製作しそれらを演奏しながら音楽の楽しさを体験してもらう
ワークショップを実施した。

8月12日
1,000

（材料費別途）
20 30 船橋公文書庫

③サウンド・ペインティング
小学４～６年生を対象に「サウンド・ペインティング」という即興演
奏のスタイルに則り、リコーダーや打楽器等を使用し、こどもたち
が即興演奏を体験するワークショップを実施した。

8月24日 1,000 4 20 船橋公文書庫

④田村緑の＜親子でワークショップ＆レクチャー＞モーツァルト
を大解剖★ねんどでアナリーゼ（ミニコンサートあり）
モーツァルトのピアノ・ソナタを題材に、音楽作品の構造を粘土
で形作りながらアナリーゼ(曲の分析)をするワークショップ＆コン
サートを実施した。コンサートのみの参加者も受付けた。

11月19日
ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ1組

3,000
ｺﾝｻｰﾄのみ500

89 130 成城ホール

せたがやジュニアオーケスト
ラ

世田谷の未来を担う青少年に専門的な音楽技術はもとより、音
楽を通じた情操教育を行うことを目的に「せたがやジュニアオー
ケストラ」を２２年度に発足。12月開催の定期演奏会を始めとした
各種演奏会にむけた運営を行った。

通年
年間36,000
（実費別途）

90 90
船橋公文書庫
山野小学校　他

せたがやジュニアオーケスト
ラ定期演奏会

「せたがやジュニアオーケストラ」の練習の成果の発表の場として
指揮に金聖響氏を迎えた定期演奏会を実施した。

12月18日 1,000 987 1,000
世田谷区民会
館

　実施内容 開催月日 利用料金
（円）

青少年育
成

ワーク
ショップ・
講座

音楽ワークショップ

事業名 個別事業名

音楽愛好
者向け演
奏会

室内楽演奏会

実績人数
（人）

当初計画数
（人）

実施場所
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青少年育
成

国民文化祭「ジュニアオーケ
ストラの祭典」出演

1986年に始まった、全国から演劇、吹奏楽、美術作品などを発
表する文化の祭典の第26回大会「音楽のまちづくり・全国交流プ
ロジェクト『ジュニアオーケストラの祭典』」へ東京都の推薦を受
け、初の区外演奏を行った。

11月6日 ― ― ―
京都コンサート
ホール

音楽鑑賞教室の支援
区立小・中学校及びその授業と連携し、各学校の音楽部活動等
への講師派遣等の支援を行った。今年度は砧小学校の吹奏楽
部指導を複数回実施した。

11月30日、12月14
日、2月18日、3月3

日
― 180 400 砧小学校

地域交流アクティビティ
(財)地域創造の「公共ホール音楽活性化事業」の助成を受け、コ
ンサートと組み合わせた地域交流アクティビティをサクソフォン奏
者の大石将紀により実施した。（３校６クラス）

2月28日～3月1日 ― 184 184
給田小学校、花
見堂小学校、三
宿小学校

せたがや童謡コンサート
「アマチュア・スペシャルライ
ブ」

音楽を楽しむ区民が参加し、発表する場を提供する演奏会。演
奏者は公募により選出。今年度は「童謡コンサート」と共同開催と
し、「童謡」をテーマとして出演者を公募。１３組の音楽愛好家が
演奏した。

10月9日 ― 160 200 烏山区民会館

世田谷区民音楽団体の支援
［区受託］

世田谷フィルハーモニー管弦楽団、世田谷区民合唱団、世田
谷区民吹奏楽団の活動支援を行う。

通年 ― ― ― ―

世田谷区芸術アワード飛翔
受賞者発表公演「sound
furniture Presents『世界』」
［区受託］

第2回世田谷区芸術アワード飛翔音楽部門の受賞者である
「sound furniture」の企画公演を実施した。

11月11日・12日 ― 490 500

キャロットタワー
26階展望ロ
ビー、レストラン
スカイキャロット

①まちかどシリーズvol.25　こどもの日のまちかどコンサート
オカリナ奏者、善久（Zenkyu）とギター、パーカッションのアンサ
ンブル演奏を行った。（３回）

5月5日 ― 450 600
①②三茶パティ
オ
③松竹駐車場

②まちかどシリーズvol.26　成城アフタヌーンコンサート
世田谷芸術アワード受賞公演の宣伝も兼ね、受賞者である
「sound furniture」代表藤枝伸介氏のジャズトリオによる演奏を
行った。（２回）

9月23日 ― 430 300 成城コルティ

③まちかどシリーズVol.27　カルテット・スピリタスまちかどコン
サート
室内楽演奏会の宣伝も兼ね、サクソフォン四重奏カルテット・スピ
リタスの演奏を行った。（３回）

10月22日 ― 650 450

玉川髙島屋Ｓ・
Ｃ①南館6階ホ
ワイトモール②
③本館1階グラ
ンパティオ

④まちかどシリーズvol.28　深まる秋のまちかどコンサート
地域イベント（イルミネーション点灯式）の一環として、東京トロン
ボーンオーケストラによるトロンボーン六重奏の演奏を行った。
（１回）

11月19日 ― 100 150
烏山区民セン
ター前広場

地域活性
のための
文化芸術
事業

せたがやまちかどコンサート

実施場所　実施内容 開催月日 利用料金
（円）

実績人数
（人）

当初計画数
（人）

子どもと
学校プロ
グラム

区民の表
現の場の
提供

事業名 個別事業名
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⑤まちかどシリーズVol.29　クリスマスロビーコンサート
きりく・ハンドベルアンサンブルによるクリスマスシーズンにふさわ
しいハンドベルコンサートを行った。（２回）

12月20日 ― 250 300
キャロットタワー
26階展望ロビー

⑥せたがやジュニアオーケストラの現役と卒団メンバーによる弦
楽アンサンブルで、世田谷区役所のロビーコンサートを行った。 3月21日 ― 150 100

世田谷区役所
第一庁舎1階ロ
ビー

音楽事業
部広報

音楽事業部広報
ホームページや印刷物のほか、マスコミ等の媒体への情報提供
を通じて、事業予定・内容等について広く区民等へ発信した。

通年 ― ― ― ―

地域活性
のための
文化芸術
事業

せたがやまちかどコンサート

開催月日 利用料金
（円）

実績人数
（人）

当初計画数
（人）

実施場所事業名 個別事業名 　実施内容
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　　事業実績　（４）世田谷美術館　

随筆家・白洲正子の生誕100年を記念して、その著作で触れら
れた神像や仏像などの名品を集めて展覧。作品搬送中に起こっ
た東日本大震災を乗り越えて無事、開幕し、好評を博した。（３３
日間）

（23年3月19日）
～5月8日

500～1,200 67,501 75,000
世田谷美術館1
階展示室

「白洲正子展」講演会
「白洲正子の著作と展覧会の出品作」講師：高梨純次
手話通訳付き

4月23日 無料 180 150
世田谷美術館
講堂

(財）地域創造の依頼を受け、所蔵作品43点で構成した「アンリ・
ルソーと素朴な画家たち」展を小樽ほか全国4会場巡回に貸出
すとともに、ボランティアによる普及事業を含む企画全般への支
援を行った。

5月21日
～24年3月18日

500～1,000 （16,866） -

市立小樽美術
館、市川市芳澤
ガーデンギャラ
リー、笠岡市竹
喬美術館、市民
フォーラムかす
がい

魯山人展（事業計画の宮城県立美術館での開催は 東日本大震
災のため中止された）

4月23日
～6月19日

100～200 （17,918） - 平塚美術館

世田谷文学館との共同企画
展「都市から郊外へ　1930年
代東京」

世田谷美術館の休館中の収蔵品活用の一環として、世田谷文
学館と共同企画展を開催。世田谷区が誕生した1930年代に焦
点をあて、新しく生れた郊外の文化のありようを8つのジャンルか
ら検証する。（２４年度を含み５０日間）

24年2月11日
～4月8日

中学生以下無料
350～700

（5,831） 9,450 世田谷文学館

素朴派や世田谷ゆかりの作家等の調査・研究を行った 通年 - - - 世田谷美術館

向井潤吉の作品に係る調査・研究を行った 通年 - - -
向井潤吉アトリ
エ館

清川泰次の作品に係る調査・研究を行った 通年 - - -
清川泰次記念
ギャラリー

宮本三郎の作品に係る調査・研究を行った 通年 - - -
宮本三郎記念
美術館

紀要編集・発行
学芸員による調査研究成果を『紀要』として編集発行し、美術研
究に資する。

通年 - - - 世田谷美術館

ミュージアム コレクション
「保田春彦―デッサンによる人間探求―」（９日間）

（23年1月20日）
～4月10日

100～200 5,076 6,000
世田谷美術館2
階展示室

ミュージアム コレクション
「イタリアの部屋でみる夢」（６２日間）

4月20日
～6月30日

100～200 27,954 13,000
世田谷美術館2
階展示室

ミュージアム コレクション2012-Ⅰ
「白と黒の会」の仲間たち（１日間）

24年3月31日
～（6月17日）

100～200 123 100
世田谷美術館2
階展示室

実施場所

企画展事
業

生誕100年特別展　「白洲正
子　神と仏、自然への祈り」展

収蔵品の館外展覧会

事業名 個別事業名 　実施内容 開催月日 利用料金
（円）

実績人数
（人）

収蔵品展

当初計画数
（人）

調査・研
究

調査・研究

ミュージアム コレクション[指
定管理]
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街・人・出来事-向井潤吉と桑原甲子雄
（７５日間）

4月1日
～6月26日

100～200 1,650 2,700
向井潤吉アトリ
エ館

武蔵野を歩く-向井潤吉と師岡宏次
（７４日間）

7月2日
～9月25日

100～200 2,204 2,700
向井潤吉アトリ
エ館

向井潤吉と同時代の画家たち
（１４１日間）

10月2日
～24年3月20日

100～200 2,943 2,700
向井潤吉アトリ
エ館

抽象の風Ⅰ
（１５３日間）

4月1日
～9月25日

100～200 2,373 1,220
清川泰次記念
ギャラリー

抽象の風Ⅱ
（１４１日間）

10月2日
～24年3月20日

100～200 1,264 1,220
清川泰次記念
ギャラリー

アフリカの貌
（１５３日間）

4月1日
～9月25日

100～200 2,702 1,200
宮本三郎記念
美術館

荒木経惟Ⅰ　―人・街―
（８１日間）

10月2日
～24年1月9日

100～200 1,827 1,200
宮本三郎記念
美術館

荒木経惟Ⅱ　―人・街―
（５７日間）

24年1月14日
～3月20日

100～200 1,547 1,200
宮本三郎記念
美術館

作品収集[指定管理]　　　　　　　　　　　　　　　　

世田谷ゆかりの作家や美術界の重要な作家の作品を遺族や区
民等からの寄贈により収集した。美術作品の収集－購入：0点、
寄贈：840点
平成24年3月31日現在 13,779点作品を登録し保管している。

通年 - - - 世田谷美術館

①収蔵作品を良い状態で保持するため、区が所有している美術
作品の燻蒸、修復、額装など系統的な作品の整理、保管、管理
を行った。新収蔵品等の燻蒸を179点、野外彫刻のメンテナンス
を14点、額装改善を2点行い、パソコンによってデータを管理し
た。

通年 - - - 世田谷美術館

②貸出に伴う収蔵品の修復や新規収蔵品の修復、額縁新調、
マット装などを行った。貸出作品を2点、新収蔵品を25点修復し、
額縁の新調を5点行った。

通年 - - - 世田谷美術館

③収蔵作品の貸出（当年度に作品を出庫したもの）館外への作
品の貸出は、18件、389点、寄託作品の貸出　1件、作品461点、
資料35点であった。

通年 - - - 世田谷美術館

ジャンル
を超えた
取り組み

ANOTHER SIDE OF
SAKUTAROU
［区受託］

世田谷文学館と世田谷美術館との共同企画によるクロスオー
バーなイベントを通して、萩原朔太郎のジャンルを超えた表現世
界を紹介した。ワークショップ
「つまづくダンス・よろけることば」　（「誰もいない美術館で」文学
館篇）
　講師：柏木陽(演劇家・ＮＰＯ法人演劇百貨店代表）、上村なお
か（ダンサー・振付家）

11月12日、13日 無料 (19) － 世田谷文学館

向井潤吉アトリエ館収蔵品展
[指定管理]

清川泰次記念ギャラリー収蔵
品展[指定管理]

宮本三郎記念美術館収蔵品
展[指定管理]

資料収
集・管理

美術品の修復、保管・整理
[指定管理]

