「次世代育成型メセナ」の具体例（一覧） ［社名50音順］

2008̲No.03リリース別添資料

※今回のプレスリリース発信にあたって、企業メセナ協議会会員から提供された情報です

No
1
2
3
4
5

企業名

プログラム名
パパとキッズのアートプログラムPART２ 世界でたった一つ
のかたち with ノッポさん
コスモ絵かきっず
コスモ石油（株）
コスモ子ども地球塾 子どものための自然アートワークショッ
プ
サントリー｢水育(みずいく)｣親子わくわく体験教室inお台場
サントリーホール
①サントリーホール「こどもの日」コンサート
サントリー（株）
②東京交響楽団＆サントリーホール「こども定期演奏会」
③佐治敬三 ジュニアプログラムシート
サントリー美術館 夏休み特別点茶席
サントリーミュージアム[天保山] キッズ・アートウィーク
（株）CSKホールディングス CAMP（Children s Art Museum & Park）

6
7
8
9
10 住友生命保険（相）
11

実施時期

実施地域

8月24日

東京都

9月13日

東京都

11月初旬（予定）
8月1日
①毎年5月5日
②年4回（2008年は
5/10、7/26、9/6、
11/22）③通年
8月3日
8月1日〜10日
通年

東京都
東京都
東京都
大阪府
全国各地

いすみホール いずみ子どもカレッジ2008

8月2日

いずみホールで「こどもの日」

5月5日

大阪府

いすみホール 親子で楽しむコンサート

10月19日

大阪府

12

「EYE SEE III」ユニセフ子どもデジタル写真プロジェクト

2008年8月〜10月

全国7都市

13 ソニー（株）

Sony Music Foundation Concert for KIDS
Sony Music Foundation 子どもたちに贈るスペシャル・コン
サート・シリーズ
「ひまわり見学会」、「ジュニア版ブックレット」、子ども向け
ニュース「ひまわり通信」の発行
小学校へのアウトリーチ活動

通年
年に一度開催
（日時特定なし）

全国各地

育児支援コンサート

毎年3月末

14
15 （株）損害保険ジャパン
16

第一生命保険（相）

17
18 大成建設（株）
19 DIC（株）
20 TOA（株）
21 （株）電通

大阪府

東京都

通年

東京都

通年

東京都

ぼくらができる建築の省エネルギー

8月23日
学校側の希望にあ
川村記念美術館 「美術教育サポート」
わせて随時実施
ＴＯＡ Music Workshop 2008〜もっとひらいて！もっとはず 11月〜12月に、3回
実施
んで！〜

「広告小学校」−小学生のメディア・リテラシー教育プログラ
2006〜2008年度
ムー

東京都
神奈川県
千葉県
兵庫県
東京都

22 東京ガス（株）

第11回 地球大好き絵メール

募集期間7月19日
〜9月17日
作品展示10月31日
〜2009年1月14日

23

トヨタ 子どもとアーティストの出会い

通年

トヨタ青少年オーケストラキャンプ

毎年3月末の春休
み中

全国各地

子どもレシピ創作コンクール

7月1日〜8月29日

東京都

日仏交流こども科学バカンス

7月29日〜8月11日
7月21日、22日
8月3日
8月9日

静岡県
東京都
大阪府
三重県

トヨタ自動車（株）
24
25
26

（株）日本経済新聞社

27 松下電器産業（株）

子供のためのシェイクスピア『シンベリン』公演

神奈川県
全国各地（今年
度：群馬県、大分
県、岡山県）

（企業メセナ協議会調べ、2008）

「次世代育成型メセナ」の具体例（社名 50 音順）

社団法人企業メセナ協議会

※活動の詳細等については、各社の問い合わせ先にご連絡ください

企業名

コスモ石油株式会社

プログラム名

パパとキッズのアートプログラム PART２ 世界でたった一つのかたち with ノッポさん

8 月 24 日（順次、全国の当社支店所
実施場所
東京都
在地にて開催予定）
【内容】昨今の少子化問題に鑑み「父親の育児参加を応援する」ことを目的とし、父子がコミュニケーションを楽し
みながら参加できるワークショップ「パパとキッズのアートプログラム」を 2006 年より全国の当社支店所在地で展開
しております。今年度は、全国規模で幅広い世代にわたり長い間、愛されている「ノッポさん」にナビゲーターに、
「パパとキッズのアートプログラム part2〜世界でたった 1 つのかたち〜」を実施しております。
http://www.cosmo-oil.co.jp/press/p̲080630/index.html
実施時期

