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企業メセナ協議会設立 25 周年

「－文 化 は資 本 だ－創 造 経 済 と社 会 創 造 」
文 化 と経 済 を両 輪 とする社 会 の実 現 に向 けた大 阪 国 際 会 議 を開 催
公益社団法人企業メセナ協議会（理事長：尾﨑元規、東京都港区芝 5-3-2）は、設立 25 年記念事業
の一環として、「―文化は資本だ―創造経済と社会創造」と題する国際会議を大阪で開催します。
日本に企業メセナ協議会が設立して 25 年。「芸術文化支援」として広がった企業のメセナは、今日、
幅広い領域にわたる文化活動にまで発展しています。地域文化の振興や文化によるコミュニティ形成、
文化を通じた次世代育成や国際交流、福祉や被災地の復興にいたるまで、企業は芸術・文化の力をさ
まざまな課題の創造的な解決に活かし、豊かで多様性に富む社会づくりを目指してメセナ活動に取り組
んでいます。
芸術・文化が持つクリエイティブな力、人々を動かし結びつける力は、新たな産業や経済を生み出し、
地域の個性に磨きをかけ、コミュニティの礎を築きます。そこで今回の国際会議では、「文化は資本」との
考えに基づき、国内外よりアーティストや文化機関のリーダー、研究者や企業経営者など幅広いゲストを
招いて、経済と社会の発展基盤となる文化の価値について、文化と経済を両輪とする社会の実現につ
いて多角的な議論を展開します。
世界の企業メセナの現状や関西の文化状況、アートサポートの実践など最新の情報交換を含めて、
創造経済とは何か、文化による社会創造とは何かについて掘り下げ、参加者の方々とも意見を交わす
2 日間となります。周知ご協力とともに、ぜひ、ご取材いただきますようお願い申し上げます。

■「文化は資本だ―創造経済とは何か」大阪国際会議
【日 時】 2015 年 3 月 7 日（土） 13:00～19:30
【会 場】 クリエイティブセンター大阪

【日 時】 2015 年 3 月 8 日（日） 11:00～19:30
【会 場】 大阪ビジネスパーク 松下 IMP ホール

（大阪市住之江区北加賀屋 4-1-55

（大阪市中央区城見 1-3-7）

【参加費】 一般：1,000 円（協議会会員は無料）

名村造船旧大阪工場跡）

【参加費】 一般：1,000 円（協議会会員は無料）
【定 員】 100 名

【定 員】 350 名
＊同日開催 Sessionα「文化振興プラットフォーム形成に向けて」
のみ定員 50 名（先着順）

【申込み】

協議会 WEB 申込み専用フォーム https://pro.form-mailer.jp/fms/3e0381ed63707

【主 催】 公益社団法人企業メセナ協議会
【特別協力】 文化庁、千島土地株式会社
【協 力】 公益財団法人関西・大阪 21 世紀協会、国際交流基金クアラルンプール日本文化センター
【寄付・協賛】 株式会社朝日新聞社｜アサヒビール株式会社｜花王株式会社｜サントリーホールディングス株式会社
株式会社資生堂｜損害保険ジャパン日本興亜株式会社｜大日本印刷株式会社｜トヨタ自動車株式会社
日本電気株式会社｜株式会社ベネッセホールディングス

*企業名五十音順
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■3 月 7 日（土）13：00～19：30 ― [会場] クリエイティブセンター大阪
Session 1. 「世界の企業メセナの現状」 13:10-14:40
加藤種男
[企業メセナ協議会専務理事]
ロール・ショデ [アドミカル・インスティチュート代表/アドミカル法務・国際関係部門マネージャー]（フランス）
イザン・サトリナ・モハメド・サレフディン [MyPAA ディレクター]（マレーシア）
Session 2. 「アートの価値、文化の価値」 15:00-16:30
― 「北加賀屋クリエイティブ・ビレッジ」ツアー
Session 3. 「創造経済」 16:50-18:20
ジェイソン・ポッツ [ロイヤルメルボルン工科大学教授]（オーストラリア）
河島伸子 [同志社大学教授/創造経済研究センター長、文化経済学会＜日本＞会長]
■3 月 8 日（日）11：00～19：30 ― [会場] 大阪ビジネスパーク 松下 IMP ホール
Session α.「文化振興プラットフォームの形成に向けて」 11:00-12:30
企業メセナ担当者および文化関係者を中心とした意見交換
特別講演 1．「文化による社会の創造」 14:10-14:55
― 蔡國強
[アーティスト]（中国）
特別講演 2．「経済と文化、経営と文化」 15:00-15:45
― 大林剛郎 [株式会社大林組代表取締役会長]
プレゼン・カフェ：プレゼンテーション&ディスカッション 15:45-17:35
「北加賀屋クリエイティブ・ビレッジ構想」― 北村智子 [千島土地株式会社 地域創造・社会貢献事業部]
「アーツサポート関西の概要」― 佐々木洋三 [公益財団法人関西・大阪 21 世紀協会専務理事]
「Parasophia：京都国際現代芸術祭 2015 の開催概要」― 尾崎宣之 [京都国際現代芸術祭組織委員会事務局長]
「マレーシアのアーツ状況」 ― イザン・サトリナ・モハメド・サレフディン[MyPAA ディレクター]（マレーシア）
「国際的なアートプロジェクトの進め方」 ― キャロライナ・ロア [テアトロ・ア・ミル財団 国際化部門主任]（チリ）
パネルディスカッション 18:00-19:20
蔡國強
[アーティスト]（中国）
芝川能一 [千島土地株式会社 代表取締役社長]
ロール・ショデ [アドミカル・インスティチュート代表/アドミカル法務・国際関係部門マネージャー]（フランス）
ジェイソン・ポッツ [ロイヤルメルボルン工科大学教授]（オーストラリア）
尾﨑元規 [公益社団法人企業メセナ協議会 理事長、花王株式会社 顧問]
吉本光宏 [株式会社ニッセイ基礎研究所 研究理事] ＊モデレーター
公益社団法人企業メセナ協議会 http://www.mecenat.or.jp/
芸術・文化振興による社会創造を目的として、企業をはじめ文化に関わる団体が参加、協働する民間の公益法人。創造
的で活力にあふれた社会、多様性を尊重する豊かな社会の実現に寄与すべく、企業メセナの推進を中心に、文化振興
に関する調査・研究、認定・顕彰、交流、発信等の事業を行う。
会長：髙嶋達佳（[株]電通会長）、理事長：尾﨑元規（花王[株]顧問）。会員 171 社・団体／14 名（2015 年 2 月 5 日現在）。
【本件に関するお問い合せ先】 広報担当：坂本 | 国際会議担当：松木・中村
TEL: 03-5439-4520 FAX: 03-5439-4521 E-mail: msakamoto＠mecenat.or.jp | mecenat@mecenat.or.jp
〒108-0014 東京都港区芝 5-3-2 アイセ芝ビル 8 階 URL： http://www.mecenat.or.jp/
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