事業名 個別事業名
当初計画数

（人）
実施場所

収蔵品展

　実施内容 開催月日 利用料金
（円）

実績人数
（人）
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ワ－クショップ「誰もいない美術館で」

ｖol.31
「びじゅつかんの夢の演劇　10代のための入門編」

4月30日 無料 11 20
世田谷美術館
創作室、展示室

ｖol.32
「びじゅつかんの幻の映画　子ども＆大人編」

5月21日、22日
20歳未満無料
20歳以上2,000

18 20
世田谷美術館
講堂、展示室

ｖol.33
「びじゅつかんが眠る音楽　子ども＆大人編」

6月25日、26日
20歳未満無料
20歳以上2,000

17 20
世田谷美術館
講堂、展示室

100円ワークショップ
　「花鳥風月！いろえストラップ」

4月2日、9日、16日、
23日、30日、5月7日

100 179 120
世田谷美術館
創作室C

100円ワークショップ
「セタビコレクションをおいかけて」（7回）

7月2日、8月6日、13
日、20日、27日、11月
23日、24年3月17日

100 452 420

小樽市美術館、
市川芳澤ガー
デンギャラリー、
笠岡市竹喬美
術館、文化
フォーラム春日
井

100円ワークショップ
「用賀サマーフェスティバル」

8月27日 100 137 120 用賀駅前広場

100円ワークショップ
　「さくらチャリティ」

4月2日,3日 100 426 400
世田谷美館くぬ
ぎ広場

100円ワークショップ
「さくら祭」

24年3月31日 100 63 100
世田谷美館くぬ
ぎ広場

こども美術大学
岡さんのいえを舞台に映画をつくろう

8月8日、9日、12日、
15日～17日、22日、

23日、26日
無料 17 17 地域共生の家

こども美術大学　in　かみきた 9月～24年4月 3,000 16 16 地域共生の家

川場村交流ワークショップ　木霊(区民健康村共催) 10月1日、2日 8,000 18 20 区民健康村

眠るセタビの12か月の木
（11回）

5月～24年3月 無料 52 55
世田谷美術館、
総合運動場軽
運動室

実技ステップアップ講座
（7回）

4月～6月 5,000 30 60
世田谷美術館
創作室、講義
室、講堂ほか

アートガイド 11月25日～27日 2,000 29 30
奈良国立博物
館

事業名 個別事業名 　実施内容 開催月日 利用料金
（円）

実績人数
（人）

当初計画数
（人）

実施場所

ワーク
ショップ・
講座

タノシサハッケンクラス　　

創作室活動

美術大学0B対象ステップアッ
プ講座
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「月例ギャラリートーク」
担当学芸員の小テーマにそった作品解説を毎月第2土曜日14
時から展示室で行った（12回）

毎月第2土曜日 無料 82 120
宮本三郎記念
美術館展示室

宮本三郎記念美術館と地域の会共済事業　人ひろば
①vol.11「奥沢・玉川の旧い話―『自由が丘駅』は昔『九品仏駅』
だった」（講師：千野一彦）

4月17日 500 61 50
宮本三郎記念
美術館講座室

②vol.12「面白い日本の私」（講師：ロジャー・パルバース） 6月11日 500 48 50
宮本三郎記念
美術館講座室

③vol.13「私の『PATE屋』事始め～料理も建築である？～」（講
師：林のり子）

10月16日 500 53 50
宮本三郎記念
美術館講座室

④vol.14「絵の中の古楽器、そして紅茶」（講師：風間千寿子） 11月27日 500 52 50
宮本三郎記念
美術館講座室

⑤vol.15「世田谷の水の路について」（講師：宮下正雄） 24年2月26日 500 57 50
宮本三郎記念
美術館講座室

音と映像で楽しむクラシック講座
①Vol.17「ばらの騎士」

4月10日 500 40 50
宮本三郎記念
美術館講座室

②Vol.18「オテロ」 9月17日 500 35 50
宮本三郎記念
美術館講座室

③Vol.19「さまよえるオランダ人」 24年1月22日 500 49 50
宮本三郎記念
美術館講座室

音広場
①音広場　応援の輪　チャリティー・ライブ（ビリー諸川＆
HARVEST MOON、ほか）

6月26日 1,000 40 60
宮本三郎記念
美術館講座室

②音広場・夏「アフリカの音」（出演：JEBE BARA、綾田俊樹） 7月31日 1,500 49 60
宮本三郎記念
美術館講座室

③音広場・秋「川上未映子コンサート」（出演：川上未映子、荒木
経惟、ほか）

11月18日 2,000 74 60
宮本三郎記念
美術館講座室

④音広場・番外編「ニューイヤーコンサート」（出演：アコルディ弦
楽四重奏団）

24年1月14日 1,500 63 60
宮本三郎記念
美術館講座室

⑤音広場・冬「東京～前野健太の歌×荒木経惟の写真」（出演：
前野健太）

24年3月16日 2,000 52 60
宮本三郎記念
美術館講座室

ワークショップ
①夏のオープンワークショップ
「くうそうかいぼうがく」（講師：奥村雄樹）

8月10日～14日 100 96 200
宮本三郎記念
美術館講座室

②ハロウィンワークショップ
「ハロウィンのタノシミ・街のタノシミ」（講師：カワノナミ）

10月29日 500 32 30
宮本三郎記念
美術館講座室

③クリスマスワークショップ
「雪の結晶のイコンを描こう！」（講師：伊藤知宏）

12月18日 2,000 16 20
宮本三郎記念
美術館講座室

奥澤神社大祭関連企画「空を飛ぶ？大蛇」（講師：中島崇） 9月4日 1,000 15 20
宮本三郎記念
美術館講座室

事業名 個別事業名 実績人数
（人）

当初計画数
（人）

実施場所

ワーク
ショップ・
講座

　実施内容 開催月日 利用料金
（円）

分館講座室活動
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小学校(４年生)、中学校（1年生）
美術鑑賞教室の運営には世田谷美術館ボランティアが参加して
いる。

通年 －

小学生 5,602 5,602

中学生　（美術館 1,290人、向井館　796人、清川館　824人、宮
本館　480人）

3,390 3,390

川場小学校美術鑑賞教室
群馬県川場村小学校4年生を対象に出張授業と鑑賞教室賞教
室を行った。

10月12日 － 37 37 川場村

鑑賞教室特別プログラム

美術鑑賞教室で来館する小学校のうち、希望校に対して事前に
出張事業を行った。展覧会の内容や美術館に親しみみを持って
いただくことを目的に、体験学習型の授業を主体とし、啓発、普
及活動を実施した。また、当館が提供する資料に基づく教員自
身による“自前”の事前事業も行われた。(参加 41校）

通年 － 1,931 1,600 区内参加校

ミュ－ジアム・セッション2011
視覚障害者の美術鑑賞に関する海外等の先進的な実践事例を
紹介するレクチャーシリーズ。NPO法人視覚障害者芸術活動推
進委員会の企画協力により実施。

8月 無料 200 200
国立オリンピック
記念青少年総
合センター

ア－トライ
ブラリ－
の運営

ア－トライブラリ－の運営
約3,000点の美術図書、雑誌、ビデオテ－プ等を閲覧に供すると
ともに、展覧会関連コ－ナ－の設置、他の美術館等の展覧会情
報の提供、資料相談等を実施した。

通年
（休館中を除く）

－ 6,424 －
世田谷美術館
ア－トライブラリ
－室

区民写真展
区内及び川場村在住・在勤・在学者を対象に写真作品を募集
し、審査の上、入賞（79点）･入選（195点）の作品を区民ギャラリ
－で展示した。（応募数917点）

24年3月31日
～（4月8日）

－ 183 －
世田谷美術館
区民ギャラリー

世田谷区芸術アワード飛翔
受賞者発表展示[区受託]

原田吾朗展。第2回芸術アワード“飛翔”の美術部門受賞者であ
る原田吾朗の受賞記念発表展を開催。世田谷美術館が休館中
のため、ものづくり学校マルチプルスペースを会場とした。

10月29日
～11月11日

無料 364 －
世田谷ものづく
り学校マルチス
ペース

トランス／エントランス　ｖol.11「錆び」 5月14日 2,000 83 100
世田谷美術館
エントランス

パフォーマンス　INSIDE/OUT
24年1月18日

～22日
2,500 119 125 旧小坂家住宅

プロムナ－ド・コンサ－ト 岡本潤「コントラバスリサイタル　～コントラバスの響き～」 5月22日 無料 141 140
世田谷美術館
講堂

さくらチャリティ

毎年度、お花見に砧公園に来園する人などに向け、広く美術館
を知らしめることを目的に、フリーマーケット、くじ引き、ﾁｬﾘﾃｨ・ﾗ
ｲｳﾞ等を行っていたが、当該年度は大震災直後だったため、震
災のチャリティとしてフリーマーケットを行い、世田谷区を通して
被災地への募金を行った。

4月2日,3日 無料 3,898 -
世田谷美術館く
ぬぎ広場

実績人数
（人）

当初計画数
（人）

実施場所

世田谷美術館
展示室、講堂

事業名 個別事業名 　実施内容 開催月日 利用料金
（円）

パフォ－マンス

子どもと
学校プロ
グラム

鑑賞教室

地域交流
のための
文化芸術
事業

区民の表
現の場の
提供
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さくら祭
世田谷美術館のリオープン記念及び広く美術館を知らしめること
を目的に、お花見に砧公園に来園する人などに向け、、フリー
マーケット、くじ引き、チャリティ・ライヴ等を実施した。

24年3月31日
～（4月1日）

無料 418 400
世田谷美術館く
ぬぎ広場

①下北沢一番街商店会
フラッグアートの制作を実施し、フラッグアート制作のワークショッ
プを行った。制作されたフラッグアートは、下北沢一番街商店会
が設置する街灯に展示された。

8月～9月 無料 200 -
下北沢一番街
商店会

②南自由が丘商店会
商店会のさまざまなイヴェントなどで活用する、キャラクター作成
を行った。基本形のキャラクターを作成し、これをもとに各季節、
さまざまなイヴェントに対応するヴァリエーション（10種類）を作成
した。

8月～9月 無料 - -
南自由が丘商
店会

美術館広報
館の案内や事業予定及び事業内容等について、ホームペー
ジ、印刷物等による情報提供を行った。過去のアナログ記録の
整備を行った。

通年 - - - 世田谷美術館

美術館だより・年報の発行
美術館だよりを友の会と作成し、美術館の活動を知らしめた。ま
た前年度の館全体の事業を報告する年報を作成した。

通年 - - - 世田谷美術館

　実施内容 開催月日 利用料金
（円）

実績人数
（人）

当初計画数
（人）

実施場所

世田谷芸術百華　商店街と
アート[区受託]

美術館
広報

地域交流
のための
文化芸術
事業

事業名 個別事業名
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　　事業実績　（５）世田谷文学館　

アストリッド・リンドグレーンの著作から「長くつ下のピッピ」や「や
かまし村の子どもたち」の原画を展示。子どもの豊かな感性を讃
えつづけたリンドグレーンの世界を紹介した。(６２日間）

4月16日
～6月26日

中学生以下無料
300～600

7,703 9,450 世田谷文学館

企画展関連事業
講演会「リンドグレーン作品の魅力について」
　　講師：石井登志子（翻訳家）

5月4日 500 59 150
世田谷文学館
文学サロン

６０年代より日本のイラストレーション界を牽引し、今も第一線で
活躍する和田誠。広範な仕事の中から文学と映画にかかわる仕
事に着目し、軽妙洒脱な作品世界を紹介した。（５０日間）

7月30日
～9月25日

250～700 7,255 11,250 世田谷文学館

企画展関連事業　①映画「怖がる人々」上映会＆トークイベント
出演：安西水丸(イラストレーター）×和田誠

8月13日 1,000 164 150

企画展関連事業　②コンサート「文学とジャズ」
出演：佐山雅弘(ピアノ）、井上陽介(ベース）、道下和彦（ギ
ター）、島田歌穂(ヴォーカル）、和田誠

8月20日 2,000 (169) 150

企画展関連事業　③トークショー
出演：清水ミチコ(タレント）×三谷幸喜（脚本家）×和田誠

9月24日 1,000 196 150

日本近代詩を変革した萩原朔太郎。音楽・写真・デザインなど多
彩なジャンルにわたる彼の表現をみながら、『月に吠える』等の
詩集に結実したその豊饒な想像力と創造性の源に迫った。（５０
日間）