プログラム名

コスモ絵かきっず

実施時期

9 月 13 日（以降の実施日は未定）

実施場所

東京都

【内容】昨今、家庭内暴力や児童虐待により、家族がありながら児童養護施設での生活を余儀なくされる子供た
ちが急増している問題に鑑み、2004 年度から東京都内の児童養護施設を対象とし、年間を通じたアートコミュニ
ケーション・プログラム「コスモ絵かきっず」を継続的に主催・実施しています。こうした子どもたちが元気と自信を
取り戻す一助とすべく、今年度は「命＝生きもの」をテーマに、鳥の巣箱作りや魚釣りなどを体験してもらうプログ
ラムを実施しています。
プログラム名

コスモ子ども地球塾 子どものための自然アートワークショップ

実施時期

11 月初旬（予定）

実施場所

【内容】2002 年より、自然への気づきをうながし、子どもたちが自ら行動するきっかけとなるよう、四季の自然の中
で「見る・感じる・学習する」アートワークショップを開催しています。（今年度の詳細な内容は、決まり次第プレスリ
リースいたします。）
問い合わせ先

コーポレートコミュニケーション部広報室 柴田・北條

企業名

サントリー株式会社

プログラム名

サントリー｢水育(みずいく)｣親子わくわく体験教室 in お台場

実施時期

8月1日

実施場所

電話：03−3798−3101

東京都

【内容】サントリーでは、環境への取り組みの一環として 水 をテーマにした体験型学習｢水育(みずいく)｣活動を
行っています。今年も｢水の日(*)｣にあわせ、水のふしぎさ、おもしろさ、大切さを小学生とその保護者の方に体
験・体感していただくイベントを開催します。「「水育」クイズラリー」や「ちひろの水彩画にチャレンジ！」など 水
に関する様々なプログラムがあり、夏休みの自由研究のテーマ探しにもぴったりです。
*水の貴重さおよび水資源開発の重要性について国民の関心を高め、理解を深めるために、毎年 8 月 1 日を「水
の日」、この日を初日とする 1 週間を「水の週間」とすることが閣議了解され、定められたものです。
http://suntory.jp/kids/mizu-iku/experience/event̲080801.html
問い合わせ先
プログラム名
実施時期

ｻﾝﾄﾘｰ<ｷｯｽﾞ･ﾄﾞﾘｰﾑﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ>事務局 杉山・茂泉(ﾓｲｽﾞﾐ)

電話：03-3350-5681

サントリーホール ①サントリーホール「こどもの日」コンサート②東京交響楽団＆サントリ
ーホール「こども定期演奏会」③佐治敬三 ジュニアプログラムシート
①毎年 5 月 5 日 ②年 4 回（2008 年
実施場所
東京都
は 5/10、7/26、9/6、11/22） ③通年

【内容】①サントリーホール「こどもの日」コンサート：4 歳〜小学生を主な対象とした「こどもの日」恒例の 60 分コン
サート。毎年設けられたテーマのもとにオーケストラの名曲を鑑賞するだけでなく、好きな楽器を持ってオーケスト
ラと一緒に演奏したり、「楽器たんけんコーナー」で本物の楽器に実際に触れてみたりと、音楽の楽しさをご家族
で思い切り体験いただける催しです。http://suntory.jp/HALL/
②東京交響楽団＆サントリーホール「こども定期演奏会」：小学校高学年を主な対象とした、土曜日の午前に開
催する本格的な「こどものためのオーケストラ定期演奏会」。指揮者大友直人のわかりやすいお話と、演奏会のテ
ーマ曲やチラシに掲載するイラストの募集、オーケストラとの共演など、毎回さまざまな工夫で人気を博していま
す。今年のテーマは＜偉大なる作曲家＞です。http://www.codomoteiki.net/
③佐治敬三 ジュニアプログラムシート：若い世代へのクラシック音楽の継承を願ってやまなかった初代館長・故
佐治敬三の遺志を継いだプログラム。小・中学生を対象に、クラシック音楽により親しんでいただけるよう、大ホー
ルの土日祝日の公演から選りすぐった公演に各回ペアで 3 組、計 6 名様をご招待します。
※対象公演、応募方法等についてはホームページをご覧ください。http://suntory.jp/HALL/
問い合わせ先

