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メセナ大 賞 はトヨタ自 動 車 （ 株 ）
「 パンデミックの中 でのプチ幸 せの量 産 」
『 メセナアワード 2021』 受 賞 7 活 動 決 定
本件は 10 月 28 日（木）14：00、文部科学省記者クラブにも資料を配布しています

（公社）企業メセナ協議会（東京都港区芝 5-3-2、理事長：尾﨑元規）は、「メセナアワード 2021」の受賞活動 7
件（「メセナ大賞」1 件、「優秀賞」6 件）を決定しました。「メセナアワード」は、企業による芸術文化を通じた社会創
造の観点で特に優れた活動を顕彰するものです。
本年は、社会の変化への柔軟な対応と継続性という企業メセナの特徴を発揮している活動が評価されました。
大賞のトヨタ自動車株式会社は、これまで培ってきたメセナ活動のリソースを最大限に活用し、コロナ禍における
芸術家支援や現場情報の発信など迅速に対応した点が受賞につながりました。そのほか優秀賞についても、独
自の支援策でクラシック音楽の維持と継続に努める活動、おうち時間に楽しい生活の場を提供する活動や、アー
トを通して障がい者の社会参画を促す活動、他企業や団体と連携して新たな価値観を提案する取り組み、才能あ
る若手音楽家の継続支援、グラフィック専門館だけでなく地域文化の振興に貢献している活動が選ばれました。
「メセナアワード 2021」 受賞活動 ＊活動詳細は次頁を御覧ください
メセナ大賞

大
賞

パンデミックでも幸せつくる
で賞

（ ）内は活動実施場所

トヨタ自動車株式会社

（全国各地、海外、
その他）

「パンデミックの中でのプチ幸せの量産」
公益財団法人ソニー音楽財団

「禍」の今こそ音楽で賞

（全国各地）

コロナ禍における、音楽を通じた教育活動に取り組んで
いる団体、および若手演奏家への支援

おうちごはんでアートで賞

優
秀
賞

でも笑顔を届けるで賞

（福岡県）

久原本家グループ
くばらだんだんアート

（東京都、大阪府）

株式会社資生堂
LAVENDER RING MAKEUP & PHOTOS WITH SMILES

ロビーで育て！音楽家で 株式会社ホテルオークラ東京
賞

（東京都）

生まれ変わったホテルでも続く、音楽を通じた社会貢献

ステイホームでもおえかき 公益財団法人ベネッセこども基金
賞

親子でチャレンジ国際理解！ちびっこおえかきコンテスト

いつも福島にグラフィック

大日本印刷株式会社／公益財団法人 DNP 文化振興財団

で賞

CCGA 現代グラフィックアートセンター

（全国各地）

（福島県）

「 メセナアワード 2021 贈 呈 式 」
日 時 ： 20 21 年 11 月 25 日 (木 )15:00～ 17:00
会 場 ： 東 京 ミッドタウ ン・ ホール B（ 東 京 ）
※受賞各社には贈呈式にてトロフィーと表彰状が贈られます
※当日は YouTube ライブ配信を行います（詳細は後日ご案内します）
※会場はコロナウイルス感染症拡大防止のため関係者のみとなります

「 メセナアワード 2021」 概 要
❖ 選考対象活動
日本国内に所在する企業や企業財団、またそれらの連合体が、
2020 年 4 月 1 日から 2021 年 3 月 31 日に実施したメセナ（芸術
文化振興による豊かな社会創造）活動で、「This is MECENAT
2020」認定活動 164 件（96 社・団体）を対象に選考。

メセナ大賞：トヨタ自動車（株）「パンデミックの中でのプチ幸せの量産」

❖ 選考ポイント
大賞
優秀賞

1.
2.
3.
4.

