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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、3月 3日に開催し

た第 4 回定時社員総会及び第 10 回臨時理事会において、設立当初から協議会を牽引してきた福

原義春会長、公益法人化を推進した福地茂雄理事長がそれぞれ退任し、新会長に髙嶋達佳、新理

事長に尾﨑元規が就任する新体制を発足させた。協議会発足後 25 周年を迎えるにあたり、社会へ

の創造的な寄与を加速させるために、新体制を発足させたもので、企業メセナ推進に役立つ協議会

を目指し、いくつかの新規事業展開を進める。 

2014～15 年を「コーポレート・メセナ・イヤー」（企業メセナ年）と位置づけ、文化振興のプラットフォ

ームとしての役割を充実させる。新プロジェクト第一弾は、企業メセナ活動の可視化を促進するため、

多様な活動を認定する「This is MECENAT」制度を導入する。 

 

■新任代表理事 【役員一覧は添付資料参照】 
 

会長（代表理事）   髙嶋達佳 株式会社電通 会長 

理事長（代表理事） 尾﨑元規 花王株式会社 取締役会会長 
 

※4/10（木）に髙嶋新会長ならびに尾﨑新理事長を囲む記者懇談会実施。【詳細は次頁】 

 

■This is MECENAT 【詳細は添付資料参照】 
 

「This is MECENAT」は、時代とともに広がり深化する企業メセナを顕在化する認定・顕彰事業。

「これぞメセナ（This is MECENAT）」という活動を認定し、「メセナマーク」を配布、WEB上の「メセナ

アーカイブ」に登録するほか、認定した次年度に、認定活動の中から優れた活動 7件を「メセナアワ

ード」として表彰する。第 1回となる「This is MECENAT 2014」では、

2014年 4月 1日～2015年 3月 31日に実施するメセナ活動を対象

に、3月 10日より募集を開始する。 

※詳細 http://www.mecenat-mark.org（近日オープン予定）。 

 

公益社団法人企業メセナ協議会 URL： http://www.mecenat.or.jp/ 

芸術・文化振興による社会創造活動の推進を目的として、1990 年に発足した民間の公益法人。企業のメ

セナへの意欲を高め、社会のメセナに対する理解を深めるために、調査・研究、認定・顕彰、交流、発信

等の事業を行う。会員 166社・団体（2014年 3月現在）。 
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新体制発足  
新規事業「This is MECENAT」をスタート 

 

【本件に関するお問い合せ先】 

公益社団法人企業メセナ協議会 広報担当：坂本 | This is MECENAT 担当：内田 

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/ 

メセナマーク▶ 

http://www.mecenat-mark.org/
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【新任のごあいさつ】 

 
会長 髙嶋達佳 

 
 

 

理事長 尾﨑元規 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

協議会は、創立以来四半世紀となる 2014年を「Corporate Mecenat Year」（企業メセ

ナ年）として「芸術・文化振興による社会創造への寄与」という観点から、さらなる飛

躍を目指します。地域創造と国際ネットワークの確立に取り組み、文化芸術振興の

プラットフォームとしての役割を果たすべくいっそう事業の推進に努める所存です。 
 

●たかしま・たつよし｜1966 年株式会社電通入社。同社代表取締役社長執行役員、取

締役会長などを歴任し、2013 年より会長、一般社団法人日本広告業協会理事長。 

 

企業メセナ協議会設立 25 周年を迎える節目に大役をお引き受けすることにな

りました。成熟社会であればこそ、文化・芸術の重要度がいっそう高まり、企

業メセナ協議会の果たす役割も新たな展開を求められていることと思います。

会員企業の皆様及びメセナ関係者の皆様とさらなる絆を深めてまいりたい所

存です。 
 

●おざき・もとき｜1972 年花王石鹸株式会社(現花王株式会社)入社、家庭品販売北海

道地区統括、化粧品事業本部長、ハウスホールド事業本部長を歴任し、2002 年取締役

執行役員、2004 年代表取締役社長執行役員、2012 年取締役会会長（現任） 

 

