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１．平成３０年度事業報告総括 

（１）財団全体の取り組み

 平成３０年度のせたがや文化財団は、世田谷区が平成３０年３月に策定した「世田谷区第３期文化・

芸術振興計画」に位置付けられているように、文化・芸術振興の施策を実現する協働のパートナーとし

て世田谷区と連携を深め、定款目的にある、幅広い文化・芸術事業の展開と多様な文化創造活動や

市民・交流活動の支援の実現に向け、文化・芸術の各分野の事業に積極的に取り組んだ。  

 また世田谷文化生活情報センタ―、世田谷美術館、世田谷文学館の指定管理業務を世田谷区から

受託し、第４期５か年の２年目として、引き続き安定した施設運営に努めたところである。 

 なお、平成３１年３月に区が策定した「世田谷区多文化共生プラン」において、財団内に国際事業を

専管する組織を新設する方針が示されたことから、財団としての検討が求められており、取り組むことと

する。 

 財団全体の事業参加者・施設入場者数は、前年度比で約２万５,０００人の増となっている。文学館は

過去最多の来場者数を記録した「ヒグチユウコ展 CIRCUS」などにより、約９万６,０００人の増、音楽事業

部はフットワークの軽さを生かし、新たな取組みなど多様な事業展開で８ ,０００人の増となった。一方、

シアターや美術館は、着実な事業展開はしたものの、前年度にあった大型企画がみられなかったこと

などから、前年実績を下回った。また、地域の風物詩として多くの方に親しまれている世田谷アートタウ

ン「三茶 de 大道芸」や世田谷アートフリマを引き続き開催し、盛況であった。

財団の運営・管理に関して、財務面では、「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法

律」（以下「認定法」という。）に定める公益目的事業比率（注）は概ね９８％であった。また、損益は、経

常収益が２５億２,６００万余円、経常費用が２４億６,４００万余円で、当期経常増減額は、６，１００万余

円の増となっている。 

 またこの間、財団改革に継続して取り組み、平成３０年１月策定の「公益財団法人せたがや文化財団

人材活用計画」に沿って職員制度の構築や雇用のあり方、勤務形態などの見直しを図るとともに、平

成３１年２月には「公益財団法人せたがや文化財団の職員配置について」をまとめ、組織・人員・業務

量の適正化に向けた取組みを推進している。財団職員の働き方については、労働関係各法の整備に

対応し、一層の改善を図っていくこととする。 

（注） 公益目的事業比率 

公益法人の活動全体における公益目的事業活動の割合がその費用額において、５０％以上であることを求めるもの 

（認定法第 15 条） 

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 

平成 30 年度 132,017 220,974 16,158 302,460 267,931 939,540 

平成 29 年度 135,222 225,035 8,392 373,408 172,363 914,420 

平成 28 年度 136,230 220,508 9,536 346,589 141,150 854,013 

平成 27 年度 140,946 220,356 14,696 347,240 152,305 875,543 

平成 26 年度 193,805 228,846 8,906 483,619 156,521 1,071,697 

（世田谷アートタウン「三茶 de 大道芸」は含まず） 
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（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 

 生活工房では、「暮らし×デザイン」を切り口に「モノ」だけでなく「コト」に着目し、身近な暮らしから異

文化理解まで、幅広いテーマで展覧会やワークショップ、セミナー等を開催した。 

公１－２「文化芸術の啓発、体験に資する展覧会」 

 ワークショップルームと生活工房ギャラリーをあわせ、スケールを活かして２つの展覧会を実施した。 

 「赤をめぐる旅展」シリーズの第３弾となる「文様を訪ねて」では、衣服造形家・眞田岳彦氏が、日本古

来の文様を訪ねる旅からインスピレーションを受けて制作したダイナミックなインスタレーション作品を、

伝統的な祝いの品々や紀行文とあわせて展示した。「映像のフィールドワーク展」では、１９５０年代から

ドイツで制作された映像百科事典「エンサイクロペディア・シネマトグラフィカ」の膨大な映像群から、お

よそ７０作品を会場の各所に投影し、映像の世界を彷徨うように楽しめる有機的な空間を、環境負荷の

少ない資材で設えた。会場内では連日さまざまな実験、体験を行い、参加者の作品や声によって展示

が日々変化していった。 

 また、生活工房ギャラリーでは、多様な展示を行った。「子どもワークショップ２０１７報告展―１４歳のワ

ンピース展」「折紙生活展―もしも日常に折紙が折り込まれたら!?」「鳥の巣がおしえてくれること―鈴木

まもる絵本原画と鳥の巣展」「人はあそぶ―メキシコ民芸玩具展」「新雪の時代―江別市世田谷の暮ら

しと文化」の５企画で、小規模ながらそれぞれのテーマを掘り下げ、密度のある展覧会となった。 

公１－３「文化芸術の啓発、体験、支援などの教育普及活動」 

 観る、触る、感じる、やってみるなどの体験を通じて対話が生まれたり、あらたな発見につながるような

プログラムを子どもから高齢者まで、幅広い層に向けて実施した。 

 新規事業として実施した「日常を見限らない―音と身体のワークショップ」は、公共空間に出て音を集

める、街頭に佇んで街を身体で感じるなどのプロセスにより日常を丁寧に味わい直すことから、新たな

表現を試みるプログラムとなった。「哲学対話―PARA SHIF」も新規事業で、哲学者を囲んでの対話を

通して、日々の生活の中で当たり前だと思っている考えが劇的に変化すること、つまりパラダイムシフト

を起こすことを意図した大人のゼミナールで、街の隠れ家的書店を会場に濃密な時間を創り出した。ま

た、これら２事業について、映像記録を制作してホームページで公開し、形の残らない事業の記録、発

信に力を入れた。 

 夏休みの「子どもワークショップ」は、次世代を担う子どもたちに向け、デザイン、サイエンス、食、本と

編集等のキーワードで７事業を展開した。各分野の専門家や造形家、地域の大人たちが講師となり、

子どもたちに多様な表現方法、多様な職業や生き方に触れる機会を提供した。 

公１－６「文化芸術の活性化を図るための情報提供」 

 ３か月分の事業を告知するための季刊「イベントガイド」は、２０１９年度春号から季刊「生活」としてリニ

ューアルし、イベント情報だけでなく特集やコラムなど記事を充実させるとともに、主要な情報には英文

を併記し、国際化への対応を図った。また、年間の事業報告を視覚的にまとめた「アニュアルレポート」

を発行。「ウェブサイト」もリニューアルし、スマートフォンへの対応、および主要な情報への英文併記を

開始した。また、新聞等報道機関への情報提供を強化し、ツイッター、フェイスブック、インスタグラムに
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よる情報発信も積極的に行った。 

公１－７「国際交流のための文化芸術事業」 

 異文化への理解を深める事業として、山岳地帯に暮らす民族の知られざる文化を紹介する「クライム・

エブリ・マウンテン」シリーズ第２弾「漆がつなぐアジアの山々」を生活工房ギャラリーにて開催し、東南ア

ジアに古くから伝わる漆文化と人々の暮らしを紹介した。また、国際フォトジャーナリズム大賞受賞作品

の写真展を開催し、紛争と難民、貧困、虐待、環境汚染など、優れた写真表現を通して世界の厳しい

現実を知る機会を提供した。 

公２－１「市民活動の支援及び振興に関する事業」 

 市民グループの活動の場として「市民活動支援コーナー」を運営するとともに、市民活動に関する相

談事業を行い、活動の活性化を支援した。また、市民活動団体の活動発展のための「NPO・市民活動

のためのステップアップ講座～組織づくりのためのヒント/コツを学ぼう！」では、市民活動における「広

報」に重点を置いた連続講座を、世田谷区との一部共催により開催した。 

 「世田谷アートフリマ」は、手づくりアートの“のみの市”として、春と秋の２回開催。区内のアーティスト

やクラフト作家の発表の場であると同時に、区民との交流の場として定着し、賑わいをみせた。 

 

 

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、１９９７年に開場し、主劇場（世田谷パブリックシアター）とシアタートラム

の２つの劇場と大小３つの稽古場を中心に、「新しい作品とレパートリーの創造」、「国際的な共同制

作」、「地域や、学校その他の区内施設との連携」、「普及啓発・人材養成事業」、「国内の公共劇場と

の連携」等を柱に、国内外に発信する創造型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、主劇場で３本、シアタートラムで３本の作品を上演した。主劇場では６～７

月に、狂言劇場・特別版「能『鷹姫』・狂言『楢山節考』」、１１月に、「The Silver Tassie 銀杯」、２月

に、「チャイメリカ」（パソナグループ共同制作）を上演、トラムでは、５～６月に、「バリーターク」（KAAT 神

奈川芸術劇場共催）、１０月に、現代能楽集Ⅸ「竹取」、２～３月に、「熱帯樹」といった、いずれも意欲

作を上演。大きな評価をいただいた。 

 また、「バリーターク」「竹取」「熱帯樹」「チャイメリカ」などの公演は、全国各地でも上演し、好評を得た。

「バリーターク」は、小田島雄志・翻訳戯曲賞を受賞、「The Silver Tassie 銀杯」では、横田栄司が読

売演劇大賞・優秀男優賞、また、前年度になるが、同年２、３月公演の「岸 リトラル」では、読売演劇大

賞・優秀作品賞、そして、岡本健一が、最優秀男優賞、「シャンハイムーン」の山崎一が優秀男優賞を

受賞した。 

 恒例の「MANSAI◎解体新書」も、２８回目を迎え、多彩なゲストを招き、ますます充実した企画を提供

した。 

 夏休み期間では、“こどもプロジェクト“として、イデビアン・クルーのダンス公演「排気口」やワークショッ

プ、そして恒例となった、「日野皓正 presents  ”Jazz for Kids“」や子どもとおとなのための読み聞かせ

「お話の森」も実施した。  
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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」 

 高齢者施設や障害者施設を訪問して行う＠ホーム公演、本年度は、４～５月にかけて新作『チャチャ

チャのチャーリー～さようなら涙くん～』を１４ヵ所で実施し、劇場になかなか足を運べない多くの皆さん

に楽しんで頂く機会となった。また、区の受託事業として、区内小学校全校の６年生を対象に、古典芸

能である「狂言」鑑賞とワークショップを組み合わせた『古典芸能鑑賞教室』も実施し、伝統的な文化に

触れる機会を提供した。 

 また、コミュニティプログラムや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、広く区民全般に向けたもの、子どもたち、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たち向けのものなど、対象に応じて

形式や内容を工夫し、通年にわたってワークショップ、レクチャー、研究会などを展開した。 

 ３月には、開場以来の区民参加型企画『地域の物語』を実施した。長期間ワークショップを重ね、最

終日にシアタートラムで作品を発表、本年度は、例年のプロジェクトに加え、国際交流基金の助成を得

て、シンガポールと国際交流を行い、特別活動部を設け、『家族をめぐるささやかな冒険の発表会』とい

う演劇発表会を実施し、アフタートークでは大勢の来場者とともに討論することもできた。 

公１－４「文化芸術活動の発表の機会の提供」 

 開場以来、区民が舞台に立つ機会として恒例の『フリーステージ』をゴールデンウィーク期間に実施し

た。本年度は、音楽部門１５団体、バレエ部門７団体、ダンス部門３９団体の区民が参加し、日頃の舞

踊や音楽の練習の成果を発表した。また、若い演劇人の発掘と育成を目的とした『シアタートラム ネク

スト・ジェネレーション vol.１１』は、作家と演出家が中心の集団“らまのだ”が「青いプロペラ」を上演。丁

寧に、柔らかく包み込むような舞台を創り上げ、ストレートプレイ演劇の魅力を充分に発揮させた。 

公１－５「地域交流のための文化芸術事業」 

 秋の恒例事業となった、世田谷アートタウン『三茶 de 大道芸』が２２年目を迎え、三軒茶屋の街一帯

で実施された。前年は台風に見舞われたが、本年度は、晴天に恵まれ、約２０万の人たちにご参加い

ただき、地域に大きな賑わいと、経済効果をもたらした。 

公１－６「文化芸術の活性化を図るための情報提供」 

 ホームページや広報紙誌、マスコミ媒体等を通じて、劇場の活動を広く区民等に発信した。また、学

芸事業の紹介冊子「CarroMag」も発行した。 

公１－７「国際交流のための文化芸術事業」 

 国際交流事業としては、日中平和友好条約４０周年記念公演として、上海戯劇学院との共催で、「風

をおこした男―田漢伝」を上演、また、日本・スウェーデン外交関係樹立１５０周年記念事業として、現

代サーカスのカンパニー、サーカス・シルクールの「LIMITS」を招聘、欧州の難民危機を題材にしたメッ

セージ性の強い作品を上演し注目を浴びた。 

 ダンスでは、イギリスのインクルーシブ（＝分け隔てのない）ダンスカンパニー“ストップギャップ”の「エノ

ーマスルーム」を招聘、初来日公演となった。車椅子使用者や、ダウン症などのパフォーマーがメンバ

ーとして活躍する舞台は、舞台芸術の新たな可能性、新しい表現方法を提示するとともに、観客、そし

て、舞台芸術に係るすべての人たちに貴重な機会を創出した。公演は、神奈川、北九州でも行い、ワ

ークショップも実施した。 
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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」 

 「せたがやジュニアオーケストラ オータムコンサート」は、演奏はもちろん、観客参加企画にもメンバー

が積極的に関わり、観客を楽しませた。「室内楽シリーズ」は２企画実施、ひとつは日本の伝統音楽を

取り上げ、人間国宝シリーズとして「伶楽舎」による雅楽を紹介、追加公演を行う人気となった。もうひと

つは「モルゴーア・クァルテット」。全面フラット形式にした成城ホールで、モーツァルトからプログレッシ

ブ・ロックまで演奏、実力を示した。「午後の演奏会」は三軒茶屋のシアタートラムに、イタリアから驚異

の超絶技巧クラリネット奏者アレッサンドロ・カルボナーレを招き、客席を沸かせた。 

 池辺晋一郎音楽監督の企画公演「異分野とのコラボレーション」は、考古学者の吉村作治がゲスト。

“エジプト、クレオパトラと音楽”というテーマを掲げ、エジプトにまつわる楽曲の生演奏、よもやま話を交

えながら、その魅力に迫った。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「せたが

や名曲コンサート」は、宗教曲の大家・黒岩英臣の指揮で、ヴェルディの大曲「レクイエム」を演奏した。

新しい試みの「連携コンサート」では、世田谷美術館と共に髙山辰雄展の展示作品に関連する東儀秀

樹トーク＆ミニ・コンサート『聖家族』、衣裳づくりのアトリエ・ヨシノとバレエ上演付きのニューイヤー・コン

サート『宮川彬良バレエの世界』を開催。新しい観客層に向き合った。 

公１－３「文化芸術の啓発、体験、支援などの教育普及活動」 

 宮川彬良スペシャル・プロデューサーの「せたがや音楽研究所」は、“子どもとまち”がテーマ。保坂展

人区長をゲストに、公募による合唱団と共に、せたがやのノスタルジーを奏でた。「Let's Sing ゴスペ

ル！」は、高まる人気に応え、経験者向きを含め、４コースのワークショップを設定。新たに監修に据え

た、米国のゴスペル・ディレクター、フィリス・マッコイ・ジョベルトによる全員参加の特別ワークショップも

好評だった。「和の音楽ワークショップ」は、オリンピック・パラリンピック関連事業として始めたプロジェク

トＳｅｔａｇａｙａ太鼓塾が大人気。林英哲塾長はじめ、英哲風雲の会の熱心な指導に、鋭く反応する子ど

もたちの真摯な表情が印象的だった。 

 ９年目を数える「せたがやジュニアオーケストラ」は、台湾・高雄市交響楽団附設青少年交響楽団との

「交流コンサート」、川場村合宿と充実した夏を過ごし、成長を続けた。１年の締め括り「定期演奏会」で

は、２年連続で指揮台に上った田中祐子と、難曲の数々に挑んだ。「学校へのアウトリーチ」として、宮

川彬良の「せたがや音楽研究所」を中学校４校で開催。本格的な音響機材も運び込み、学校の体育

館がさながらコンサート会場に変わり、中学生たちは大喜びだった。 

公１－４「文化芸術活動の発表の機会の提供」 

 前年度リニューアルした「せたがやバンドバトル」は、応募数が５割増して８３バンドとなったほか、演奏

の質の向上も目覚ましく、区内ライブハウス予選から、たいへん充実したものになった。世田谷フィル、

区民合唱団、区民吹奏楽団の３団体に対する「世田谷区民音楽団体の支援」では、練習場所であり、

楽器の保管場所である船橋公文書庫が工事で使えなくなる時期もあったが、世田谷区、また各団体と

緊密な連携を取って、乗り越えることができた。 

公１－５「地域交流のための文化芸術事業」 

 音楽に接する機会の少ない人たちのための「まちかど・まちなかコンサート」。「まちかどコンサート」は、

二子玉川公園でのジャズコンサート。世田谷の２バンドの他に、世田谷区と包括協定を結ぶ川崎市か

らも２組を招き、おなじみの曲を中心に演奏した。「まちなかコンサート」は、人気の高い「コトコトさんのド
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レミ図書館」をグレードアップ。利便性の高い北沢タウンホールにて開催し、幼児・親子連れでにぎわっ

た。世田谷の音楽関係者の集まり「せたがや音楽プロジェクト」は、国境を越えて歌い継がれる歌の魅

力を紐解く『美空ひばりとブラジル』、昨年逝去した‘クイーン・オブ・ソウル’を追悼し、一人芝居とトーク

で、その生涯を辿る『アレサ・フランクリン物語』の２企画を実施した。「商店街アートプロジェクト」は、区

内４か所で開催。うち３回は、オートクチュール・サックスカルテットを派遣。場所や催しの違いに応じて、

オーダー・メイドのプログラムを演奏した。残り１回は、三軒茶屋の風物詩『三茶クリスマスナイト』で、

Let’s Sing Gospel!卒業生たちのステージをお楽しみいただいた。 

公１－６「文化芸術の活性化を図るための情報提供」 

 「音楽事業部広報」活動は、地道な改善を進めていった。比重が大きくなっているインターネット関連

では、ホームページのＳＳＬ化対応を終え、英語版もスタートさせた。ＳＮＳの発信にも積極的に取り組

み、雑誌、テレビ、ネットでも取り上げられる機会が増えつつある。 

 

 

≪世田谷美術館≫ 

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

 平成３０年度は、企画展では、「人間・髙山辰雄―森羅万象への道」、「没後４０年  濱田庄司展」、

「向井潤吉 人物交流記」、「ブルーノ・ムナーリ―役に立たない機械をつくった男」、「田沼武能写真展  

東京わが残像 1948-1964」の５つの企画展を開催した。それぞれのテーマを示せば、日本画、工芸、

洋画、デザイン、写真ということになり、幅広い領域を紹介することになり、それぞれの展覧会が社会的

な関心を引き起こした。とりわけ「ブルーノ・ムナーリ―役に立たない機械をつくった男」は、当館が長年

にわたって準備を重ね、全国４会場での巡回となった。ブルーノ・ムナーリのシンプルな造形は、国境を

超えて人々の興味を喚起するものであり、その全貌を幅広く紹介する、日本では過去最大規模の内容

となった。 

 収蔵作品を紹介するミュージアム コレクションでは、「小堀四郎と村井正誠」、「東京スケイプ Into 

the City」、「アフリカ現代美術コレクションのすべて」の３展を開催。どの企画も個性的な内容として、関

心を集めた。とりわけ、川口幸也氏（立教大学教授）、鈴木裕之氏（国士舘大学教授）、村田はるせ氏

（アフリカ文学研究者）を迎え、関連講演会を３回開催し、展覧会への理解をふかめていただく機会とし

た。 

 分館においては、各館３期の展示を組み、計６本の展覧会事業を通じて、向井潤吉、宮本三郎、清

川泰次の画業を紹介することができた。 

 調査研究は、各展カタログへの執筆、各種データの掲載などに反映し、さらに『世田谷美術館紀要』、

『世田谷美術館年報』などの刊行を通じて発表した。 

公１－３「文化芸術の啓発、体験、支援などの教育普及活動」 

 世田谷美術館は開館以来、区立小中学校との連携を深め「鑑賞教室」を実施してきた。対象として

小学生は第４学年、中学校は第１学年である。この事業の実施にあたっては東京学芸大学との連携で、

インターン生による各校への出張授業を実施し、また約４００名が登録する鑑賞ボランティアの参加と協

力を得ている。また、同じく開館以降継続している「美術大学」についても充実の度合いを高め、その

卒業生たちが友の会や鑑賞ボランティアに参加するなど、良き循環作用を得ている。小学生から中高
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年までを包括する各種事業の展開によって、当館は生涯学習の場としての機能も果たしているといえよ