サントリーホール 広報部

電話：03-3505-1002
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「次世代育成型メセナ」の具体例（社名 50 音順）

社団法人企業メセナ協議会

※活動の詳細等については、各社の問い合わせ先にご連絡ください

企業名

サントリー株式会社

プログラム名

サントリー美術館 夏休み特別点茶席

実施時期

8月3日

実施場所

東京都

【内容】展覧会会期中の隔週木曜日に開催している点茶席を、夏休み期間中の 8 月 3 日（日）に特別開催し、お
子様にもお茶室の雰囲気や季節感のあるおもてなしを愉しんでいただければと思います。時間は 11 時 30 分から
17 時 30 分で、受付は 17 時まで。但し、菓子がなくなり次第終了とさせていただきます。料金は、大人お一人と中
学生以下のお子様お一人が一緒にお越しいただくと、お 2 人で 1000 円で承ります。（入館料別途）
また、中学生以下のお子様にはご来館の際に鑑賞支援ツール『おもしろびじゅつ帖』をお渡ししています。
なおサントリー美術館では、各展覧会ごとに日本の伝統文化を楽しく紹介する「親子ワークショップ」、子どもから
大人まで楽しめるやさしい展示解説「フレンドリートーク」を実施しています。 http://suntory.jp/SMA/
問い合わせ先

サントリー美術館 三浦

電話：03-3479-8604

プログラム名

サントリーミュージアム[天保山]

実施時期

8 月 1 日〜10 日

キッズ・アートウィーク
実施場所

大阪府

【内容】サントリーミュージアム[天保山]は「こどもと共に成長する美術館」として、アートを身近に感じ、夢の実現が
できるミュージアムを目指し、通年でキッズ・プログラムを展開しています。夏休み期間では、8 月 1 日から 10 日ま
でを「キッズ・アートウィーク」と題し、「水」をテーマに、「環境教育『水育』とアートの対話型鑑賞」や「科学工作の
ワークショップ」のほか「水」に関するクイズラリーやフリーペインティングコーナーの設置等を実施します。
http://suntory.jp/SMT/
問い合わせ先

サントリーミュージアム[天保山] 広報担当 神谷・木下

企業名

株式会社 CSK ホールディングス

プログラム名

CAMP（Children s Art Museum & Park）

実施時期

通年

実施場所

電話：06-6577-0006

全国各地

【内容】CAMP は、さまざまな創作ワークショップの開発と実践、全国への普及を通して、ワークショップを体験する
こどもたちが自分にあった表現手段を見つけ、創造性とコミュニケーション力を自ら育んでいくことを支援する活
動です。CSK グループの社会貢献活動として 2001 春にスタートしました。これまでに開発したワークショップは 30
種を超え、CAMP ワークショップパッケージを利用して 25 都道府県のミュージアムや学校等においてもワークショ
ップが開催されています。 http://www.camp-k.com/
問い合わせ先

社会貢献推進室 北川

電話：0774-98-1130

企業名

住友生命保険相互会社

プログラム名

いずみホール いずみ子どもカレッジ 2008

実施時期

8 月 2 日（ワークショップ、コンサート） 実施場所

大阪府

【内容】毎年夏休みに開催のワークショップ（小学生対象）とコンサート鑑賞(未就学児可)の 2 本立て企画。これま
でにストロー演奏家・神谷徹、廃品打楽器演奏家・山口とも、作曲家・野村誠を招いた。今回の講師は打楽器奏
者クツノユキヒデ。サンバなどラテンのリズムを学ぶ。コンサートでは大阪市音楽団がアニメ・ソングやクラシック音
楽を演奏し、ワークショプ参加者も一部の演奏に加わる。抜群の音響のもと体験と鑑賞を同時に楽しめる企画と
なっている。ともに要・招待状（本年度分は締め切り済み）。 http://www.izumihall.co.jp/event/index.html
プログラム名