芸術文化および社会への貢献度やインパクト
芸術文化や社会・地域とのかかわり方
経営資源を活動にいかす工夫
活動の継続や展開への意欲

※本年の文化庁長官賞は「該当なし」となりました。

❖ 2021 年度審査委員
萩原なつ子（立教大学・教授／（認特）日本 NPO センター代表理事） ※審査委員長
新井鷗子（横浜みなとみらいホール館長／東京藝術大学特任教授）
佐倉 統（東京大学大学院情報学環・教授／理化学研究所革新知能統合研究センター・チームリーダー）
中島信也（（株）東北新社代表取締役社長／ＣＭ演出家）
仲町啓子（実践女子大学教授／秋田県立近代美術館特任館長）
山口 周（独立研究者、著作家、パブリックスピーカー）

以上、敬称略・五十音順

尾﨑元規（企業メセナ協議会理事長）

「 メセナ ア ワ ー ド」 とは
企業によるメセナの充実と社会からの関心を高めることを目的に、1991 年「メセナ大賞」（2004 年より「メセナアワー
ド」に改称）を創設しました。以来、前年度に実施されたメセナ（芸術文化振興による豊かな社会創造）活動を対象
に選考を行い、2020 年までに、全国各地の優れたメセナ活動 228 件を表彰しております。
⚫
⚫

「メセナアワード」ウェブサイト： https://www.mecenat.or.jp/ja/mecenat_awards/mecenat_awards
「This is MECENAT」ウェブサイト： https://mecenat-mark.org/

■公益社団法人企業メセナ協議会
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かかわる団体が参加、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、助成、交流、発信等の事業を行う。
会長：髙嶋達佳（[株]電通 相談役）、理事長：尾﨑元規（花王[株] 前取締役会会長）。
会員：148 社・団体（2021 年 10 月 1 日現在）。
【本件に関するお問合せ】
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 ＋SHIFT MITA 8 階
｜TEL:03-5439-4520 ｜ FAX: 03-5439-4521 ｜ E-mail:press@mecenat.or.jp｜
URL：http://www.mecenat.or.jp 広報：佐藤(華)／認定・顕彰担当：齊藤、足立

■「メセナアワード 2021」受賞活動の紹介
大

賞：

メセナ大賞 パンデミックでも幸せつくるで賞
トヨタ自動車株式会社
「パンデミックの中でのプチ幸せの量産」

自動車業界は 100 年に一度と称される大変革期にある。トヨタは「自動車をつくる会社」から「モビ
リティカンパニー」へと変わろうとする一方、同社の始祖、豊田佐吉氏が志した「誰かの仕事を楽にす
る」という原点は忘れずに引きついでいる。2020 年、社長の豊田章男氏はトヨタのミッションを「幸せ
の量産」と定義した。コロナ禍に見舞われた同年、移動の自由が奪われ、あらためて「移動すること」
の喜びを多くの人々が再発見した。
「MOVE」という言葉には「心を動かす・感動する」という意味も含まれている。同社のミッションと
多くの人に「ワクワク」をお届けしたいという想いが重なり、これまで培ってきたメセナ活動のリソー
スを活用し、パンデミックに迅速に対応し工夫を加えながら活動した。たとえば、1985 年から行ってい
る「トヨタ青少年オーケストラキャンプ」は全国各地のサテライト会場をオンラインでつなぎ、日本を
代表するプロによるレッスンを実施。また、2000 年から継続している「ウイーン・プレミアム・コンサ
ート」は渡航制限により公演を全面休止したが、予約していた紀尾井ホールを活用し、「トヨタロビー
コンサート」特別編として開催。サントリーホールでは、コロナ禍において発表の場を失ったアーティ
ストに無償で会場を提供する「夢をかなえるコンサート」を企画・実施した。そのほか、2004 年にスタ
ートしたアートマネジメント総合情報ウェブサイト「ネット TAM」では、オンラインのメリットと発信
力を最大限に活かし、芸術文化応援プロジェクトを立ち上げ、助成金情報やアート関係者を力づける連
載記事などを発信。さらに、コロナ禍でのさまざまな困難について、ともに考え、踏み出すためのオン
ライントークイベントを実施し、アートのプラットフォームとしての役割を果たすなど、創意工夫をこ
らし活動を行った。
コロナ禍での活動で得た経験や気づきも新たなリソースとして、これからも幸せを量産していく。
【評価ポイント】
●コロナ禍による社会の変化に対し、迅速かつ柔軟に対応しながら活動を展開している。
●今までの活動を活かし、コロナ禍の影響を受ける芸術にかかわる人々にさまざまな機会を創出し、
芸術文化の継続に貢献している。