う。 

公１－４「文化芸術活動の発表の機会の提供」 

 世田谷区の事業として長年にわたって開催されてきた「区民絵画展」、「区民写真展」が当財団に移

管されてしばらく時を経たが、両事業への参加者数はほぼ横ばいである。昨今はデジタル技術の進歩

により、私たちの日常生活にもさまざまな変化が生じ、ウェブ環境の向上からインターネット上での作品

発表や発信も盛んである。しかし、実際に作品を描き、題材を求めて写真を撮ることを楽しみとする区

民も多いことから、両展を隔年開催としつつも、この事業を継続している。また、区民ギャラリーの運営も

好調であり、多くの利用者を得ており、こうした事業は当館への関心を深めてもらう契機ともなっている。

公１－５「地域交流のための文化芸術事業」 

 世田谷美術館の前庭を中心として毎年開催している「さくら祭」は、当館の春の恒例行事として定着

し、日常的に美術館活動を支援してくれている友の会会員と鑑賞ボランティアたちが交流する場ともな

っている。さらに公園への来園者が美術館に立ち寄るきっかけともなっている。そのほかに近隣で開催

される「緑化まつり」、「用賀サマーフェスティバル」への支援、参加を実施してきた。また昭和女子大学、

成城学園などの区内にある大学や、玉川髙島屋、成城コルティといった商業施設ともコラボレーション

を重ねている。 

公１－６「文化芸術の活性化を図るための情報提供」 

 インターネットは、もはや日常生活において必要不可欠な情報提供、情報共有ツールとなっている。

当館では、２０１７年にホームページの大規模改修を実施、時代に適応したインターネット環境を整備

し、本年度も、その利便性を高めるリニューアルを進めた。情報発信にあたっては、各種のＳＮＳと連動

させ、即時性、また情報の拡散につとめた。また、過去の事業のアーカイブズ機能をもたせることによ

り、幅広い情報提供を可能とした。 

 

 

≪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」 

 平成３０年度の企画展は、先駆性とポピュラリティを同時に獲得してきた４人の作家を取り上げた。 

 「林芙美子 貧乏コンチクショウ」。幼少期の行商生活を経て職を転々とし、恋愛にも苦しんだ林芙美

子が文字通り『放浪記』の青春を送った土地が世田谷太子堂である。本展では、芙美子が極貧生活の

中で綴っていた詩と言葉の力強さに着目し、現代を生きるヒントとして３００点の資料とともに紹介した。  

 「ビーマイベイビー 信藤三雄レトロスペクティブ」は、日本の音楽シーンをリードしてきたミュージシャ

ンのＣＤジャケットを多数デザインし、革新的なプロダクトを世に送りだしてきたアートディレクター・信藤

三雄のクリエイティビティの全貌に迫った。９０年代東京のポップカルチャーを代表するクリエイターの個

展であり、会場は多感な時期に信藤が手がけた音楽アルバムに出会った４０歳前後の世代で賑わった。  

 「筒井康隆展」は現代日本文学の最高峰にして最前衛に位置する巨人の全貌を立体化する初の試

みである。当館では２０１０年の「星新一展」以来、「地上最大の手塚治虫」（２０１２年）、「日本ＳＦ展・Ｓ

Ｆの国」(２０１４年)と、ＳＦをテーマとする展覧会に取り組んできており、本展は待望久しい企画でもあっ

た。ジャンルもテーマも多種多様な膨大な作品群、舞台や映像、音楽も含めた多岐にわたる活動を余
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すところなく紹介する全長８５メートルの巨大年表パネルを、会場一面に一筆書きのように張り巡らす新

しい演出を試みた。 

 「ヒグチユウコ展 CIRCUS」は、可愛らしくもダークな世界観で幅広い層の女性たちから絶大な支持を

集める画家で絵本作家ヒグチユウコの初の全国巡回展として朝日新聞社と共同で企画した。入場者数

は６万人を超え、開館以来最高の入場者数を記録した。本展は、展示内容と同等もしくはそれ以上に

関連グッズへの関心が高い来場者が多数訪れ、開幕当初は戸惑うこともあったが、物販も含めた会場

運営、安全管理、来場者対応のあり方など、今後の事業展開の上で学ぶところの多い展覧会となった。 

 コレクション展は、前期は２９年度に齋藤家より受贈した北杜夫の原稿、父齋藤茂吉の自筆歌集稿本

など初公開資料を数多く紹介、後期は、徳冨蘆花生誕１５０年を記念し、蘆花夫妻と烏山地域ゆかりの

文学者との交流を紹介した。また、「ムットーニのからくり書物」コーナーでは、新規収蔵の３作品を加え、

プログラムを充実させた。 

 また、本年度は主要な収蔵品のホームページ上でのインターネット公開に向けてシステムの構築を行

った。検索システムの稼動は２０１９年度から開始の予定で現在準備を進めている。このほか、貸出・閲

覧等の需要の多い収蔵品のデジタル画像化も推進。上記齋藤茂吉歌集稿本、わが国の三大探偵小

説と称される『黒死館殺人事件』原稿の全頁デジタル化を行った。今後の調査・研究に活用していきた

い。 

公１－３「文化芸術の啓発、体験、支援などの教育普及活動」 

 出張展示や館の内外でワークショップなどの活動を行う「どこでも文学館」は、今年度はのべ３７回の

出張展示と２２回のワークショップを実施し、あわせて９８,１４０人の参加者・利用者があった。今年度は

ライブラリー「ほんとわ」を会場に、新たに朗読ワークショップや、１冊の絵本について参加者が一緒に

考える「哲学カフェ」も実施した。新規出張展示キット「セタブン人生相談－あなたのための人生処方箋」

は、世田谷ゆかり作家の名言を「心のお薬」として紹介するもの。特定費用準備資金を活用して制作し、

後期コレクション展で先行展示を行った。 

 企画展関連のイベントではいくつかの新しい試みも行った。「林芙美子 朗読ショー★貧乏コンチクシ

ョウ」「ヒグチユウコ展 CIRCUS ナイトミュージアム」は、参加者に展示室内で作品と朗読や音楽を同時

に鑑賞してもらおうというもの。また「筒井康隆展」では作家の愛蔵品や蔵書のオークションを実施した。

作家本人がオークショニアを務め、エピソードを披露しながら進行するという前例のないイベントである。

いずれも通常の講座やトーク、ワークショップ等とは異なる試みであったが、参加者の満足度の高い事

業となった。 

公１－６「文化芸術の活性化を図るための情報提供」 

 年３回の世田谷文学館ニュースの発行はじめ、ホームページや印刷物、ＳＮＳを活用した情報発信を

積極的に行い、広報サービスの向上を図った。また、地域の祭りや催事を通して、地元商店街との相

互協力、連携を深めた。 
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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

事業名 個別事業名 　実施内容 実施月日
利用料金

(円)
実績人数

(人)
当初計画数

(人)
実施場所

祝いの衣服　赤をめぐる旅展
vol.3「文様を訪ねて」

　衣服造形家・眞田岳彦ディレクションによる、日本独自の文化を考察
する展覧会。縄文、弥生、古墳時代に描かれた文様・図柄から伝承され
た「願い」「祈り」「祝いの心」からインスピレーションを受けて制作したイ
ンスタレーション作品を、歴史的資料とともに展示した。

12月19日～
31年1月20日

無料 2,206 3,200
生活工房ワーク
ショップルーム、
ギャラリー

20世紀の映像百科事典をひらく
「映像のフィールドワーク展」

　半世紀以上前に世界中の人や動植物等の営みを記録した「エンサイ
クロペディア・シネマトグラフィカ」(EC)の映像群から「音楽」「料理」など
のキーワードで集めた約70作品を各所に投影する、体験・参加型の展
覧会。会場では連日、映像の中の行為を実際にやってみるワークショッ
プなどを開催した。

31年3月16日～
4月7日

無料 4,004 3,200
生活工房ワーク
ショップルーム、
ギャラリー

【生活工房ギャラリー2018】
　日常の暮らしの中から紡ぎ出したテーマで、幅広い世代が楽しめる展
示事業を展開した。

①子どもワークショップ2017報告
展「14歳のワンピース展」

　2017年夏休みに開催した中学生ワークショップ「14歳のワンピース」の
成果を広く伝える展覧会。参加者がデザインしたワンピースや着用して
撮影した写真、20歳になった第1回参加者と講師のデザイナーとの対談
などを展示した。

4月19日～5月13日 無料 3,511 3,000
生活工房ギャラ
リー

②折紙生活展－もしも日常に折
紙が折り込まれたら!?

トイレットペーパーやノートの端など、日常空間に折紙が折り込まれた
らという設定で、折紙の可能性を伝える新進気鋭のグループによるオリ
ジナル作品を書斎やトイレなど生活空間を模して展示し、日本の伝統
文化を現代に生かし楽しむことをユーモラスに提案した。

6月16日～7月16日 無料 4,962 3,000
生活工房ギャラ
リー

③「鳥の巣がおしえてくれること」
鈴木まもる　絵本原画と鳥の巣コ
レクション展

　夏休みにあわせ、絵本作家で鳥の巣の研究でも知られる鈴木まもる作
「世界の鳥の巣の本」の原画と、氏のコレクションから実物の鳥の巣17点
を展示した。関連事業として、小学生対象のワークショップ「鳥の巣をつ
くろう」も開催。

7月21日～8月26日 無料 8,294 4,000
生活工房ギャラ
リー

④人はあそぶ―メキシコ民芸玩
具展

メキシコとの外交樹立130周年にちなみ、メキシコ・グアナファト州の最
後の玩具職人といわれる人物の作品を中心に約150点を展示。1960年
代から現代までのカラフルでユーモアにあふれたメキシコの玩具をまと
めて紹介する日本初の機会となった。

10月27日～12月9日 無料 8,004 3,500
生活工房ギャラ
リー

⑤新雪の時代-江別市世田谷の
暮らしと文化

　戦時中に東京世田谷から拓北農兵隊として移住した人々の住む北海
道・江別市世田谷地区の歩みを辿り、過酷な生活の中で受け継がれて
きた文化芸術活動を絵画作品や関連資料で紹介した。本展を機に、開
拓3世の手で江別市でも展覧会が実現した。

31年1月26日～
3月10日

無料 10,512 4,000
生活工房ギャラ
リー

デザイン・
アートの展
示

10



事業名 個別事業名 　実施内容 実施月日
利用料金

(円)
実績人数

(人)
当初計画数

(人)
実施場所

【映像アーカイブ2018 「穴アーカ
イブ」】

　2015年にスタートした、区内に眠る8ミリフィルムを集めてデジタル化す
るプロジェクト。これまでにアーカイブしたフィルムは84巻にのぼり、2018
年度はその「保存」「公開」に注力した。

①せたがやアカカブの会 　映像をじっくり観ながら語り合う小さな集いを年4回開催。
6月20日、8月29日、
10月24日、12月5日、

無料 63
生活工房ワーク
ショップルーム
他

②穴アーカイブ：an-archive
8ミリフィルム鑑賞会　特別編

　ウェブサイトの公開に合わせ、アーカイブの映像から厳選して上映会
を行った。

31年3月10日 無料 56
生活工房ワーク
ショップルーム
他

③ウェブサイト「世田谷クロニクル
1936-83」の公開と目録作成

　映像を視聴できるウェブサイト「世田谷クロニクル1936-83」を公開。ま
た、収集したフィルムの目録をポストカード形式で作成、発行した。

通年 無料 ― ― ―

【セミナー・ワークショップ　シリー
ズ】

　セミナーやワークショップ形式で、様々な分野にわたる事業を実施。

①日常を見限らない―音と身体
のワークショップ―

　五感をフル活用し、生活の中で起こっていることと丁寧に向き合い、見
落とされた無数の出来事を味わい直すワークショップ。①トーク、②ワー
クショップ:音、③ワークショップ:身体、④ドキュメンタリー上映会で構成。
終了後、記録映像をHPで公開した。

①9月9日
②9月29日、30日
③10月13日、14日

④12月1日

①500
②1,000
③2,000
④無料

①48
②21
③26
④21

65
生活工房ワーク
ショップルーム
他

②20世紀の映像百科事典「エン
サイクロペディア・シネマトグラ
フィカ」連続上映会⑭「住処をつ
くる」

　「エンサイクロペディア・シネマトグラフィカ」(EC)の膨大な映像群から
「住処」をキーワードに集めた12の映像を、自らセルフビルドに取り組む
建築士をゲストに上映した。

11月11日 1,000 63 50
生活工房ワーク
ショップルーム
他

③情報編集力連続講座vol.5
キーワードからはじまる「自分らし
さ」の編集術

　イシス編集学校との連携による講座シリーズ。情報をそのまま受け取る
のではなく、自分なりに収集、選択、組合せ、構造化、表現できる「イン
タースコア編集力」を実践的に身につける。

31年2月24日、
3月10日、17日

5,000 72 40
生活工房セミ
ナールーム他

④哲学対話PARASHIF(パラシ
フ)

　哲学者の國分功一郎氏を迎え、日々の生活にパラダイム・シフト(当た
り前と思っている考えが劇的に変わること)を起こすことを目指す、大人
のためのゼミナール。レクチャーの後、全員で哲学対話を行った。街の
隠れ家的本屋を会場に開催。

31年
①2月2日
②2月9日

各4,000
①24
②23

30

SNOW
SHOVELING
BOOKS &
GALLERY
(深沢)

⑤朗読講座「豊かなことばの世
界」

文学作品の朗読を通じて「ことば」のもつ力や自分自身の表現力の向
上、朗読活動の一助となる機会を提供することを目的とし、ＮＨＫ放送
研修センターとの提携により実施する。

通年 ― 881 240
生活工房セミ
ナールーム

⑥レクチャー＆ワークショップ「陸
前高田の8年の記録を読みなお
す/声に出す」

　31年度開催予定の展覧会のプレイベント。①岩手県陸前高田で活動
するアーティストが、2011年から8年間の記録を写真や映像を交え紹介
するレクチャーと、②他者の体験や言葉を受け取り、声に出し、新たな
身体表現を試みるワークショップを開催。

31年
①3月16日、17日

②3月23日

①各500
②1,000

①79
②25

①70
②15

生活工房セミ
ナールーム

ワーク
ショップ・
講座

100
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事業名 個別事業名 　実施内容 実施月日
利用料金

(円)
実績人数

(人)
当初計画数

(人)
実施場所

【夏の子どもワークショップ2018】
　幼児から小学生、中学生までを対象に、デザインやコミュニケーション
の体験などを通して、創造性を育む機会を提供した。

①創作楽器ワークショップとティ
コボのガラクタ音楽会

　「ガラクタ」を使って楽器を創作し、身のまわりに溢れるモノが秘める別
の可能性をアーティストとともに発見するワークショップと、廃品打楽器グ
ループ“ティコボ”の演奏会を開催した。

8月4日 1,000 48 30
生活工房ワーク
ショップルーム
他

②食べられる物語―エディブル
アイランド

　食べものを素材に、探検家になった気分で“食べられる島”を作るワー
クショップ。(2回)

8月27日、28日 1,000 46 20
生活工房ワーク
ショップルーム
他

③日常探検ラボ―ふくらむ！
ポップコーンのふしぎ編

　食と科学とアートをかけ合わせた大実験教室。ポップコーンの膨らむ
秘密を探り、“ポップコーン星人”を作って楽しむなどを行った。(2回)

8月12日
(2回開催)

1,000 44 40
生活工房ワーク
ショップルーム
他

④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
団体をネットワークする「世田谷おはなしネットワーク」によるお話会。活
動団体のネットワーク構築と活性化の支援を行った。(3日間)

8月22日～24日 無料 1,679 1,500
生活工房ワーク
ショップルーム
他

⑤中学生体験ワークショップ
2018「14歳のワンピース」

　プロのデザイナーのもと、“14歳の私”を記録するワンピースをデザイン
する。後日、仕立て上がったワンピースを着て撮影会を行った。

7月27日、29日
8月25日

4,000 45 60
生活工房ワーク
ショップルーム
他

⑥イシス編集学校×生活工房
大好きな本の伝えかた―読書感
想文の編集術

　自分の好きな本を1冊選び、その良さを引き出し、人に伝える方法を親
子でゲーム感覚で学んだ。

7月21日、22日 1,000 27組 20組
イシス編集学
校・本楼(赤堤)

人材育成
プログラム

インターン生の受け入れ
　昭和女子大学、産能短期大学などのインターン生を受け入れ、コミュ
ニティと交流について事業の現場体験の場を提供した。(2回)

8月 ― 2 2 ―

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。SNS (Twitter、 Facebook、Instagram)の活用と併
せ、有効に活用した。

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。(4回)

4月、7月、
10月、31年1月

― 各10,000部 各10,000部 ―

生活工房「アニュアルレポート
2018」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
活動を視覚的に紹介する冊子を発行した。

31年4月 ― 1,500部 1,000部 ―

生活工房モニター制度の実施
　参加者、来館者アンケートの集計・分析とともに、さらに踏み込んだ調
査を行い、広報、情報発信等に生かした。本年度は未来館者層として
若い在住外国人を対象にグループヒアリング調査を行った。

通年 ― ― ― ―

子どもワー
クショップ

生活工房
広報
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事業名 個別事業名 　実施内容 実施月日
利用料金

(円)
実績人数

(人)
当初計画数

(人)
実施場所

DAYS JAPAN 写真展2018地球
の上に生きる「世界の未来をつく
るために」

フォトジャーナル「DAYS JAPAN」誌が実施する国際フォトジャーナリズ
ム大賞に選定された写真作品の展覧会。関連イベントとして、紛争地で
活動する日本人看護師をゲストにトークイベントを行った。

5月19日～6月10日 無料 3,007 1,500
生活工房ワーク
ショップルーム
他

クライム・エブリ・マウンテン シ
リーズVol.2    「漆がつなぐアジ
アの山々」

東南アジアの山岳地帯で古くから作られきた漆器をとりあげ、デザイン
リサーチャー・井上耕一氏の写真とコレクションを展示。漆とともに生きる
人々の暮らしを紹介した。

9月1日～10月21日 無料 11,031 3,000
生活工房ギャラ
リー

区民国際交流事業
　海外派遣による地域リーダー育成事業の経験者を中心としたグルー
プとの共催で、区民国際交流事業「国際交流inせたがや」を開催。区内
外の大使館等も参加して文化交流を区民とともに楽しむ。

31年2月 ― 339 300
生活工房ワーク
ショップルーム
他

市民活動団体支援事業

　区内の市民活動団体の発展と活性化を図るための事業を展開する。

　①市民活動相談事業
　②市民活動団体支援講座(広報・基本編)　[区受託]
　③市民活動団体支援講座(広報・応用編)

①通年
②12月4日、11日

③31年2月12日、19日

①相談無料
②③1,000

②50
③40

②③各30
市民活動支援
コーナー、セミ
ナールーム他

世田谷アートフリマ2018
(春/秋)

　作り手と区民の交流を目的にしたフリーマーケット。区内のアーティスト
やクラフト作家が、2日間で約140組参加し、創作活動の発表、販売、
ワークショップ等を行った。

4月21日、22日
9月22日、23日

無料 8,500 12,000

生活工房ワーク
ショップルーム、
セミナールーム
他

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を行う。コーナーの運営は市民活動団体に委
託する。

通年 ― 22,394 20,000
市民活動支援
コーナー

市民活動活性化事業

①市民活動支援コーナーの
日々展2018

　生活工房ギャラリーにて、市民支援活動コーナー登録団体による作品
展示と、一週間の活動を日記風に紹介した。

(3月23日)～
4月15日

無料 1,170 2,000
生活工房ギャラ
リー

②パオフェスタ2018
「市民活動体験喫茶パオ」

　世田谷アートタウン2018開催に合わせ、市民活動支援コーナー登録
団体の中から20団体が参加し、体験コーナーやパネル展示などで活動
を紹介する喫茶スペースを運営した。

10月20日、21日 無料 621 600
市民活動支援
コーナー

市民活動
支援

国際交流・
異文化理
解の推進
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(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

事業名 個別事業名 　実施内容 実施月日
利用料金

(円)
実績人数

(人)
当初計画数

(人)
実施場所

　
　作：エンダ・ウォルシュ　　翻訳 ：小宮山智津子  　演出 ：白井晃

　創造発信型の公共劇場である世田谷パブリックシアターとＫＡＡＴ神
奈川芸術劇場とがタッグを組み白井晃演出によりアイルランド人劇作家
エンダ・ウォルシュの戯曲を日本初公演した。(30回)

5月12日～6月3日 7,354 6,300 シアタートラム

　KATT神奈川芸術劇場大スタジオ(28回) 4月14日～5月6日 7,467 6,800
KATT神奈川芸
術劇場

　兵庫県立芸術文化センター阪急中ホール(3回) 6月16日、17日 2,335 2,300
兵庫県立芸術
文化センター

狂言劇場　特別版
能「鷹姫」・狂言「楢山節考」

　構成演出：野村萬斎　出演：野村万作・野村萬斎他

　野村萬斎により創作された二つの選りすぐりの作品、ウイリアム・バト
ラー・イエイツの「鷹の井戸」をモチーフとした能「鷹姫」と、民間伝承の
棄老伝説を題材とした深沢七郎の短編小説を土台にした狂言「楢山節
考」を、劇場空間における“舞台芸術(パフォーミングアーツ)としての狂
言”として、当劇場に特設能舞台を設置し新演出版を上演した。(全7回)

6月22日～7月1日 8,000～2,500 3,166 3,000
パブリックシア
ター

　構成・演出：小野寺修二　　　脚本：平田俊子

　 芸術監督が提唱する、「レパートリーの創造」「地域性、同時代性、普
遍性」「伝統芸能と現代演劇の融合」の３つの柱をもとに企画制作する
現代能楽集シリーズの第9作目。日本古来の物語「かぐや姫」をベース
に、小野寺修二を演出に迎え、ストーリーをシンプルに紐解き、かつア
クロバティックな演出を用いて立体的に紡ぐことにより、古典文学に新た
な光を与えるとともに、次世代の舞台芸術作品として新境地を開く事業
となった。(14回)