いずみホールで「こどもの日」

実施時期

5月5日

実施場所

大阪府

【内容】こども連れ家族向けの無料オープンハウスイベント。平成 20 年 5 月 5 日に初開催。ロビーでの「和太鼓で
お出迎え」「和太鼓をたたこう」という体験コーナーのあと、ホールで「吹奏楽を聴こう」（演奏：大阪市音楽団）コン
サートが行われ、パイプオルガンの演奏台で講習「パイプオルガンってなぁに」を実施。それぞれ 2 回おこなっ
た。オルガンのみ事前応募制で、あとは自由に入場・退場可とし、のべ 1200 名以上が来場。平成 21 年度も開催
を予定している。
問い合わせ先

（財）住友生命社会福祉事業団 いずみホール事業局 森岡
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電話：06-6944-2828

「次世代育成型メセナ」の具体例（社名 50 音順）

社団法人企業メセナ協議会

※活動の詳細等については、各社の問い合わせ先にご連絡ください

企業名

住友生命保険相互会社

プログラム名

いずみホール 親子で楽しむコンサート

実施時期

10 月 19 日（午前・午後の 2 回開催） 実施場所

大阪府

【内容】住友生命「未来を築く子育てプロジェクト」の一環。女優の水野真紀とピアニストの三舩優子による、お話
とピアノ演奏で綴る童話シンデレラを中心に、子育てトークもまじえたコンサート。入場には招待状が必要。応募
は往復はがきに、お名前、ご住所、電話番号、ご希望の回、ご希望の人数（大人と子どもが何名ずつかを明記。1
通で計 5 名まで）を記入のうえ、9 月 22 日（月）必着で送付。入場は 4 歳以上。応募多数の場合は抽選。送り先
は 〒540-0001 大阪市中央区城見 1-4-70 いずみホール 「親子で楽しむコンサート」係
http://www.izumihall.co.jp/event/index.html （2008 年 8 月以降)
問い合わせ先

（財）住友生命社会福祉事業団 いずみホール事業局 森岡

企業名

ソニー株式会社

プログラム名

「EYE SEE III」ユニセフ子どもデジタル写真プロジェクト

実施時期

2008 年 8 月〜10 月

実施場所

電話：06-6944-2828

全国 7 都市で巡回展を予定

【内容】ソニーが機材およびプロジェクト運営費用を支援しているユニセフ主催の「EYE SEE」プロジェクトは、災害
や貧困、感染症などの社会課題に直面する世界の子どもたちが対象のデジタル写真プロジェクトです。
「EYE SEE III」では、リベリアとルワンダの子どもたちが、初めてデジタルカメラを手に、「環境」「貧困」「マラリア予
防」「子どもの遊ぶ権利」 の 4 つのテーマについて、約 2,000 枚もの写真を撮影しました。そこには子どもたちの
目線でとらえたリアルなアフリカ社会が描かれています。
同プロジェクトの写真展を、メディアージュ（東京・お台場）、ランドマークプラザ（横浜）に続き、全国 7 都市で開催
します。 http://www.sony.co.jp/next
問い合わせ先

（株）プラップジャパン 井上・谷村

電話：03-3496-1037

プログラム名

Sony Music Foundation Concert for KIDS

実施時期

通年

実施場所

全国各地

【内容】小さなお子さまと一緒に楽しめるクラシック・コンサートとして 2000 年より全国各地で開催、どの公演も完売
する人気のシリーズに成長。1 時間のコンサート内容は、ワルツやリズミカルな作品から現代音楽まで、幅広い選
曲と楽器の出演者で構成し、親子そろって楽しめる工夫を。また、小さなお子さま連れでも安心できるように授乳
室やおむつ交換室も完備。 http://www.smf.or.jp
Sony Music Foundation（財団法人ソニー音楽芸術振興会）
問い合わせ先
企画事業部：竹澤（広報：川﨑）
電話：03-3261-9831
プログラム名

