
メセナ自書 1996

特集 :企業の芸術文化施設
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企業が所有する文化施設の種類
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企業の芸術文化施設を特集 !

日本での企業メセナの一つの特色は企業が芸術文化施

設を持ち、芸術文化の振興に貢献していることです。

今回の調査では、回答企業358社のうち実に129社

36.00Иoが文化施設を所有していることがわかりました。

しかし、このように多くの企業が施設を持つているのに、

その実態については、これまで、財団法人経済広報セ

ンターが「企業の文化スポットマツプ」等で紹介してい

る程度で、その内容、運営、評価について分析したも

のはありません。今回の自書では、企業・アーテイスト・

観客のそれぞれの立場から企業の芸術文化施設について

調査を行い、その実情を明らかにしました。

[社]企業メセナ協議会 会長 西尾僣―
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はじめに

社団法人企業メセナ協議会会長

西尾 信一

1991年 に最初の『メセナ自書』を刊行してから今回で 6冊目となり、皆様

にお届けできることをたいへんうれしく思います。自書の内容は二つに大別

されます。一つは、時系列的に企業メセナの傾向をとらえようとする調査で

あり、一つは時宜にかなったテーマをとりあげて調査する特集です。

企業メセナ協議会では発足以来、欧米のメセナを研究しつつ、日本型のメ

セナを模索してきました。日本型メセナはフランスの政府主導型やアメリカ

の民間主導型とは違い、国と地方自治体 と民間の三者が相互にパー トナーと

して補完し合うメセナといえます。これまでは、国は文化財の保存・保護に、

地方自治体は公共ホール等の文化施設の建設と運営に、そして民間は創造的

芸術活動の支援など国や地方自治体の手の行き届かない面を、というように、

長い期間に自然に棲み分けができていたのです。これから日本のメセナを発

展させるには三者の相互協力がますます不可欠となってくると考え、一昨年

の特集は「地方自治体と企業メセナ」をとりあげ、その接点 と将来の展望を

試みました。現在、日本各地で行政 と地元企業とによるメセナ組織結成の動

きが現れています。

日本型メセナのもう一つの特色は企業が公共の文化施設とは違った独自の

芸術文化施設を持ち、芸術文化の振興に貢献していることです。日本ではじ

つに多くの企業が芸術文化施設を所有しているにもかかわらず、その実態に

ついては、これまで、財団法人経済広報センターが『企業の文化スポット
マップ』等で紹介している程度で、その内容、運営、評価について分析した

ものはありませんでした。そこで、今回の自書では、企業の芸術文化施設を

特集してとりあげ、企業・アーティスト・観客・施設のそれぞれの観点から

企業の芸術文化施設について調査を行い、その実情を明らかにしました。ぜ

ひ熟読いただきたいと存じます。
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1995年の企業メセナ

社団法人企業メセナ協議会理事長

福原 義春

1995年 を振 り返るとき、阪神・淡路大震災とメセナとの問題に触れないわ

け|こ |ま いかない。

阪神・淡路大震災は、日本でもとくに芸術文化に積極的な阪神地区を直撃

し、芸術文化面にも大きな被害をもたらした。今回の調査によれば、回答企

業358社中201社が災害救援を行っていることがわかった。また、被災者のた

めのメセナ活動を90社が実施 しており、「文化事業収益の一部をチャリティ

に」「被災地での芸術文化活動への協賛」「被災者を励ます文化事業を開催」

等がその主な内容であった。企業が単に災害救援をするだけでなく、メセナ

活動を通じて被災者に貢献しようとしたことは注目すべきことである。

当協議会は大阪コミュニティ財団とともに、震災が芸術文化に与えた被害

を調査するため「被害状況調査研究プロジェクト」をつくり、災害状況のま

とめを行った。関係諸団体の協力を得て報告書を作成できたが、そこでは、

多くの問題が浮き彫 りとなった。すなわち、文化施設などの建物や文化財、

美術館の所蔵品の損傷等の目に見える被害もさることながら、目に見えない