10月5日～17日 3,001 2,500 シアタートラム

　滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール 中ホール (1回) 10月21日 583 500
滋賀県立芸術
劇場びわ湖
ホール

　兵庫県立芸術文化センター 阪急中ホール (2回) 10月23日、24日 1,287 1,200
兵庫県立芸術
文化センター

　福岡市立東市民センター なみきホール (2回) 10月27日、28日 1,218 1,200
福岡市立東市
民センター

　熊本県立劇場 (1回) 11月2日 707 700 熊本県立劇場

MANSAI◎解体新書

　芸術監督の野村萬斎が、毎回様々なジャンルからゲストを招き、実
演、トークセッションなどを通して「表現の本質」を多角的な視点から解
き明かす人気シリーズ。第28弾として「日本」～この国の仮想と現実
(バーチャル・リアリティー)～を展開した。

10月10日 4,000～1,750 665 600
パブリックシア
ター

ＫＡＡＴ神奈川芸術劇場
共催
白井晃演出作品
「バリーターク」

7,000～3,250

現代能楽集Ⅸ
小野寺修二構成・演出作品
「竹取」

6,000～1,000

国内演劇
創作事業
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事業名 個別事業名 　実施内容 実施月日
利用料金

(円)
実績人数

(人)
当初計画数

(人)
実施場所

戯曲リーディング
「イザ　ぼくの運命のひと /
PICTURES OF YOUR TRUE
LOVE」

　将来上演予定の作品や、実験的な作品のリーディングを通して、舞台
芸術の面白さや演劇の可能性に出会う企画。観劇初心者にも気軽に
劇場空間へ足を運んでもらえるよう観劇料金も可能な限り低価格に設
定し、幅広い観客層に演劇の楽しさを体験してもらう企画。30年度は31
年度に再演を予定する『チック』のサイドストーリーともいうべき作品『イ
ザ ぼくの運命のひと』をとりあげ、本公演へとつながる貴重な上演機会
となった。(2回)

12月8日、9日 1,800～900 385 330 シアタートラム

森新太郎演出作品
「The Silver Tassie　銀杯」

　作：ショーン・オケイシー　　翻訳：フジノサツコ　　演出：森新太郎

　日本演劇界の実力者としても高評価を受けるようになった演出の森新
太郎と、実力派スタッフとキャストとのコラボレーションにより、クオリティ
の高い挑戦的な作品創りを実現した。そうした作品創造が可能な場を
提供することで、今後の演劇界の発展に寄与しうる人材育成の場も兼
ねることもできた。また2020年に開催される東京オリ・パラを前提に、ス
ポーツの視点から戦争の悲惨さと平和の尊さを考え得る作品を、第一
次世界大戦終結から100年目となる年に上演演目として選定した公共
劇場ならではの企画となった。(18回)

11月9日～25日 7,800～2,400 6,340 8,100
パブリックシア
ター

　作:ルーシー・カークウッド　　演出:栗山民也

　2014年ローレンス・オリヴィエ賞最優秀新作プレイ賞を含む5部門で受
賞した作品で、ユーモアにあふれた軽快な会話劇でありながら、重大な
歴史的事件を背景に、空間・時代を行き来する複雑な構造の社会派戯
曲を日本を代表する演出家・栗山民也のもと、映像や舞台など多方面
で幅広い活躍を見せる実力ある出演者が日本初公演した。(22回)

31年2月6日～24日 14,071 10,000
パブリックシア
ター

　東海市芸術劇場 大ホール (3回) 31年2月27日、28日 2,856 2,500
東海市芸術劇
場

　兵庫県立芸術文化センター阪急 中ホール (4回) 31年3月2日、3日 3,091 2,800
兵庫県立芸術
文化センター

　多賀城市民会館 大ホール (1回) 31年3月6日 1,023 950
多賀城市民会
館

　福岡市民会館 (2回) 31年3月9日、10日 3,265 2,800 福岡市民会館

　作：三島由紀夫　　演出：小川絵梨子

　緻密なセリフ劇の立ち上げに定評のある演出家の小川絵梨子が、初
の三島由紀夫作品に挑み、様式的なセリフ術ではない、リアルなセリフ
の応酬、憎しみや殺意だけでない、人間の脆さや寂しさ、また他者を乞
う愛情表現を丹念に演出し、新しい三島戯曲の創出に成功した。またフ
レッシュで実力も兼ね備えたキャスティングを行ったことで、三島作品に
馴染みの薄い若年層や観劇初体験の観客層も取り込むことに成功し、
日本の文学作品、舞台芸術の継承という役割も担うことができた。(21
回)

31年2月17日～3月8
日

5,155 3,400 シアタートラム

　兵庫県立芸術文化センター 阪急中ホール (3回) 31年3月12日、13日 2,371 1,800
兵庫県立芸術
文化センター

　東海市芸術劇場 大ホール (3回) 31年3月16日、17日 2,949 2,100
東海市芸術劇
場

国内演劇
創作事業 パソナグループ

共催
栗山民也演出作品
「チャイメリカ」

8,300～2,500

小川絵梨子演出作品
「熱帯樹」

6,800～3,100
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事業名 個別事業名 　実施内容 実施月日
利用料金

(円)
実績人数

(人)
当初計画数

(人)
実施場所

作品創造研究
　オリジナルの新作戯曲や国内で未紹介の海外戯曲など、次年度以降
の上演の可能性を探るため、調査研究の一環として海外戯曲の翻訳を
行う他、新事業のための演目研究を実施した。

通年 ― 100 ― 稽古場

劇作家〈実演家〉の作業場

　劇作家及び実演家のための創作ワークショップ。新しい演劇作品を生
み出すために、主題や手法を探ったり、俳優と共同作業しながら意欲的
に試行錯誤や実験をする場を提供するものだが、平成30年度は作品創
造研究に集中したため休止した。

― ― ― 100 稽古場

こどもプロジェクト①
子どもとおとなのための◎読み
聞かせ「お話の森」

  8月4日出演：ROLLY　　　8月5日出演：片桐仁

 子供も大人も気軽に劇場へと足を運び、一緒にお話を楽しんでもらう
企画。読み手が映像・音楽・照明など趣向をこらした演出で、絵本を読
み聞かせた。(4回)

8月4日、5日 3,500～500 954 750 シアタートラム

こどもプロジェクト②
「日野皓正　presents "Jazz for
Kids"」

　プロ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区立
中学生と日野皓正ら一流ミュージシャンによるジョイントコンサートを実
施した。1日目は日野皓正バンドによるライブ、2日目はドリームジャズバ
ンドワークショップに参加した中学生の成果発表としてコンサートを行っ
た。(2回)

8月18日、19日 4,500～2,250 825 880
パブリックシア
ター

こどもプロジェクト③
イデビアン・クルー「排気口」

　振付家・ダンサーの井手茂太が主宰するダンスカンパニー「イデビア
ン・クルーが2008年の初演から10年の時を経て、新メンバーと新演出を
加え「排気口」を上演し好評を得た。また、公演に向け予習編としてワー
クショップを開催し、こどもたちが新しい発見をしながら独自の表現を育
む過程を楽しむ充実した機会となった。(6回)

8月9日～12日 4,500～1,000 1,761 1,200
パブリックシア
ター

伝統芸能
企画

爆笑寄席●てやん亭
　実力、評価、将来性などを備えた、落語、漫才、講談等の寄席芸能の
プログラムを上演する企画。30年度は林家木久扇、木久蔵、コタの親子
三代ほか、春風亭昇太が出演し好評を得た。(1回)

3１年1月18日 4,000～2,000 587 350
パブリックシア
ター

ダンス公演 ダンス提携公演/育成

　気鋭の若手カンパニーからベテランまで、選りすぐりのダンスカンパ
ニーと提携し、現代演劇と舞踊を専門として上演する劇場のレパート
リーの多様性を創出する。創作活動を支援しながら、演劇的な要素や、
音楽、美術など、異なるジャンルのアートとの出会いを提案し、当劇場
だからこそ生まれる新しい舞台芸術の創造を目的とする。

　【パブリックシアター公演】 (12回)
　　・山海塾「卵を立てることからー卵熱(リ・クリエーション)」
　　　　　　 　「金柑少年(リ・クリエーション)」
　　・笠井叡振付「高岳親王航海記」
　　・平山素子「POISON」

　【シアタートラム公演】 (13回)
　　・横山綾乃lal banshees「ムーンライトプール」
　　・ながめくらしつ「うらのうらは、」
　　・プロジェクト大山「すばらしきあいまいな世界」
　　・暁「作戦行動〇〇伍「ラストワルツ」

通年 5,000～1,000 6,314 5,400
パブリックシア
ター/
シアタートラム

国内演劇
創作事業

こどもプロ
ジェクト
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事業名 個別事業名 　実施内容 実施月日
利用料金

(円)
実績人数

(人)
当初計画数

(人)
実施場所

音楽公演 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
した。
　・古武道

31年1月19日 7,000～6,500 557 450
パブリックシア
ター

提携公演 演劇提携公演

　気鋭の若手から長年の実績を誇るカンパニーまで、優れた演劇作品
の上演実績がある劇団・ユニット・制作会社・団体等と提携し制作的な
補助、広報宣伝協力等を行う。

　【パブリックシアター公演】 (62回)
　・無名塾「肝っ玉おっ母と子どもたち」
　・シス・カンパニー「日本の歴史」
　・CAT「マクガワン・トリロジー」
　・公益財団法人国際演劇協会「この子たちの夏」
　
　【シアタートラム公演】 (53回)
　・シス・カンパニー「お蘭、登場」
　・日本音響家協会
　・チェルフィッチュ「スーパープレミアムソフトWバニラリッチソリッド」
　・劇団東演「マクベス」

通年 10,000～1,000 48,541 31,500
パブリックシア
ター/
シアタートラム

　
　演出家・進行役・ダンサーなどを招き、目的・対象に応じたワークショッ
プを一般参加者を対象に行った。
　1～2日単位で気軽に体験できるワークショップから、複数日あるいは
長期間を1企画として舞台芸術を創造するさまざまな要素を体験したり、
地域の課題等にアプローチして作品に仕上げるワークショップも行っ
た。

　①劇場体験ツアー(全1回×3回)
8月10日～31年2月17

日
500 延34

　②「Ａ Day in the Theatre」(全1回×8回)
4月5日～31年2月15

日
500 延163

　③ごちゃまぜ演劇ワークショップ(全3回WS×1回) 31年3月28日～30日 1,500 延51

　子どもが演劇やダンスと出会い、それらを体験できる機会を提供し、子
どもの自発的な表現力・想像力・創造力やコミュニケーション能力を育
むことを目的に、夏休み・冬休み・春休み期間などに、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。

　①夏休み子どもワークショップ (全7コース×延18回) 7月23日～9月1日 各1,500 延316

　②中学生のための演劇ワークショップ
　　(全7コース×延23回、発表会含む)

6月16日～31年3月24
日

6,000～無料 延382

550 稽古場他

755 稽古場他

演劇・ダンスワークショップ

子どものためのワークショップ

コミュニ
ティプログ
ラム
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事業名 個別事業名 　実施内容 実施月日
利用料金

(円)
実績人数

(人)
当初計画数

(人)
実施場所

　区民を中心とした参加者たちが世田谷のまちを歩いて取材したり、
各々が持ち寄った課題やモチーフを使って演劇やダンスの要素を用い
たワークショップを重ね、自分たちの住む地域について考察しつつ、
ワークショップを通して得た発見をもとに作品を創造し、3月にはシア
タートラムで発表公演を行った。公演は入場無料で劇場周辺住民を中
心として気軽に来場できるようにした。

　①「家族をめぐるささやかな冒険<6月の土日編>」 (全2回) 6月9日、10日 1,000 延58

　②「2018夏の番外編－テキストを読む」 (全2回) 8月11日、12日 1,000 延34

　③「家族をめぐるささやかな冒険―11月の土日編」 (全2回) 11月24日、25日 1,000 延58

　④「家族をめぐるささやかな冒険～家族の「おかね」「かたち」
　　「シンガポール部」WS (全3コース×延39回)

12月24日～31年3月
16日

7,000～無料 延566

　⑤発表会 (2回) 31年3月17日 無料 342

　⑥「コミュニティの物語に向き合う3つのアートプロジェクトをめぐって」
　　(1回)

31年3月18日 無料 20

学校のためのワークショップ

　世田谷区内の小中学校の児童・生徒・教員を対象に、進行役やアー
ティストが学校へ出向き、授業時間の中で児童・生徒を対象とした演劇
的手法を用いるワークショップを実施する他、演劇作品の鑑賞と、その
演劇作品をもとにしたワークショップ「かなりゴキゲンなワークショップ巡
回団」を実施した。(173回)

通年 無料 延6,760 7,715
世田谷区内の
各小中学校/稽
古場

中学校演劇部支援
　世田谷区立中学校教育研究会演劇教育部と連携し、区内中学校演
劇部の秋季世田谷区立中学校演劇部合同発表会に対する、技術・制
作スタッフの派遣をした。

11月2日～4日 無料 延400 400
世田谷区内各
小中学校/区民
会館他

区内施設連携プログラム
　地域住民の生活拠点となっている区内施設/団体(ボランティアセン
ターや障害者支援施設等)に進行役を派遣して、演劇的手法を用いた
ワークショップを施設利用者及び近隣住民に向けて実施した。(全3回)

12月22日～26日 1,500 延57 120
世田谷区内の
施設/稽古場

小学校古典芸能鑑賞教室
 ［区受託］

　世田谷区立の小学校(全校)6年生を対象に、区民会館にて狂言の公
演と、公演を楽しむためのワークショップを実施。能狂言の発想や技能
を体感し、日本固有の伝統芸能について関心を高める機会を提供し
た。(12回)

6月12日～29日 無料 6,090 5,700
砧、世田谷、烏
山区民会館

稽古場/
シアタートラム
他

地域の物語

参加者
435

発表会
250

コミュニ
ティプログ
ラム

学校その
他区内施
設との連
携プログラ
ム
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事業名 個別事業名 　実施内容 実施月日
利用料金

(円)
実績人数

(人)
当初計画数

(人)
実施場所

中学生課外講座
新・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］

　日野皓正氏をはじめとするプロのミュージシャンとともに、楽器演奏及
び音楽の魅力を体験するワークショップを長期間かけて実施。8月には
パブリックシアターで成果発表となるコンサートを行った。(ＷＳ27回)

4月29日～8月19日 無料 33 50

池尻小学校第
二体育館、三宿
中学校、パブ
リックシアター他

教科日本語
 ［区受託］

　世田谷区立小学校の教員を対象として、夏季研修事業のうち、教科
日本語を受託し実施した。

8月22日 無料 30 60
世田谷区内各
小中学校

移動劇場「＠ホーム公演」

　劇場への来館が難しいお年寄りや障害者が生活する施設へ、アー
ティストが訪問し演劇作品を上演。観客は施設の利用者をはじめ、その
家族、施設で働く人々、近隣に暮らす人たちなど。普段の生活空間を
そのままに、食堂やラウンジなどを利用して舞台をつくり、見ている人た
ちの目の前でプロの俳優たちが演じた。9年目を迎える30年度は、これ
まで＠ホーム公演での作品創作を手掛けてきたノゾエ征爾の新作公演
「チャチャチャのチャーリー～さようなら涙くん～」を上演した。(14施設)

4月20日～5月13日
10,000
(1施設)

1,000 1,250

区内特別養護
老人ホーム、デ
イサービス、障
害者施設

　地域市民及び観客を対象に、主催公演関連のワークショップや作品
の分析・舞台芸術についての知識を深める企画を実施した。

　①世田谷パブリックシアターダンス食堂
　当劇場にて公演する振付家、ダンサー、舞踏家を招き、トークとワーク
ショップを実施。30年度は暁～AKATZKI、平山素子が「店主」を務め
た。
  (2メニュー　全3回)

31年1月15日～3月29
日

各500 49

　②舞台芸術のクリティック
　「舞台を読む」と「批評を書く」の二部構成で開講。同時期に行われて
いる主催公演と連動して、前期と後期に分かれて実施。
　(前期全4回レクチャー×１、後期全3回レクチャー×１)

6月24日～12月9日 5,500～4,000 延169

　ワークショップの進行役・ファシリテーターや研究者、インターン希望
の大学生を対象に「大学生インターン」「オープンラボ」「SPTラボラト
リー」を実施した。
　

　①「大学生インターン」 (全4コース×延30日) 通年 無料 延120

　②SPTラボラトリー「オープンラボ2018」 (2回)
6月25日、31年2月19

日
無料 延34

　③SPTラボラトリー「演劇WSラボ2018」 (全10コース×延21回)
6月30日～31年3月30

日
2,500～無料 延186

学校その
他区内施
設との連
携プログラ
ム

観客育成プログラム

研究育成
プログラム

セミナールーム
/ワークショップ
ルーム他

265

専門家育成プログラム

両劇場/稽古場
/セミナールー
ム/ワークショッ
プルーム他

450
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事業名 個別事業名 　実施内容 実施月日
利用料金

(円)
実績人数

(人)
当初計画数

(人)
実施場所

　次世代を担う舞台技術者やプランナー、デザイナーを対象に舞台・照
明・音響各分野で未経験者及び経験者向けの安全講座、各分野別プ
ログラムを実施した。初級編、中級編など段階ごとのプログラムを設けて
いる。

　①舞台照明入門講座 5月10日 71 30

　②舞台音響入門講座 5月11日 63 30

　③舞台技術安全講座 5月12日、13日 延132 30

　④舞台照明中級講座 「照明デザインを考える」 10月26日 14 15

　⑤舞台音響中級講座 「音塾 ベーシックコース」 10月28日 27 30

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 ― ― ― ―

フリーステージ

　音楽部門、ダンス部門からなり、出演者は世田谷区民を中心とした文
化団体から公募。区内のアマチュア団体に発表機会を提供し、地域の
文化芸術活動の活性化を図った。(バレエ・ダンス部門3回、音楽部門1
回)

4月29日～
5月6日

無料 2,541 2,800
パブリックシア
ター/
シアタートラム

シアタートラム ネクスト・ジェネ
レーション　vol.11

　公演実施団体：らまのだ　　上演作品名：「青いプロペラ」

　公募で選ばれた若手の実演家・実演団体に対し劇場が制作面・技術
面でサポートを行い公演を行う企画で、若手アーティストの登竜門的存
在ともなっている。11回目を迎える30年度は、「らまのだ」が公演を行っ
た。(6回)

11月29日～12月2日 3,500～1,750 904 700 シアタートラム

地域活性
のための
文化芸術
事業

世田谷アートタウン2018
　「三茶de大道芸」

　三軒茶屋の活性化と地域の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。三軒茶屋の街を舞台に、商店街の
各所等で大道芸のパフォーマンスなどを行った。(文化生活情報セン
ター全体事業)

10月20日、21日 無料 198,000 200,000

パブリックシア
ター/
三軒茶屋駅周
辺商店街他

劇場営業広報宣伝

　営業・広報・宣伝活動を通じて、世田谷パブリックシアターの事業を世
田谷区内外に広く周知し、地域の劇場/創造発信型劇場としての当劇
場の存在意義を高めるブランディング活動とともに、マスコミへの情報提
供、ホームページや広報誌などによる情報発信により、主催事業への
集客を図り、財団の収益性の向上に資する活動を行った。

通年 ― ― ― ―

学芸共通広報宣伝
　学芸で行われているワークショップ・レクチャー等の普及を進めるため
の広報物の作成や宣伝等の活動を、紙媒体を中心に展開した。

通年 無料
2冊

全4,000部
― ―

劇場雑誌の発行
　各事業の成果を記載したアニュアルレポートを劇場雑誌として編集・
発行。平成29年度の事業を報告するための冊子を作成した。

通年 無料 600部 1,000部 ―

劇場広報

Technical Theatre Training
Program
舞台技術講座

舞台技術
者人材育
成プログラ
ム

区民の表
現の場の
提供

3,000
パブリックシア
ター

20



事業名 個別事業名 　実施内容 実施月日
利用料金

(円)
実績人数

(人)
当初計画数

(人)
実施場所

日中平和友好条約40周年記念
公演
上海戯劇学院
「風をおこした男―田漢伝」

　日中平和友好条約締結40周年記念公演 『風をおこした男―田漢伝』
　作・演出:田沁鑫

　日中平和友好条約締結40周年を記念して日本に留学経験もあり、の
ちに中国国歌の作詞をはじめとした歌詞や映画、戯曲などを数多く残
し、中国文化に多大な功績を遺した田漢の半生をドラマチックに描いた
『風をおこした男―田漢伝』(2001年中国国家話劇院制作北京大学百
周年記念講堂で初演　原題「狂飆」)を中国でもトップレベルの舞台芸
術大学、上海戯劇学院との共同主催で上演した。(2回)

10月6日、7日 5,000～1,500 626 1,000
パブリックシア
ター

日本・スウェーデン外交関係樹
立150周年
世田谷アートタウン2018関連企
画
サーカス・シルクール
「LIMITS」

　日本・スウェーデン外交関係樹立150年記念事業として、ストックホル
ムを拠点とし、スカンジナビアを代表する現代サーカスのカンパニー
“サーカス・シルクール”を招聘し、2015年に巻き起こった欧州難民危機
を題材にした話題作「LIMITS」を上演した。本公演ではヨーロッパが抱
える「難民」をテーマにしながらも、「アクロバット」や「ジャグリング」と言っ
た馴染みのあるキーワードと結び付けて紹介することで、「現代サーカ
ス」が親しみやすく楽しいものであるとともに、想像力を豊かに育てるも
のであることを区民が実感できる機会を提供。(3回)