Sony Music Foundation 子どもたちに贈るスペシャル・コンサート・シリーズ

実施時期

年に一度開催（日時特定なし）

実施場所

東京都

【内容】小学生・中学生・高校生を中心に、世界で活躍するアーティストが創造する芸術をリアルに体験し、その
感動を全身で受け止めてもらいたい、との願いを込めて 2004 年にスタート。これまでにニューヨーク・フィル、大野
和士（指揮）ベルギー王立歌劇場によるオペラ「ドン・ジョヴァンニ」上演およびワークショップ、パリ・シャトレ座プロ
ジェクト「レ・パラダン」上演およびワークショップ、三世代で聴くイ・ムジチなど、幅広い芸術を提供。5 年目の今年
はピアノの歴史 300 年を記念した 3 つの演奏会をシリーズで開催。 http://www.smf.or.jp
Sony Music Foundation（財団法人ソニー音楽芸術振興会）
問い合わせ先
企画事業部：岩田（広報：川﨑）
電話：03-3261-9831
企業名

株式会社損害保険ジャパン

プログラム名

「ひまわり見学会」、「ジュニア版ブックレット」、子ども向けニュース「ひまわり通信」の発行

実施時期

通年

実施場所

東京都

【内容】損保ジャパン東郷青児美術館は、すべての展覧会で小中学生の入館料を無料にしています。「ひまわり
見学会」は、事前に申し込みをされた小中学生のグループについて、引率者の入館料も無料とし、見学中の傷
害保険と引率者（先生および家族等）に 賠償責任保険をおつけしています（保険料は美術館が全額負担）。また
特別企画展ごとに「ジュニア版ブックレット」を作成し、出展作家の生い立ちや作品のスタイルなどを、写真・イラス
トでイメージしやすく紹介しています。年に 1 回、展覧会スケジュールや、美術館の楽しみ方のヒントを伝える子供
向けニュース「ひまわり通信」も発行しています。 http://www.sompo-japan.co.jp/museum/
問い合わせ先

CSR・環境推進室 丹保

電話：03-3349-3691
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企業名

第一生命保険相互会社

プログラム名

小学校へのアウトリーチ活動

実施時期

通年

実施場所

東京都

【内容】中央区の小学校に出向いてクラシック音楽の演奏会を年に十数回行っています。感受性の最も強いとい
われている 10 歳（小学校 4 年生）の子供を中心に生の演奏を身近で聞いてもらい、良い音楽を聴くことのすばら
しさを感じ取っていただいています。また、近隣の児童館では年数回、弦楽器ワークショップを実施し、演奏家の
サポートを受けながら児童が弦楽器を自分で手にし、音を出すことを体験していただいています。
この活動は NPO トリトン・アーツ・ネットワーク（TAN）が主催しており、第一生命はメセナ活動の一環として TAN を
支援しています。
プログラム名

育児支援コンサート

実施時期

毎年 3 月末

実施場所

東京都

【内容】幼稚園年少組年齢からの子どもと、子どもがいるために演奏会に来られない親たちのためのコンサート。
前半子どもはスタジオで音楽体験、両親は久しぶりに大人だけの時間を楽しめ、さらに後半は親子が揃って聴く
ことができる従来のファミリーコンサートには無い構成になっています。両親がしばし「○○ちゃんのお父さん･お
母さん」ではない大人としての満足と充実感を味わえる時間を持つことで「生活の質感」を実感し、子どもとの関係
にも新しい発見･潤い･余裕が持てる様なお手伝いができればと考えています。
この活動は NPO トリトン・アーツ・ネットワーク（TAN）が主催しており、第一生命はメセナ活動の一環として TAN を
支援しています。
問い合わせ先

トリトン・アーツ・ネットワーク 佐藤

電話：03-3532-5701

企業名

大成建設株式会社

プログラム名

ぼくらができる建築の省エネルギー

実施時期

8 月 23 日

実施場所

神奈川県

【内容】地球温暖化にともない省エネルギーは世界共通のテーマとなった。くらしのなかでできる夏休みの省エネ
ルギー対策をみんなで考えることを行う。太陽光発電のメカニズムや風力発電（子どもたちに、プロペラを使い風
力発電により、LED を発光させる模型の制作を手伝ってもらう予定）、マイクログリッドなど省エネルギーを勉強し
て、省エネルギーのアイデアを使い夏休みの宿題を完成させるプログラム。大成建設では、この授業に講師を派
遣している。 http://www.e-ouendan.org/（NPO 法人きょういく応援団）
問い合わせ先