トヨタ青少年オーケストラキャンプ（2021 年 3 月）
7 地域の会場を結んだオンラインレッスン

ネット TAM オンライントーク（2020 年 7 月～2021 年 1 月）
「これでいいのか？！コロナ以降のアートマネジメント」

●企業プロフィール［2021 年 3 月現在］
本社所在地

：愛知県豊田市

資本金

：6,354 億円

創業年

：1937 年

従業員数

：7 万 1,373 名

主な事業

：自動車の生産・販売

URL

：https://global.toyota/jp/

■「メセナアワード 2021」受賞活動の紹介
優秀賞：

「禍」の今こそ音楽で賞
公益財団法人ソニー音楽財団
コロナ禍における、音楽を通じた教育活動に取り組んでいる団体、
および若手演奏家への支援

新型コロナウイルス感染拡大の影響により、2020年はさまざまな芸術文化活動が中止や延期の決断を
余儀なくされた。そのような状況を受け、子どもの成長に合わせたクラシック・コンサートの企画制作
や若手音楽家への支援などを行うソニー音楽財団は、同年6月に「ソニー音楽財団 新型コロナウイルス
対策特別支援プロジェクト」を開始。コロナ禍において3つの緊急支援策を打ち出した。
1つ目は、2019年に設立した「ソニー音楽財団 子ども音楽基金」を軸に、子どもたちへ音楽を通した
教育活動を行う非営利団体に対し、損害補填として１団体につき20万円または50万円を助成する「『ソ
ニー音楽財団 子ども音楽基金』新型コロナウイルス被害支援」を設置。全国27団体へ総額810万円を助
成した。毎年度募集の同基金と合わせて、これまでに2,781万3,143円（のべ53団体）の助成を行ってい
る。
2つ目は、子ども向けのクラシック・コンサートなどの公演中止により表現の機会を失い、経済的に
も困窮している国内の若手演奏家に一律10万円を支給する「子どもたちを対象に活動する若手演奏家へ
の支援金」。書類選考を経て187名に総額1,870万円を拠出した。さらに3つ目として、“With コロナ”
を見据え創意工夫に富んだクラシック音楽動画の企画案を公募する「子ども向けクラシック音楽配信企
画を通じた若手演奏家への支援」を開始した。採用されたアイデアには懸賞金50万円を支払い、収録用
の機材提供や会場費なども一部負担。完成動画は財団のYouTubeチャンネル「こどものためのクラシッ
ク」にて公開している。
2021年も昨年度の支援を一部継続するなど、すべての子どもたちが等しく感性豊かな心を育むことの
できるよう、コロナ禍においても新たな環境づくりに挑戦し続けている。

【評価ポイント】
●災害支援に迅速に対応し、クラシック音楽界の維持と継続に貢献している。
●時代の変化を捉え、一貫した精神のもと新たな仕組みをつくり、音楽に触れる機会を提供している。