10月19日～21日 4,000～1,500 1,177 1,200
パブリックシア
ター

　車椅子使用者やダウン症などのパフォーマーもメンバーとして活躍す
るイギリスのダンスカンパニー“ストップギャップ”の本邦初公演。日本で
はまだ馴染みの薄いインクルーシヴアート(障害の有無にとらわれず、
参加者それぞれの個性と意見を尊重しながら優れた表現芸術を生み
出す)を紹介できたことは、オリンピック・パラリンピックを控える日本の観
客にとっても意味深い事業となった。(2回)

31年3月8日、9日 601 700
パブリックシア
ター

　神奈川県立地球市民かながわプラザ(あーすぷらざ)プラザホール 31年3月3日 97 100
神奈川県立地
球市民かながわ
プラザ

　北九州芸術劇場　小劇場 31年3月16日 109 100
北九州芸術劇
場

海外招聘・
国際共同
制作

海外招聘舞踊公演
ストップギャップ ダンスカンパ
ニー
「エノーマスルーム」

4,000～1,500
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(３)世田谷文化生活情報センター　音楽事業部

事業名 個別事業名 　実施内容 実施月日
利用料金

(円)
実績人数

(人)
当初計画数

(人)
実施場所

せたがやジュニアオーケストラ
オータムコンサート

　親しみやすい曲目と仕掛けを用意して、せたがやジュニアオーケスト
ラの練習の成果を披露した。

9月30日 500 867 750
世田谷区民会
館

室内楽シリーズ
　内外で活躍する演奏家による室内演奏会を開催した。①伶楽舎によ
る雅楽のコンサート(追加公演を含む2回)、②弦楽四重奏団モルゴー
ア・クァルテット

①6月30日
②10月8日

3,500～3,000
①273+278

②181
各250 成城ホール

午後の音楽会
　一流の音楽家の演奏を気軽に楽しむコンサート。イタリアのクラリネット
奏者アレッサンドロ・カルボナーレのリサイタルを開催した。

10月25日 3,000～2,800 217 200 シアタートラム

音楽監督企画
「異分野とのコラボレーション」

　池辺晋一郎・音楽監督による、音楽以外の分野で活躍するゲストを迎
える企画。今年度は、考古学者・吉村作治を迎えて、「エジプト、クレオ
パトラと音楽」。

31年3月16日 3,500～3,２00 225 250
北沢タウンホー
ル

せたがや名曲コンサート
　世田谷フィルハーモニー管弦楽団、世田谷区民合唱団と実行委員会
形式で行う演奏会。ヴェルディの「レクイエム」を取り上げた。

31年2月24日 2,500～１,000 1,251 1,300
昭和女子大学
人見記念講堂

連携コンサート
　他の団体と共同で開催するコンサート。①世田谷美術館と「東儀秀樹
トーク＆ミニコンサート『聖家族』」、②アトリエ・ヨシノと「ニューイヤーコン
サート～宮川彬良バレエの世界」を実施。

①5月27日
②31年1月13日

①無料
②4,500～3,500

①140
②1074

計1,５00

①世田谷美術
館講堂
②昭和女子大
学人見記念講
堂

9月15日 3,000～1,000 601 1,050
世田谷区民会
館

11月10日～
31年3月11日

無料 1,707 100
世田谷中学校
他

　人気が高まっているゴスペルを体験する、全5回のワークショップ。入
門者向けに時間や場所を変えた3コース、経験者向けに1コースを設定
した。

10月27日～12月11日 8,000 199 ―
三茶しゃれなあ
どホール他

　ワークショップ参加者が、プロと共演するゴスペルコンサートを開催し
た。

12月15日 2,000 737 700
世田谷区民会
館

【オリンピック・パラリンピック関連
事業】
和の音楽ワークショップ

  「Setagaya太鼓塾」と銘打ち、子どもを対象とした和太鼓のワークショッ
プを冬休み、春休み期間に実施した。2020年をめざした3年間のプロ
ジェクト。

12月26日～28日、
31年3月26日～28日

各3,000 150 ― 船橋公文書庫

身近に親
しむ演奏
会

活動をつ
なぐ演奏
会

ワーク
ショップ・
講座

せたがや音楽研究所
　宮川彬良が、音楽を紐解く、バラエティ形式のコンサート。従来の世田
谷区民会館での公演「これが俺のノスタルジー」に加えて、中学校でも
開催(学校へのアウトリーチ)。

Let's Sing ゴスペル! 2018
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事業名 個別事業名 　実施内容 実施月日
利用料金

(円)
実績人数

(人)
当初計画数

(人)
実施場所

せたがやジュニアオーケストラ運
営

　子どもたちが、オーケストラ活動を通じ、豊かな人間性、社会性を身に
付けることを目指して活動。夏には川場村で合宿を実施した。

通年 月額4,000 延3,960 延3,000
区内各所、川場
村

交流コンサート
 [区受託]

　台湾から来日した、高雄市青少年交響楽団附設青少年交響楽団とせ
たがやジュニアオーケストラとの合同演奏会。両団のメンバーによる合
同演奏も行った。

7月31日 500 512 ―
世田谷区民会
館

せたがやジュニアオーケストラ定
期演奏会

　1年間の活動の締めくくりとなる定期演奏会。9回目となる今回、内容
充実のため、指揮に2年連続で田中祐子を迎えた。

31年3月21日 1,000～500 600 800
世田谷区民会
館

学校へのアウトリーチ
　中学生に、本格的な演奏に触れ、音楽に親しみをもってもらうため、
宮川彬良のバラエティ形式のコンサート「せたがや音楽研究所 」を中学
校４校で開催。

11月10日～
31年3月11日

― 1,707 200
世田谷中、砧南
中、千歳中、上
祖師谷中

　バンド活動に親しむ区民から出場者を募り、音源審査を経た団体を対
象に、区内の複数のライブハウスで予選を実施、決勝大会進出バンドを
決めた。

11月11日～12月2日 ―
83バンド

(400)
50バンド

区内ライブハウ
ス

　ライブハウス予選で勝ち残ったバンドが出場する決勝大会を実施、年
間グランプリを決定した。

31年2月17日 999～800 613 500
世田谷区民会
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、3団体の活性化、発展を側面から支援した。

通年 ― ― 3団体 ―

せたがやまちかど・まちなかコン
サート

　区民が身近な地域で、気軽に音楽を楽しめるように、開放的な無料の
ライブ。①幼児・親子向けの「コトコトさんのドレミ図書館」(まちなか)、②
休日の公園で「ホリディズ・コンサート」(まちかど)を実施した。

①5月26日
②9月24日

―
①250
②350

1,500

①北沢タウン
ホール
②二子玉川公
園

せたがや音楽プロジェクト
　世田谷区在住の音楽関係者が中心となり、地域から音楽文化を発信
するプロジェクト。「音楽は自由をめざす」と題して、①「美空ひばりとブ
ラジル」、②「アレサ・フランクリン物語」の2企画を実施した。

①6月2日
②31年2月2日

2000～1500
①197
②176

1,000
①北沢タウン
ホール
②成城ホール

商店街アートプロジェクト
 [区受託]

　商店街が企画、実施する音楽祭などに、オートクチュール・サックスカ
ルテット(①②③)、ワークショップ・クワイア(④)を派遣、事業を盛り上げる
とともに地域活性化を図った。

①11月3日
②11月18日
③11月23日
④12月9日

―

①２00
②200
③500
④300

500 5商店街

「情報ガイド」をはじめとする各種
広報活動

　情報ガイドやホームページ、さらにはマスコミ等への情報提供を通じ、
事業予定・内容等を広く区民へ発信した。

― ― ― ― ―

「せたがや音楽通信」の発行
 ［区受託］

　民間も含めた、区内の各種音楽会や貸し出し施設情報などを掲載し
た「せたがや音楽通信」を季刊で発行し、音楽文化振興、区民の音楽
活動を促進を図った。

4月、7月、10月、
31年1月

― ― 各15,000部 ―

次の時代
のための
プログラム

区民の表
現の場の
提供

せたがやバンドバトル

地域活性
のための
文化プロ
ジェクト

音楽事業
部広報
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　事業実績 　(４)世田谷美術館

事業名 個別事業名 　実施内容 実施月日
利用料金

(円)
実績人数

(人)
当初計画数

(人)
実施場所

ボストン美術館　パリジェンヌ展
―時代を映す女性たち

　アメリカのボストン美術館の所蔵品を当館にて紹介する企画展第2
弾。「ジャポニスム」に続き、「パリジェンヌ」というタイトルのもと、「パリ」と
いう特異な都市文化を形成してきた女性たちの肖像やファッションの推
移をとおして、18世紀から20世紀半ばまでの250年間にわたり、新しい
生き方を模索する多様な女性たちの姿を追った。NHK、NHKプロモー
ションとの共催。(1日間)

(29年度から継続)
(1月13日)～4月1日

一般1,500他
1,980

(総計53,186)
3,000

(総計120,000)
世田谷美術館

　戦後の日本画壇を代表する髙山辰雄(1912-2007)の回顧展。伝統的
な日本画に根ざしつつ、独自の精神世界をひたむきに追究し、幽玄で
静謐な画風を深めた。精神性の高い絵画表現が高く評価され、1982年
文化勲章を受章。1951年より世田谷区成城に住んだゆかりの作家の画
業を振り返った。(56日間)

4月14日～
6月17日

一般1,200他 14,629 20,000

　講演会「髙山辰雄先生のこと」
　講師：草薙奈津子
　※手話通訳付

4月28日 無料 85 140

　講演会「父・髙山辰雄」
　講師：髙山由紀子
　※手話通訳付

5月20日 無料 132 140

　東儀秀樹トーク＆ミニ・コンサート「聖家族」
　出演：東儀秀樹

5月27日 無料 176 140

　見学会「髙山辰雄の旧アトリエ訪問」
　講師：髙山なおき

6月2日 無料 34 30

 人間国宝に認定された陶芸家・濱田庄司は、英国に滞在後、益子に
居を構え、地に足のついた暮らしのなかで陶芸制作を行なった。堀尾コ
レクションは、濱田庄司の「良き生活者」の思いに共鳴した使い手による
コレクション。日々の暮らしのなかで息づく、使う器としての視点から濱
田庄司の器の魅力に迫った。(50日間)

6月30日～
　8月26日

一般1,000他 12,318 18,000

　講演会「濱田庄司の茶碗-民芸と茶をめぐって」
　講師：杉山享司
　※手話通訳付

7月7日 無料 73 140

企画展事
業

人間・髙山辰雄展　森羅万象へ
の道

世田谷美術館
他

没後40年　濱田庄司展
大阪市立東洋陶磁美術館　堀
尾幹雄コレクションを中心に

世田谷美術館
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事業名 個別事業名 　実施内容 実施月日
利用料金

(円)
実績人数

(人)
当初計画数

(人)
実施場所

没後40年　濱田庄司展
大阪市立東洋陶磁美術館　堀
尾幹雄コレクションを中心に

　子どもと楽しむ「濱田庄司展」ミニレクチャー (3回)
　講師：展覧会担当学芸員
　※手話通訳付

①7月29日
②8月12日
③8月25日

無料
①30
②20
③30

140 世田谷美術館

　戦後洋画壇をリードした向井潤吉。向井が感慨をこめて綴ったさまざ
まな文章を手がかりとして、彼が画家として成長し、道を拓いていく過程
に関わった画家たちの様子からそれぞれの時代の景色を浮かびあがら
せた。(50日間)

9月8日～11月4日 一般1,000他 11,133 20,000

　講演会「日本の民家の特徴」
　講師：藤森照信
　※手話通訳付

9月22日 無料 76 140

　講演会「向井潤吉、その歩みと言葉」
　講師：橋本善八
　※手話通訳付

9月23日 無料 74 140

　講演会「向井潤吉の摸写修業―油彩画に学ぶ―」
　講師：薩摩雅登
　※手話通訳付

10月20日 無料 51 140

 
　20世紀イタリアを代表する芸術家ブルーノ・ムナーリ(1907-1998)の多
彩な活動を紹介。日本では約30年ぶりの本格的回顧となる本展では、
1985年の来日時のワークショップを作品を読み解く鍵とし、ムナーリの
活動全体を再検証した。(57日間)

11月17日～
31年1月27日

一般1,000他 23,411 20,000

　講演会「ムナーリの言葉から考えるデザイン教育」
　講師：阿部雅世
　※手話通訳付

12月22日 無料 160 140

　講演会「ムナーリの創造思考とその魅力」
　講師：加藤賢策
　※手話通訳付

31年1月19日 無料 131 140

世田谷美術館

企画展事
業

民家の画家　向井潤吉　人物交
流記

世田谷美術館

ブルーノ・ムナーリ
―役に立たない機械をつくった
男
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事業名 個別事業名 　実施内容 実施月日
利用料金

(円)
実績人数

(人)
当初計画数

(人)
実施場所

　戦後日本の写真界をリードし、90歳の今も第一線で活動を続ける田沼
武能(1929 -   )。田沼のライフワークひとつ「戦後の東京」をとりあげる。
焼け野原から出発し、矛盾を内包しながらも再生を目指し激しく変貌し
た東京の、オリンピックに至るまでをとらえた写真を「こども」「下町」「街
の変貌」の3つの視点から紹介。加えて戦後東京を映しだす文化史料を
展示した。(44日間)

31年2月9日～
(4月14日)

一般1,000他 8,808 8,000

　クロストーク
　出演：田沼武能、大村彦次郎
　※手話通訳付

31年2月23日 無料 135 140

　
　講演会 「わが写真家人生」
　講師：田沼武能
　※手話通訳付

31年3月16日 無料 169 140

ある編集者のユートピア：小野二
郎
ウィリアム・モリス、晶文社、高山
建築学校
〔2019年度事業の準備年〕

　ウィリアム・モリスの研究家であった英文学者小野二郎(1929‐1982)が
生涯とおして追い求めたのがユートピアの思想である。1960年に晶文
社を立ち上げ、70年代のカウンター・カルチャーを牽引し、晩年には飛
騨高山の「高山建築学校」でモリスの思想を説き、建築家に大きな影響
を与えた。〈ウィリアム・モリス〉〈晶文社〉〈ユートピア〉をキーワードに構
成し、その思想を探る。

(31年4月27日～
6月23日)

― ― ― 世田谷美術館

調査・研究　企画展
　次年度以降の企画展の立案・具体化のため、国内外各所との交渉や
基礎的な調査研究を行った。

通年 ― ― ― 世田谷美術館

調査・研究　収蔵品展 　収蔵品に係る調査・研究を行った。 通年 ― ― ―
世田谷美術館
及び分館

紀要編集・発行　［指定管理］
　学芸員による調査研究成果を美術研究に資するため『紀要』として編
集発行。

通年 ― 350冊 300冊

アーカイブ　［指定管理］ 　29年度の館全体の事業を報告する年報を作成した。 31年3月 ― 300冊 300冊

　世田谷美術館の収蔵作品を、テーマを設定して公開した。年3回実施
した。

　ミュージアム コレクションⅠ
　それぞれのふたり　小堀四郎と村井正誠 (74日間)
　小コーナー　追悼―舟越直木

4月14日～7月8日 一般200他 11,905

　ミュージアム コレクションⅡ
　東京スケイプ　Into the City　(80日間)
　小コーナー　濱田窯の系譜―濱田晋作　濱田友緒展

7月21日～
　10月21日

一般200他 15,922

　
　ミュージアム コレクションⅢ
　アフリカ現代美術コレクションのすべて (123日間)
　小コーナー　追悼―保田春彦

11月3日～
(31年4月7日)

一般200他 26,406

企画展事
業

田沼武能写真展
東京わが残像 1948－1964

世田谷美術館

調査・研究

世田谷美術館

収蔵品展
美術館　ミュージアム コレクショ
ン
　[指定管理]

30,000 世田谷美術館
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事業名 個別事業名 　実施内容 実施月日
利用料金

(円)
実績人数

(人)
当初計画数

(人)
実施場所

　ミュージアム コレクションⅢ 関連企画
　トーク「美術・音楽・文学にみるアフリカの今」

　①「複数の語りの共存をめざして―アフリカの同時代美術の30年」
　　　出演：川口幸也　　　※手話通訳付

11月4日 無料 73 140

　②「フォークとポップが交差するとき―アフリカン・ポップスの魅惑」
　　　出演：鈴木裕之　　　※手話通訳付

31年2月11日 無料 50 140

　向井潤吉作品に係る作品展を年2回実施した。

　　第Ⅰ期　向井潤吉　民家と街道　(126日間)

4月3日～
　8月26日

一般200他 2,593

　　第Ⅱ期　向井潤吉　民家の旅　風土のかたちを求めて (159日間)
9月8日～

31年3月17日
一般200他 3,478

　担当学芸員によるギャラリートーク (４回)

①6月9日
②8月4日

③12月15日
④31年2月9日

無料

①15
②23
③6
④8

―

　清川泰次作品に係る作品展を年2回実施した。

　　第Ⅰ期　清川泰次　色と色のハーモニー (126日間)

4月3日～
　8月26日

一般200他 1,309

　  第Ⅱ期　清川泰次　昭和の学生旅行 (159日間)
9月8日～

　31年3月17日
一般200他 1,561

　担当学芸員によるギャラリートーク　(４回)

①5月19日
②7月28日
③10月13日

④31年1月19日

無料

①12
②17
③5
④5

―

　宮本三郎作品に係る作品展を年2回実施した。

　　第Ⅰ期　宮本三郎　親密な空間 (126日間)
4月3日～8月26日 一般200他 1,623

　　第Ⅱ期　宮本三郎　装飾性の展開 (159日間)
9月8日～

　31年3月17日
一般200他 1,586

　担当学芸員によるギャラリートーク (４回)

①4月14日
②5月26日
③11月24日

④31年3月2日

無料

①6
②16
③12
④12

―

収蔵品展

美術館　ミュージアム コレクショ
ン
　[指定管理]

世田谷美術館

向井潤吉アトリエ館収蔵品展
　[指定管理]

8,100

向井潤吉アトリ
エ館

清川泰次記念ギャラリー収蔵品
展
　[指定管理]

2,400

清川泰次記念
ギャラリー

宮本三郎記念美術館収蔵品展
　[指定管理]

3,600

宮本三郎記念
美術館

27



事業名 個別事業名 　実施内容 実施月日
利用料金

(円)
実績人数

(人)
当初計画数

(人)
実施場所

資料収集
　［指定管理］

　貴重な美術作品及び美術に関する資料を、世田谷区民の文化的財
産として蓄積していくため、区と共に収集委員会条例に基づき、美術品
等を収集した。現在、作品の購入はないが、作家本人や区民から寄贈
の申し出があり、収集する機会が生ずる。これらの機会を的確にとらえ
調査を行い、収集委員会への提案に結び付けた。美術作品の収集―
寄贈 238点

通年 ― ― ―

作品保管整理
　［指定管理］

　収蔵品を保管・整理し、いつでも展示・公開できるように作品のコン
ディションを良い状態に保った。問題が生じた作品は修復や額装改善
などの処置を施した。作品のデータについては収蔵品管理システムを
活用し、一括管理した。また、収蔵品の公開の機会を増やすため、貸付
要領に基づき、作品の貸出を行った。修復、額装など180点。貸出につ
いては、貸出10件99点(内資料6点)、返却8件96点(内資料6点)、寄託3
件150点

通年 ― ― ―

　美術の普及を目的とした各種講座、企画展に関連した講座、子どもか
ら大人まで幅広い年齢層を対象とした単独開催形式の講座を開催し
た。100円ワークショップなど、実技の体験を目的とした講座や小中学生
を対象に連続した実技と講義で美術を学ぶ講座を開催した。

通年

　世田谷美術館×世田谷区民健康村
　「美術館から出かけるスケッチの旅～川場雪景色」

31年1月27日、28日 23,000 15 20

【100円ワークショップ】

　100円ワークショップ(髙山辰雄展)
　「開けば屏風の小宇宙」

髙山辰雄展開催期間
中の土曜日

100 392

   緑化祭 5月20日 100 191

　100円ワークショップ(濱田庄司展)
　「土であそぼう」

濱田庄司展開催期間
中の土曜日

100 765

　用賀小学校スマイルスクール出張100円ワークショップ
7月25日 100 40

　100円ワークショップ(向井潤吉展)
　「創作こけしストラップ」

向井潤吉展開催期間
中の土曜日

100 361

　100円ワークショップ(川場村文化祭) 11月3日 100 135

　100円ワークショップ(アフリカ現代美術コレクションのすべて展)
　「アフリカン・バザール」

11月17日～
31年1月26日の

土曜日
100 1,011

　100円ワークショップ(田沼武能展)
　「かるた風メッセージマグネット」

田沼武能展開催期間
中の土曜日

100 41

資料収集・
管理

世田谷美術館
及び分館

ワーク
ショップ・
講座

講座・ワークショップ
世田谷美術館、
創作室他

1,500
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事業名 個別事業名 　実施内容 実施月日
利用料金