10月8日
～12月4日

250～700 6,172 11,250 世田谷文学館

企画展関連事業　①記念対談「朔太郎に触れる」
出演：松浦寿輝(詩人・小説家・仏文学者）×朝吹亮二(詩人・仏
文学者）

10月8日 1,000 189 100

企画展関連事業　②記念鼎談「映像の詩人・朔太郎」
出演：萩原朔美(映像作家・エッセイスト）×鈴木志郎康（詩人・
映像作家）×倉石信乃（詩人・写真批評）

10月30日 1,000 80 150

企画展関連事業　③マンドリン＆ギターコンサート
出演：高柳未来（マンドリン奏者）×鈴木大介（ギタリスト）ほか

11月26日 無料 247 150

企画展関連事業　④朗読会「朔太郎を読む」
出演：声を楽しむ朗読会

11月27日 無料 128 300

企画展関連事業　⑤吉増剛造トーク＆上映会
　　出演：吉増剛造（詩人）

12月3日 無料 31 50
世田谷文学館
講義室

当初計画数
（人）

実施場所

「世界中で愛されるリンドグ
レーンの絵本」

「和田誠展　書物と映画」

「生誕125年　萩原朔太郎展」

事業名 個別事業名 　実施内容 開催月日 利用料金
（円）

実績人数
（人）

企画展事
業

世田谷文学館
文学サロン

世田谷文学館
文学サロン
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区内在住書家による所属会派を超えた作品展を開催した。
(１４日間）

24年1月14日
～1月29日

無料 1,202 1,400

書展鑑賞講座(３回）
講師：泉原壽巌（日展会員）、後藤俊秋（毎日書道展審査会
員）、池亀壽泉（読売書法会理事）

24年1月20日
～22日

無料 186 150

財団内連携事業として、両館の所蔵品を活用しつつ、「世田谷
区」が誕生した1930年代に焦点を当て、東京や世田谷を舞台に
展開した多分野の芸術活動を紹介した。（２４年度を含み５０日
間）

24年2月11日
～（4月8日）

中学生以下無
料

350～700
5,831 9,450 世田谷文学館

企画展関連事業　記念講演会「変転する都市・東京の生活文化
―1930年代から現在へ」
　　講師：松山巖（評論家・作家）

2月25日 500 84 150
世田谷文学館
文学サロン

調査・研
究

調査・研究
文学館活動の基盤となる世田谷ゆかりの作家・ゆかりの作品の
調査・研究を行った。

通年 ― ― ― 世田谷文学館

文学館と世田谷美術館との共同企画によるクロスオーバーなイ
ベントを通して、萩原朔太郎のジャンルを超えた表現世界を紹
介した。

世田谷文学館
ほか

①フィールドワーク「夢の地図―下北沢」
　講師：吉増剛造（詩人）

10月22日 500 31 20 下北沢駅周辺

②ワークショップ「つまづくダンス・よろけることば」　（「誰もいない
美術館で」文学館篇）
　講師：柏木陽(演劇家・ＮＰＯ法人演劇百貨店代表）、上村なお
か（ダンサー・振付家）

11月12日･13日 無料 19 20 世田谷文学館

③トーク＆ライブ「ロックの国の朔太郎」
　出演：町田康(作家・詩人)×林浩平（詩人・日本文学研究）×
文月悠洸(詩人）×鳥居万由実（詩人）×柴田友理（詩人）

11月20日 1,000 231 250
北沢タウンホー
ル

常設展
常設展
文学に描かれた世田谷100
年の物語　［指定管理］

文学館常設展示室で、世田谷を舞台にした文学作品の関連資
料と、ゆかりの文学者の資料を展示し、区民に広く文学に親しむ
機会を提供した。テーマを決めて定期的に展示替えを行い、ゆ
かり作家と館蔵資料を幅広く紹介した。
①「成瀬巳喜男特集」（22年度より継続）
　4月1日～10日（9日間）
②「第1期 文学に描かれた世田谷100年の物語」
  4月16日～6月26日（62日間）
③「第2期　映画を支えるデザインの仕事」
  7月6日～9月25日（71日間）
④「第3期　特集　萩原葉子」
  10月8日～24年1月29日（85日間）

通年 100～200 18,378 20,000 世田谷文学館

個別事業名 　実施内容 開催月日 実績人数
（人）

当初計画数
（人）

実施場所

世田谷文学館
文学サロン

企画展事
業

事業名

「第３１回世田谷の書展」

「都市から郊外へ―1930年
代の東京」

利用料金
（円）

ジャンル
を超えた
取り組み

ANOTHER SIDE OF
SAKUTAROU
［区受託］
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世田谷ゆかりの作家や区民等からの寄贈・寄託により、文学資
料等の収集を行った。世田谷区が所有している作品を系統的に
整理するとともに、良好な状態で保存・展示するため保管管理を
行った。収蔵品管理システムによる文学資料等データ管理を
行った。

●文学資料収集　寄贈：2,628点　、購入：0点
●文学資料寄託（新規）：0点
●平成24年3月31日現在収蔵品点数　93,558点

●レプリカ制作　0点
●電子ブック制作　0点
●資料撮影　2,571点
●収蔵庫環境モニタリング調査　2回実施
●収蔵庫燻蒸　１回実施

子どもでも利用しやすい文学館を目指し、展覧会関連の子ども
向け催事や、恒常的なワークショップを開催し、子どもの創造性
を育む活動を継続的に実施した。

世田谷文学館
ほか

ことのははくぶつかん
①ことばとしぐさ「落語に挑戦」
 　講師：林家きく麿（落語家）

5月14日 無料 19 20

ことのははくぶつかん
②ことばとからだ「からだのことば」
 　　講師：まくらとジョーロ（ダンサー）

6月4日 無料 16 20

ことのははくぶつかん
③ことばとびじゅつ「アートのことば」
 　講師：こぺんなな（アーティスト）ほか

7月26日～28日 無料 60 60

ことのははくぶつかん
④ことばのことば「あしたのあたしはあたらしいあたしのし」
   講師：石津ちひろ（絵本作家・詩人）

9月10日 無料 15 20

ことのははくぶつかん
⑤「ことばとしぐさ「落語に挑戦」
　 講師：林家きく麿（落語家）

9月18日 無料 17 20

ことのははくぶつかん
⑥ことばとからだ「あたらしいことば」
 　講師：西井夕紀子（もび主宰）

10月1日 無料 13 20

ことのははくぶつかん
⑦ことばとびじゅつ「アートのことば」
   講師：ナカノヨーコ（イラストレーター）

12月3日･10日･17
日

無料 42 60

ことのははくぶつかん
⑧ことばのことば「ウタのたねを蒔こう」
　　講師：天野慶（歌人）

1月28日 無料 16 20

世田谷文学館
講義室

実施場所

― ― 世田谷文学館

個別事業名 　実施内容 開催月日 利用料金
（円）

実績人数
（人）

当初計画数
（人）

―

せたがや
子ども文
学館

土曜ジュニア文学館ほか

資料収
集・管理

資料収集・管理　［指定管理］ 通年

事業名
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中高生のことのははくぶつかん
①「チーム対抗短歌合戦」
　　講師：天野慶（歌人）

8月24日 無料 8 10

中高生のことのははくぶつかん
②「チーム対抗短歌合戦」

24年2月19日 無料 5 20

子ども文学さんぽ①
「長くつ下のピッピ　もの発見家になる―屋外オリエンテーリング
大会」

4月30日 無料 14 10
世田谷文学館・
近隣野外

子ども文学さんぽ②
「民話・昔話さんぽ―豪徳寺の招き猫」

6月18日 無料 13 10 豪徳寺ほか

子ども文学さんぽ③
「長くつ下のピッピ　遠足にいく―屋外でスウェーデン料理体
験？」

6月25日 無料 16 10
烏山プレイパー
クほか

子ども文学さんぽ④
「高尾山　ゆかり作家・中西悟堂の足跡をたどって」①

7月9日 無料 13 10
世田谷文学館・
近隣野外

子ども文学さんぽ⑤
「高尾山　ゆかり作家・中西悟堂の足跡をたどって」②

7月16日 無料 12 10 高尾山ほか

子ども文学さんぽ⑥
「府中郷土の森　ゆかり作家・村野四郎の足跡をたどって」（雨天
により館内プログラム変更）

8月19日 無料 12 10
世田谷文学館
講義室

子ども文学さんぽ⑦
「やってみたい+たんけんしたい　を　かたちにしよう！」（前期）

9月17日 無料 10 10
世田谷文学館
館内

子ども文学さんぽ⑧
「大山と文学」①

10月15日 無料 6 10
郷土資料館ほ
か

子ども文学さんぽ⑨
「大山と文学」②

10月29日 無料 7 10 弘法山ほか

子ども文学さんぽ⑩
「下北沢は猫町　萩原朔太郎の足跡をたどって」

11月5日 無料 8 10
下北沢駅周辺
ほか

子ども文学さんぽ⑪
「上野？浅草？朔太郎の下町さんぽ」

11月26日 無料 10 10
上野動物園ほ
か

子ども文学さんぽ⑫
「星空たんけん　ゆかり作家・野尻抱影の足跡をたどって」

24年1月14日 無料 8 10
区立教育セン
ターほか

子ども文学さんぽ⑬
「民話・昔話さんぽ―岡本村の金の火の玉は救い神」

2月25日 無料 8 10
次太夫堀公園
民家園ほか

実施場所開催月日 利用料金
（円）

実績人数
（人）

当初計画数
（人）

世田谷文学館
講義室

事業名 個別事業名 　実施内容

せたがや
子ども文
学館

土曜ジュニア文学館ほか
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子ども文学さんぽ⑭
「やってみたい+たんけんしたい を かたちにしよう！」（後期）

3月3日 無料 8 10
代々木公園ほ
か

ジュニア伝統文化
歯固めの日に親子でチューインガムをつくろう
　　講師：ロッテ中央研究所研究員

6月1日 無料 31 30
世田谷文学館
講義室

「お話しの森」
　　出演：小林顕作（俳優・脚本家・演出家）

8月3日 無料 178 150

こどもワークショップ　「はじめての百人一首」
　　講師：天野慶（歌人）

24年1月7日 無料 61 40

世田谷文学館と子供たち展（６２日間）
4月16日

～6月26日
無料 7,820 6,200

子ども美術大学発表会（世田谷美術館共催） 8月26日 無料 72 72

文学館たんけん隊
　展示作品に関することや文学館の建物に関するクイズが書か
れたワークシートを片手に、館内をオリエンテーリングするプログ
ラム
①夏休み子どもたんけんシート
②秋の猫町たんけんシート

7月6日
～9月25日、
10月18日
～12月4日

無料 847 1,000
世田谷文学館
展示室ほか

ジュニア堂書店
ジュニアから愛読書を募集し、大人に向けて情報発信を行う、逆
提案型読書推進企画「大人たちにささげる、夏休みの課題図
書」

7月21日
～8月31日

無料 4,053 3,600
世田谷文学館ロ
ビー

10月18日
～12月3日

無料 ― ― 仙台文学館

12月10日
～24年3月18日

無料 ― ―
いわき市立草野
心平記念文学
館

子どもどこでも文学館
12月17日、

24年1月14日、
2月8日、15日

無料 18 40 世田谷文学館

学校や地域との連携を図るアウトリーチ事業（出張展示・ブック
トーク）
　区内小中学校のべ２１校、粕谷区民センター

通年 無料 14,855 10校 区内小中学校

大竹英洋ワークショップ
12月13日、
15日、16日

無料 258 246 芦花小学校

実施場所開催月日 利用料金
（円）

実績人数
（人）

当初計画数
（人）

ジュニア堂書店「届けよう！本にこめたみんなの思い」
東日本大震災からの復興への願いも込めて、東北地方の文学
館でも展示を行った。

移動文学館・学校連携事業

世田谷文学館
文学サロン

　実施内容事業名 個別事業名

せたがや
子ども文
学館

土曜ジュニア文学館ほか
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大藪春彦記念ミステリー講演
会

ハードボイルド小説の先駆者、大藪春彦の世田谷での活動を記
念する、ミステリー講演会。
　　講師：志水辰夫（作家）

7月2日 500 83 150
世田谷文学館
文学サロン

一人の文学者に焦点を絞った講演会・対談等を短期間に集中し
て開催した。
①「二人の村上春樹」
　講師：石原千秋（日本近代文学研究）

9月10日 1,000 81 150

②「神の夢または１Ｑ８４のアナムネーシス」
　講師：亀山郁夫（ロシア文化・ロシア文学研究）

9月11日 1,000 104 150

③「言葉と死」
　講師：三浦雅士（文芸評論家）

9月18日 1,000 72 150

④「中国語圏における村上春樹」
　講師：藤井省三（中国文学研究）

9月19日 1,000 52 150

➄「村上春樹の短編世界をめぐって」
　講師：加藤典洋（文芸評論家）

9月23日 1,000 108 150

海外のすぐれた文学・文化を紹介するプログラムを実施し、国際
文化に触れる機会を区民に提供した。

韓国文化交流イベント
①　韓国伝統楽器レクチャーコンサート
　講師：パク・ピョンオ（演奏家）

7月1日 無料 71 150

韓国文化交流イベント
②　韓国カルチャー講座
　講師：キム・ヘシン（学習院大学・青山学院大学講師）

7月9日 500 72 150

講演会、上映会、トーク＆コンサート、朗読会などを開催し、広く
文学と文化芸術に親しめる機会を創出した。一部は、企画展や
常設展示のテーマと連動して実施した。

通年

企画展関連文学サロン事業
①　こども映画会「長くつ下のピッピ」

4月16日 無料 294 150

企画展関連文学サロン事業
②　映画会「マダムと女房」

24年3月18日 無料 76 150

活動支
援・共催
事業

活動支援

文学活動を中心とする区内活動団体の講座等を支援し、区民の
生涯学習の要望に応えた。
区民講座・シニアスクール等への企画展に関するレクチャーなど
を、延べ１２団体に実施した。