タイセイ総合研究所 杉本

電話：03-5326-0133

企業名

DIC 株式会社

プログラム名

川村記念美術館 「美術教育サポート」

実施時期

学校側の希望にあわせて随時実施

実施場所

千葉県

【内容】学校の子どもたちが作品をめぐって自由に対話することでアートを楽しむ、鑑賞教育プログラムをサポー
ト。美術館スタッフが、引率の先生と事前にミーティングを行った後、教室でアートについて話す練習に立ち会
い、美術館でのギャラリートークがスムーズに行われるよう、指南する。
1998 年、「なぜ、これがアートなの？」展で美術教育のエキスパート、アメリア・アレナス氏の発案により開始したこ
のプログラムには、これまで地域の学校を中心に、のべ 180 校以上、約 11,000 人の子どもたちが参加している。
http://kawamura-museum.dic.co.jp/information/school.html
問い合わせ先

川村記念美術館 学芸部 林

電話：043-498-2672
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企業名

TOA 株式会社

プログラム名

TOA Music Workshop 2008〜もっとひらいて！もっとはずんで！〜

2008 年 11 月〜12 月に、3 回実施
実施場所
兵庫県
＊現在、参加学校と日程調整中
【内容】小中学生向け、音楽の楽しさを体感するワークショップ。2005 年より毎年実施、授業の一環として学年単
位（200 名以内）で参加者を公募、参加費は無料。今年度はアフリカ等の民族楽器奏者、インドネシアのガムラン
奏者を招き、児童とともに即興パフォーマンスを創作。特に、民族合唱「ケチャ」のリズムを、日本語の「お茶」とい
う単語に置き換え、児童でも簡単に参加できるようにした独自プログラム「お茶ケチャ」が人気。
http://www.toa.co.jp/news/080507.htm
実施時期

問い合わせ先

社会貢献・メセナ担当 吉村

電話:078-303-5631

企業名

株式会社電通

プログラム名

「広告小学校」−小学生のメディア・リテラシー教育プログラム−

実施時期

2006〜2008 年度

実施場所

東京都

【内容】高度情報化社会の中で、「メディア・リテラシー（メディアから発せられる情報を読み解く力・ 情報を理解し
て伝える力）」が現代の子ども達に求められています。（株）電通と東京学芸大学は駒谷真美氏（昭和女子大学准
教授）の協力のもと、広告作りを通して学ぶ「広告小学校（小学生のメディア・リテラシー教育プログラム）」を開発
しています。※活動主体：総務局 CSR 室 社会貢献部
活動スケジュール：2006 年度第 1 ユニット完成と研究授業の実施／2007 年度第 1 ユニット実施と 2 ユニット完成
と研究授業の実施／2008 年度第 2 ユニット実施と第 3 ユニットの作成
問い合わせ先

コーポレート・コミュニケーション局 広報室広報部 市川・小林

企業名

東京ガス株式会社

プログラム名

第 11 回 地球大好き絵メール

実施時期

募集 7 月 19 日〜9 月 17 日
作品展示 10 月 31 日〜
実施場所
2009 年 1 月 14 日

電話：03-6216-8041

神奈川県

【内容】環境エネルギー館は、子どもたちの持つ「センス・オブ・ワンダー（不思議に思う心）」を大切にしながら、明
日の地球のためにできることを楽しく学習できる施設です。今年で 11 回目の開催となった「地球大好き絵メール」
は、子どもたちに、地球環境について考えていること、思っていることを絵で表現して頂くイベントです。応募作品
は一定期間館内に展示され、その作品を通して広く一般の来館者に当館の「地球大好き人間の輪を広げる」とい
うコンセプトメッセージを伝えて参ります。 ※応募資格は一都八県の中学生以下の方になります。（東京都、神
奈川県、埼玉県、千葉県、群馬県、茨城県、栃木県、山梨県、長野県） http://www.wondership.com/
問い合わせ先

環境エネルギー館 太田

電話：045-505-5700

企業名

トヨタ自動車株式会社

プログラム名

トヨタ・子どもとアーティストの出会い

実施時期

通年

実施場所

全国各地（今年度：群馬県、大分
県、岡山県）

【内容】 子どもがアーティストとの出会いを通じて、多様な価値観や豊かな感性を育む ことを目的に、トヨタ自動
車と「NPO 法人芸術家と子どもたち」、「子どもとアーティストの出会い」ならびに各地の現地児が連携して展開し
ているプログラムです。現代的な表現に取り組むアーティストが学校や院内学級など子どものいる場を訪れ、子ど
もたちと創造的な時間を過ごすことができるワークショップを実施します。
http://www.toyota.co.jp/jp/social̲contribution/education/artist/index.html
問い合わせ先