(円)
実績人数

(人)
当初計画数

(人)
実施場所

　こども美術大学「ツチ・ノ・チカラ」 (全3日間)
　対象：小学4年生～中学生
　講師：荒井將光　濱田友緒

7月1日、31日、
8月5日

15,000 13 20
世田谷美術館
栃木県益子町

　こども映画ワークショップ (5回)
8月7日、9日、14日、

16日、26日
3,000 12 20

　ナイトツアー
　対象：小学生～中学生

8月25日 500 54 50

　子どもとおでかけ美術館　「まち　ひと　くらし　のおはなし会」 (4回)
　出演：おはなし広場、おはなし星の子

8月31日、
9月9日、27日、

10月8日

展覧会観覧料
に含む

55 各回10組

　子どもとおでかけ美術館 「アフリカの　おと　いろ　どうぶつの　おはな
し会」
　出演：おはなし広場

31年3月9日
展覧会観覧料

に含む
52 10組

　展覧会の内容や当館の建築などからヒントを得て、一般参加者(主とし
て10代～20代の若者)が演劇をつくった。プロの演出家が講師となり、
参加者の表現をサポートした。(1回)

　ワークショップ
　講師：柏木陽

31年3月23日
10代　500

20代以上 2,000
8 15

　
　トーク
　講師：柏木陽

31年3月24日
10代 無料

20代以上 500
8 50

美術大学
　区民を対象とした総合的な美術講座である「美術大学」(46日間)、美
術大学ＯＢを対象としたステップアップ講座(38日間)を開催した。

通年 2,000～70,000 239 170 世田谷美術館

　美術館を音楽による交流の場とするとともに、若手音楽家の育成を図
ることを目的に、実力ある若手音楽家によるリサイタル形式のコンサート
を行った。(5回)

　山下裕賀　メゾ・ソプラノ　リサイタル 5月26日 無料 149 140

　横田和宏　テューバ・リサイタル 7月22日 無料 160 140

　橘高昌男　ピアノ・リサイタル 9月16日 無料 175 140

　箏と十七絃による河原伴子　河原抄子ジョイント　コンサート 11月11日 無料 167 140

　塚村紫　ソプラノ　リサイタル　冬～春へ　情熱の音楽会 31年2月3日 無料 177 140

えんげきのえ 世田谷美術館

プロムナード・コンサート 世田谷美術館

ワーク
ショップ・

講座

講座・ワークショップ

世田谷美術館、
創作室他
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事業名 個別事業名 　実施内容 実施月日
利用料金

(円)
実績人数

(人)
当初計画数

(人)
実施場所

　館内のあらゆる場所でパフォーマンスができるようにと設計された世田
谷美術館のユニークな建築空間を活かし、建築の特性を楽しめるような
パフォーマンスを実施した。(1日)

　vol.16　朗読劇　銀河鉄道の夜 9月29日(30日は中止)
一般 3,000

大学生 1,500
立ち見 2,000

90 90

　展覧会内容に関連するパフォーマンス等のイベントを実施する。当館
の展覧会は狭義の「美術」に限定されない内容を含むことが多く、関連
企画というかたちで展覧会内容の広がりをいっそう魅力的に紹介した。

　「ブルーノ・ムナーリ」展記念パフォーマンス
　風が吹くかぎりずっと―ブルーノ・ムナーリのために
　Tanto quanto dura il soffio:per Bruno Munari (2回)
　出演：鈴木ユキオ、竹内英明

①11月30日
②12月1日

一般当日3,500
小･中・高・大

2,000他

①71
②69

各回70

　特別トーク「サン・フェルミン祭から見えるスペイン　奈良原一高とラモ
ン・マサッツ、ふたりの写真家の眼」
　講師：アルベルト・アナウ
　※手話通訳付

31年3月21日 無料 105 140

　人ひろば vol.39「植物の癒しの力～わたしとフィトセラピー(植物療
法)」

4月8日 500 40 50

　実技講座 「140字で綴る美術鑑賞文」 4月21日 1,500 14 20

　音と映像で楽しむクラシック講座　vol.37
　「アンドレア・シェニエ」　ジョルダーノ作曲

5月12日 500 35 50

　〈クロッキー講座〉女性を描く (2回) 6月30日、7月15日
2,500

(両日参加は
4,000)

計25 30

　人ひろば vol.40「奥沢・玉川の地域の歴史　再発見！」 7月8日 500 56 50

　鑑賞ワークショップ
　31音の美術かんしょう文―みたこと、感じたことを伝えてみよう

7月27日 500 12 15

　サマー・ワークショップ「お面でトモダチ！似顔絵セッション」 8月8日、10日、12日 100 54 180

ワーク
ショップ・
講座

トランス/エントランス 世田谷美術館

展覧会関連イベント 世田谷美術館

分館講座室活動
宮本三郎記念
美術館

30



事業名 個別事業名 　実施内容 実施月日
利用料金

(円)
実績人数

(人)
当初計画数

(人)
実施場所

　音と映像で楽しむクラシック講座　vol.38
　「チェネレントラ」　ロッシーニ作曲

9月22日 500 42 50

　人ひろば vol.41「絵本とアニメーション創作の喜びとこれから」 11月4日 500 50 50

　子どもとおでかけ美術館
　いろと　かたちの　おはなし会

11月18日
展覧会観覧料
に含む

17
15組
30

　音広場「宮本三郎記念美術館ニューイヤーコンサート」 31年1月27日 1,500 47 45

　音と映像で楽しむクラシック講座　vol.39
　「西部の娘」　プッチーニ作曲

31年2月2日 500 41 50

　人ひろば vol.42「自由が丘で書店を続ける！」 31年2月9日 500 52 50

　実技講座「あざやかな衣装の人物を描く」(2回)
31年2月16日、17日

2,500
(両日参加は

4,000)
計19 各回15名

　その他 通年 ― 718 ―

　世田谷区教育委員会との連携により、世田谷区立の小学校4年生の
児童、中学校1年生の生徒を対象に、展覧会及び美術館内の施設見
学を実施した。また特別プログラムでは、当館インターンによる区立小
学校への出張授業を行った。(鑑賞教室は小中学校全90校)

　【小学生】 通年 ― 6,093

　【中学生】 通年 ― 1,739

　川場村小学校美術館教室 11月2日 ― 40
川場村立川場
小学校

ワーク
ショップ・
講座

分館講座室活動
宮本三郎記念
美術館

子どもと学
校プログラ
ム

鑑賞教室

11,300

世田谷美術館
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事業名 個別事業名 　実施内容 実施月日
利用料金

(円)
実績人数

(人)
当初計画数

(人)
実施場所

博物館実習
　学芸員後継者育成と美術館の普及のために、博物館学実習の講義、
実習を行った。(10日間)

通年 10,000 23 20 世田谷美術館

インターンシップ

　長年の実績がある学芸大学インターン生を指導し、鑑賞教室で来館
する区内小学校4年生への事前(事後)授業を行う特別プログラムを実施
した。インターン生が当館の教育普及事業の企画実施にも展開する可
能性を探った。

通年 無料 1,998 5,300
世田谷美術館
他

区内大学との連携事業

　区内の各地域や学校と連携し、コラボレーション事業を行った。過去
には、三軒茶屋を舞台にした昭和女子大学主催の芸術系プロジェクト
や、用賀駅前で行う大学生主体の「用賀サマーフェスティバル」と連携
した。今年度も上記2つとコラボレーションし、世田谷美術館のコレクショ
ンを活用したワークショップや創作活動を実施した。

通年 無料 100 1,000
世田谷美術館/
区内大学

アクセシビリティ向上事業
　展覧会に関連した講演会において、より良い理解を目的として、手話
通訳を手配し、配置した。

通年 無料 29 50 世田谷美術館

　美術と教育に関心のある方を対象に、美術を鑑賞する方法を幅広い
視点からとらえ直すことを目的に、視覚障害者の美術鑑賞に関して先
進的な活動を行っている国内の団体の事例を紹介した。

　トーク「絵画をさわって見るには―世田谷美術館のための触図ができ
るまで」
　講師：栗田晃宜

8月8日 700 42 140

　トーク「絵画をさわって見るには②―触図の可能性を広げる」
　講師：栗田晃宜、岩崎清

12月16日 700 18 140

　特別トーク「ブルーノ・ムナーリに近づくために」
　講師：岩崎清

31年1月20日 700 47 140

アートライ
ブラリーの
運営

アートライブラリーの運営
 ［指定管理］

　世田谷美術館が所蔵している美術専門書の閲覧やビデオ視聴、また
レファレンスサービス等による情報提供を行った。

通年 ― 12,112 12,000 世田谷美術館

世田谷美術館

人材育成
プログラム

アクセシビ
リティ向上
事業

ミュージアム・セッション
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事業名 個別事業名 　実施内容 実施月日
利用料金

(円)
実績人数

(人)
当初計画数

(人)
実施場所

区民絵画・写真展
 (交互・隔年開催)

　世田谷区もしくは川場村在住・在勤・在学者を対象に、隔年で、絵画
作品(洋画、水彩画、日本画、版画)及び写真作品の募集を行い、審査
の上、入賞・入選作品を区民ギャラリーにて展示した。30年度は絵画作
品の募集・展示を行った。

31年1月4日～13日 無料 267 250 世田谷美術館

区民ギャラリー等の貸出
 ［指定管理］

　世田谷美術館及び清川泰次記念ギャラリーにおいて、創作活動発表
の場として区民ギャラリーの貸出を行った。

　①美術館(本館)区民ギャラリー
　創作活動発表の場として、世田谷美術館の区民ギャラリーＡ・Ｂ貸出
を行った。(利用団体数154)

通年
1日あたり1室

13,820他(利用
は6日単位)

79,448 78,000

　②美術館(本館)講堂
　文化・芸術に関する活動・発表の場として、美術館活動に支障のない
範囲で世田谷美術館の講堂貸出を行った。(利用団体数21)

通年 1日10,800他 1,785 1,600

　③清川泰次記念ギャラリー区
民ギャラリー

　創作活動発表の場として、清川泰次記念ギャラリーの区民ギャラリー
貸出を行った。(利用団体数40)

通年
1日あたり

2,880他(利用は
6日単位)

5,415 6,000
清川泰次記念
ギャラリー

ボランティア活動
　世田谷区立小学校鑑賞教室及び出張授業、中学校鑑賞教室、川場
村小学校出張授業、ミュージアム・ツアー、ワークショップ、イベント等の
支援を行った。

通年 無料 287 250
世田谷美術館
他

さくら祭
　エントランス広場等での美術館ＰＲのためのイベントを開催。30年度は
2回開催した。(2日間が2回、計4日)

①4月14日、15日
②31年3月30日、31日

―
①1,381
②2,226

各5,000 世田谷美術館

美術館広報
　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 ― ― ― ―

美術館だより・年報の発行
　①美術館だより(年3回)の発行
　②年間予定表(2019年度)の発行

①6月、10月、
31年2月

②31年3月
―

①各1,500部
②40,000部

①各1,500部
②50,000部

―

区民の表
現の場の
提供 世田谷美術館

地域活性
のための
文化芸術
事業

美術館広報
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　事業実績　(５)世田谷文学館

事業名 個別事業名 　実施内容 実施月日
利用料金

(円)
実績人数

(人)
当初計画数

(人)
実施場所

ミロコマチコ　いきものたちの音
がきこえる

　類まれな色彩感覚と独自の造形表現、豊かな言語感覚によって生み
出される作品が国内外で高く評価され、多くの絵本賞を受賞してきたミ
ロコマチコの初の全国巡回展を毎日新聞社との共同企画により開催し
た。(29年度からの継続)(７日間)

(29年度から継続)
(1月20日)～4月8日

800～無料
3,741

(総計13,373)
1,200

(総計11,000)
世田谷文学館

林芙美子　貧乏コンチクショウ
―あなたのための人生処方箋―

幼少期の行商生活を経て、職を転々としながらも詩や童話、随筆を書
き続けた林芙美子は、自らの貧困生活へ立ち向かうように、生きる苦し
みを吐露し、血みどろの人生を奔放な文体で表現した。とりわけ『放浪
記』は、映画やテレビ、そして舞台などに姿を変え、ひたむきに力強く生
きる女性を描いた名作として、戦前・戦後を通じて多くの読者を魅了し
続けている。芙美子は大正14年、世田谷区太子堂の二軒長屋に暮らし
た。苦しい生活の中でも、作家仲間に支えられた時期でもあった。芙美
子の作品は、作者自身の前向きな人生観に裏打ちされており、労苦の
多かった人生経験がその奥行を形作っている。本展では、芙美子のこ
とば・詩を中心に、原稿・書簡・遺愛品など約300点の資料を紹介した。
(65日間)

4月28日～7月1日 800～300 5,408 7,000 世田谷文学館

ビーマイベイビー  信藤三雄レト
ロスぺクティブ

松任谷由実、ピチカート・ファイヴ、Mr.Children、MISIAなど、日本の
音楽シーンをリードしてきた数多くのミュージシャンのCDジャケットを手
がけ、新鮮なヴィジュアルイメージと革新的なプロダクトを生み出してき
たアートディレクター、信藤三雄(1948～)。本展では80年代の初期作か
ら最新の仕事に至るまで、ポスター、CD・レコードジャケット、ミュージッ
クビデオなど、時代とともにあり続けたアートワークの数々約1,300点を
展覧し、信藤三雄のクリエイティビティの全貌に迫った。(57日間)

7月14日～9月17日 800～300 13,050 11,000 世田谷文学館

筒井康隆展

『時をかける少女』『七瀬ふたたび』『虚人たち』『虚航船団』『旅のラゴ
ス』『残像に口紅を』『文学部唯野教授』『モナドの領域』…エンターテイ
ンメントと純文学の垣根を自由に越境、常に読者を驚かせ、魅了し続け
る作家・筒井康隆。今なお旺盛な創作活動を続ける現代文学最高峰の
作家、初の大型展覧会を開催し、初公開の原稿ほか、多彩な資料で作
家の全貌を紹介した。マルチな才能で活躍する唯一無二の存在を展示
で表現するために、全ての活動を余すことなく紹介し尽くす、個人年表
を会場一面に張り巡らせるディスプレイを考案するなど、あらたな文学
展の手法に挑んだ。(56日間)

10月6日～12月9日 800～300 8,993 14,840 世田谷文学館

第37回　世田谷の書展

現代書壇を代表する区内在住書家約30名による、所属会派を超えた
新作展を開催。「世田谷ゆかりの作家たち」をテーマにした作品により、
日本が誇る文化・文学と書道が織りなす豊かな芸術世界を展観した。(7
日間)

31年1月8日～14日 ― 621 560 世田谷文学館

企画展事
業
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事業名 個別事業名 　実施内容 実施月日
利用料金

(円)
実績人数

(人)
当初計画数

(人)
実施場所

企画展事
業

ヒグチユウコ展　CIRCUS

緻密なタッチで描かれた可愛くて少しダークな世界観で、多くの女性
から絶大な支持を集めている画家ヒグチユウコ。個展での作品発表の
傍ら、『ふたりのねこ』(2014)で絵本作家としてもデビュー。さまざまな企
業とのコラボレーションなどでも活動の幅を広げている。本展は初期作
品から最新作まで、約20年の画業の中で描かれた700点以上の作品を
展示する初めての大規模な展覧会となった。(朝日新聞社との共同企
画による全国巡回予定) (62日間)

31年1月19日～
3月31日

800～無料 63,932 17,980 世田谷文学館

調査・研究
調査・研究
 ［指定管理］

　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・
研究を行い、「世田谷文学館ニュース」内などで紹介した。所蔵書簡資
料の翻刻作業を進めたほか、齋藤茂吉歌集稿本、『黒死館殺人事件』
原稿のデジタル画像化を推進。2017年度から始まった日本映画・テレ
ビ美術監督協会の協力による映画美術資料(中古智関連資料)の調査・
デジタルデータ化が完了し画像データを収蔵品管理システムに登録し
た。

通年 ― ― ― 世田谷文学館

収蔵品展
コレクション展
［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。前後期それぞれテーマを決め、ゆかり作家と館蔵資料を幅広く紹
介した。「ムットーニのからくり書物」コーナーに本年度新規収蔵3作品を
加えプログラムを充実させた。
　前期は、29年度に齋藤家より受贈した北杜夫旧蔵資料のうち、齋藤
茂吉歌稿本や書画、北杜夫の原稿、自筆資料など初公開資料を数多
く紹介、後期は徳冨蘆花生誕150年を記念し、蘆花夫妻旧居と文学館
の所在地でもある烏山地域ゆかりの文学者との交流を紹介。同会場で
移動展示「どこでも文学館」新規セットの「セタブン人生相談―あなたの
ための人生処方箋」の一部先行展示も行った。

4月28日～
31年3月31日

200～80 27,253 22,000 世田谷文学館

資料収集・
管理

資料収集・管理
 ［指定管理］

　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
収集を行う。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し、計画的に調査を進
めた。また、貸付要領に基づき、コレクションの貸付を行った。

■平成31年3月31日現在 100,176点の収蔵品を登録・保管
■収蔵品の貸付9件(34点)
■収蔵品の画像貸付3件(68点)

通年 ― ― ― 世田谷文学館

ＯＡシステ
ム

ＯＡシステムの運用
　［指定管理］

　世田谷文学館の収蔵資料を適切に管理し、活用・公開を促進するた
めに収蔵管理システムの管理運営を行う。30年度は主要収蔵品の当館
ホームページ上でインターネット公開のためのシステムの構築を行い、
31(2019)年度稼働に向けて検証作業を行っている。

通年 ― ― ― 世田谷文学館
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事業名 個別事業名 　実施内容 実施月日
利用料金

(円)
実績人数

(人)
当初計画数

(人)
実施場所

　「いつでも・どこでも・だれでも参加できる」を活動方針として、「地域に
根ざした文学館」となることを目指し、地域と協働しながら事業を実施し
た。この事業は、館内外で行うワークショップなどを地域交流催事、図書
館や小中学校での出張展示を地域交流展示と位置づけ、「地域の子ど
も」「地域のおとな」「博物館」を積極的につなげる役割を担い、それによ
り幅広い層と地域への浸透を図っている。事業の成果は、「どこでも文
学館報告書2018」はじめ、広報やインターネットを通じて報告しながら、
これまで当館をご利用いただいていない方々にも関心を持っていただ
けるよう活動した。
　30年度はのべ22回のワークショップを実施し、のべ37か所で出張展示
を開催した。また、特定費用準備資金を活用し、新規出張バナー「セタ
ブン人生相談」を制作した。

ワークショップ「ネイチャーコラージュ」
講師：須藤正男

6月2日 無料 200 世田谷文学館

ワークショップ「だれでも絵描き ～画家の仕事を体験しよう～」 (1日
目)
　講師：吉田花子、横山杏奈

7月28日
(台風のため中止)

無料 ― 世田谷文学館

ワークショップ「だれでも絵描き ～画家の仕事を体験しよう～」 (2日
目)
　講師：吉田花子、横山杏奈

7月29日 無料 18 世田谷文学館

ワークショップ「だれでも製本家～ことばのない絵本を作ろう～」
講師：佐藤真紀、中野裕子

8月4日 無料 19
池之上青少年
会館

　施設見学会 「日本最先端施設見学～身近な乗り物の科学を学び、
将来を考えよう～」

8月7日 無料 14

鉄道総合技術
研究所国立研
究所、IHIそらの
未来館

ワークショップ「植物と遊ぼう～植物っておもしろい 命ってすごいよ～
」
　講師：伊東豊

8月9日 無料 60
桜丘区民セン
ター

ワークショップ「ことばとたんか～古典を楽しもう～」
講師：天野慶

8月18日 無料 18
奥沢区民セン
ター

ワークショップ「ことばとからだ～からだで表現しよう～」
講師：松澤慶信、日本女子体育大学ダンス・プロデュース部

8月21日 無料 25 世田谷文学館

子どもと学
校プログラ
ム

どこでも文学館
50,000

↓
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事業名 個別事業名 　実施内容 実施月日
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「もっと絵本を楽しもう～プロの読み方を聞いてやってみ
よう～」
　講師：天野慶、小平有希

8月31日(午前の部) 無料 20 世田谷文学館

ワークショップ「もっと絵本を楽しもう～プロの読み方を聞いてやってみ
よう～」
　講師：天野慶、小平有希

8月31日(午後の部) 無料 15 世田谷文学館

ワークショップ「だれでも小説家 ～ショートショートを書こう～」 (1日目)
講師：荒居蘭

9月8日 無料 16 世田谷文学館

ワークショップ「だれでも小説家 ～ショートショートを書こう～」 (2日目)
講師：荒居蘭

9月9日 無料 14 世田谷文学館

ワークショップ「だれでも小説家 ～ショートショートを書こう～」 (補講
日)
　講師：荒居蘭

9月16日 無料 8 世田谷文学館

ワークショップ「ネイチャーコラージュ」
講師：須藤正男

9月29日 無料 67
奥沢区民セン
ター

ワークショップ「もっと朗読を楽しもう～プロ～の読み方を聞いてやって
みよう～」
　講師：緒方賢一、水田わさび

10月14日 無料 7
池之上青少年
会館

ワークショップ「ネイチャーコラージュ」
講師：加藤信元

11月17日 無料 85 八幡山小学校

ワークショップ「芦花小学校＋大竹英洋ワークショップ (1日目)」
講師：大竹英洋

11月21日 無料 144 芦花小学校

ワークショップ「芦花小学校＋大竹英洋ワークショップ (2日目)」
講師：大竹英洋

11月22日 無料 143
都立蘆花恒春
園

ワークショップ「芦花小学校＋大竹英洋ワークショップ (3日目)」
講師：大竹英洋

11月27日 無料 141 芦花小学校

ワークショップ「超ショートショート講座」
講師：田丸雅智

31年2月16日 無料 11 山野小学校

子どもと学
校プログラ
ム

どこでも文学館
↑

50,000
↓
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事業名 個別事業名 　実施内容 実施月日
利用料金