 
特別記者懇談会開催のご案内 

 
 日時: 2014年 4月 10日（木）14：00～14:40 

 会場: 株式会社電通本社ビル 44Ｆ（東京都港区東新橋 1-8-1）  

 出席者: 髙嶋達佳（企業メセナ協議会会長） 

 尾﨑元規（企業メセナ協議会理事長） 

 加藤種男（企業メセナ協議会専務理事） 

 内容： 

1. 新任ご挨拶「新たなメセナの展開について」（髙嶋達佳、尾﨑元規） 

2. 「コーポレート・メセナ・イヤー（企業メセナ年）の展開について」（加藤種男） 他 

3. 質疑応答・意見交換 

【お申し込み・お問い合せ】 

広報担当・坂本 TEL: 03-5439-4520  E-mail: msakamoto＠mecenat.or.jp 

（公社）企業メセナ協議会 プレスリリース 

2014-No.01 2014/3/4 
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企業メセナ協議会 役員一覧               （2014年 3月 3日現在 ＊新任）  

名誉会長 福原義春 ＊ 株式会社資生堂 名誉会長 

顧 問 福地茂雄 ＊ アサヒグループホールディングス株式会社 相談役 

会 長 髙嶋達佳 ＊ 株式会社電通 会長 

副会長  秋山耿太郎 ＊ 株式会社朝日新聞社 相談役 

理事長 尾﨑元規 ＊ 花王株式会社 取締役会会長 

専務理事 加藤種男 公益社団法人企業メセナ協議会 専務理事 

理 事 一橋 忠 株式会社資生堂 企業文化部 150年史編纂プロジェクト編集長 

片山正夫 公益財団法人セゾン文化財団 常務理事 

河島伸子 ＊ 同志社大学経済学部 教授 

清水義昭 ＊ トヨタ自動車株式会社 社会貢献推進部 文化活動グループ グループ長 担当課長 

福川伸次 一般財団法人地球産業文化研究所 顧問 

舟橋香樹 大日本印刷株式会社 ＩＣＣ本部長 

星 久人 株式会社ベネッセホールディングス 特別顧問 

南 直哉 東京電力株式会社 元社長 

吉本光宏 株式会社ニッセイ基礎研究所 主席研究員・芸術文化プロジェクト室長 

監 事 岩田武司 弁護士 

太下義之 三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング株式会社 芸術・文化政策センター主席研究員 

名誉理事 池田弘一 アサヒグループホールディングス株式会社 相談役 

北島義俊 大日本印刷株式会社 代表取締役社長 

古賀信行 ＊ 野村ホールディングス株式会社 取締役会長 

小林一生 日本生命保険相互会社 取締役専務執行役員 

斎藤勝利 ＊ 第一生命保険株式会社 代表取締役会長 

佐々木 元 日本電気株式会社 名誉顧問 

佐治信忠 サントリーホールディングス株式会社 代表取締役会長 代表取締役社長 

佐藤正敏 株式会社損害保険ジャパン 取締役会長 

塚本能交 株式会社ワコールホールディングス 代表取締役社長 

平田保雄 ＊ 株式会社日本経済新聞社 取締役会長 

張富士夫 トヨタ自動車株式会社 名誉会長 

福武總一郎 株式会社ベネッセホールディングス 取締役会長 

評議員 足立直樹 凸版印刷株式会社 代表取締役会長 

上田卓司 株式会社フジタ 代表取締役社長執行役員 

竹安 聡 パナソニック株式会社 ブランドコミュニケーション本部 役員 本部長 

戸田裕一 ＊ 株式会社博報堂 代表取締役社長 

野口一彦 キヤノン株式会社 執行役員渉外本部本部長 

前田晃伸 株式会社みずほフィナンシャルグループ 名誉顧問 

矢崎和彦 株式会社フェリシモ 代表取締役社長 

 



 

 

2014 年 3 月 10 日、新規事業「This is MECENAT」スタート！ 

 