通年 無料 804 ―
世田谷文学館
ほか

世田谷文学館
文学サロン

国際交流プログラム
世田谷文学館
文学サロン

個別事業名 　実施内容 開催月日 利用料金
（円）

実施場所実績人数
（人）

当初計画数
（人）

講演会・上映会・朗読会等事
業

世田谷文学館
文学サロン

講演会等
事業

連続講座
＜村上春樹の読みかた＞

事業名
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教育委員会との共催による読書活動推進事業、学校ボランティ
アを対象とした研修などを実施し、子ども向け事業の充実を図っ
た。

通年 ―
世田谷文学館
ほか

子ども読書の日記念事業「長野ヒデ子」講演会 4月23日 無料 80 ―
区立中央図書
館

区立中学生職場体験受け入れ
（砧中学校、芦花中学校、上祖師谷中学校）

9月6日～8日
9月21日･22日

24年2月2日・3日
無料 25 ― 世田谷文学館

区立図書館との共催事業
学校おはなしボランティア養成講座ステップアップ
（２回）

12月9日･16日 無料 111 ― 砧図書館

芦花小学校「まちたんけん」 6月22日 無料 50 ―
世田谷文学館
ほか

芦花小学校「感謝の会」の支援 2月24日 無料 273 ―
世田谷文学館
文学サロン

文学館友の会との共催・活動支援
　文学講座、文学散歩など、４０回実施

通年 ― 1,395 ―
世田谷文学館
ほか

多摩美術大学との共同研究
「清水邦夫の劇世界を探る」

11月23日 無料 73
世田谷文学館
文学サロン

ライブラ
リーの運
営

ライブラリーの運営

収蔵している図書・雑誌、直筆原稿、台本、視聴覚資料などの
閲覧・視聴サービスを行った。ロビーに絵本コーナーを常設し
た。
①一般閲覧利用者（収蔵品の図書・雑誌など） 6,821点
②特別閲覧利用件数（原稿・記帳資料など）　　35点
③絵本コーナー利用者　11,507人

通年 ― ― ―
世田谷文学館ラ
イブラリーほか

区民から作品（詩・短歌・俳句・川柳）を募集し、上位作品を表
彰、冊子「文芸せたがや」に掲載。応募者がスキルアップを図れ
るよう、募集期間前に、選考委員による特別講座を開催した。

9月募集
3月表彰

応募人数344
応募点数870

世田谷文学館

創作のためのワンポイントアドバイス
①川柳　　講師：速川美竹

7月10日 500 14 30

②詩　　　講師：三田洋 7月17日 500 16 30

③俳句　　講師：高橋悦男 7月23日 500 14 30

④短歌　　講師：佐佐木幸綱 7月24日 500 31 30

世田谷文学館
講義室

実績人数
（人）

当初計画数
（人）

実施場所事業名 個別事業名 　実施内容 開催月日 利用料金
（円）

共催事業（教育委員会）

芦花小学校との共催・支援事
業

共催事業（その他）

世田谷文学賞

活動支
援・共催
事業

区民の表
現の場の
提供
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区民の表
現の場の
提供

世田谷区芸術アワード飛翔
受賞者作品発表　［区受託］

第2回世田谷区芸術アワード飛翔文学部門受賞者が書き下ろす
受賞記念発表作を、広く一般に公開した。

― ― 300部 ― ―

文学館広報
ホームページや印刷物のほか、マスコミ等の媒体への情報提供
を通じて、館の活動や事業予定・内容等について広く区民等へ
発信した。

通年 ― ― ― ―

文学館ニュースの発行
文学館の事業活動を広く周知するため、文学館ニュース（年3
回、4月、8月、12月）を発行した。

通年 ― 30,000部 ― ―

市民活動
支援

アートフリマ出前編［区受託］
世田谷アートフリマｉｎ文学館

世田谷文化生活情報センターで開催している「世田谷アートフリ
マ」の出前編として、区内のアーティストやクラフト作家の創作活
動の発表の場としてアートフリーマーケットを開催した。

11月3日 無料 （500） ―
世田谷文学館
文学サロン

　実施内容 開催月日 利用料金
（円）

実績人数
（人）

当初計画数
（人）

実施場所

文学館
広報

事業名 個別事業名
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　　事業実績　（６）財団共通　

様々な状況にある区民等の参加機会を増やすため、公演等に
おいて来館者サポートを行う。パブリックシアターの託児サービ
ス、 視覚障害者のための舞台説明会、 ヒアリングサポート、台本
貸出イヤホンガイド、 字幕付き公演、車いすスペースの確保、美
術館での手話通訳、文学館でのひととき保育等。

通年 ― ― ― ―

［劇場］託児サービス　　託児付き公演数　501公演 通年 １名：2，000円 138公演　218 ―
パブリックシアター、
シアタートラム

［劇場］視覚障害者のための舞台説明会　3公演 通年（対象：主催公演） ― 34（付添含む） ―
パブリックシアター、
シアタートラム

［劇場］視覚障害者向けの解説付きイヤホンガイド　　1公演 通年（対象：主催公演） ― 58 ―
パブリックシアター、
シアタートラム

［劇場］聞こえ難い方向けの音声サポート　　2公演 通年（対象：主催公演） ― 23 ―
パブリックシアター、
シアタートラム

［劇場］聴覚障害者のための上演台本の貸出
通年（対象：主催公演、
事前申し込みが必要）

― 0 ―
パブリックシアター、
シアタートラム

［劇場］盲導犬を伴っての観劇   3公演 通年（対象：主催公演） ― 5 ―
パブリックシアター、
シアタートラム

［劇場］車いすスペースの利用　全公演 通年
定価の１０%引き、
付添者1名無料

73（付添56） ―
パブリックシアター、
シアタートラム

［美術館］手話通訳付き講演会　（１回） 4月23日 無料 １回、１８０ ― 世田谷美術館

せたがやアーツカード

世田谷区民を対象とする会員制の公演・展覧会チケット等の割
引、先行発売等、会員向けメールマガジンによる情報提供等の
特典制度により、財団事業や施設利用者の拡大と情報提供、広
報活動の強化を図った。

― ―
登録者数

4,576
4,250 ―

区民が文化・芸術への関心を高め、街の魅力を再発見する一助
とするため、財団各部の専門性とノウハウにより財団が運営する
施設はもとより区内文化施設等の活用、連携を図りながら、区内
の文化施設や特色ある企業等を巡るバスツアーを実施した。

― ― ― ― ―

①グラフィック・デザイナーの展覧会を巡る旅　［文学館担当］ 20
世田谷文学館、川
崎市市民ミュージア
ムほか

②ゆかいな集合写真バスツアー　［生活工房担当］ 10月10日 3,000 38 40
こどもの広場公園、
世田谷八幡ほか

③音をつなぐ旅　［音楽事業部担当］ 10月18日 2,500 38 40
FM世田谷、NHK放
送技術研修所ほか

来館者サ
ポート

コミュニ
ティプログ
ラム

世田谷バスツアー
「街はミュージアム」

当初計画数
（人）

実施場所事業名 個別事業名 　実施内容 開催月日 利用料金
（円）

実績人数
（人）

９月２１日実施予定であったが、荒天のため中止し
た。

来館者サポート
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④世田谷美術館分館を巡る旅　［美術館担当］ 10月22日 1,500 12 20
清川泰次記念ギャラ
リー、向井潤吉アトリ
エ館ほか

⑤世田谷の地下に潜る　［生活工房担当］ 10月22日 1,500 22 20
等々力渓谷、玉川
大師ほか

⑥演劇ワークショップバスツアー「旅するパラソル」　［劇場部担
当］

10月23日 2,000 5 20
馬事公苑、砧公園ほ
か

⑦世田谷の御仏に出会う旅　［文学館担当］ 10月28日 1,500 22 20
九品仏、宝寿院光
伝寺ほか

⑧個人美術館への旅　［美術館担当］ 10月28日 1,500 20 20
村井正誠記念美術
館、佐藤記念館ほか

⑨すばらしきコレクションへの旅＋１　［文学館担当］ 11月5日 1,500 24 20
長谷川町子美術
館、静嘉堂文庫ほか

⑩大学博物館への旅　［美術館担当］ 11月11日 1,500 21 20
駒沢大学、東京農
業大学ほか

財団ホームページ等により財団及び事業内容等を紹介する。ま
た、ＦＭ放送エフエム世田谷を活用した事業ＰＲ、ふるさと区民ま
つり等のイベント会場での事業ＰＲなどの広報活動を行った。

― ― ― ― ―

①財団ホームページの運用 通年 ― ― ― ―

②FM世田谷を活用したスポットCMの放送
　・「白洲正子　神と仏、自然への祈り」展　4月20日～29日
　・世田谷アートタウン三茶ｄｅ大道芸　10月1日～14日
　・せたがやふれあいコンサート　10月15日～29日
　・せたがやアーツカード　12月21日～24年1月10日

― ― ４回 ４回 ―

③ふるさと区民まつり、せたがや梅まつりでのPR活動
8月6日、7日

24年2月18日、19
日

― ― ―
馬事公苑、羽根木
公園

④財団広報誌の発行 ― ― 1,000部 1,000部 ―

せたがや文化・スポーツ情報
ガイドの発行

財団各部の事業内容等を広く区民等に周知するため、毎月２５
日にタブロイド版の情報紙を発行した。（12回）
新聞（主要６紙）折り込み、図書館等の区施設、区内鉄道駅広報
スタンド等に配布した。

毎月25日発行 無料 各300,700部 各300,700部 ―

世田谷文化生活情報センターの施設維持管理を行った。 通年 ― ― ―
世田谷文化生活情
報センター

生活工房セミナールーム、ワークショップルームの貸出を行っ
た。

通年 施設により異なる 31,446 32,000
セミナルーム、ワーク
ショップルーム

世田谷区内の劇団等による演劇・舞踊・音楽公演、落語など、
様々な催し物を実施した。15公演（公演回数88回）

通年 無料～9,000
25,785人

（入場者数）
―

パブリックシアター、
シアタートラム

実施場所　実施内容 開催月日 利用料金
（円）

実績人数
（人）

当初計画数
（人）

財団広報

世田谷文化生活情報セン
ターの施設維持管理　［指定
管理］

コミュニ
ティプログ
ラム

世田谷バスツアー
「街はミュージアム」

文化芸術
の拠点施
設の管理
運営

事業名 個別事業名

財団広報
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世田谷美術館及び３分館（向井潤吉アトリエ館、清川泰次記念
ギャラリー、宮本三郎記念美術館）の施設維持管理、区民ギャラ
リー及び講堂の貸出を行った。

通年 ― ― ―
世田谷美術館及び３
分館

　①世田谷美術館区民ギャラリー　48団体 4月～6月 14,400～ 31,597 ― 世田谷美術館

　②清川泰次記念ギャラリー区民ギャラリー　47団体 通年 12,000～ 7,508 ―
清川泰次記念ギャラ
リー

　③世田谷美術館講堂　5団体 4月～6月 2,500～ 453 ― 世田谷美術館

世田谷文学館の施設維持管理を行った。 通年 ― ― ―

講義室の貸出を行った。 通年 無料 3,335 ―

パブリックシアターＤＶＤ等の販
売

劇場で上演された公演等を映像化したDVDや関連商品の販売
を行った。

通年 6,090～500 6,300個 ―
世田谷文化生活情
報センター

美術館ミュージアムショップの
運営

ミュ－ジアムショップにおいて、ゆかりの作家関連商品、収蔵品
のオリジナルグッズ等の直接販売、企画展図録、関連グッズ・書
籍等の受託販売、他館等でのオリジナルグッズの委託販売を
行った。美術館休館中も他館での委託販売、通信販売を行っ
た。