(円)
実績人数

(人)
当初計画数

(人)
実施場所

　出張展示　「ＳＦ入門 Vol.2 星新一」 4月27日～6月27日 無料 11,440 中央図書館

　出張展示　「北の森　ノースウッズの世界/山へ！to the mountains」 5月11日～8月24日 無料 13,378
世田谷区民健
康村(群馬県川
場村)

　出張展示　「北杜夫　どくとるマンボウ昆虫展」 5月16日～6月29日 無料 5,446
奥沢区民セン
ター

　出張展示　「『赤毛のアン』 -プリンス・エドワード島への旅- 」 6月14日～22日 無料 722 経堂小学校

　出張展示　「ＳＦ入門 Vol.1 星新一」 6月18日～7月4日 無料 719 祖師谷小学校

　出張展示　「『赤毛のアン』 -プリンス・エドワード島への旅- 」 6月25日～7月13日 無料 534 烏山小学校

　出張展示　「新　宮沢賢治幻想紀行」 6月29日～7月20日 無料 497 世田谷中学校

　出張展示　「水上勉のハローワーク」 6月29日～8月3日 無料 5,470
奥沢区民セン
ター

　出張展示　「北杜夫　どくとるマンボウ昆虫展」 7月4日～19日 無料 359 八幡小学校

　出張展示　「ＳＦ入門 Vol.2 星新一」 7月4日～9月7日 無料 1,200
池之上青少年
会館

　出張展示　「アルプスの少女ハイジ/中高生のための寺山修司のすす
め」

7月10日～8月3日 無料 6,930
奥沢区民セン
ター

　出張展示　「新　宮沢賢治幻想紀行」 8月3日～29日 無料 959
コミュニティカ
フェななつのこ

　出張展示　「北杜夫　どくとるマンボウ昆虫展」 8月10日～9月14日 無料 1,940
桜丘区民セン
ター

　出張展示　「中高生のための寺山修司のススメ/水上勉のハローワー
ク」

8月24日～
31年2月28日

無料 13,040
世田谷区民健
康村(群馬県川
場村)

　出張展示　「山へ！to the mountains」 8月29日～10月12日 無料 5,679
奥沢区民セン
ター

　出張展示　「新　宮沢賢治幻想紀行」 9月7日～27日 無料 400
池之上青少年
会館

　出張展示　「新　宮沢賢治幻想紀行」 10月9日～25日 無料 719 祖師谷小学校

↑
50,000

↓
どこでも文学館

子どもと学
校プログラ
ム
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事業名 個別事業名 　実施内容 実施月日
利用料金

(円)
実績人数

(人)
当初計画数

(人)
実施場所

　出張展示　「山へ！to the mountains」
10月18日～
31年2月28日

無料 5,244
世田谷区民健
康村(群馬県川
場村)

　出張展示　「新　宮沢賢治幻想紀行」 10月29日～11月9日 無料 380 松沢中学校

　出張展示　「ＳＦ入門 Vol.1＆2 星新一」 11月2日～29日 無料 352 駒留中学校

　出張展示　「宮西達也と子どもたち」 11月5日～16日 無料 722 経堂小学校

　出張展示　「『赤毛のアン』 -プリンス・エドワード島への旅- 」 11月9日～2１日 無料 698 船橋小学校

　出張展示　「新　宮沢賢治幻想紀行」 11月16日～30日 無料 340 玉川中学校

　出張展示　「北の森　ノースウッズの世界」 12月6日～20日 無料 962 芦花小学校

　出張展示　「北杜夫　どくとるマンボウ昆虫展」
12月19日～

31年1月１７日
無料 6,208 教育センター

　出張展示　「宮西達也と子どもたち」 31年1月10日～30日 無料 534 烏山小学校

　出張展示　「アルプスの少女ハイジ」 31年1月11日～22日 無料 380 松沢中学校

　出張展示　「北の森　ノースウッズの世界」 31年1月11日～29日 無料 962 芦花小学校

　出張展示　「芦花小学校＋大竹英洋ワークショップ」　４年生作品展
31年1月11日～

2月8日
無料 4,148

粕谷区民セン
ター

　出張展示　「『赤毛のアン』 -プリンス・エドワード島への旅- 」 31年1月17日～24日 無料 719 祖師谷小学校

　出張展示　「新　宮沢賢治幻想紀行」
31年1月23日～

2月6日
無料 1,131

桜丘区民セン
ター

　出張展示　「ＳＦ入門 Vol.1 星新一」 31年2月1日～27日 無料 497 世田谷中学校

　出張展示　「新　宮沢賢治幻想紀行」 31年2月8日～15日 無料 722 経堂小学校

　出張展示　「北の森　ノースウッズの世界」 31年2月5日～28日 無料 3,518
奥沢区民セン
ター

どこでも文学館
子どもと学
校プログラ
ム

↑
50,000
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事業名 個別事業名 　実施内容 実施月日
利用料金

(円)
実績人数

(人)
当初計画数

(人)
実施場所

　企画展・コレクション展やライブラリー事業と連動したトークイベント、講
座、コンサート、ワークショップなどを実施し、幅広い世代の来場者に文
学館のさまざまな楽しみ方を提案した。

　「ミロコマチコ展」ライブペインティング 4月4日 無料 121

　「林芙美子　貧乏コンチクショウ」
　朗読会「林芙美子作品を読む」　出演：ふみのしおり

4月28日 無料 120

　「林芙美子　貧乏コンチクショウ」
　フィールドワーク「芙美子のまちを歩く[落合篇]」

5月26日 300 18

　「似顔絵ワークショップ」 　講師：箕輪麻紀子 6月2日 1,000 18

　「林芙美子　貧乏コンチクショウ」
　「朗読ショー★貧乏コンチクショウ」　出演：デリシャスウィートス

6月30日 無料 215

　「〈ほんとわ〉哲学カフェ」　講師：井尻貴子、角田将太郎 6月16日 無料 25

　「ビーマイベイビー 信藤三雄レトロスペクティブ」
　「320ガレージセール」　出店：ホワイトブリーフ

7月21日 無料 200

　「pipioといっしょに親子で楽しむおはなしとあそびの時間」
　講師：武本佳奈絵、平澤朋子

7月27日 無料 29

　「ビーマイベイビー 信藤三雄レトロスペクティブ」
　対談｢音楽とアートワークの蜜月時代～"渋谷系"はなぜ生まれたの
か｣
　出演：信藤三雄、牧村憲一

8月5日 500 173

　「ビーマイベイビー 信藤三雄レトロスペクティブ」
　小田山圭吾×信藤三雄 対談

8月7日 1,500 184

　「pipioといっしょに親子で楽しむおはなしとあそびの時間」
　講師：武本佳奈絵、平澤朋子

8月25日 無料 23

　「ビーマイベイビー 信藤三雄レトロスペクティブ」対談
　出演：小西康陽、信藤三雄

8月28日 1,500 194

　レクチャー｢世田谷音楽図鑑～柳田ヒロと日本のロックの源流｣
　出演：牧村憲一、柳田ヒロ

9月1日 500 45

世田谷文学館

講演会等
事業

企画展・コレクション展・ライブラ
リー関連講演会、上映会、コン
サート等事業

2,000
↓
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事業名 個別事業名 　実施内容 実施月日
利用料金

(円)
実績人数

(人)
当初計画数

(人)
実施場所

　「ビーマイベイビー 信藤三雄レトロスペクティブ」
　「芸術楽団OBANDOS×永遠のガールズポップTHE SCOOTERSの
ビーマイベイビーLIVE」　出演：OBANDOS、THE SCOOTERS

9月2日 3,000 168

　「ビーマイベイビー 信藤三雄レトロスペクティブ」
　トーク「流行を考えてみる」
　出演：田島一成、信藤三雄

9月16日 1,000 166

　『おるもすと』（講談社）刊行記念
　公開読書会「小説の“終わり方”って何だろう？」
　出演：吉田篤弘、吉田浩美、三浦しをん

10月13日 500 94

　「筒井康隆展」トーク＆オークションイベント「わたしの筒井康隆」第1回
　出演：菊地成孔、筒井康隆

11月3日 1,000 198

　「筒井康隆劇場」特別上映
　上映作品：「俗物図鑑」「スタア」

10月6日、7日、8日、
13日、14日、20日、
21日、27日、28日、

11月3日、4日、10日、
11日、17日、18日、

24日、25日

無料 151

　「pipioといっしょに親子で楽しむおはなしとあそびの時間」
　講師：武本佳奈絵、平澤朋子

11月4日、16日 無料 47

　コンサート「0才からのジャズコンサート」　(3回)
　講師：クニ三上(ピアノ)池田聡(ベース)横山和明(ドラムス)

11月7日 
大人 1,700
子ども　300

372

　「筒井康隆展」朗読会「筒井康隆とはじけよう！」
　出演：声を楽しむ朗読会

11月24日 無料 90

　
　「筒井康隆展」トーク＆オークションイベント「わたしの筒井康隆」第2回
　出演：中川翔子、筒井康隆

12月1日 1,000 201

　「筒井康隆展」関連企画　ミニ古本市
　出店：クラリスブックス

12月1日、2日 無料 520

　記念対談「筒井康隆を語る」
　出演：松浦寿輝、筒井康隆

12月8日 1,000 178

 　「世田谷の書展」鑑賞講座
　講師：①稲村龍谷、②池亀壽泉、③川口青澄

①31年1月9日
②1月12日
③1月14日

無料 139

　「ヒグチユウコ展 CIRCUS」　「ナイトミュージアム」
　出演：黒色すみれ、史椛穂、ヒグチユウコ

31年2月2日、16日 2,000 169

世田谷文学館
講演会等
事業

企画展・コレクション展・ライブラ
リー関連講演会、上映会、コン
サート等事業

↑
2,000

↓
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事業名 個別事業名 　実施内容 実施月日
利用料金

(円)
実績人数

(人)
当初計画数

(人)
実施場所

　「〈ほんとわ〉哲学カフェ」　講師：井尻貴子、尾崎絢子 31年2月11日 無料 16

　「ヒグチユウコ展 CIRCUS」「バルーンアート・ワークショップ」
　出演：コンフェッティバルーン　Hara harari

31年3月3日 無料 150

　
「ヒグチユウコ展 CIRCUS」「黒色すみれとヒグチユウコのサーカス・ナ

イト」
　出演：黒色すみれ、佐藤梟、ヒグチユウコ

31年3月16日 2,000 213

セタブンマーケット2018

　
　書物との新たな出会いと多様な楽しみ方を発信する、本と食の蚤の市
を開催した。林芙美子展と連動し放浪・旅をテーマにした選書、芙美子
ゆかりの地・広島からのグルメ、子どもも楽しめるミニワークショップなど、
世田谷文学館独自の内容で開催。地域催事「烏山下町まつり」の一部
も館内で開催した。

6月2日 無料 1,546 1,500 世田谷文学館

活動支援・
共催事業

市民活動・友の会の支援
　区内生涯学習グループ・大学からの展覧会見学の解説、区民セン
ターへの出張講座、友の会との共催イベントを行った。

通年 ― 593 1,000
奥沢区民セン
ター・世田谷文
学館他

学芸員実習 　学芸員後継者育成のために、博物館学実習の講義・実習を行った。 7月24日～29日 ― 6 5 世田谷文学館

職場体験受入
　参加者は事業の企画や実施に直接参加できるようなプログラムで、近
隣の中学6校から職場体験を受け入れた。

通年 ― 21 50 世田谷文学館

ライブラ
リーの運営

ライブラリーの運営
 ［指定管理］

　授乳室などのベビーケア設備を備えた親子のための本のエリアや、各
分野のプロフェッショナルや作家が薦める本のコーナー、定期的に入
れ替わる特集コーナーなど、書物との新たな出会いと多様な楽しみ方
を可能にする、地域のための図書空間を企画・運営した。また、3階閲
覧室において、収蔵している閉架資料の閲覧サービスを行った。

　特集コーナー「本と輪　この3冊」
vol.3執筆者：朝吹真理子、海老洋、角野栄子、祖父江慎、ほしよりこ、
森岡督行
vol.4執筆者：石黒亜矢子、荻上直子、武藤政彦、山口友里、高柳カヨ
子、ダーウィンルーム
vol.5執筆者：岩下尚史、最果タヒ、佐藤文香、柴田元幸、須永朝彦、高
橋大輔、森薫

通年 ― 31,410 20,000 世田谷文学館

文学館広報
　ホームページやSNS、印刷物の他、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、文学館ニュースを年3回発行
した。
特別寄稿：秋葉四郎(69号)、館長対談：筒井康隆(70号)、小川洋子(71
号)

8月、12月、
31年3月

―
各

10,000部
各

10,000部
―

人材育成
プログラム

企画展・コレクション展・ライブラ
リー関連講演会、上映会、コン
サート等事業

↑
2,000

世田谷文学館

文学館広
報

講演会等
事業
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　　事業実績　(６)財団共通　

事業名 個別事業名 　実施内容 実施月日
利用料金

(円)
実績人数

(人)
当初計画数

(人)
実施場所

　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った。

　【生活工房】

　　①車椅子の貸出
    ②授乳スペースの提供

通年 ― ― ―
ワークショップ
ルーム等

　
　【世田谷パブリックシアター】

    ①託児サービス　　託児付き公演 (413公演)

通年 2,000 233 ―

　　②車椅子スペースの利用 通年
定価の10%引、
付添1名無料

133
(付添108)

―

　　③車椅子の貸出 通年 ― ― ―

　　④客席内エレベーターの利用 通年 ― ― ― シアタートラム

　　⑤視覚障害者のための音声案内システム付き化粧室の設置 通年 ― ― ―
パブリックシア
ター

　　⑥視覚障害者のための舞台説明会
　　　　　(対象：主催公演) 　5公演

通年 ―
81

(付添含む)
―

　　⑦盲導犬を伴っての観劇
　　　　　(対象：主催公演)　5公演

通年 ― 10 ―

　　⑧視覚障害者向けの解説付き音声ガイド
　　　　　(対象：主催公演)　1公演

通年 ― 32 ―

　　⑨聞こえにくい方向けの音声サポート
　　　　　(対象：主催公演)　5公演

通年 ― 26 ―

　　⑩聴覚障害者のための上演台本の貸出
　　　　　(対象：主催公演、要事前申込)

通年 ― 3 ―

　　⑪聴覚障害者のためのオンライン手話サービス
　　　　　(アクセス、チケット購入方法等)

通年 ― ― ―
劇場ホームペー
ジ

　　⑫非常時の避難方法及び広域避難場所への地図の配布 通年 ― ― ―

　　⑬聴覚障害者のためのコミュニケーションボードの設置 通年 ― ― ―

　　⑭日英字幕付公演　　対象公演：狂言劇場 6月22日～7月1日 ― 84 ―
パブリックシア
ター

パブリックシア
ター/シアタート
ラム

パブリックシア
ター/シアタート
ラム

パブリックシア
ター/シアタート
ラム

来館者サポート
来館者サ
ポート
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事業名 個別事業名 　実施内容 実施月日
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】

　　①手話通訳付き講演会・講座等 (16回)

4月28日、5月20日、
７月７日、29日、
8月12日、25日、
9月22日、23日、

10月20日、11月4日、
12月22日、

31年1月19日、
2月11日、23日、
3月16日、21日

無料 1,394 ―

　　②車椅子、昇降式車椅子等の貸出 通年 ― ― ―

　　③ベビーカーの貸出 通年 ― ― ―

　　④授乳スペースの提供 通年 ― ― ―

　　⑤音声誘導装置の導入 通年 ― ― ―

　
　【世田谷文学館】

　　①車椅子の貸出

通年 ― ― ―

　　②ベビーカーの貸出など 通年 ― ― ―

　　③授乳室の利用 通年 ― ― ―

　　④託児サービス(2日間)　*2日間のうち、１日は利用者なし 31年2月8日、3月8日 1,000～500 2 ―

せたがやアーツカード

　世田谷区民を対象とする登録料、年会費無料の会員制度。劇場公演
の先行発売や劇場、音楽事業部の公演料金割引、美術館、文学館の
観覧料が団体割引になる会員特典がある。
　会員向けメールマガジン配信(希望者のみ、月1回)などで財団事業や
施設利用者の拡大と財団事業の情報提供を行った。

通年 無料

登録者数
15,472

割引利用者
延 4,839

15,000 ―

世田谷美術館

世田谷文学館

来館者サ
ポート

来館者サポート
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事業名 個別事業名 　実施内容 実施月日
利用料金

(円)
実績人数

(人)
当初計画数

(人)
実施場所

　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、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 ― ― ― ―

　②ふるさと区民まつりPR活動 8月4日、5日 ― ― ― 世田谷公園

　③せたがや梅まつりでのPR活動 31年2月9日 ― ― ― 羽根木公園

　④財団広報誌「せたがやアーツプレス」の発行 (3回) 4月、7月、12月 無料 各15,900部 各15,900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。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。(12回)

毎月25日発行 無料 各277,７00部 各277,700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 9,720～2,400 39,984 ―
世田谷文化生
活情報センター

　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。9団体(公演回数30回)

通年 9,000～無料 10,810 ―
世田谷文化生
活情報センター

　
　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。

― ― ― ― ―

　①世田谷美術館区民ギャラリー (154団体) 通年
1日あたり1室

13,820他(利用
は6日単位)

79,448 78,000 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 (40団体) 通年
1日あたり2,880
他(利用は6日単

位)
5,415 6,000

清川泰次記念
ギャラリー

　③世田谷美術館講堂 (21団体) 通年 1日10,800他 1,785 1,600 世田谷美術館

財団広報

財団広報

文化芸術
の拠点施
設の管理
運営

世田谷文化生活情報センターの
施設維持管理
　［指定管理］

世田谷美術館及び分館の施設
維持管理
　［指定管理］
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事業名 個別事業名 　実施内容 実施月日
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 2,459 ―

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 6,480～500 416件 ―
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。

通年 ― ― ―
世田谷美術館
及び3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、展覧会に関連したオリジナルグッズの
開発、制作及び販売、また、企画展図録、関連グッズ、書籍等の受託
販売を行った。

通年 ― ― ― 世田谷文学館

ロビーカフェの運営
　世田谷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。
　(営業回数 203回)

通年 ― 10,150 10,000
世田谷文化生
活情報センター

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－(57組)を実施した。

通年 ― 19,890 35,000 世田谷美術館

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

通年 ― 31,277 35,000 世田谷美術館

世田谷文学館

物品販売
事業

飲食物提
供事業

文化芸術
の拠点施
設の管理
運営

世田谷文学館の施設維持管理
　［指定管理］
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３． 事業評価 

（１）生活工房

 「暮らし×デザイン」を切り口に、これまでに培ってきたアーティストや専門家、地域とのつながりを活かし、

展覧会、セミナー、ワークショップ等の事業を行った。誰にとっても身近であり多様性に富む「暮らし」に根ざ

し、ローカルな視点から異文化理解まで、幅広いテーマで事業を展開した。また、区民の活動拠点として、

市民活動支援コーナーや、セミナールーム・ワークショップルーム・コミュニティキッチンを運営した。年間の

事業参加者、施設入場者は１３２,０１７人となった。 

 展覧会を通じてさまざまな広がり、反響があった。「１４歳のワンピース展」では、中学生の時に同ワークショ

ップに参加した２０歳の女性と講師との対談をパネルで紹介し、参加体験が彼女のその後にもたらしたもの

について、自身の言葉で伝えることができた。「鳥の巣がおしえてくれること」は、造形的なおもしろさに加え、

命をつなぐ工夫に満ちた鳥の巣の実物に子どもも大人も魅了され、アンケートでも高評価を得た。「新雪の

時代―江別市世田谷の暮らしと文化」では、戦時中に世田谷から北海道に入植した人々の暮らしと文化を

紹介した。子ども時代に移住した開拓２世の方が江別から来られることになり、急きょ開催したギャラリートー

クには世田谷の小学校時代の同窓生も駆けつけ、多世代の交流の場となった。また、本展をきっかけに江

別市での巡回展が実現し、新聞等に大きく取り上げられた。「映像のフィールドワーク展」では、会場で日替

わりのワークショップを行い、その成果や来場者の感想で展示が日々変化していった。 

 ２つの新規事業は、生活工房の新たな一面を拓いた。「日常を見限らない―音と身体のワークショップ」と

「哲学対話―PARA SHIF」は、それぞれ手法は異なるが、いずれも身近な日常を再発見するという共通の主

旨があり、この分野は今後も継続、発展させていく。 

 継続的なプロジェクト型事業にも取り組んでいる。２０１５年度から始まった「穴アーカイブ」では、区民から

収集してデジタル化した８ミリフィルム８４巻をアーカイブ化し、ＷＥＢでの公開と目録作成を行った。これを核

に次年度は展覧会を開催し、貴重な文化的資源として利活用を進めていく。また、東日本大震災から８年目

となった３月、レクチャー＆ワークショップ「陸前高田の８年の記録を読みなおす／声に出す」を実施した。こ

れを皮切りにアーティストが東京での聞書きを行い、次年度の展覧会「震災後から祭典の前（仮）」に反映さ

せる予定である。 

（２）世田谷パブリックシアター

開場２０周年という、大きな節目の年度から、また新たな局面を模索する始まりの一年となった。 

 主劇場・トラム両劇場の年間入場者総数は１４６,７１１人（年間公演総回数４０６回）、また、ツアー公演入場

者、教育普及事業参加者、劇場利用者を含めた劇場事業全体では、年間参加者・入場者総数２２０,９７４人

となった。 

国内のツアー公演数は、小劇場公演を含め５５回。２９,３５８人であった。今後も、他の公共劇場などとの連

携をより緊密にし、全国展開を図っていく。 

多くの公演が、予定入場者数を大きく上回り、チケットの入手困難な公演が出て、お客様にご不便をおか
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けすることとなった。 