2020 年度の助成贈呈式はオンラインで実施し、アーカイブ
動画を公開している

ピアノやヴァイオリン、打楽器、声楽など多様な音楽動画コンテンツ
をユニークに紹介

●団体プロフィール［2021 年 10 月現在］
団体所在地

：東京都千代田区

基本財産

：7 億 2,485 万円

設立年

：1984 年

職員数

：13 名

主な事業

：コンサートの主催・企画制作、若手演奏家の支援、音楽教育活動への助成など

URL

：https://www.smf.or.jp/

■「メセナアワード 2021」受賞活動の紹介
優秀賞：

おうちごはんでアートで賞
久原本家グループ
くばらだんだんアート

福岡県糟屋郡久山町に本社がある 1893 年創業の久原本家グループは、茅乃舎だしなどで知られる総合
食品メーカーである。同社の「くばらだんだんアート」は、絵や写真を通じて障がいがありながらもアー
トの才能を持つ方々の可能性を広げ社会参画のきっかけをつくることを目的に、一般社団法人だんだん
ボックスと共同で行うプロジェクト。
毎年「食」にまつわるテーマで作品を募集し、2020 年で 9 回目を迎えた。作品募集のテーマ設定など
の企画から運営に至るまで新入社員主導で推進され、地域の障がい者施設を定期的に訪問するなど実際
に触れ合う機会も大切にしている。入社後の社会人としての基礎を身につける時期に、社会貢献活動のや
りがいや意義を体感することにより、長期的に社会貢献に携わる人材を育てている。
大賞 5 作品は、久原本家グループの商品発送用の段ボール箱や一筆箋、福岡市内を走るラッピングバ
スのデザインに採用。受賞者へデザイン利用料として賞金を支払うことで、障がいのある方の社会参画を
支援している。また、自身の作品が美術館に展示される喜びと来場者の方々へ障がい者のアートに触れて
さまざまな可能性を感じていただくなど、多様性を受け入れる地域社会へつなげていくことの思いで、福
岡県立美術館で展覧会を行い、応募作品すべてを展示する。
2020 年第 9 回のテーマは、「いただきます！わたしが選ぶ No.1 おうちごはん」。福岡県を中心に全国
から 757 点の作品が集まり、応募者からは「コロナで学校に行けないから、絵を描く目的ができてうれし
い」などの声が寄せられた。審査会はリモートで行われ、中止となった美術館での展覧会の代わりに、新
たな発信方法として、すべての作品を掲載する WEB 展覧会を自社ホームページ内で開催した。
障がいのある方の可能性と社会参画の機会をさらに広げるべく、今後も継続的に多様な活動を展開し
ていく。

【評価ポイント】
●コロナ禍でも柔軟に対応。アートを通じて障がいのある方々の可能性を広げ、企業活動にも活かすこ
とで社会参加の機会も提供している。
●新入社員が主体的に取り組み主導することにより、長期的な人材育成につながっている