被害の大きさ、深刻さが指摘された。それは、震災による芸術関係者の仕事

場の喪失、観客の激減 と意識の変化、人材の関西圏からの流出等により、地

元芸術団体の経営基盤の崩壊を招いたことである。そして、日に見える部分

の修復は時間をかければ元に戻るが、この目に見えないソフト部分の修復は

時間だけでは解決できない構造的なものであると指摘された。

震災直後、歌舞音曲の類は不謹慎 とされ、文化施設は長い間避難所 として

使われ、本来の芸術活動ができなかった。行政の担当者も文化に関する業務

は二の次で、災害業務に追われた。その一方では、ボランティア等によるア

ーティストの公演活動等が被災者の勇気づけに貢献した。

文化 とは地域住民にとってどのような位置づけなのであろうか。いま、各

地の自治体が取 り組んでいる文化行政、文化振興施策、文化によるまちづく

りといったものや、企業による芸術文化支援 とは地域にとって何だったかと

いうことである。芸術文化と日常生活との接点に、芸術文化の基盤強化に役

立つ文化行政、文化施策、メセナとは何かを考えねばならないと思う。

震災の教訓を生かし、いま一度、メセナの原点を見つめ直すチャンスでは

ないだろうか。



さて、95年度の企業メセナはどうであったろうか。

当協議会が助成認定した芸術活動への助成金額は94年度の 1億9425万円

(助成企業数129社 )に対して95年度は3億1102万 円 (333社)と 大幅に増加

しており、また、今回のメセナ活動実態調査でも資金援助額はこれまでの漸

減傾向がみられなくなっている。経営環境がいまだきびしいなかでメセナ活

動が定着した証左であろう。詳細は後述の調査結果をご覧いただきたいが、

二、三の観点から課題に言及したい。

毎回の調査で「メセナ活動を行ううえで支障となる事項」の有無を尋ねて

いる。支障があると答えた企業が94年度69.8%、 95年度65.7%、 96年度63.6

%と 年々減少してきていることはメセナの環境が整いつつあるともいえるが、

まだ約 6割の企業が支障ありと答えていることに注目すべきであろう。その

理由として「予算が少ない」を挙げた企業はこの 3年間で38.6%、 41.6%、

43.4%と 増加の一途をたどっている。現在の企業の経営環境からすればやむ

をえないことである。「予算が少ない」ことを障害と考えるのではなく、そ

の少ない予算をいかに効果的にメセナに使ったかを社内に周知徹底し、社内

の理解を深めることが他の障害を少なくする一助になるのではないだろうか。

また、「税制上のワクがプレーキ」がまだ27%あ るが、当協議会の助成認定

活動を活用することでこの障害を軽 くするよう、当協議会 としてもいっそう

PRを していかねばならないと考える。

つぎに、「メセナのリー ド役は誰か」の質問について、相変わらず トップ

(会長、社長)が38.5%と担当部署34.3%を上回っている。 トップはメセナ

の方針を示し、担当部署の責任においてメセナを行うのが望ましい。そのた

めには担当部署に適材を配置することが必要であるが、この分野に適する人

材の発掘が可能な人事制度を企業がとるかどうかが課題であろう。

最後に、メセナ支出の財源であるが、寄付金と宣伝広告費と答えた企業が

それぞれ53.1%、 52.3%と なっている。その内訳を見ると、寄付金と答えた

企業のうち58.9%は経常利益が100億 円以上の企業であり、宣伝広告費を財

源にしていると答えた企業のうち52.2%は経常利益が100億 円以下の企業で

あることが明らかになった。現在の損金算入限度額の算出方法ではどうして

も経常利益に左右されるので、経常利益の少ない企業は宣伝広告費等の経費

で処理してしまう傾向にあるのではないか。損金算入限度額の拡大などによ

り安心して寄付できる寄付税制の確立が望まれる。

96年 3月 に全国のメセナ関連組織11団体が集まり全国メセナ組織連絡会を

結成した。各組織はそれぞれの地域のニーズに沿って自主的に組織され、設

11
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立趣旨も事業内容も異なるが、今後は相互に情報交換、協力が必要であると
の観点から連絡会が発足した。どの組織も悩みが多いのが実情である。すな
わち、どのようにメセナの輪を地域内に広げていくか、組織の活動資金をど