通年 ― ― ―
世田谷美術館及び
分館

文学館ミュージアムショップの
運営

ミュージアムショップを運営し、展覧会に関連した書籍や絵はが
き等のグッズの販売を行った。

通年 ― ― ― 世田谷文学館

ロビーカフェの運営
パブリックシアターのロビーカフェを委託により運営した。（233回
営業）

通年 ― ― ―

カフェの運営
世田谷文化生活情報センター内のカフェ「カフェくりっく」を委託
により運営した。

通年 ― 86,400 72,000

レストランの運営
世田谷美術館内のレストラン「ル・ジャルダン」は、利用者等への
飲食提供サ－ビスおよび結婚式等パ－ティ－（52組）を実施し
た。

4月～9月、3月 ― 22,368 20,000

カフェの運営
世田谷美術館内の地下喫茶にて、来館者への飲食提供サ－
ビスを行った。

3月31日 ― 134 ―

事業名 個別事業名 　実施内容 開催月日 利用料金
（円）

実績人数
（人）

当初計画数
（人）

実施場所

世田谷美術館及び分館の施
設維持管理　［指定管理］

世田谷文学館の施設維持管
理　［指定管理］

文化芸術
の拠点施
設の管理
運営

飲食物提
供事業

世田谷文化生活情
報センター

世田谷美術館

物品販売
事業

世田谷文学館
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３．事業評価 

 

（１）生活工房 

来館者の総数は、236,680人（前年比 111.75％）と、前年に比較して約 2万 5千人増を記録した。

東日本大震災と、節電対策によるセミナールーム施設の一部閉鎖（期間限定）の影響を心配したが、

直接的な影響はみられなかった。 

事業全体で参加来場者が増加傾向にあるが、特に大型展示「I’m so sleepy どうにも眠くなる展覧

会」、セミナーシリーズ「生命をつつむ未来繊維」では予想以上の参加者を得ることができた。市民活

動支援に関しては、支援コーナーの利用者が昨年比で約 150％と増加した。 

アンケート調査による来場者分析では、生活工房に初めて訪れた割合は 40～50％、展示事業などへ

の世田谷区民の来場割合は約 25％～60％、参加者数が限られる定員制の体験型プログラムでは 90％～

100％が世田谷区民の参加で占められている。定性的な評価では、子ども向けプログラムの中でも長年

の継続事業には対象年齢に達するのを待ちわびて応募したという声も聞かれ、地域の認知度が向上し

たと考えられる。また、過去に実施したプログラムと比較し評価したコメントも見られ、リピーター

からの期待度が高まっている様子も見受けられる。 

 広報活動では、プログラムのタイトルを事業内容をイメージしやすい表現にすることを心がけたが、

まだ配慮が十分でないことは否めない。周知方法についても、ターゲットに応じたきめ細かい情報の

発信について改善する余地を多く残している。メディアの取材記事の掲載は、ほぼ例年通りの件数で

大幅な増加はみられない。その他、新たな試みとしてツイッターを活用した情報発信をした結果、い

わゆる「口コミ」効果とみられる情報の拡散が見られ、今後も継続して活用したいと考えている。 

一方で、長年事業提携してきた企業の撤退による ITエンターテイメントセミナーの大幅な縮小や、

区民団体との共催による海外訪問研修の支援の縮小を試みた。24年度からは区受託事業がなくなるた

め、中学生ハイブリッドカー教室は主催のプログラムのみに縮減など、事業の絞り込みをすることに

なっている。 

 

（２）世田谷パブリックシアター 

平成 23年度は、東日本大震災直後の海外招聘公演「テンペスト」の中止で幕を開けた。その後の節

電や原発事故の影響によるチケット売上げの出足の鈍化傾向にも関わらず、両劇場の年間入場者総数

は 178,397人となり、前年比約 2万人強の増となった。また、劇場事業全体についても年間利用者総

数は 240,672人となり、同じく前年比 2万人強の増となった。東日本大震災後は、被災地に復興のエ

ールを送る目的で、急遽、俳優や詩人の出演による現代詩のリーディング公演『いのちを詠う』を企

画・上演し、その収益金と会場での寄付 918,158円を義援金として、世田谷区を通じて被災地に送っ

た。 

事業収益については、収支率 103％の『サド侯爵夫人』、同じく 97％の『現代能楽集Ⅵ 奇ッ怪 其の

弐』など主催公演を中心に、大きな成果を上げた。 

公演事業に対する評価としては、青木豪が『往転』の演出により文化庁芸術祭演出家新人賞を、前

川知大が『奇ッ怪 其の弐』で読売演劇大賞の大賞と最優秀演出家賞を、世田谷パブリックシアターが

優秀作品賞を受賞するなど高い評価を得て、舞台芸術界に大いに貢献することになった。 

また、人材育成・教育普及事業では、「コミュニティプログラム」「子どもと学校プログラム」「創造

へ向けた調査研究プログラム」「人材育成プログラム」の４つの柱により、通年でのワークショップ・
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レクチャーの実施、学校現場での活動及び地域の活性化への支援など、収益性が比較的低い分野の事

業についても、未来の観客創造の観点から積極的な展開を図った。 

今後は、区補助金や公的助成金、民間の協賛金が減少する中、複数の公共劇場と連携して作品創造

をするといった制作形態の推進や、多様な料金システムの設定により新たな観客層の開発をするなど、

時代の流れを的確に捉えながら事業を展開していく。 

 

（３）音楽事業部 

世田谷ゆかりの演奏家で編成する「せたがやシンフォニエッタ」について、「世田谷ゆかりの出演者

が地域に貢献しているのは、大変嬉しい」といった好感を得るなど、アンケート集計では公演内容を

はじめ「よかった」との全体評価が 6～9割を占めた。 

専用施設を持たず、区立や民間のさまざまな規模の施設を利用しているため、全体の事業参加者数

は年ごとに流動的にならざるを得ないが、予算削減に伴う事業数の減少や事業規模の縮小があったこ

と、学校からの音楽鑑賞教室の支援依頼がなかったことなどにより、今年度の全体の事業参加者数は

減っている。しかし、シンフォニエッタによる「ふれあいコンサート」や室内楽演奏会、「異分野との

コラボレーション」などは区内在住者を中心に 50代以上の中高年層の支持が高く、ファミリーコンサ

ートでは約半数が継続来場者であり、ファミリー層に定着していると言える。 

一方で、新たな試みとなった現代音楽のコンサートは、20、30代の比較的若い年代が中心でかつ区

外からの来場者の比率も高く、文学館との関連企画「文学とジャズ」でも、音楽事業部の公演への初

来場者が多かったことなど、公演内容のさまざまな工夫が新しい聴衆を開拓する一助となっているこ

とがわかる。また、サクソフォン四重奏では、初めて「未就学児入場可」のコンサートを実施したが、

早い時期にチケットが完売したことから、需要が高いことがわかった。 

「せたがやジュニアオーケストラ」は、定期演奏会などに加えてメンバーの小編成アンサンブルを

披露する機会を設け、好評を得た。また、楽器に触れる、空き缶などで楽器製作する、即興演奏を体

験する、音楽作品の構造を粘土で形作りながら体感するなど、多岐にわたる内容のワークショップで

は、「音楽の感じ方の新しい発見や深く知ることができて満足である」との意見が多く、音楽ワークシ

ョップの多様な可能性を明らかにした。 

中には集客率が上がらない公演もあり、広報やチケット販売促進手段の開発は喫緊の課題であるが、

今後もより多くの区民に満足してもらうことを心がけて、質の高い演奏会を実施する。また、教育普

及事業にも力を注ぎ、演奏会への集客につながるような普及活動の工夫をするなど、経営的な観点も

強化する。 

 

（４）世田谷美術館 

東日本大震災の影響や 9か月間の本館の休館により、23年度の利用者数は 195,609人と、前年度の

438,076人に対して半減といってよい数であった。しかしながら、工事休館を踏まえた 23年度の目標

利用者数 10万人に対しては、2倍近い成果を上げることができた。また、他館を会場とした館外展や

教育普及事業など、休館に伴う館外事業の利用者も含めると 234,452人となっている。本館が 9か月

間休館し、休館前の 3か月間も震災などの影響で大きく客足が鈍った時期であったことを考えると、

大いに評価できる利用者数と捉えている。 

展覧会等事業は、開館 25周年記念の唯一の企画展であった「生誕 100年特別展白洲正子 神と仏、

自然への祈り」展が目標の 75,000人には届かず、来場者数は 67,501人であった。東日本大震災直後
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の 3月 19日からの会期であったため、震災の影響を受けたものと思われる。来館者からは高い満足度

が得られ、学芸員に、直接好意的な感想を述べる来館者もあった。 

収蔵品展は、本館では、22 年度のほぼ 1／3、33,153 人の利用者数だったが、分館では、本館の収

蔵品展示などの効果があり、1,530人増加した。 

ワークショップや講座では、休館の間、区内各施設を会場として事業を展開したが、利用者数は分

館の講座室活動も含めて 2,390人で、前年度の 73.9％であった。目標数に対しては、94.5％の達成率

で、休館という状況の中でよく健闘したと考えている。 

「子どもと学校プログラム」では、開館している 6月までの短い期間に、集中的に鑑賞教室を実施

し、鑑賞教室特別プログラムなども目標を大きく上回る利用者数となった。 

23年度は、例年より利用者数は減少したものの、例年とは異なった条件下で、事業展開に工夫を凝

らし、できる限り美術館本来の活動に近づけるよう努力した成果が得られたと考えている。 

 

（５）世田谷文学館 

 年間を通じて、企画展や連続講座などが多くのマスコミに取り上げられ好評を得たが、東日本大震

災とその後の節電、自粛ムードが尾を引き、総利用者数は 100,406人（前年比 91％）となった。 

展覧会等事業では、春の「世界中で愛されるリンドグレーンの絵本」展では、子ども向けの展示の

演出効果もあり児童・生徒の利用が、通常の展覧会の約 3倍に増えた。夏の「和田誠 書物と映画」

展は、ビジュアルな展示が好評で若い世代の関心を呼び、東京以外の地域からの来館が目立った。秋

の「生誕 125年 萩原朔太郎展」は、「詩の世界を立体的に表現していた」と演出面の評価を得、年齢・

性別の割合では 20 代の女性の来館が最も多かった。世田谷美術館との共同企画「都市から郊外へ―

1930年代の東京」は、美術館との初の連携企画としても、両館の収蔵品を公開する企画展としても意

義のある事業であったが、利用者数、事業収入ともに厳しい結果となった。 

常設展示は、企画展との連動による展示が好評であったが、企画展利用者数の大幅な減少の影響で

前年比利用者数 78％と厳しい結果となった。収蔵品の積極的な公開の観点から、24年度から「コレク

ション展」として開催することとした。 

 児童・生徒を対象とした教育普及事業「せたがや子ども文学館」では、文化庁や子ども夢基金の助

成を受けて実施し、新規事業も加わり 28,549人（前年比 178％）と大幅に参加者数を伸ばした。一般

市民を対象とした教育普及事業は、連続講座「村上春樹の読みかた」を開催、毎回マスコミの取材が

入るなど反響を呼んだ。 

その他、ホームページのリニューアルにより、更新速度と情報の誘導経路を一新し画面の見易さを

向上させた。また、収蔵品管理システムの移行により、データ保全の強化、区所管課との情報共有化

の促進、ランニングコストの軽減を図ることができた。事業収入減に対応して「世田谷文学賞」など

の事業の見直し、消耗経費の抑制や入札による経費の抑制など、事業全般で支出を抑制した。震災対

応にも、展示ケースの転倒防止、飛散防止フィルムの装着など、利用者の安全確保の観点から万全を

期した。 
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４．重要な契約の概要 

 

契約件名 契約年月日 相手方 契約の概要 

世田谷区文化施設

の管理運営に関す

る基本協定 

平成21年4月1日 

 

世田谷区長 １ (財)せたがや文化財団は、世田谷区立世田谷美術

館、世田谷区立世田谷文学館、世田谷区立世田谷文

化生活情報センターの指定管理者として、世田谷区

立世田谷美術館条例第18条、世田谷区立世田谷文学

館条例第18条及び世田谷区立世田谷文化生活情報

センター条例第20条の規定により、次に掲げる業務

を行う。 

（１）世田谷区立世田谷美術館 

ア 美術館条例第2条第2号から第8号までに規定す

る事業に関する業務のうち、世田谷区が指定した

業務 

イ 美術館の利用の承認等に関する業務 

ウ 美術館の施設及び施設の維持管理に関する業

務 

エ その他、世田谷区が必要と認める業務 

（２）世田谷区立世田谷文学館 

ア 文学館条例第2条第2号から第7号までに規定す

る事業に関する業務のうち、世田谷区が指定した

業務 

イ 文学館の利用の承認等に関する業務 

ウ 文学館の施設及び設備の維持管理に関する事

務 

エ その他、世田谷区が必要と認める業務 

（３）世田谷区立世田谷文化生活情報センター 

ア センター条例第2条各号に規定する事業に関す

る業務のうち、世田谷区が指定した業務 

イ センターの利用の承認に関する業務のうち、世

田谷区が指定する業務 

ウ センターの施設及び設備の維持管理に関する

業務 

エ その他、世田谷区が必要と認める業務 

 