社会貢献推進部 宇野

電話：03-3817-9166
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企業名

トヨタ自動車株式会社

プログラム名

トヨタ青少年オーケストラキャンプ
毎年 3 月末の春休み中（2009 年：
実施時期
実施場所
全国各地
3/26〜29、2010 年：3/19〜22）
【内容】音楽を通して青少年を育成することを目的に、1985 年より(社)日本アマチュアオーケストラ連盟と連携して
開催しているオーケストラ演奏の合宿研修です。このキャンプは、全国のアマチュアオーケストラの青少年約 160
名を対象にした 3 泊 4 日の合宿研修で、第一線の音楽家を講師に招いて演奏指導を行っています。また、2 年を
1 クール（時期）としており、2 年目には練習の成果を披露するため、研修の最後に参加者で日本青少年交響楽
団を編成し、一般の方々に向けて特別演奏会を開催しています。これまでに延べ 4,500 人以上が参加し、「自分
たち自身の手による運営」をモットーとした合宿研修を通して、演奏技術の習得のみならず、一つの目標を協力し
て達成する喜びを学んでいます。
このほか、開催地域における青少年の音楽活動の拡がりを支援するための活動として、当該地域の青少年を対
象とした楽器別講習会｢トヨタ楽器の友だち大集合｣もキャンプ期間中に開催しています。
http://www.toyota.co.jp/jp/social̲contribution/education/tyoc/index.html
問い合わせ先

社会貢献推進部 坂田

企業名

株式会社日本経済新聞社

プログラム名

子どもレシピ創作コンクール

実施時期

7 月 1 日〜8 月 29 日

電話：03-3817-9604

実施場所

東京都

【内容】東京国立博物館で開催の「フランスが夢見た日本―陶器に写した北斎、広重」展（7 月 1 日〜8 月 3 日）
はパリのオルセー美術館所蔵の 19 世紀のテーブルウエアを展示している。この陶器類には当時流行の北斎、広
重といった日本の版画がモチーフとして採用されている。それを記念して、子どもたちからこれらの食器に盛って
みたいレシピとそれを誰に食べてもらいたいかの感想文を募集。
問い合わせ先

文化事業部 本村

企業名

株式会社日本経済新聞社

プログラム名

日仏交流こども科学バカンス

実施時期

7 月 29 日〜8 月 11 日

電話：03-5255‐2852

実施場所

静岡県

【内容】フランス本部のＮＰＯ「OBJECTIF SCIENCES」の科学教育プログラムをもとに、日仏の研究者が協力し、
子どもたち（小学生４年生から高校生）に体験や実験を通しての知る喜びを提供する。静岡県河津町や富士山麓
の自然の中で、日仏の子どもたちが異文化交流をしながら科学の楽しさに触れ、創造性を育みます。
http://www.science-vacances.com
問い合わせ先

文化事業部 井上

企業名

松下電器産業株式会社

プログラム名

子供のためのシェイクスピア『シンベリン』公演

実施時期

①7 月 21、22 日 ②8 月 3 日
③8 月 9 日

電話：03-5255‐2852

実施場所

①東京都 ②大阪府 ③三重県

【内容】「子どもたちにシェイクスピア作品の面白さや普遍性をわかりやすく伝える」ことを目的に、ユーモアのある
台詞を巧みに際立たせたりしながら、約 2 時間の舞台として大胆に再構成した舞台です。松下グループでは、こ
の劇の魅力を知ってもらおうと、日本各地の当社事業場と連携しながら、「パナソニック 子供のためのシェイクス
ピア ツアー」として実施しています。ツアー公演では、社員ボランティアが運営を担うことで廉価なチケットを実現
し、一人でも多くの方に舞台の魅力に触れていただけるように努めています。
http://panasonic.co.jp/cca/nextprogram/workshop̲2.html
問い合わせ先

社会文化グループ 田中

電話：03-6430-3140
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