う確保するか、組織の存在価値をどのように地元に理解してもらうかなどで

ある。今後連絡会でこれらの問題を検討していくことになろう。また、この

連絡会設立を知って ｀
当地でも4と の声を聞 くが、この11組織は熱心なリー

ダーの力により設立できたものであり、「人」の役割が大きく影響するだけ
に、設立も容易なことではないといえよう。しかし、地元の文化を地元の企

業や市民で支援しようとする風土が広がれば企業メセナの拡大につながり、
望ましいことなので、企業メセナ協議会 としても協力していきたいと思う。

95年度に現れた文化政策の変化 として、文化庁が96年度から実施する「ア
ーツプラン21」 がある。これまでの広範囲の助成金の配分を改め、意欲的に

創作活動に取 り組んでいる芸術団体を特定して集中配分することにより、日

本の芸術文化活動の牽引車となる団体を育成し、レベルアップをはかろうと

するものである。育成 という目的を明確にしたこの政策は新しい公的メセナ

のあり方として注目すべきことと思う。

ゆるやかに回復しつつある景気を背景とした企業メセナ、地方に胎動しつ

つある地方メセナ、変わりつつある文化行政、芸術団体 も含めたNPOの動
き等、将来のメセナの動向を示唆する 1年であったといえよう。

昨年以来表面化しつつあり、実行されるべ くして円滑に進んでいない課題
として、政府 。地方自治体・民間の三者の連携、協調の問題がある。ゆるや
かな連帯を実現してメセナを推進していく時期に来ているのだが、かならず
しも全国的に広がっていない。先送 りになつているのが現状であるが、今後
の課題 として考えねばならない。



企業のメセナ活動
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調査の概要

阪神・淡路大震災に関する設間を追加

調査の目的

企業メセナ活動の現状を調査する「メセナ活動実態調査」は、1990年度の

調査に始まり、今回で 6回目を迎える。本調査は、各企業が実施 したメセナ

活動の実例を収集するいっぼう、メセナ活動に対する意識ならびに窓回の対

応の実態の動向を把握し、今後のメセナ活動のあり方や展望を探る手がかり

とする目的で実施しているものである。

新しい調査項目 0回答方法

今回調査では、国内の大多数の企業が採用している決算時期に合わせ、対

象期間を原則的に1995年 4月 1日 から1996年 3月 31日 までとした。ただし、

決算時期の都合で回答が困難な企業については、1995年 1月 1日 から12月 31

日を対象期間とした回答も有効とした。

1995年度に行った本調査の内容は、前回までの調査票を踏襲しつつ、主に

以下の二つの項目に焦点を当てる設間を追加した。

まず、今回特別の質問事項として、1995年度の大きな社会的な出来事とな

った阪神・淡路大震災に関する設間を用意した。白書に当該年度の トピック

を反映するためにも、大震災が各企業のメセナ活動に与えた影響度などを調

べる必要があると思われたからである。

つぎに、この「メセナ自書1996」 でとりあげる特集内容と関連づけること

を目的に、「企業の芸術文化施設」についての質問項目を設けた。これによ

り、企業の芸術文化施設、観客、アーティス ト、それに施設の設置者である

企業を加えた四者の異なる視点から、企業の芸術文化施設という存在が多元

的にとらえられることと思われる。なお、企業の芸術文化施設についての各

社の回答結果は、第 3章に掲載したので、そちらを参照いただきたい。

調査の方法

本調査は、全上場企業 (東京 1・ 2部、大阪、名古屋、札幌、新潟、京都、

広島、福岡)、 企業メセナ協議会会員企業など2369社を対象に調査票を1996

年 3月 に送付し、郵便による回収方式で実施した。回答数は358通であり、

回収率は15.1%で あった。

回答企業の売上高別、経常利益別および従業員数別の傾向は図のとおりで

ある。

14
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[売上高 ]

:00億円未満

iCЮ～5∞億円未満

500～ :∝Ю億円未満

lαЮ～5αЮ億円未満

ⅨЮO～ 1兆 円未満

:～ 5兆円未満

5兆円以上

無回答

[経 常利益 ]

i億円未満

1～ 10億 円未満

10～ 50億円未満

50～ lCЮ億円未満

:CЮ～5∞億円未満

500～ 1∝Ю饉円未満

1000道 円以上

赤字

無回審

[従 業員数 ]

50人未満

50～ iCЮ人未満

:CЮ～5∞人未満

500～ 10∞人未満

i∝Ю～2∝Ю人未満

2ⅨЮ～3(ЮO人未満

3ⅨЮ～4∝Ю人未満

4ⅨЮ～5∝Ю人未満

5ⅨЮ～ 1万 人未満

1万～5万人未満

5万人以上

無回答

10調査の概要
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調査結果の見方 (留意事項)