２ 指定期間は平成21年4月1日より平成24年3月31日

までの3年間とする。 

 

世田谷区文化施設

の管理に関する年

度協定 

平成23年4月1日 世田谷区長 １ （公財）せたがや文化財団は、世田谷区立世田谷

美術館、世田谷区立世田谷文学館、世田谷区立世田

谷文化生活情報センターの指定管理者として、世田

谷区文化施設の管理運営に関する基本協定及び年

度協定の仕様書に定める業務を行う。 

 

２ 協定期間は平成23年4月1日より平成24年3月31日

までの1年間とする。 
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５．登記事項 

 

 名称変更移行登記 

  平成２３年４月１日    登記 

   平成２３年４月１日付   公益財団法人せたがや文化財団へ移行 

 

 理事変更登記 

  平成２３年５月２７日   登記 

   平成２３年４月２日付   理事変更（１名退任） 

   平成２３年４月１１日付  理事変更（１名就任） 

 

 理事変更登記 

  平成２３年１０月２１日  登記 

   平成２３年６月１日付   理事変更（１１名就任、１名退任） 
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６．理事会・評議員会開催状況 

 

（１） 理事会 

回 開催日 議案番号 件名 

第１回 平成 23年 

4月 4日 

議案第 1号 平成 23年度第 1回及び第 2回評議員会の招集について 

報告事項 公益財団法人への移行登記の完了について 

事務局長の選任について 

理事の任期について 

東北地方太平洋沖地震による文化財団の被害状況等につい

て 

第２回 

（書面表決） 

平成 23年 

4月 12日 

議案第 2号 常務理事の選定について 

第３回 

 

平成 23年 

5月 16日 

議案第 3号 平成 22年度財団法人せたがや文化財団決算について 

報告事項 「議案第 2号常務理事の選定について」の書面表決結果につ

いて 

理事及び監事任期満了に伴う改選について 

次期指定管理者の選定について 

第４回 

（書面表決） 

平成 23年 

5月 31日 

議案第 4号 理事長及び副理事長ならびに常務理事の選定について 

第５回 

 

平成 23年 

11月 28日 

議案第 5号 公益財団法人せたがや文化財団寄附金規程について 

議案第 6号 平成 23年度第 3回評議員会の招集について 

報告事項 監事選任について 

次期指定管理者の指定について 

各館の今年度事業等の状況について 

第６回 

 

平成 24年 

2月 20日 

議案第 7号 平成 24年度公益財団法人せたがや文化財団事業計画及び収

支予算について 

議案第 8号 公益財団法人せたがや文化財団会計事務規程の一部改正に

ついて 

議案第 9号 公益財団法人せたがや文化財団処務規程の一部改正につい

て 

議案第 10号 平成 23年度第 4回評議員会の招集について 

報告事項 第 19回読売演劇大賞(2012年)の受賞について 

外郭団体の「改善計画」(平成 24年度～25年度)について 

世田谷区条例改正に伴う公益財団法人せたがや文化財団職

員給与規程の一部改正について 
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（２） 評議員会 

回 開催日 議案番号 件名 

第１回 平成 23年 

4月 11日 

議案第 1号 理事の選任について 

議案第 2号 平成 23年度公益財団法人せたがや文化財団事業計画及び収

支予算について（追認） 

議案第 3号 公益財団法人せたがや文化財団役員及び評議員の報酬等及

び費用弁償に関する規程について（追認） 

報告事項 公益財団法人への移行登記の完了について 

評議員及び評議員会の役割について 

東日本大震災による文化財団の被害状況等について 

第２回（定時）評議員会の開催について 

第２回 平成 22年 

5月 31日 

議案第 4号 財団法人せたがや文化財団平成 22年度決算について 

議案第 5号 公益財団法人せたがや文化財団理事及び監事の選任につい

て 

報告事項 次期指定管理者の選定について 

第３回 平成 23年 

12月 12日 

議案第 6号 監事選任について 

報告事項 次期指定管理者の指定について 

公益財団法人せたがや文化財団寄附金規程について 

各館の今年度上半期事業等の状況について 

第４回 平成 24年 

2月 27日 

議案第 7号 平成 24年度公益財団法人せたがや文化財団事業計画及び収

支予算について 

報告事項 第19回読売演劇大賞(2012年)の受賞について 

外郭団体の「改善計画」(平成 24年度～25年度)について 
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７．役員名簿 

【理事：１１名・監事２名】           （平成２４年３月３１日現在） 

【任期：平成２３年６月１日から２年間】 

役職名 氏 名 備  考 

理 事 長 内 田 弘 保 学校法人二階堂学園常務理事 

副理事長 永 井 多惠子 
公益法人せたがや文化財団 

世田谷文化生活情報センター館長事務取扱 

常務理事 酒 井 忠 康 
公益財団法人せたがや文化財団 

世田谷美術館館長 

常務理事 菅 野 昭 正 
公益財団法人せたがや文化財団 

世田谷文学館館長 

常務理事 須 田 成 子 
公益財団法人せたがや文化財団 

事務局長 

理  事 池 松 俊 雄 株式会社 J・MIND プロデューサー 

理  事 大 山 綱 明 公益財団法人日本関税協会理事長 

理  事 桑 島 俊 彦 
前全国商店街振興組合連合会理事長 

東京都商店街振興組合連合会理事長 

理  事 志  賀   剛 世田谷区法曹会代表幹事 

理  事 名児耶   明 財団法人五島美術館理事・学芸部長 

理  事 湯 川 れい子 音楽評論家、作詞家 

監  事 鈴 木 重 雄 公認会計士・税理士 

監  事 髙 山  博 前世田谷区会計管理者（平成 23年 6月 30日監事辞任） 

監  事 堀    恵 子 世田谷区会計管理者（平成 23年 12月 12日監事就任） 
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８．評議員名簿 

【評議員：１２名】               （平成２４年３月３１日現在） 

【任期：平成２３年４月１日から４年間】 

氏   名 備             考 

秋 山  光 文 お茶の水女子大学大学院教授 

朝 生  公 章 有限会社印材舎代表取締役社長 

大 笹  吉 雄 演劇評論家 

木 村  慶 子 
前慶應義塾大学保健管理センター教授、 

医療法人社団こころとからだの元氣プラザ理事（医学博士） 

斉 藤  重 男 世田谷区町会総連合会副会長 

進士  五十八 東京農業大学名誉教授 

末 吉  暁 子 児童文学作家 

田 村  哲 夫 学校法人渋谷教育学園理事長、学校法人青葉学園理事長 

丹 治  誠 元日本銀行理事 

丹 羽  正 明 音楽評論家 

原  隆 男 弁護士 

渡 瀬  靖 夫 株式会社セガワ代表取締役会長 
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９．財団幹部名簿 

（平成２４年３月３１日現在） 

職務名 氏 名 備 考 

理事長 内 田 弘 保  

副理事長 永 井 多惠子  

事務局長 須 田 成 子 常務理事 

 参事（特命担当） 久留島   了  

  次長事務取扱 須 田 成 子  

世田谷文化生活情報センター館長 

事務取扱 
永 井 多惠子  

副館長 木 谷 哲 三  

総務部長 事務取扱 木 谷 哲 三  

生活工房室長 鈴 木 律 子  

劇場部長 楫 屋 一 之  

技術部長 市 来 邦比古  

音楽事業部長 楠 瀬 寿賀子  

世田谷美術館館長 酒 井 忠 康 常務理事 

副館長 小 坂 康 夫  

総務部長 事務取扱 小 坂 康 夫  

  学芸部長 清 水 眞 砂  

世田谷文学館館長 菅 野 昭 正 常務理事 

副館長 若 林 謙一郎  

総務部長 事務取扱 若 林 謙一郎  

学芸部長 生 田 美 秋  

 

芸術監督 野 村 萬 斎  

音楽監督 池 辺 晋一郎  
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１．貸借対照表 （平成24年3月31日現在）

 （単位：円）

科　　　　目

Ⅰ　資産の部   

　１．流動資産   

①現金預貯金 358,856,969 479,068,853  △ 120,211,884

②未収入金 194,084,243 167,385,448  26,698,795

③商品 24,734,438 24,220,905  513,533

④貯蔵品 600,741 772,437  △ 171,696

⑤繰延事業費 6,866,146 4,837,172 2,028,974

⑥前払金 909,529 4,976,024  △ 4,066,495

⑦立替金 4,509,101 7,087,241 △ 2,578,140

流 動 資 産 合 計 590,561,167 688,348,080 　 △ 97,786,913

  ２．固定資産   

　（１）基本財産   

①国公債 747,576,756 748,887,299  △ 1,310,543

②預貯金 52,423,244 51,112,701   1,310,543

基 本 財 産 合 計 800,000,000 800,000,000  0

　（２）特定資産   

①退職給付引当資産 199,178,570 171,425,160  27,753,410

特 定 資 産 合 計 199,178,570 171,425,160  27,753,410

　（３）その他の固定資産   

①建物附属設備 21,664,650 22,124,760 △ 460,110  

        　 減価償却累計額 △ 5,899,359 15,765,291 △ 4,164,881 17,959,879 △ 1,734,478 △ 2,194,588

②器具備品 56,385,920 49,252,310 7,133,610  

       　  減価償却累計額 △ 23,514,299 32,871,621 △ 17,998,833 31,253,477 △ 5,515,466 1,618,144

③リース資産 14,097,957 32,474,279 △ 18,376,322

       　  減価償却累計額 △ 4,227,246 9,870,711 △ 18,770,320 13,703,959 14,543,074 △ 3,833,248

④ソフトウエア 13,747,481 13,417,645  329,836

⑤保証金等 120,000 129,730  △ 9,730

⑥運営調整基金積立資産 126,118,760 126,035,548 83,212

⑦大規模事業等実施積立金 30,000,000 30,000,000

⑧経営安定化積立金 100,000,000 100,000,000

⑨事故対策積立金 60,000,000 60,000,000

そ の 他 の 固 定 資 産 合 計 388,493,864 202,500,238  185,993,626

固 定 資 産 合 計 1,387,672,434 1,173,925,398

資 産 合 計 1,978,233,601 1,862,273,478

Ⅱ　負債の部   

　１．流動負債   

①未払金 231,877,893 158,291,951  73,585,942

②前受金 1,295,900 2,021,050  △ 725,150

③預り金　　 50,705,020 54,332,433  △ 3,627,413

④賞与引当金 19,771,066 19,515,408 255,658

⑤リース債務 4,156,455 9,875,009 △ 5,718,554

流 動 負 債 合 計 307,806,334 244,035,851  63,770,483

  ２．固定負債   

①退職給付引当金 199,178,570 171,425,160  27,753,410

②リース債務 5,950,493 4,092,405 1,858,088

固 定 負 債 合 計 205,129,063 175,517,565 　 29,611,498

負 債 合 計 512,935,397 419,553,416  93,381,981

Ⅲ　正味財産の部    

　１．指定正味財産   

①世田谷区出捐金 800,000,000 800,000,000  0

　　指定正味財産合計 800,000,000 800,000,000  0

　　（うち基本財産への充当額） (800,000,000) (800,000,000)  (0)

　　（うち特定資産への充当額） (0) (0)  (0)

　２．一般正味財産 665,298,204 642,720,062

　　（うち基本財産への充当額） (0) (0)  (0)

　　（うち特定資産への充当額） (0) (0)  (0)

正 味 財 産 合 計 1,465,298,204 1,442,720,062

負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 1,978,233,601 1,862,273,478

当年度 前年度 増　減

213,747,036

115,960,123

22,578,142

22,578,142

115,960,123

ー56ー



２．損益計算書（正味財産増減計算書） (平成23年4月1日から平成24年3月31日まで）

（単位：円）

　