 特に、KAAT（神奈川芸術劇場）との共催公演「バリーターク」（作:エンダ・ウォルシュ、演出:白井晃）、パソ

ナグループとの共同制作公演「チャイメリカ」（作:ルーシー・カークウッド、演出:栗山民也）、「熱帯樹」（作:三

島由紀夫、演出:小川絵梨子）は、評価も高く、いずれも、記録的な、大入りとなった。 

 また、芸術監督企画、「狂言劇場 特別版 能『鷹姫』・狂言『楢山節考』」、現代能楽集Ⅸ「竹取」（脚本:平

田俊子、構成・演出:小野寺修二）、「The Silver Tassie 銀杯」（作:ショーン・オケイシー、演出:森新太郎）

の３作品も、高い評価を得ることができた。 

 ツアー公演も、各地大入りで、公演の成果とともに、劇場の存在意義、相互の信頼関係を大いに高めること

となった。 

「バリーターク」は、小田島雄志・翻訳戯曲賞、「The Silver Tassie 銀杯」では、横田栄司が読売演劇大

賞・優秀男優賞、また、年度は、前年度になるが、同年２、３月公演の「岸 リトラル」では、読売演劇大賞・優

秀作品賞、そして、岡本健一が、最優秀男優賞を、「シャンハイムーン」では山崎一が同じく優秀男優賞を受

賞した。 

 また、夏のせたがやこどもプロジェクトでは、イデビアン・クルーのダンス公演「排気口」、「日野皓正 

presents “Jazz for Kids”」、子どもとおとなのための読み聞かせ「お話の森」など多彩な企画で注目を集

め、秋の世田谷アートタウン「三茶 de 大道芸」は、前年は台風に見舞われたが、本年度は晴天に恵まれ、

約２０万の人たちにご参加いただき、大きな賑わいとなった。また、関連企画として、日本・スウェーデン外交

関係樹立１５０周年記念事業、サーカス・シルクールの「LIMITS」を招聘、ワークショップも実施した。 

 普及啓発・人材養成事業では、「コミュニティプログラム」「学校・区内施設との連携プログラム」「研究育成

プログラム」の３つの柱により、通年でワークショップ・レクチャー・研究会を実施。学校教育現場等での活動

及び地域の活性化への支援など、未来の観客育成の観点も踏まえ積極的な展開を行った。 

 国際交流公演としては、演劇では、日中平和友好条約４０周年記念公演として、「風をおこした男―田漢

伝」を上海戯劇学院等と共催して上演、ダンスでは、イギリスのインクルーシブ（＝分け隔てのない）ダンスカ

ンパニー“ストップギャップ”の作品「エノーマスルーム」を招聘、車椅子使用者や、ダウン症などのパフォー

マーがメンバーとして活躍する舞台は、パフォーミングアーツの無限の可能性を提示した。 

 今後も、国内外の公共劇場や民間の実演団体などと積極的に連携して、作品創造及び人材交流の活性

化、東京２０２０大会に向けた対応、普及啓発・人材育成事業の充実、多様な料金システムの設定、IT や最

新のメディアの活用等による鑑賞機会の拡充および多言語による情報発信、新たな観客の育成等、時代の

流れを的確に捉えながら、事業展開を進めていく。 

 

（３）音楽事業部 

 新生・音楽事業部の２年目、音楽をより身近に楽しんでいただけるように、２０２０年、そしてまた、その先の

時代を見据えて、ステップを進めた 1 年だった。 

 東京２０２０大会のオープニング公演出演をめざし、「和の音楽ワークショップ」として、世界へ発信する太鼓

奏者・林英哲を塾長に、子どもたち向けの３年間のプロジェクト “Setagaya 太鼓塾”を始めた。高い倍率の抽
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選を突破した７５人が目を輝かせて、２年目に向かう。 もうひとつ、和を意識して始めたのが、日本の伝統音

楽を紹介する“シリーズ和・華・調”。最初に取り上げたのは、伶楽舎による「雅楽」。追加公演を行う人気とな

り、日本の音楽に対する関心の高さがうかがわれた。 

 関心の高さでは、体験型の事業が際立っている。前年度リニューアルした、コンテスト形式で行う「せたが

やバンドバトル」は、応募者が大幅に増えると同時に、演奏の質も著しく向上。人気ワークショップ企画の

「Let’s Sing ゴスペル！」は、経験者向けクラスの新設を含め、コースを増やしたが、依然としてニーズに追

いつけていない状態である。そして、核となる「せたがやジュニアオーケストラ」。団員数が増え、活動の幅が

広がった。中でも、台湾・高雄市の青少年交響楽団との交流が始まったことは、特筆に値しよう。 

 公演事業でも、聴衆に近いタイプのものが高い評価を受けた。会場を全面フラットにした「室内楽シリーズ」

のモルゴーア・クァルテットや観客席の中まで巡り、喝采を浴びた「午後の音楽会」のアレッサンドロ・カルボ

ナーレが、愛好家を唸らせた一方で、幼児・親子向けの体験型「まちなかコンサート・コトコトさんのドレミ図書

館」は広く人気を集め、来年度は保育園での実施も決まった。さらに、宮川彬良スペシャル・プロデューサー

と楽しみながら学ぶ「せたがや音楽研究所」は、中学校４校でも開催、生徒たちの熱い歓迎を受けた。 

 区民のみなさんと音楽をもっと近づけるために、音楽事業部はさらに前進を続けていく。 

 

（４）世田谷美術館 

 当館の場合、収蔵作品をご紹介する、“ミュージアム コレクション”は、所蔵品のなかの優品を常設的に展

示するものではなく、１６,０００点という収蔵品点数を活かし、一つずつの展覧会が独立し、企画性の高い内

容を標榜してきた。こうした趣旨にとって、平成３０年度は、「小堀四郎と村井正誠」、「東京スケイプ Into the 

City」、「アフリカ現代美術コレクションのすべて」の３展を開催した。「小堀四郎と村井正誠」は、ともに長年、

世田谷に居住した作家である。両作家の仕事を多角的に検証し、世田谷の文化的土壌を、広く紹介するこ

とができ、また、館内においては在住作家研究を深める結果となった。「東京スケイプ Into the City」では、

当館が長年にわたって収集してきた、“東京”をテーマとした作品を年代ごとに紹介し、都市の変遷を写真家

の眼を通じて紹介することができた。「アフリカ現代美術コレクションのすべて」では、日頃、鑑賞の機会の少

ないアフリカの現代美術家の作品を通じ、当館が開館以来、事業の核に据えてきた“芸術と素朴”というテー

マを再考する機会となった。 

 企画展では、「人間・髙山辰雄―森羅万象への道」は、世田谷にゆかりの深い髙山の画業を紹介する、最

大規模の内容となり、髙山の郷里に立地する大分県立美術館との共同企画として実施した。「没後４０年 濱

田庄司展」は、大阪市立東洋陶磁美術館が所蔵する「堀尾幹雄コレクション」を中心として、栃木県益子の

濱田庄司記念益子参考館の協力も得て、暮らしの中の美を探求する喜びを、来館者と分かち合う場となっ

た。「向井潤吉 人物交流記」は、向井が残したエッセイを企画の源泉とし、当館の収蔵作品を大いに活用し、

向井の長き画業のなかで彼が交流した作家の作品も併せて展示することで、明治、大正、昭和の、日本の

洋画壇の実相を垣間見る機会となった。「ブルーノ・ムナーリ―役に立たない機械をつくった男」は、イタリア

の画家、デザイナー、絵本の制作など多彩な顔をもったクリエーターの全貌をご覧いただく場となり、幅広い

年齢層に支持を得る内容となった。「田沼武能写真展 東京わが残像 1948-1964」は、まさに、敗戦から東
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京オリンピックにいたる日本の復興を、人や街の変貌を介してご紹介した。ノスタルジックな印象にとどまらず、

オリンピック東京大会を控え、東京という街のありかたを問い、また戦禍がもたらす悲惨を、復興という視点か

ら捉えることとなった。 

 教育普及事業については、「鑑賞教室」、「美術大学」、「１００円ワークショップ」などを中核に展開したが、

これらの事業も充実の度合いを増している。また、ここにかかわる関係者、ボランティアも多く、参加する側も、

これをサポートする側も、美術館を一つの場として集い、個々の日常で文化を享受することにつながった。 

 そして、美術館の基盤となる調査研究、また美術作品の収集などは、平成３０年度も着実に実施し、後世

の人々と社会に手渡していくべき文化的資源を掘りおこし、保存することにつなげることができた。 

 

（５）世田谷文学館 

 人びとの関心やニーズが加速度的に多様化、細分化していく現在、企画テーマの選定は年々困難になり

つつある。どこに、どのようにボールを投げれば来場動機につながり、満足度の高い事業を提供でき、公立

博物館としての使命を全うできるのか？ 人びとが文化施設に求める〝何か〟のほんの少し先を探りながら、

本年度も試行錯誤の連続であった。 

 良い意味で想定外であったのが 「ビーマイベイビー 信藤三雄レトロスペクティブ」展における来場者の反

応だった。解説パネルは一切なく、会場を信藤三雄デザインのＣＤやポスターで埋め尽くし、展示空間のア

クセントとしてＣＤジャケットを引き伸ばした巨大な壁面を複数箇所に設置した。会場内は全て撮影可能とし

た。来場者がＳＮＳで情報を拡散してくれることが狙いだったが、中にはＣＤを手にし、巨大壁面の前で思い

思いのポーズやコスチュームで〝自撮り〟した画像をツイッターやインスタグラムに上げる人もあった。本展

には９０年代の文化史の検証や、表現することとは何かを考える場にするなど、いくつかの企画意図があっ

たが、いざ開幕してみると、来場者が一枚のＣＤが呼び起こす記憶や体験……すなわち自分の人生の物語

と向き合う場にもなっていたのである。来場者それぞれが自身の記憶の中にある音楽を、おそらくは個人史

の一コマと共に脳内でリフレインしている光景は新鮮な驚きであった。 

 「ヒグチユウコ展 CIRCUS」は、ある程度の反響は予測していたものの、想定をはるかに上回るお客様が来

館し、施設そのもののキャパシティという課題に直面した。来場者と作品の安全を守り、展示鑑賞に快適な

空間を確保することは、博物館運営の大前提であるが、そこには臨界点があるという現実を思い知らされた。

会期途中から物販会社への業務委託や日時指定券の導入などの対策も講じたが、何より全職員が一丸と

なって来場者対応や環境整備にあたり、事故なく展覧会を終了できたことを素直に喜びたい。今後の事業

展開や施設運営を行っていく上で得難い経験となった。 

 

 

平成３０年度事業報告には、「公益財団法人せたがや文化財団 定款」第８条第１項の２で規定する事業報

告の付属明細書は、事業報告の内容を補則する重要な事項がないため作成しない。 
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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29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 

① 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 

② 美術館の利用の承認等に関する業務 

③ 美術館の施設及び施設の維持管理に関する業

務 

④ 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 

① 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 

② 文学館の利用の承認等に関する業務 

③ 文学館の施設及び設備の維持管理に関する事

務 

④ 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 

① 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 

② 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 

③ センターの施設及び設備の維持管理に関する業

務 

④ その他、世田谷区が必要と認める業務 

 

２ 指定期間は平成29年4月1日より平成34年3月31日

までの5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30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30年4月1日より平成31年3月31日

までの1年間とする。 
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５．登記事項 

 

理事変更登記 

   平成３０年５月１日  登記 

     平成３０年４月１日付 理事変更（１名就任） 

 

監事変更登記 

   平成３０年５月１日  登記 

     平成３０年４月１日付 監事変更（１名退任、１名就任） 
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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 

(定時) 

平成 30 年 

5 月 25 日 

 

議案第 1 号 
平成 29 年度公益財団法人せたがや文化財団事業報告につい

て 

議案第 2 号 平成 29 年度公益財団法人せたがや文化財団決算について 

議案第 3 号 
公益財団法人せたがや文化財団専門職員就業規程の一部改

正について 

議案第 4 号 公益財団法人せたがや文化財団旅費規程の一部改正について 

議案第 5 号 
公益財団法人せたがや文化財団館長の報酬等に関する規程の

一部改正について 

議案第 6 号 公益財団法人せたがや文化財団公印規程の一部改正について 

議案第 7 号 
平成30年度公益財団法人せたがや文化財団第１回評議員会の

招集について 

報告事項 理事長及び常務理事の職務執行状況の報告について 

総合職員制度の見直し（骨子）（案）について 

裁量労働制（骨子）（案）について 

第 2 回 

（臨時） 

平成 30 年 

7 月 10 日 
議案第 8 号 

公益財団法人せたがや文化財団総合職員制度の見直しについ

て 

議案第 9 号 
公益財団法人せたがや文化財団における専門業務型裁量労働

制の導入について 

議案第 10 号 
公益財団法人せたがや文化財団総合職員給与規程の一部改

正について 

議案第 11 号 
公益財団法人せたがや文化財団職員退職手当支給規程の一

部改正について 

議案第 12 号 
公益財団法人せたがや文化財団総合職員就業規程の一部改

正について 

第 3 回 

（定時） 

平成 31 年

2 月 22 日 
議案第 13 号 

平成 30 年度公益財団法人せたがや文化財団補正予算（第二

次）について 

議案第 14 号 
平成 31 年度公益財団法人せたがや文化財団事業計画及び収

支予算並びに資金調達及び設備投資の見込みについて 

議案第 15 号 公益財団法人せたがや文化財団の職員配置について 

議案第 16 号 公益財団法人せたがや文化財団における再雇用制度について 

議案第 17 号 
公益財団法人せたがや文化財団総合職員就業規程の一部改

正について 

議案第 18 号 
公益財団法人せたがや文化財団専門職員就業規程の一部改

正について 

議案第 19 号 
公益財団法人せたがや文化財団総合職員給与規程の一部改

正について 

議案第 20 号 
公益財団法人せたがや文化財団専門職員給与規程の一部改

正について 
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回 開催日 議案番号 件  名 

  
議案第 21 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 22 号 
公益財団法人せたがや文化財団文書管理規程の一部改正に

ついて 

議案第 23 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 24 号 
公益財団法人せたがや文化財団資金運用規程の一部改正に

ついて 

議案第 25 号 
平成 30 年度第 2 回公益財団法人せたがや文化財団評議員会

について 

報告事項 区の新たな国際化推進体制の構築に伴う財団組織のあり方に

ついて 

理事長、副理事長及び常務理事の職務執行状況の報告につい

て 

第 4 回 

(書面表決) 

平成 31 年 

3 月 27 日 
議案第 26 号 

平成 30 年度第 3 回評議員会の開催（書面表決とすること）につ

いて 

議案第 27 号 
公益財団法人せたがや文化財団事務局長の理事長による任免

について 

議案第 28 号 公益財団法人せたがや文化財団役付理事の選定について 

 

 

（２） 評議員会 

回 開催日 議案番号 件  名 

第 1 回 

(定時) 

平成 30 年 

6 月 12 日 

 

議案第 1 号 
平成 29 年度公益財団法人せたがや文化財団事業報告につい

て 

議案第 2 号 平成 29 年度公益財団法人せたがや文化財団決算について 

報告事項 
総合職員制度の見直し（骨子）（案）について 

裁量労働制（骨子）（案）について 

第 2 回 

（定時） 

平成 31 年 

2 月 26 日 議案第 3 号 
平成 30 年度公益財団法人せたがや文化財団補正予算（第二

次）について 

議案第 4 号 
平成 31 年度公益財団法人せたがや文化財団事業計画及び収

支予算並びに資金調達及び設備投資の見込みについて 

報告事項 
公益財団法人せたがや文化財団の職員配置について 

公益財団法人せたがや文化財団における再雇用制度について 

区の新たな国際化推進体制の構築に伴う財団組織のあり方に

ついて 

公益財団法人せたがや文化財団の諸規程の一部改正について 

第 3 回 

(書面表決) 

平成 31 年 

3 月 29 日 議案第 5 号 公益財団法人せたがや文化財団監事の選任について 
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７．役員名簿 

 （平成 31 年 3 月 31 日現在） 

【理事：11 名】                         

【任期：平成 29 年 6 月 16 日から令和元年度定時評議員会の終結の時まで】 

役職名 氏 名 備  考 

理 事 長 永井  多惠子 
公益財団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 

副理事長 城 倉  茂 
前公益財団法人せたがや文化財団 

事務局長 

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  小 湊  芳 晴 
公益財団法人せたがや文化財団 

事務局長 

理  事 池 松  俊 雄 元日本テレビ放送網株式会社取締役 

理  事 桑 島  俊 彦 東京都商店街振興組合連合会理事長 

理  事 竹 内  修 司 前世田谷文学館友の会会長 

理  事 田中  富美子  弁護士 

理  事 名 児 耶  明 公益財団法人五島美術館副館長 

理  事 湯川  れい子 音楽評論家、作詞家 

 

【監事：2 名】 

【任期：平成 27 年 6 月 15 日から令和元年度定時評議員会の終結の時まで】 

監  事 鈴 木  重 雄 公認会計士・税理士 

監  事 菊 池  弘 明 世田谷区会計管理者 
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８．評議員名簿 

【評議員：11 名】 （平成 31 年 3 月 31 日現在） 

【任期：平成 27 年 6 月 15 日から令和元年度定時評議員会終結の時まで】 

氏   名 備 考 

秋 山 光 文 お茶の水女子大学名誉教授、目黒区美術館館長 

朝 生 公 章 区内企業代表 

大 笹 吉 雄 演劇評論家 

木 村 慶 子 医学博士、前慶應義塾大学教授 

佐 々木  健 二 弁護士 

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 

萩 原 朔 美 多摩美術大学名誉教授、前橋文学館館長 

山野井  崇二 下馬新生自治会 

渡 瀬 靖 夫 株式会社セガワ代表取締役 
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９．財団幹部名簿 

    （平成 31年3月31日現在） 

職 務 名 氏  名 備  考 

理事長 永井  多惠子  

副理事長 城 倉  茂  

事務局長 小 湊  芳 晴 常務理事 

統括部長 小 湊  芳 晴 事務局長事務取扱 

世田谷文化生活情報センター館長 永井  多惠子 理事長事務取扱 

副館長 松 下  洋 章  

総務部長 松 下  洋 章 副館長事務取扱 

生活工房室長 岩 船  弘 美  

劇場部長 安 澤  哲 男  

    技術部長 熊 谷  明 人  

    音楽事業部長 蓑 輪  勇 二  

世田谷美術館館長 酒 井  忠 康 常務理事 

副館長 上 村  隆  

総務部長 上 村  隆 副館長事務取扱 

   学芸部長 橋 本  善 八  

世田谷文学館館長 菅 野  昭 正 常務理事 

副館長 堀 川  雄 人  

総務部長 鈴 木  律 子  

学芸部長 瀬 川  ゆ き  

 

芸術監督 野 村  萬 斎  

音楽監督 池辺  晋一郎  
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財 務 諸 表 



１．貸借対照表 （平成31(2019)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 487,456,721 360,877,134  126,579,587

②未収入金 366,242,092 269,084,518  97,157,574

③商品 34,688,754 32,648,548  2,040,206

④貯蔵品 555,153 570,350  △ 15,197

⑤前払金 4,183,266 1,574,809  2,608,457

⑥仮払金 0 409,200 △ 409,200

⑦立替金 0 3,400,667 △ 3,400,667

流 動 資 産 合 計 893,125,986 668,565,226 　 224,560,760

  ２．固定資産   

　（１）基本財産   

①国公債 655,637,981 656,764,146  △ 1,126,165

②預貯金 144,362,019 143,235,854   1,126,165

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 255,931,873 238,667,995  17,263,878