。比率はすべて百分率 (%)で表し、小数点以下 2位 を四捨五入して算出し

た。したがって、合計が100%を上下する場合もある。

・基数 となるべき実数は、N=○○○として掲載、その際はNを 100%と し

て算出した。

・回答は本来「一つ」であるが、「複数回答可」の設間には、図表 にMA
(マ ルチ・アンサー)と 記載した。なお、この場合、 1社が二つ以上の回

答を出してもよい問いであるため、回答の合計比率はそれぞれ100%を超

える場合がある。

・図表 として示したもののなかには、「無回答」の社を省略した部分もある。
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調査の結果から

多様な支援形態へ

ゆるやかな景気回復が見られた1995年

戦後50年 という区切 りの年であった1995年 は、阪神・淡路大震災、オウム

事件をはじめとする大災害、大事件が頻発した。経済界に目を移しても、バ

ブル期における乱脈融資のツケが一気に浮上し、金融機関の倒産および住専

(住宅専門会社)問題発覚によって金融危機が叫ばれるなど、まさに「激動」

と形容するにふさわしい 1年であった。

このように暗い事件があいついだものの、日本全体の経済状況は「ゆるや

かな回復基調」ではあるが、バブル崩壊後の長期にわたる不況から脱 し始め

た。

貿易収支の黒字幅は大幅縮小となったが、個人消費や設備投資にゆるやか

な回復傾向が現れた。日本銀行の「企業短期経済観測調査 (1996年 5月 調

査)」 によると、全産業の主要企業では、1995年度下期の経常利益は前年同

期比24.5%の増益となった。他方、経済企画庁が発表した「国民所得統計速

報」では、1996年 1-3月 期の実質国内総生産 (GDP)成長率は年率に換

算すると12.7%と いう高い数字を記録 した。これにより1995年 度の実質

GNPも 、464兆9838億円となり、前年度比2.3%の伸びとなった。

経済の回復は企業の体力のみではなく、企業マインドにも及んだ。1995年

2月調査時における日本銀行の「企業短期経済観測調査」によると、全産業

の主要企業では「業況」はマイナス24ポ イントと、前年度同月比で28ポ イン

トの改善を示したからだ。予算編成時期における企業マインドの改善により、

企業のメセナ活動への取 り組みに良い変化がもたらされよう。

このように1994年 を景気の底 とし戦後最長のバブル不況を脱し、経済面で

のプラス指標が目立つようになった。このような経済趨勢の変化は、はたし

て企業メセナ活動にどのような影響をもたらしたのだろうか。以下、企業メ

セナ活動の現状を「1995年度のメセナ活動実績」、「組織体制および運営方

針」の二つの軸から検証した。

各社の資金援助額が大きく増加

1995年度の各社の活動実績において、

・音楽と美術を中心とする支援の根強さ
。発表形態中心の支援
。「資金」による支援の突出

という面では例年と同様の結果となった。

しかし、つぎのような顕著な変化を今回調査で見ることができた。

17
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・資金援助総額、 1社当たりの資金援助額の増加

・ 1社当たりの支援件数の増加

・「既成芸術家支援」「鑑賞者の啓発」の増加

なかでもとくに注目されるのは、 1社当たりの資金援助額が増加した事実

である。芸術文化施設の建設費を除いた額が下落した前回調査 (注 1)と 比較

し、今年度はその点で明らかな改善が見られた。今回調査では174社 から総

計168億 1771万 円、 1社平均にして9665万 円の資金援助がなされた (図 1)。

昨年は有効回答企業数211社の資金援助額の総計は159億2280万円、 1社平均

[過去3年間の 1社 当たりの平均資金援助額比較]図 1 [過 去 3年間の資金援助額の増減比較]図 2
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2● 調査の結果から