大賞作品が描かれた［だんだんボックス］で、商品を全国へ
届ける

大賞作品を載せて福岡市内を走る［だんだんアートバス］

●企業プロフィール［2021 年 10 月現在］
本社所在地

：福岡県糟屋郡久山町

資本金

：1 億円

創業年

：1893 年

従業員数

：1,272 名

主な事業

：食品の製造・販売、飲食事業

URL

：https://www.kubarahonke.com/

■「メセナアワード 2021」受賞活動の紹介
優秀賞：

でも笑顔を届けるで賞
株式会社資生堂
LAVENDER RING MAKEUP & PHOTOS WITH SMILES

「LAVENDER RING」とは、さまざまな企業や団体、学校、病院、自治体など、活動の主旨に賛同した
人が自由に参加し、それぞれの技術や知識を持ちよりながらがんの啓発・支援活動に取り組むプロジェ
クト。2017 年に電通の有志と資生堂、認定 NPO 法人キャンサーネットジャパンによって立ち上がった。
「がんになっても笑顔で暮らせる社会の実現」を目指して、同社では「MAKEUP & PHOTOS WITH
SMILES」を行っている。
がんと向き合いながら生きるサバイバー一人ひとりに対し、資生堂ビューティーコンサルタントと資
生堂美容室のスタッフが担当しメイクとヘアセットを施す。その人らしさが最大限に引き出され、いき
いきとした表情を同社のフォトグラファーが撮影し、サバイバーが今一番打ち込んでいることを記した
言葉を添えて、一枚のポスターに仕上げる。ポスターは会場で貼り出されるとともに、参加者のインタ
ビュー動画をウェブサイトや SNS で公開。告知を受けた心境、がんになって変わったこと、今伝えたい
ことなどを共有し、がんの正しい理解とサバイバーの新たなつながりを提供することを目指している。
さらに LAVENDER RING の活動は、キャンサーネットジャパン主催の「ジャパンキャンサーフォーラ
ム」で毎年イベントを行うほか、協力企業とともにトークイベントや講演会・キッズワークショップ・
表彰プログラムなどを開催している。2020 年はオンラインでの個別メイクアップレッスンと並行して、
サバイバーの著名人や YouTuber、インスタグラマーら多彩なゲストを迎え、全国に向けて生配信を実施
した。
がんにとらわれることなく自分の人生を楽しもうという前向きな願いをもち、イベントへの参加者も
年々増えている。これからも化粧の力とクリエイティブの力で理解の輪を広げ、多くの人に笑顔と勇気
を届けていく。

【評価ポイント】
●新たな社会課題への取り組みとして経営資源を活かし、人と人の交流を育み、生きる力につなげている。
●企業や団体、病院、学校などと連携しながら、活動を多面的に発信し、新たな価値観を提案している。

写真展で掲示されたがんサバイバーのポスター

資生堂スタッフによるオンライン個別メイク
アップレッスンの様子

●企業プロフィール［2021 年 1 月現在］
本社所在地

：東京都中央区

資本金

：645 億円

創業年

：1872 年

従業員数

：3 万 9,035 名

主な事業

：化粧品事業を中心としながら、レストラン、教育・保育事業などを幅広く展開

URL

：https://corp.shiseido.com/jp/

■「メセナアワード 2021」受賞活動の紹介
優秀賞：

ロビーで育て！音楽家で賞
株式会社ホテルオークラ東京
生まれ変わったホテルでも続く、音楽を通じた社会貢献

1962 年の開業以来、一流の格式と心地よさをそなえ、世界の賓客から愛されてきたホテルオークラ東
京。創業者の大倉喜七郎は、奥ゆかしい優雅さを伝える「日本の美」ときめ細かく気遣いする「日本の
心」を大切にした日本らしいホテルを追求した。また芸術文化への造詣も深く、芸術家への支援も熱心
だったといわれる。「ホテルは人が集い、芸術文化が交流する場所である」という理念を受け継ぎ、同
社はさまざまなメセナ活動を長年継続している。
開業 25 周年の 1987 年には、毎月 25 日に開催する「ロビーコンサート 25」がスタート。特別な演出
装置は設置せず、純粋に音楽を楽しむために開かれる 30 分間の無料コンサートは、宿泊者や近隣住民
の憩いの場となっている。2011 年からは指揮者・大友直人氏の監修のもと、より上質な音楽を提供し、
これまでに国内外で総勢 2,000 名以上が出演してきた。出演交渉や日程調整、当日の会場設営などの運
営はすべて社員が行い、一流の音楽家を受け入れるノウハウも蓄積されている。
また、1996 年には開業 35 周年を迎え、「ホテルオークラ音楽賞」を創設。将来有望な若手音楽家 2
組を毎年表彰し、奨励金・副賞の贈呈と受賞者共演の記念演奏会を開催する。今では権威ある賞の一つ
として認知され、2020 年度は過去のロビーコンサートの出演者が音楽賞を受賞するなど、メセナ活動の
循環も生まれている。
2019 年には本館が建替えられ、新たに「The Okura Tokyo」として生まれ変わった。伝統と革新をコン
セプトに、日本文化の美しい意匠が現代建築に調和している。昨年はコンサートが中止となったが、音楽
賞受賞者による第 400 回記念ロビーコンサートから再開した。これからも芸術を愛する心を伝え、世界
に通じる誇り高い文化を創出していく。