「This is MECENAT」＝「これぞメセナ」「これこそメセナ」「これがメセナ」… 

世の中、実は企業メセナで溢れています。その姿は多様という一言では済ませられないほど。長い時をか

けて磨かれてきたもの、感動とともに彗星のごとく生まれたもの、人と人のつながりで育まれたもの、一

人の気づきが地域の思いになったもの。一つとして同じものはなく、百社あれば百のメセナに出会えます。 

そんなメセナ一つひとつに光をあてるのが、「This is MECENAT」です。それぞれにマークをつけて、メ

セナの百科事典（アーカイブ）に収め、広く発信していく。「This is MECENAT」が多くの人へメセナの

今を伝え、共感の輪がひろがることを願っています。 

「This is MECENAT」概要 

「This is MECENAT」は、企業などの民間組織が取り組むメセナ（芸術・文化振興による社会創造）活動

を認定する制度です。時代とともに多様化する企業メセナを広く認定し、「メセナマーク」を配布、「メセ

ナアーカイブ」を制作することで、「メセナの今」を常に発信・蓄積します。さらに認定した翌年には、特

に優れた 7 活動を「メセナアワード」にて表彰します。当事業を通じて企業メセナへの共感や理解がさら

に深まり、芸術・文化振興による豊かな社会づくりへの関心を高めることを目的として推進します。 

対象 日本国内に所在する企業や企業財団、民間の事業体等が、2014年 4月 1日から 

2015年 3月 31日の間に実施するメセナ活動（自薦・他薦受付け） 

募集期間 2014年 3月 10日（月）〜5月 9日（金）24：00 

応募・推薦方法 This is MECENAT専用サイト（http://www.mecenat-mark.org）内の応募フォーム

および推薦投稿フォームにて受付け 

審査 活動の位置づけ（企業活動・社会活動として）、活動の主体性（企画・運営の関与度、

パートナーシップ）、活動の視野（活動の継続性や今後の展望）の 3つの視点に軸を

置きつつ、社会・地域への思いや創意工夫を凝らした点などを含めて総合的に審査。 

審査委員（五十音順・敬称略） 

赤池 学｜ユニバーサルデザイン研究所所長 

伊東信宏｜音楽学者、大阪大学大学院文学研究科教授 

金沢百枝｜美術史家、東海大学准教授 

河島伸子｜同志社大学教授、文化経済学会＜日本＞副会長 

中村陽一｜立教大学 21世紀社会デザイン研究科教授 

尾﨑元規｜企業メセナ協議会理事長 ほか 1名 
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メセナマーク 認定活動に対して、認定年度に配布するマーク（通称Mマーク）。活動に関する広報

媒体（ウェブサイト、チラシ、ポスター、プログラム）などで広くご活用いただき

ます。※メディア関係者用「メセナマーク」は 3ページに掲載 

手数料 認定活動１件につき 30,000円（企業メセナ協議会会員は無料） 

ウェブサイト 

アーカイブ 

情報発信 

3月 10日、This is MECENAT専用サイト（http://www.mecenat-mark.org）をオ

ープン。応募・推薦フォームと認定活動を掲載する「メセナアーカイブ」を設置。「メ

セナアーカイブ」を軸に、メールマガジンのほか、フェイスブックやツイッターな

どの SNSを活用しながら、日々、メセナの情報を多方面へ発信する。 

 

運営スケジュー

ル 

2014年 

3月 10日～5月 9日｜「This is MECENAT2014」募集 

6月｜「This is MECENAT2014」結果発表 

8月｜メセナマーク配布、アーカイブ登録 

2015年 

8・9月｜認定活動の中から「メセナアワード 2015」として優れた 7活動を選考 

10月｜「メセナアワード 2015」結果発表 

メセナアワードマーク配布、アーカイブ登録 

11月｜「メセナアワード 2015」贈呈式開催 

後援 文化庁 

 

制度に関する 

お問合わせ先 

公益社団法人企業メセナ協議会 

〒108-0014 東京都港区芝 5-3-2 アイセ芝ビル 8階 

Tel：03-5439-4520 E-mail：mecenat@mecenat.or.jp 

認定・顕彰事業〈This is MECENAT｜メセナアワード〉担当：内田 

以上 
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