②文化芸術充実積立資産 11,050,000 29,600,000 △ 18,550,000

③次世代育成積立資産 8,500,000 9,600,000 △ 1,100,000

④周年事業積立資産 3,800,000 3,800,000 0

特 定 資 産 合 計 279,281,873 281,667,995  △ 2,386,122

　（３）その他の固定資産   

①建物附属設備 39,321,943 36,776,167 2,545,776  

        　 減価償却累計額 △ 22,572,091 16,749,852 △ 19,752,186 17,023,981 △ 2,819,905 △ 274,129

②器具備品 99,390,074 92,655,527 6,734,547  

       　  減価償却累計額 △ 67,451,516 31,938,558 △ 58,953,026 33,702,501 △ 8,498,490 △ 1,763,943

③リース資産 40,439,365 44,314,875 △ 3,875,510

       　  減価償却累計額 △ 30,591,952 9,847,413 △ 38,534,204 5,780,671 7,942,252 4,066,742

④ソフトウエア 25,617,463 22,615,780  3,001,683

⑤保証金等 60,000 60,000  0

⑥大規模事業等実施積立金 31,500,000 31,500,000 0

⑦経営安定化積立金 215,000,000 180,000,000 35,000,000

⑧事故対策積立金 90,000,000 90,000,000 0

そ の 他 の 固 定 資 産 合 計 420,713,286 380,682,933  40,030,353

固 定 資 産 合 計 1,499,995,159 1,462,350,928

資 産 合 計 2,393,121,145 2,130,916,154

Ⅱ　負債の部   

　１．流動負債   

①未払金 255,007,484 259,500,832  △ 4,493,348

②前受金 1,146,300 670,300  476,000

③預り金　　 299,810,917 105,251,475  194,559,442

④賞与引当金 24,967,734 32,628,891 △ 7,661,157

⑤リース債務 4,661,204 4,208,535 452,669

流 動 負 債 合 計 585,593,639 402,260,033  183,333,606

  ２．固定負債   

①退職給付引当金 255,931,873 238,667,995  17,263,878

②リース債務 5,503,631 1,881,417 3,622,214

固 定 負 債 合 計 261,435,504 240,549,412 　 20,886,092

負 債 合 計 847,029,143 642,809,445  204,219,698

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)

　２．一般正味財産 746,092,002 688,106,709

　　（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） (23,350,000) (43,000,000)  (△ 19,650,000)

正 味 財 産 合 計 1,546,092,002 1,488,106,709

負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 2,393,121,145 2,130,916,154

57,985,293

262,204,991

当年度 前年度 増　減

37,644,231

262,204,991

57,985,293
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２．損益計算書（正味財産増減計算書）

(平成30(2018)年4月1日から平成31(2019)年3月31日まで）

（単位：円）

　

4,248,555 4,193,873 54,682

4,248,555 4,193,873 54,682

814,823 1,164,380 △ 349,557

814,823 1,164,380 △ 349,557

1,242,741,079 1,145,539,849 97,201,230

724,741,469 643,706,409 81,035,060

517,999,610 501,833,440 16,166,170

受取区補助金 1,186,543,000 1,140,185,000 46,358,000

1,186,543,000 1,140,185,000 46,358,000

受取助成金等 73,586,873 73,053,101 533,772

73,586,873 73,053,101 533,772

受取寄附金 261,520 29,600 231,920

261,520 29,600 231,920

18,276,393 13,289,210 4,987,183

18,276,393 13,289,210 4,987,183

253,331 315,562 △ 62,231

70,111 70,902 △ 791

183,220 244,660 △ 61,440

2,526,725,574 2,377,770,575 148,954,999

2,452,866,054 2,375,516,119 77,349,935

703,473,356 651,683,690 51,789,666

賞与引当金繰入 24,685,105 28,741,067 △ 4,055,962

28,242,018 28,368,306 △ 126,288

568,619 411,223 157,396

1,643,578 1,447,882 195,696

315,160 264,889 50,271

8,378,531 6,044,474 2,334,057

12,642,072 12,293,789 348,283

39,294,772 43,754,394 △ 4,459,622

53,072,242 31,154,986 21,917,256

5,689,706 5,012,254 677,452

13,186,292 18,171,666 △ 4,985,374

9,096,317 6,301,750 2,794,567

42,675,174 36,329,669 6,345,505

58,744,603 28,231,720 30,512,883

770,930,518 698,576,962 72,353,556

37,361,750 32,639,272 4,722,478

修繕費

光熱水費

諸謝金

支払負担金

委託費

使用料及び賃借料

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

雑収益

受取利息

経　常　収　益　計

（２）経常費用

事業費

受取寄附金

受取負担金

受取負担金

雑収益

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

（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

Ⅰ　一般正味財産の部

１　経常増減の部

科　　目 当年度 前年度 増　減
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（単位：円）

科　　目 当年度 前年度 増　減

20,870,068 17,183,851 3,686,217

73,177,992 84,443,659 △ 11,265,667

87,888,688 111,219,414 △ 23,330,726

19,738,100 19,441,820 296,280

242,312,504 304,359,459 △ 62,046,955

舞台費 118,437,220 136,487,725 △ 18,050,505

制作企画費 53,610,106 42,592,551 11,017,555

商品仕入 3,227,321 5,628,160 △ 2,400,839

減価償却費 22,930,549 24,202,876 △ 1,272,327

支払利息（リース債務） 635,571 392,703 242,868

38,122 135,908 △ 97,786

11,953,432 3,859,980 8,093,452

740,000 920,000 △ 180,000

10,095,679 2,302,735 7,792,944

賞与引当金繰入 282,629 106,562 176,067

退職給付費用 35,860 34,884 976

通信運搬費 27,308 16,988 10,320

消耗経費 3,434 0 3,434

保険料 13,360 0 13,360

委託費 247,860 262,440 △ 14,580

使用料及び賃借料 0 10,340 △ 10,340

支払手数料 5 0 5

減価償却費 507,297 206,031 301,266

2,464,819,486 2,379,376,099 85,443,387

61,906,088 △ 1,605,524 63,511,612

7,883 281,351 △ 273,468

7,883 281,351 △ 273,468

雑収益 7,883 281,351 △ 273,468

7,883 281,351 △ 273,468

68,962 351,747 △ 282,785

68,962 351,747 △ 282,785

流動資産除却損 68,962 351,747 △ 282,785

0 235,694 △ 235,694

0 235,694 △ 235,694

固定資産除却損 0 235,694 △ 235,694

1,916 600,010 △ 598,094

1,916 600,010 △ 598,094

雑損 1,916 600,010 △ 598,094

70,878 1,187,451 △ 1,116,573

△ 62,995 △ 906,100 843,105

61,843,093 △ 2,511,624 64,354,717

固定資産除却損

固定資産除却損

経　常　外　費　用　計

当期経常外増減額

他会計振替前当期一般正味財産増減額

経　常　外　収　益　計

（２）経常外費用

流動資産除却損

　
流動資産除却損

雑損

　
雑損

当期経常増減額

２　経常外増減の部

（１）経常外収益

雑収益

雑収益

雑費

管理費

役員報酬

給料手当等

経　常　費　用　計

支払手数料

広報宣伝費

臨時雇賃金

租税公課

上演出演料
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（単位：円）

科　　目 当年度 前年度 増　減

3,857,800 968,900 2,888,900

57,985,293 △ 3,480,524 61,465,817

688,106,709 691,587,233 △ 3,480,524

746,092,002 688,106,709 57,985,293

4,248,555 4,193,873 54,682

4,248,555 4,193,873 54,682

0 0 0

800,000,000 800,000,000 0

800,000,000 800,000,000 0

1,546,092,002 1,488,106,709 57,985,293Ⅲ　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

　

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

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

0 0 0

0 0 0

基本財産運用益 0

814,823 0 814,823

814,823 0 814,823

退職給付引当預金運用益 73,977 73,977

退職給付引当債権運用益 740,846 740,846

1,177,738,216 751,300 1,178,489,516

660,337,406 152,500 660,489,906

事業運営収益 660,337,406 152,500 660,489,906

517,400,810 598,800 517,999,610

指定管理受託収益 480,939,510 480,939,510

区事業受託収益 36,461,300 598,800 37,060,100

受取区補助金 1,162,677,000 16,150,000 1,178,827,000

1,162,677,000 16,150,000 1,178,827,000

受取区補助金 1,162,677,000 16,150,000 1,178,827,000

受取助成金等 73,586,873 0 73,586,873

73,586,873 0 73,586,873

受取助成金 73,586,873 73,586,873

受取寄附金 261,520 0 261,520

261,520 0 261,520

受取寄附金 261,520 261,520

12,503,009 0 12,503,009

12,503,009 0 12,503,009

受取負担金 12,503,009 12,503,009

253,331 0 253,331

70,111 0 70,111

雑収益 70,111 70,111

183,220 0 183,220

受取利息 183,220 183,220

2,427,834,772 16,901,300 2,444,736,072経　常　収　益　計

受取負担金

受取負担金

雑収益

雑収益

受取利息

受取区補助金

受取助成金等

受取寄附金

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

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

科　　目

公益目的事業会計

小計
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(平成30(2018)年4月1日から平成31(2019)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

0 0 0 4,248,555 4,248,555

0 0 0 4,248,555 4,248,555

0 4,248,555 4,248,555

0 0 0 0 814,823

0 0 0 0 814,823

0 73,977

0 740,846

60,649,127 3,602,436 64,251,563 0 1,242,741,079

60,649,127 3,602,436 64,251,563 0 724,741,469

60,649,127 3,602,436 64,251,563 724,741,469

0 0 0 0 517,999,610

0 480,939,510

0 37,060,100

0 0 0 7,716,000 1,186,543,000

0 0 0 7,716,000 1,186,543,000

0 7,716,000 1,186,543,000

0 0 0 0 73,586,873

0 0 0 0 73,586,873

0 73,586,873

0 0 0 0 261,520

0 0 0 0 261,520

0 261,520

333,834 5,439,550 5,773,384 0 18,276,393

333,834 5,439,550 5,773,384 0 18,276,393

333,834 5,439,550 5,773,384 18,276,393

0 0 0 0 253,331

0 0 0 0 70,111

0 70,111

0 0 0 0 183,220

0 183,220

60,982,961 9,041,986 70,024,947 11,964,555 0 2,526,725,574

収益事業等会計

法人会計
内部取引等

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

2,400,330,833 13,166,570 2,413,497,403

702,157,717 122,372 702,280,089

24,613,219 3,944 24,617,163

28,147,397 5,963 28,153,360

568,619 568,619

1,643,578 1,643,578

315,160 315,160

8,378,531 8,378,531

10,234,742 1,560,675 11,795,417

36,981,454 933,160 37,914,614

52,803,474 52,803,474

5,590,306 99,400 5,689,706

13,072,892 113,400 13,186,292

3,394,408 3,394,408

42,675,174 42,675,174

58,142,403 600,000 58,742,403

747,439,412 9,145,530 756,584,942

34,003,668 539,035 34,542,703

14,177,105 14,177,105

73,177,992 73,177,992

85,311,013 85,311,013

18,729,864 11,662 18,741,526

242,312,504 242,312,504

舞台費 118,437,220 118,437,220

制作企画費 53,610,106 53,610,106

商品仕入 1,036,177 1,036,177

減価償却費 22,705,437 31,429 22,736,866

支払利息（リース債務） 635,571 635,571

35,690 35,690

賞与引当金繰入

上演出演料

雑費

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

租税公課

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
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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
内部取引等

消去
合計

小計

33,410,049 5,958,602 39,368,651 2,452,866,054

1,170,347 22,920 1,193,267 703,473,356

66,373 1,569 67,942 24,685,105

84,657 4,001 88,658 28,242,018

0 568,619

0 1,643,578

0 315,160

0 8,378,531

751,328 95,327 846,655 12,642,072

1,380,158 1,380,158 39,294,772

268,768 268,768 53,072,242

0 5,689,706

0 13,186,292

200,903 5,501,006 5,701,909 9,096,317

0 42,675,174

2,200 2,200 58,744,603

14,345,576 14,345,576 770,930,518

2,677,320 141,727 2,819,047 37,361,750

6,692,963 6,692,963 20,870,068

0 73,177,992

2,577,675 2,577,675 87,888,688

940,655 55,919 996,574 19,738,100

0 242,312,504

0 118,437,220

0 53,610,106

2,191,144 2,191,144 3,227,321

57,550 136,133 193,683 22,930,549

0 635,571

2,432 2,432 38,122

67



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

賞与引当金繰入

退職給付費用

通信運搬費

消耗経費

保険料

委託費

支払手数料

減価償却費

2,400,330,833 13,166,570 2,413,497,403

27,503,939 3,734,730 31,238,669

7,883 0 7,883

7,883 0 7,883

雑収益 7,883 7,883

7,883 0 7,883

39,480 0 39,480

39,480 0 39,480

流動資産除却損 39,480 39,480

1,916 0 1,916

1,916 0 1,916

雑損 1,916 1,916

41,396 0 41,396

△ 33,513 0 △ 33,513

27,470,426 3,734,730 31,205,156

15,217,480 15,217,480

0

42,687,906 3,734,730 46,422,636

572,906,105 △ 2,861,182 570,044,923

615,594,011 873,548 616,467,559

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

615,594,011 873,548 616,467,559Ⅲ　正味財産期末残高

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

　

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

　
雑損

経　常　外　費　用　計

当期経常外増減額

他会計振替前当期一般正味財産増減額

他会計振替額

経　常　外　収　益　計

（２）経常外費用

流動資産除却損

流動資産除却損

雑損

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

雑収益

雑収益

管理費

役員報酬

給料手当等
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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
内部取引等

消去
合計

小計

11,953,432 11,953,432

740,000 740,000

10,095,679 10,095,679

282,629 282,629

35,860 35,860

27,308 27,308

3,434 3,434

13,360 13,360

247,860 247,860

5 5

507,297 507,297

33,410,049 5,958,602 39,368,651 11,953,432 0 2,464,819,486

27,572,912 3,083,384 30,656,296 11,123 0 61,906,088

0 0 0 0 7,883

0 0 0 0 7,883

0 7,883

0 0 0 0 0 7,883

29,482 0 29,482 0 68,962

29,482 0 29,482 0 68,962

29,482 29,482 0 68,962

0 0 0 0 1,916

0 0 0 0 1,916

0 1,916

29,482 0 29,482 0 0 70,878

△ 29,482 0 △ 29,482 0 0 △ 62,995

27,543,430 3,083,384 30,626,814 11,123 0 61,843,093

△ 13,685,446 △ 1,532,034 △ 15,217,480 0

3,469,412 388,388 3,857,800 3,857,800

10,388,572 1,162,962 11,551,534 11,123 0 57,985,293

105,343,634 9,013,391 114,357,025 3,704,761 688,106,709

115,732,206 10,176,353 125,908,559 3,715,884 0 746,092,002

0 0

0 4,248,555 0 4,248,555

0 4,248,555 0 4,248,555

0 0 0 0 0 0

0 0 0 800,000,000 800,000,000

0 0 0 800,000,000 0 800,000,000

115,732,206 10,176,353 125,908,559 803,715,884 0 1,546,092,002
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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。 

貸倒引当金については、債権の貸倒損失に備えるため、貸倒の実積率により計上すること

としている。 

（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。 

（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 656,764,146 0 1,126,165 655,637,981 

定 期 預 貯 金 140,000,000 0 0 140,000,000 

普 通 預 金 3,235,854 4,362,019 3,235,854 4,362,019 

小      計 800,000,000 4,362,019 4,362,019 800,000,000 

特定資産     

退 職 給 付 引 当 資 産 238,667,995 27,618,678 10,354,800 255,931,873 

文化芸術充実積立資産 29,600,000 0 18,550,000 11,050,000 

次世代育成積立資産 9,600,000 0 1,100,000 8,500,000 

周 年 事 業 積 立 資 産 3,800,000 0 0 3,800,000 

小      計 281,667,995 27,618,678 30,004,800 279,281,873 

合      計 1,081,667,995 31,980,697 34,366,819 1,079,281,873 

 

 

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 655,637,981 （655,637,981） ― ― 

定 期 預 貯 金 140,000,000 （140,000,000） ― ― 

普 通 預 金 4,362,019 （4,362,019） ― ― 

小      計 800,000,000 （800,000,000） ― ― 

特定資産     

退 職 給 付 引 当 資 産 255,931,873   （255,931,873） 

文化芸術充実積立資産 11,050,000  （11,050,000）  

次世代育成積立資産 8,500,000  （8,500,000）  

周 年 事 業 積 立 資 産 3,800,000  （3,800,000）  

小      計 279,281,873  （23,350,000） （255,931,873） 

合      計 1,079,281,873 （800,000,000） （23,350,000） （255,931,873） 
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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 200,057,600 202,980,000 2,922,400 

静岡県公債 平成 25 年第 4 回 146,108,250 151,431,200 5,322,950 

東京都公債 第 741 回 100,000,000 102,470,000 2,470,000 

第 116 回名古屋高速道路債券 109,472,131 110,470,000 997,869 

第 138 回名古屋高速道路債券 100,000,000 101,420,000 1,420,000 

第 325 回利付国債 10 年 100,292,241 103,495,500 3,203,259 

第 374 回大阪府公募公債 10,337,120 10,395,000 57,880 

合      計 766,267,342 782,661,700 16,394,358 

 

 

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 30 年度 世田谷

区補助金 
世田谷区 0 1,186,543,000 1,186,543,000 0  

劇場・音楽堂等機能

強化総合支援事業 

独立行政法人 日本

芸術文化振興会 
0 59,182,573 59,182,573 0  

アジア・文化創造協

働助成 

独立行政法人 国際

交流基金 
0 4,094,300 4,094,300 0  

地域の文化・芸術活

動助成事業 
財団法人 地域創造 0 3,500,000 3,500,000 0  

民間助成金 19 件 0 6,810,000 6,810,000 0  

合        計 0 1,260,129,873 1,260,129,873 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 1,186,543,000 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 480,693,000 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 

37,306,610 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 4,248,555 

合      計 4,248,555 

 

 

８． 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 32,628,891 24,967,734 32,628,891  24,967,734 

 

  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 238,667,995 27,618,678 10,354,800  255,931,873 
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４．財産目録 （平成31(2019)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 7,605,043

預貯金 三菱UFJ銀行三軒茶屋支店 運転資金として 211,225,159
三菱UFJ銀行世田谷支店 3,696,324
みずほ銀行世田谷支店 3,010,526
三井住友銀行成城支店 262,426
三井住友銀行自由が丘支店 171,324,397
りそな銀行世田谷支店 12,486
昭和信用金庫三軒茶屋支店 532,150
昭和信用金庫烏山支店
世田谷信用金庫用賀支店 66,884,672
世田谷信用金庫駒沢支店 450,987
世田谷信用金庫烏山支店 19,685,289
世田谷桜丘三郵便局 387,015
東京中央農協千歳支店 1,631,896
世田谷目黒農協本店 443,843
ゆうちょ銀行 86,592
昭和信用金庫 本店 73,891
オリックス銀行 144,025

未収入金 区受託料、助成金、
チケット収入など

366,242,092

商品 各館ショップ等 ミュージアムショッ
プ等の商品

34,688,754

貯蔵品 手元保管 収入印紙、郵券等 555,153

前払金 翌年度諸経費等 4,183,266

流動資産合計 893,125,986
（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 200,057,600

静岡県公債 平成25年第4回 146,108,250
東京都公債 第741回 100,000,000
第116回名古屋高速道路債券 109,472,131
第138回名古屋高速道路債券 100,000,000

定期預貯金 東京中央農協千歳支店 120,000,000
昭和信用金庫本店 10,000,000
りそな銀行世田谷支店 10,000,000

普通預金 三菱UFJ銀行世田谷支店 4,362,019

基本財産による果実
を法人全体の管理費
に充てるための財産

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
に充てるための財産

基本財産による果実
を法人全体の管理費
に充てるための財産
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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

特定資産 退職給付引当資産 ・有価証券
第325回利付国債 100,292,241
第374回大阪府公募債 10,337,120
・定期預金
東京中央農協千歳支店 70,000,000
世田谷目黒農協本店 20,000,000
昭和信用金庫本店 10,000,000
・普通預金
三菱UFJ銀行三軒茶屋支店 37,321,353
三井住友銀行自由が丘支店 7,981,159

文化芸術充実積立資産 ・定期預金
東京中央農協千歳支店 8,950,000
世田谷目黒農協本店 2,100,000

次世代育成積立資産 ・定期預金
東京中央農協千歳支店 8,500,000

周年事業積立資産 ・定期預金
三井住友銀行自由が丘支店 800,000
世田谷目黒農協本店 3,000,000

その他の
固定資産

建物附属設備 スポットライト、配線設備等 公益目的事業の用に
供している。

16,749,852

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。

31,938,558

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。

9,847,413

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。

25,617,463

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。

60,000

大規模事業等実施積立金 ・定期預金
三菱UFJ銀行世田谷支店 15,000,000
東京中央農協千歳支店 16,500,000

経営安定化積立金 ・定期預金
昭和信用金庫本店 60,000,000
東京中央農協千歳支店 22,550,000
世田谷目黒農協本店 124,900,000
・普通預金
三井住友銀行自由が丘支店 7,550,000

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
世田谷信用金庫烏山支店 30,000,000

固定資産合計 1,499,995,159
資産合計 2,393,121,145

特定費用準備資金
（公益目的）として

特定費用準備資金
（公益目的）として
管理

公益目的事業に充当
する積立資産

職員に対する退職金
の支払いに備えた積
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

特定費用準備資金
（公益目的）として
管理

76



（単位：円）
場所・物量等 使用目的等 金額貸借対照表科目

（流動負債）
未払金 今年度事業費等 232,998,918

未払法人税等 3,857,800

未払消費税等 4,640,900

未払社会保険料等 13,509,866

前受金 翌年度事業のチケッ
ト代等

1,146,300

預り金 源泉所得税、住民
税、社会保険料等

59,085,178

チケット代 2,770,700
区への補助金返還額 41,000,000
受託販売商品の業者
支払い分等

196,955,039

賞与引当金 職員の賞与支払いに
備えた引当金

24,967,734

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）

4,661,204

流動負債合計 585,593,639
（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

255,931,873

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)

5,503,631

固定負債合計 261,435,504
負債合計 847,029,143
正味財産 1,546,092,002
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