【評価ポイント】
●独自の資源を活かしながら本物の音楽を届け、地域の芸術文化振興に貢献している。
●才能ある若手音楽家の登竜門として継続的に育成支援し、音楽界全体の質を高めている。

建替え後のコンサートの様子。静かなロビーが優雅な音色に
包まれる

受賞記念演奏会では、毎回 200 名のお客様を無料招待している

●企業プロフィール［2021 年 9 月現在］
本社所在地

：東京都港区

資本金

：1 億円

設立年

：2001 年（開業 1962 年）

従業員数

：782 名（2021 年 4 月現在）

主な事業

：国際観光ホテル整備法によるホテル業経営

URL

：https://theokuratokyo.jp/

■「メセナアワード 2021」受賞活動の紹介
優秀賞：

ステイホームでもおえかき賞
公益財団法人ベネッセこども基金
親子でチャレンジ国際理解！ちびっこおえかきコンテスト

ベネッセこども基金は、未来ある子どもたちが安心して学習に取り組める環境のもとで、自ら可能性を
広げられる社会を目指して 2014 年に設立され、多様な学びの機会を提供している。
「ちびっこおえかき
コンテスト」は認定 NPO 法人グッドネーバーズ・ジャパンの主催で 2013 年に開始され、2015 年から賛同
した同基金と共同で実施されている。
このコンテストでは未来を担う子どもたちが世界に触れるきっかけをつくることを目的に、発展途上
国に住む同世代の子どもの生活を題材にした映像教材を家族で見てもらい、映像にでてくる子どもへ応
援メッセージを絵に描いてもらう。家庭で子どもと保護者が一緒に描くことを楽しむことで、保護者の学
びや気づきにもなりコミュニケーションや国際理解を深めるきっかけとなる。同基金が、募集、教材キッ
トの提供、審査、表彰などの事務局の役割を担い、グッドネーバーズ・ジャパンが受賞作品を発展途上国
の子どもに届けるとともに、生活や学校に通える環境づくりを支援している。
全国の幼稚園・保育園・こども園を対象として募集し、2020 年は過去最高となる 150 園から 3,278 点
の応募があり、2013 年の第 1 回から延べ 1 万 4,293 人の子どもたちが参加してきた。コンテストでは、
絵の上手さではなく「描く」というプロセスを大切にしており、子どもたちの思いやりの心を感じられる
絵が毎年たくさん届く。参加した幼稚園・保育園・こども園や保護者からは、
「何気ない日常が奇跡のよ
うな毎日だということ、世界には困っている子どもたちや貧しい国があることを子どもへお話する機会
になった」などの感想が寄せられている。
コロナ禍のステイホームでも、
「子どもたちが世界に触れるきっかけをつくる」という同コンテストの
目的はしっかりと子どもたちに届けられている。

【評価ポイント】
●絵画コンテストでありながら、絵の上手さではなく「描く」過程を大切にしているのがユニーク。
●子どもたちへ海外の問題を身近に感じるきっかけを与え、絵画表現を通して気づきを深める機会を
提供している。