4,796,872 6,673,585 △ 1,876,713

4,796,872 6,673,585 △ 1,876,713

276,077 203,496 72,581

276,077 203,496 72,581

939,994,835 922,528,246 17,466,589

432,036,268 423,808,576 8,227,692

507,958,567 498,719,670 9,238,897

受取区補助金 1,166,753,926 1,251,913,407 △ 85,159,481

1,166,753,926 1,251,913,407 △ 85,159,481

受取助成金等 80,841,986 127,707,008 △ 46,865,022

80,841,986 127,707,008 △ 46,865,022

受取寄附金 282,800 0 282,800

282,800 0 282,800

10,744,823 24,852,783 △ 14,107,960

10,744,823 24,852,783 △ 14,107,960

102,094 2,493,228 △ 2,391,134

83,212 250,567 △ 167,355

18,882 2,242,661 △ 2,223,779

2,203,793,413 2,336,371,753 △ 132,578,340

2,174,638,623 2,259,892,751 △ 85,254,128

620,099,229 614,936,815 5,162,414

31,075,577 18,297,775 12,777,802

434,537 690,112 △ 255,575

911,721 2,378,630 △ 1,466,909

237,026 259,330 △ 22,304

8,909,148 7,942,920 966,228

14,183,208 13,911,130 272,078

43,275,859 47,521,459 △ 4,245,600

36,262,311 60,642,405 △ 24,380,094

6,747,479 5,540,372 1,207,107

28,035,837 21,695,084 6,340,753

7,818,877 10,856,838 △ 3,037,961

前年度 増　減

修繕費

光熱水費

会議費

旅費交通費

通信運搬費

消耗経費

印刷製本費

保険料

給料手当等

退職給付費用

交際費

式典費

受取利息

雑収益

経　常　収　益　計

（２）経常費用

事業費

受取助成金等

受取負担金

受取負担金

雑収益

受取寄附金

事業収益

事業運営収益

区事業等受託収益

受取区補助金

Ⅰ　一般正味財産の部

１　経常増減の部

（１）経常収益

基本財産運用益

基本財産運用益

特定資産運用益

特定資産運用益

科　　目 当年度
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（単位：円）

前年度 増　減科　　目 当年度

59,634,911 59,780,053 △ 145,142

44,252,344 61,299,339 △ 17,046,995

721,406,842 746,238,703 △ 24,831,861

46,653,793 40,096,718 6,557,075

15,574,065 14,304,713 1,269,352

58,544,151 60,532,847 △ 1,988,696

92,929,107 109,988,131 △ 17,059,024

145,372,600 144,924,296 448,304

108,547,565 118,882,275 △ 10,334,710

40,807,722 60,676,800 △ 19,869,078

24,262,608 19,792,280 4,470,328

8,827,275 7,386,539 1,440,736

540,934 460,587 80,347

8,615,734 10,856,600 △ 2,240,866

678,163 0 678,163

4,747,051 6,107,500 △ 1,360,449

3,002,595 1,732,000 1,270,595

1,407,933 3,761,000 △ 2,353,067

退職給付費用 29,833 0 29,833

旅費交通費 0 420,000 △ 420,000

通信運搬費 0 16,300 △ 16,300

委託費 141,750 56,700 85,050

支払手数料 1,940 500 1,440

減価償却費 163,000 121,000 42,000

2,179,385,674 2,266,000,251 △ 86,614,577

24,407,739 70,371,502 △ 45,963,763

0 0 0

1,759,597 294,000 1,465,597

1,759,597 294,000 1,465,597

固定資産除却損 1,759,597 294,000 1,465,597

1,759,597 294,000 1,465,597

△ 1,759,597 △ 294,000 △ 1,465,597

経　常　外　費　用　計

当期経常外増減額

経　常　外　収　益　計

（２）経常外費用

固定資産除却損

　
固定資産除却損

経　常　費　用　計

当期経常増減額

２　経常外増減の部

（１）経常外収益

減価償却費

商品仕入

支払利息（リース債務）

租税公課

管理費

報酬

給料手当等

寄附金

支払手数料

広報宣伝費

臨時雇賃金

上演出演料

舞台費

制作企画費

諸謝金

支払負担金

委託費

使用料及び賃借料
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（単位：円）

前年度 増　減科　　目 当年度

22,648,142 70,077,502 △ 47,429,360

0 0 0

70,000 22,583,400 △ 22,513,400

22,578,142 47,494,102 △ 24,915,960

642,720,062 595,225,960 47,494,102

665,298,204 642,720,062 22,578,142

0

0 0 0

4,796,872 6,673,585 △ 1,876,713

4,796,872 6,673,585 △ 1,876,713

0 0 0

800,000,000 800,000,000 0

800,000,000 800,000,000 0

1,465,298,204 1,442,720,062 22,578,142Ⅲ　正味財産期末残高

一般正味財産期首残高

一般正味財産期末残高

Ⅱ　指定正味財産の部

　

他会計振替額

基本財産運用益

一般正味財産への振替額

当期指定正味財産増減額

指定正味財産期首残高

指定正味財産期末残高

税引前当期一般正味財産増減額

他会計振替額

法人税、都民税及び事業税

当期一般正味財産増減額
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（１）損益計算書（正味財産増減計算書） 内訳表

公1 公2
文化芸術の振興、地域
文化創造活動の支援

及び
教育普及に関する事業

市民活動の支援及び
振興に関する事業

基本財産運用益

276,077 276,077

276,077 276,077

退職給付引当預金運用益 276,077 276,077

919,905,597 453,000 920,358,597

412,347,030 53,000 412,400,030

事業運営収益 412,347,030 53,000 412,400,030

507,558,567 400,000 507,958,567

指定管理受託収益 450,469,567 450,469,567

区事業受託収益 57,089,000 400,000 57,489,000

受取区補助金 1,146,886,715 17,635,000 1,164,521,715

1,146,886,715 17,635,000 1,164,521,715

受取区補助金 1,146,886,715 17,635,000 1,164,521,715

受取助成金等 80,811,986 30,000 80,841,986

80,811,986 30,000 80,841,986

受取助成金 80,811,986 30,000 80,841,986

受取寄附金 209,000 209,000

209,000 209,000

受取寄附金 209,000 209,000

6,129,413 80,200 6,209,613

6,129,413 80,200 6,209,613

受取負担金 6,129,413 80,200 6,209,613

101,984 101,984

83,212 83,212

受取利息 83,212 83,212

18,772 18,772

雑収益 18,772 18,772

2,154,320,772 18,198,200 2,172,518,972

科　　目

公益目的事業会計

小計

Ⅰ　一般正味財産の部

　

１　経常増減の部

（１）経常収益

基本財産運用益

基本財産運用益

特定資産運用益

特定資産運用益

事業収益

事業運営収益

区事業等受託収益

受取区補助金

受取助成金等

受取寄附金

受取負担金

受取負担金

雑収益

受取利息

雑収益

経　常　収　益　計

ー60ー



(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで）

（単位：円）

収1 収2

物品販売事業 飲食物提供事業

4,796,872 4,796,872

4,796,872 4,796,872

4,796,872 4,796,872

276,077

276,077

276,077

17,906,433 1,729,805 19,636,238 939,994,835

17,906,433 1,729,805 19,636,238 432,036,268

17,906,433 1,729,805 19,636,238 432,036,268

507,958,567

450,469,567

57,489,000

2,232,211 1,166,753,926

2,232,211 1,166,753,926

2,232,211 1,166,753,926

80,841,986

80,841,986

80,841,986

73,800 73,800 282,800

73,800 73,800 282,800

73,800 73,800 282,800

119,670 4,415,540 4,535,210 10,744,823

119,670 4,415,540 4,535,210 10,744,823

119,670 4,415,540 4,535,210 10,744,823

110 110 102,094

83,212

83,212

110 110 18,882

110 110 18,882

18,100,013 6,145,345 24,245,358 7,029,083 2,203,793,413

収益事業等会計

法人会計
内部取引
消去

合計
小計
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公1 公2
文化芸術の振興、地域
文化創造活動の支援

及び
教育普及に関する事業

市民活動の支援及び
振興に関する事業

科　　目

公益目的事業会計

小計

2,140,404,663 16,293,586 2,156,698,249

617,575,718 1,293,960 618,869,678

30,934,111 38,037 30,972,148

429,507 429,507

911,721 911,721

237,026 237,026

8,909,148 8,909,148

12,425,592 1,516,704 13,942,296

40,782,220 1,925,870 42,708,090

36,160,701 36,160,701

6,686,479 61,000 6,747,479

28,016,937 18,900 28,035,837

2,619,294 2,619,294

59,459,301 59,459,301

43,257,344 995,000 44,252,344

711,594,076 9,387,558 720,981,634

44,451,673 1,000,209 45,451,882

15,167,152 15,167,152

58,542,589 58,542,589

91,519,318 91,519,318

145,372,600 145,372,600

108,547,565 108,547,565

40,770,746 40,770,746

24,045,353 56,348 24,101,701

2,640,111 2,640,111

540,934 540,934

8,206,434 8,206,434

601,013 601,013寄附金

舞台費

制作企画費

減価償却費

商品仕入

支払利息（リース債務）

租税公課

委託費

使用料及び賃借料

支払手数料

広報宣伝費

臨時雇賃金

上演出演料

印刷製本費

保険料

修繕費

光熱水費

諸謝金

支払負担金

交際費

式典費

会議費

旅費交通費

通信運搬費

消耗経費

（２）経常費用

事業費

給料手当等

退職給付費用

　

ー62ー



（単位：円）

収1 収2

物品販売事業 飲食物提供事業

収益事業等会計

法人会計
内部取引
消去

合計
小計

12,471,581 5,468,793 17,940,374 2,174,638,623

1,192,728 36,823 1,229,551 620,099,229

102,886 543 103,429 31,075,577

5,030 5,030 434,537

911,721

237,026

8,909,148

240,912 240,912 14,183,208

542,773 24,996 567,769 43,275,859

101,610 101,610 36,262,311

6,747,479

28,035,837

337,702 4,861,881 5,199,583 7,818,877

97,860 77,750 175,610 59,634,911

44,252,344

425,208 425,208 721,406,842

1,052,300 149,611 1,201,911 46,653,793

273,693 133,220 406,913 15,574,065

1,562 1,562 58,544,151

1,409,789 1,409,789 92,929,107

145,372,600

108,547,565

36,976 36,976 40,807,722

21,000 139,907 160,907 24,262,608

6,187,164 6,187,164 8,827,275

540,934

366,800 42,500 409,300 8,615,734

77,150 77,150 678,163
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公1 公2
文化芸術の振興、地域
文化創造活動の支援

及び
教育普及に関する事業

市民活動の支援及び
振興に関する事業

科　　目

公益目的事業会計

小計

退職給付費用

委託費

支払手数料

減価償却費

2,140,404,663 16,293,586 2,156,698,249

13,916,109 1,904,614 15,820,723

0 0 0

1,759,597 1,759,597

1,759,597 1,759,597

固定資産除却損 1,759,597 1,759,597

1,759,597 0 1,759,597

△ 1,759,597 0 △ 1,759,597

12,156,512 1,904,614 14,061,126

3,133,520 3,133,520

15,290,032 1,904,614 17,194,646

553,030,309 3,269,037 556,299,346

568,320,341 5,173,651 573,493,992

568,320,341 5,173,651 573,493,992Ⅲ　正味財産期末残高

　

他会計振替額

基本財産運用益

一般正味財産への振替額

当期指定正味財産増減額

指定正味財産期首残高

指定正味財産期末残高

他会計振替額

法人税、都民税及び事業税

当期一般正味財産増減額

一般正味財産期首残高

一般正味財産期末残高

Ⅱ　指定正味財産の部

経　常　外　費　用　計

当期経常外増減額

税引前当期一般正味財産増減額

経　常　外　収　益　計

（２）経常外費用

固定資産除却損

　
固定資産除却損

当期経常増減額

２　経常外増減の部

（１）経常外収益

管理費

報酬

給料手当等

経　常　費　用　計
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（単位：円）

収1 収2

物品販売事業 飲食物提供事業

収益事業等会計

法人会計
内部取引
消去

合計
小計

4,747,051 4,747,051

3,002,595 3,002,595

1,407,933 1,407,933

29,833 29,833

141,750 141,750

1,940 1,940

163,000 163,000

12,471,581 5,468,793 17,940,374 4,747,051 2,179,385,674

5,628,432 676,552 6,304,984 2,282,032 24,407,739

0 0 0 0 0

1,759,597

1,759,597

1,759,597

0 0 0 0 1,759,597

0 0 0 0 △ 1,759,597

5,628,432 676,552 6,304,984 2,282,032 22,648,142

△ 2,801,028 △ 332,492 △ 3,133,520 0

62,600 7,400 70,000 70,000

2,764,804 336,660 3,101,464 2,282,032 22,578,142

83,378,026 △ 75,145 83,302,881 3,117,835 642,720,062

86,142,830 261,515 86,404,345 5,399,867 665,298,204

4,796,872 4,796,872

4,796,872 4,796,872

800,000,000 800,000,000

800,000,000 800,000,000

86,142,830 261,515 86,404,345 805,399,867 1,465,298,204
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財務諸表に対する注記 

 