親子での取り組みの様子

第八回ちびっこおえかきコンテスト

最優秀賞作品

●団体プロフィール［2021 年 3 月現在］
団体所在地

：東京都多摩市

正味財産

：3 億 9,000 万円

設立年

：2014 年

職員数

：5 名

主な事業

：経済的困難や重い病気などにより困難を抱える子どもへの学び支援、子どもの安心・安全を守る
活動など

URL

：https://benesse-kodomokikin.or.jp/

■「メセナアワード 2021」受賞活動の紹介
優秀賞：

いつも福島にグラフィックで賞
大日本印刷株式会社／公益財団法人 DNP 文化振興財団
CCGA 現代グラフィックアートセンター

福島県須賀川市にある「CCGA 現代グラフィックアートセンター」は、大日本印刷が 1995 年に開設し
た美術館である。主に、本業に近いグラフィックデザインとグラフィックアートの優れた作品と関連資
料の収集・保存を行うアーカイブ・センターとして、グラフィック文化の普及振興と地域文化への貢献
を目指している。2008 年から DNP 文化振興財団によって運営され、2020 年には開館 25 周年を迎えた。
コレクションの中核は、アメリカ現代美術史を彩るアーティストたちの版画作品群「タイラーグラフ
ィックス・アーカイブコレクション」と田中一光、福田繁雄、永井一正ら日本代表のグラフィックデザ
イナーの秀作を集めた「DNP グラフィックデザイン・アーカイブ」。そのほか、国内外 236 名・1 万
6,529 点（2021 年 3 月時点）のポスター作品を所蔵し、他館への貸出や学術研究での利用を目的とした
検索サービスを展開している。
また、須賀川が江戸時代の銅版画家・亜欧堂田善ゆかりの地であることから、版画の教育普及施設と
して 2012 年に「版画工房」を開設。広く市民に向けた版画制作の体験講座のほか、経験者には工房を
一般開放（新型コロナウイルス感染症対策により現在休止中）している。小規模ながら本格的な設備を
備え、同社の前身である秀英舎で 100 年以上前に使われていたアルビオン・プレス型平圧印刷機を使用
できるのも大きな特徴だ。さらに、商工会議所が主催する市内の小中学生を対象とした版画コンクール
「田善顕彰版画展」にも協力し、地域文化の振興に努めている。
昨年は 2 カ月間の臨時休館を経て、3 回の版画とグラフィックの企画展を開催。周年記念展では、明
治時代に印刷技術として発展した木口木版画の魅力を現代版画家の作品を通して伝えた。これからもグ
ラフィックの専門館と地域文化の発信拠点として、人と社会をつないでいく。

【評価ポイント】
●本業と関連した専門性の高い施設を運営し、グラフィック文化の継承に貢献している。
●地元の自治体や市民とネットワークを築きながら、地域文化の振興に寄与している。

25 周年記念展「共鳴する刻［しるし］―木口木版画の現在地」
の会場風景

版画ワークショップ「木口木版画講座」（2019 年）の制作の
様子

●企業プロフィール［2021 年 3 月現在］

●団体プロフィール［2021 年 3 月現在］

本社所在地

：東京都新宿区

団体所在地

：東京都中央区

設立年

：1894 年（創業 1876 年）

設立年

：2008 年

資本金

：1,144 億 6,476 万円

正味財産

：24 億 5,648 万円

従業員数
主な事業

：3 万 7,062 名（連結）、1 万 328 名（単体） 職員数
：出版・商業印刷、包装、建材、ディスプレー
主な事業

：12 名
：グラフィックデザイン・グラフィックアート

URL

：https://www.dnp.co.jp/

：https://www.dnpfcp.jp/foundation/

製品など

URL

の展示、アーカイブ、研究助成、国際交流

■「メセナ大賞・優秀賞」 トロフィー
メセナアワードでは、3 年ごとに若手作家に新作トロフィーを依頼・制作しています。
2021 年～2023 年は作家の後藤宙氏が制作を行っています。
トロフィーは「メセナアワード 2021」贈呈式（2021 年 11 月 25 日[木]東京ミッドタウン・ホール B）
にて、表彰状とともに受賞各社・団体に贈られます。

構造 / 上昇
2021 年
211×211×427mm
ポリエステル糸、鏡面ステンレス板

撮影：佐藤 茂

【作家プロフィール】

後藤

宙（ごとう かなた）

1991 年東京生まれ。2018 年東京藝術大学大学院美術研究科先端芸術表現専
攻修了。
幾何学的な法則性やトーテム的表象をモチーフとして作品を制作している。
2016 年 Tokyo Midtown Award アート部門にてグランプリ受賞。その他受賞
多数。