１． 重要な会計方針 

（１） 有価証券の評価基準及び評価方法 

満期保有目的の債券については、取得価額と債券金額の差が金利の調整と認められるた

め償却原価法を採用している。 

（２） 棚卸資産の評価基準及び評価方法 

商品については、最終仕入原価法を採用している。 

（３） 固定資産の評価方法 

有形固定資産については定額法により減価償却を実施している。 

無形固定資産については定額法により減価償却を実施している。 

（４） 引当金の計上基準 

退職給付引当金については、職員に対する退職給付金の支給に備えるため、職員退職手

当支給規程に基づく期末要支給額を計上している。 

賞与引当金については、職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期

に帰属する額を計上している。 

（５） リース取引の処理方法 

平成２０年４月以降の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、「リース取引に関

する会計基準」等を適用し、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理から通常の売

買取引にかかる方法に準じた会計処理に変更し、リース資産として計上している。 

また、リース資産の減価償却の方法はリース期間定額法によっている。 

なお、２０年３月以前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借

取引に係る方法に準じた会計処理によっている。 

（６） 消費税等の会計処理 

消費税及び地方消費税の会計処理は税込み方式によっている。 
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２． 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高 

  基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。 

（単位：円） 

科     目 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高 

基本財産     

国 公 債 748,887,299 299,670,600 300,981,143 747,576,756 

定 期 預 貯 金 50,000,000 10,000,000 10,000,000 50,000,000 

普 通 預 金 1,112,701 1,310,543 0 2,423,244 

小      計 800,000,000 310,981,143 310,981,143 800,000,000 

特定資産     

退職給付引当資産 171,425,160 31,105,410 3,352,000 199,178,570 

小      計 171,425,160 31,105,410 3,352,000 199,178,570 

合      計 971,425,160 342,086,553 314,333,143 999,178,570 

 

 

３. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳 

  基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。 

（単位：円） 

科     目 当期末残高 
（うち指定正味財

産からの充当額） 

（うち一般正味財

産からの充当額） 

（うち負債に対応

する額） 

基本財産     

国 公 債 747,576,756 （747,576,756）   

定 期 預 貯 金 50,000,000 （50,000,000）   

普 通 預 金 2,423,244 （2,423,244）   

小      計 800,000,000 （800,000,000）   

特定資産     

退職給付引当資産 199,178,570   （199,178,570） 

小      計 199,178,570   （199,178,570） 

合      計 999,178,570 （800,000,000）  （199,178,570） 
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４． 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 

  満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。 

（単位：円） 

科     目 帳 簿 価 額  時 価 評 価 損 益  

静岡県公債平成 22年第 9回 200,326,400 201,260,000 933,600 

広島県公債平成 21年第 6回 100,920,566 101,110,000 189,434 

千葉県公債平成 15年第 2回ア号 146,659,190 146,642,400 △16,790 

神奈川県公債第 48回 5年 299,670,600 300,330,000 659,400 

合      計 747,576,756 749,342,400 1,765,644 

 

 

５. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高 

  補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。 

（単位：円） 

補 助 金 等 の 名 称 交 付 者 

前

期

末

残

高 

当期増加額 当期減少額 

当

期

末

残

高 

貸借対照表

上の 

記載区分 

平成２３年度 世田谷区補

助金 

世田谷区 0 1,166,753,926 1,166,753,926 0 
 

平成２３年度 優れた劇場・

音楽堂からの創造発信事

業 

文化庁 0 60,394,286 60,394,286 0 

 

平成２３年度 地域の文化・

芸術活動助成事業 

財団法人 地域創造 0 1,300,000 1,300,000 0 
 

平成２３年度 芸術文化振

興基金 

独立行政法人 日本

芸術文化振興会 

0 2,900,000 2,900,000 0 
 

平成２３年度 子どもゆめ基

金 

独立行政法人 青少

年教育振興機構 

0 2,278,150 2,278,150 0 
 

平成２３年度 子どもの健全

育成に関する事業助成金 

全日本社会貢献団体

機構 

0 2,000,000 2,000,000 0 
 

民間助成金 ２２ 件 0 11,969,550 11,969,550 0  

合        計 0 1,247,595,912 1,247,595,912 0  
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６． 関連当事者との取引の内容 

  関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。 

（単位：円） 

属性 法人等 

の名称 

住所 資産 

総額 

事業の内容

又は職業 

議決 

権の 

所有 

割合 

関係内容 取引の 

内容 

取引金額 科目 期末 

役員 事業 

基本財 

産の出 

資 

世田谷 

区 

東京都 

世田谷 

区 

― ・ 財団法人せ

たがや文化

財団に対す

る補助金交

付 

― ― 補助 

金事 

業の 

委託 

財政支援 1,166,753,926 受取補

助金等 

0 

・ 世田谷区文

化施設の管

理運営関す

る基本協定 

  業務 

委託 

指定管理 450,469,567 区受託

事業収

益 

0 

・ 事業の業務

委託等 

  業務 

委託 

事業の業 

務委託、 

実施委託 

57,489,000 区受託

事業収

益 

0 

 

 

７． 指定正味財産から一般正味財産への振替額 

  指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。 

 （単位：円） 

内     訳 金     額 

経常収益への振替額  

基本財産受取利息 4,796,872 

合      計 4,796,872 
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８． 公益法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産増減の状況を明らかにするた

めに必要な事項 

（１）  リース取引関係 

ｉ）  リース物件の所有権が借主側に移転すると認められるもの以外のファイナンスリース取引 

①  リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額 

（単位：円） 

 取 得 価 額 相 当 額 減価償却累計額相当額 期 末 残 高 相 当 額 

器 具 及 び 備 品 6,157,720 5,490,634 667,086 

合      計 6,157,720 5,490,634 667,086 

 

②  未経過リース料期末残高相当額 

１年内 660,240 

１年超 55,020 

合  計 715,260 

 

③  支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額 

支払リース料 660,240 

減価償却費相当額 615,771 

支払利息相当額 32,646 

 

④  減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。 

 

⑤  利息相当額の算定方法 

リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額を利息相当額とし、各期への配

分方法は、利息法によっている。 

 

 

９． その他 

  平成２３年４月１日に公益財団法人に移行している。 
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３．附属明細書 

 

１． 基本財産及び特定資産の明細 

  基本財産及び特定資産については、財務諸表の注記２．基本財産及び特定資産の増減額及び

その残高に記載をしているため、記載を省略する。 

 

 

２． 引当金の明細 

  賞与引当金 

（単位：円） 

科     目 期首残高 当期増加額 
当期減少額 

期末残高 
目的使用 その他 

賞与引当金 19,515,408 19,771,066 19,515,408  19,771,066 

 

  退職給付引当金 

（単位：円） 

科     目 期首残高 当期増加額 
当期減少額 

期末残高 
目的使用 その他 

退職給付引当金 171,425,160 31,105,410 3,352,000  199,178,570 
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４．財産目録 （平成24年3月31日現在）

（単位：円）
場所・物量等 使用目的等 金額

（流動資産）
現金 手元保管 運転資金として 3,318,324

預貯金 三菱東京UFJ銀行三軒茶屋支店 運転資金として 93,775,931
みずほ銀行世田谷支店 1,582,710
三井住友銀行成城支店 376,625
三井住友銀行自由が丘支店 133,062,348
昭和信用金庫三軒茶屋支店 201,240
世田谷信用金庫用賀支店 122,867,568
世田谷信用金庫駒沢支店 347,429
世田谷信用金庫烏山支店 2,605,126
世田谷桜丘三郵便局 719,668

未収入金 区受託料、助成金、
チケット収入など

194,084,243

商品 各館ショップ等 ミュージアムショッ
プ等の商品

24,734,438

貯蔵品 手元保管 収入印紙、郵券等 600,741

繰延事業費 翌年度事業経費の繰
延

6,866,146

前払金 翌年度諸経費等 909,529

立替金 4,509,101

流動資産合計 590,561,167
（固定資産）
基本財産 投資有価証券 静岡県公債 平成22年第9回 200,326,400

広島県公債 平成21年第6回 100,920,566
千葉県公債 平成15年第2回ア号 146,659,190
神奈川県公債第48回5年 299,670,600

定期預貯金 東京中央農協千歳支店 10,000,000
世田谷目黒農協本店 10,000,000
昭和信用金庫本店 10,000,000
世田谷信用金庫用賀支店 10,000,000
りそな銀行世田谷支店 10,000,000

普通預金 三菱東京UFJ銀行世田谷支店 基本財産による果実
を法人全体の管理費
に充てるため指定さ
れた財産

2,423,244

特定資産 退職給付引当資産 ・定期預金
三菱東京UFJ銀行三軒茶屋支店 4,001,470
三井住友銀行自由が丘支店 100,000,000
東京中央農協千歳支店 50,000,000
・普通預金
三菱東京UFJ銀行三軒茶屋支店 17,086,940
三井住友銀行自由が丘支店 28,090,160

貸借対照表科目

基本財産による果実
を法人全体の管理費
に充てるため指定さ
れた財産

基本財産による果実
を法人全体の管理費
に充てるため指定さ
れた財産

職員に対する退職金
の支払いに備えた積
立資産

松本竣介展実行員会
等
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（単位：円）
場所・物量等 使用目的等 金額貸借対照表科目

その他
固定資産

建物附属設備 スポットライト、パーテーショ
ン等

公益目的事業の用に
供している。

15,765,291

器具備品 映像・音響システム、電動車椅
子、展示ケース等

公益目的事業の用に
供している。

32,871,621

リース資産 サーバー、パソコン等一式 主に公益目的事業の
用に供している。

9,870,711

ソフトウェア 財団会計システム、美術館・文
学館収蔵品管理システム等

主に公益目的事業の
用に供している。

13,747,481

敷金・保証金 駐車場保証金、 公益目的事業の用に
供している。

120,000

運営調整基金積立資産 ・普通預金
三菱東京UFJ銀行三軒茶屋支店 1,899,542
・定期預金
三菱東京UFJ銀行世田谷支店 74,031,105
みずほ銀行世田谷支店 50,188,113

大規模事業等実施積立金 ・普通預金
三菱東京UFJ銀行三軒茶屋支店 30,000,000

経営安定化積立金 ・普通預金
三菱東京UFJ銀行三軒茶屋支店 70,000,000
・定期預金
世田谷信用金庫烏山支店 30,000,000

事故対策積立金 ・定期預金
世田谷信用金庫用賀支店 30,000,000
世田谷信用金庫駒沢支店 30,000,000

固定資産合計 1,387,672,434
資産合計 1,978,233,601
（流動負債）

未払金 今年度事業費等 222,865,546

未払法人税等 70,000

未払消費税等 680,100

未払社会保険料等 8,262,247

前受金 翌年度事業のチケッ
ト代等

1,295,900

預り金 源泉所得税、住民
税、社会保険料等

14,367,841

区への補助金等返還
分

27,414,074

チケット代 7,957,204
受託販売商品の業者
支払い分等

965,901

賞与引当金 職員の賞与支払いに
備えた引当金

19,771,066

リース債務 リース会計処理に伴
う負債(1年以内に支
払うもの）

4,156,455

流動負債合計 307,806,334

公益目的事業に充当
する積立資産

公益目的事業に充当
する積立資産

公益目的事業に充当
する積立資産

公益目的事業に充当
する積立資産
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（単位：円）
場所・物量等 使用目的等 金額貸借対照表科目

（固定負債）
退職給付引当金 職員に対する退職金

支払いに備えた引当
金

199,178,570

リース債務 リース会計処理に伴
う負債(1年を超えて
支払うもの)

5,950,493

固定負債合計 205,129,063
負債合計 512,935,397
正味財産 1,465,298,204
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監査報告書

公益財団法人せたがや文化財団

理事長　　内田　弘保　様

平成24年5月16日

公益財団法人せたがや文化財団

監　事

監　事

給か風月

草　も･

すす=
もし/　/

′実蒸書妻
-f･>　T.∫-1---L

.'iiE"

私たち監事は､当財団の平成23年4月1日から平成24年3月31日までの平成23年度の理事の

職務の執行について監査を行いましたので､一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第99条第

1項(同法第197条において準用する第99条第1項) <並びに公益社団法人及び公益財団法人の認

定等に関する法律施行規則第33条第2項>の規定に基づき本監査報告書を作成し､以下のとおり報

告いたします｡

1.監査の方法及びその内容

私たち監事は､理事及び使用人等と意思疎通を図り､情報の収集及び監査の環境の整備に努め

るとともに､理事会等の重要な会議に出席し､理事等からその職務の執行状況について幸陪を受

け､必要に応じて説明を求め､重要な決裁書類等を閲覧し､当財団の事務所において業務及び財

産の状況を調査しました｡

以上の方法によって､当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしま

した｡

さらに､会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い､当該事業年度に係る計算書類及びその

附属明細書並びに財産目録について検討いたしました｡

2.監査の結果

( 1 )事業報告等の監査結果

①　事業報告及びその附属明細書は､法令及び定款に従い､当財団の状況を正しく示している

ものと認めます｡

②　理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認

められません｡

( 2 )計算書類及びその附属明細書並びに財産目録の監査結果

計算書類及びその附属明細書並びに財産目録は､当財団の財産及び損益の状況をすべて重

要な点において適正に表示しているものと認めます｡

以上
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