の資金援助額は7546万 円であったが、今年度は有効回答企業数が37社減少し

たにもかかわらず、総額では8億9491万円増額となった。このため、 1社当

たりの資金援助額 も2119万 円増 となり、さらに、各社資金援助額の中央値は

2664万円と、昨年の1500万 円よりも大きく上昇した。

「 1社当たりの資金援助額」と「(前年度 との)資金援助額の増減」とをク

ロス集計したところ (表 1)、 「 1社当たりの資金援助額が大きい企業」では

「前年度よりも資金援助額が増加した」ケースが多 く、逆に「 1社当たりの

資金援助額が小さい企業」では「前年度よりも資金援助額が減少した」ケー

スが目立った。実際、昨年より資金援助額が増加した企業の総資金援助額の

平均が 1億4736万円、「変わらない」企業の平均が7574万円、「減少した」が

8887万 円と、三者の間で大きな開きがあった。

さらに、前年度と比較して資金援助額が増加した企業が増え、資金援助額

が減少した企業が減ったという結果も明らかになった (図 2)。

今回調査でメセナ活動が力強さを取 り戻してきた背景には、景気回復が要

因となっているように推察される。この傾向を持続させていけるかどうかが

今後の課題 となろう。

[1社当たりの資金援助規模と (前年度との)資 金援助額の増減比較]表 1

合計 [社 ] |(XX万 円未洒 ]IЮ万月末滴 1■円未満  5億円未満  lαほ円未満  10億円以上  平均[万円] 中央籠[万円]
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47      10      13 7 14 2 1   14736    5000一］輌叫一は̈　一］̈減一継一『

94     38     31 9      13 1    7574    1525

0   8887    30002 6

0

2

11 9

4 0   4863     514

174      62 2  96654    2663

「既成芸術家支援」と「鑑賞者の啓発」の増加

「音楽」「美術」分野への支援が多いことは日本の企業メセナの特徴である

いっぼう、「発表形態」への支援に比重が置かれていることも顕著な特色で

あり、逆に「芸術団体およびアーティストの日常活動」や「育英・奨学」と

いう地味な部分に支援するという視点は欠落ぎみだった。
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そうした状況を反映して、今回調査の「支援目的」の設間においても、

「既成芸術家支援」と「鑑賞者の啓発」の増加が目立った。鑑賞者向けのメ

セナ活動は、「アマチュア」や「若手芸術家」ではなく、「既成芸術家」を対

象とするケースが多いと思われる。鑑賞者へのサービスの重視を考慮すれば、

既成芸術家と企業 とが結びつ く可能性が高いのは自然のなりゆきである。

「メセナ活動を評価する基準」でも、「社内外の評価で判断する」場合には、

「来場者の評価」が最も多く、「被支援者の評価で判断する」企業の倍以上あ

る。この点でも企業メセナ活動が芸術活動を通じた市民へのサービスという

色合いが濃厚であることが看取されよう。

「市民」を第一の顧客とするメセナ活動が多い理由としては、メセナ活動に

熱心な企業がエンドユーザーを持つ企業であるケースが多いからではないか

と推察される。企業がメセナ活動に取 り組むメリットが企業としての顧客と

メセナ活動の顧客が重なることから生じる以上、これは当然の
｀
なりゆき

″

といえよう。

「社会貢献」意識の強いメセナ活動

今回調査では組織体制および運営方針には、以下のような特徴が見られた。
。支援件数の割合では「資金」による支援が突出するという例年 と同様の傾

向が現れた。いっぼう、企業単位での支援形態の割合は「人的」および「場

所」も40%以上に達しており (図 3)、 企業が多角的な支援を視野に入れて

いることが判明した。

・1995年度平均の失業率が3.2%と いう空前の高率を示すなど雇用情勢が流

動化する現象が見られたにもかかわらず、メセナ担当部署の人員にはとくに

影響は見られず、スタッフ数は「昨年と変わらない」と「昨年より増加」と

[支援形態別にみる企業数比率]図 3
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2● 調査の結果から

いう回答が大部分を占めた。

・メセナ活動の財源としては、例年の傾向と変化しておらず、寄付金と宣伝

広告費が他の財源よりも抜きんでた。

・メセナ活動を予算化する企業は今回調査でも増加し、この調査の開始以来

一貫して前年の数字を上回る結果となった。

・実施理由として「社会貢献の一環」、評価基準 として「社会的意義」が ト

ップとなり、メセナ活動実施の背景には企業市民の精神の浸透があることが

わかった。

・ メセナ活動を社内にPRお よび報告している企業比率の増加が見られると

ともに、社内の理解度も高まる結果となった。
。社内および社外の PR活動が活発化 し、インターネットをメセナ活動の

PRに利用している企業が急増した。

とりわけ、メセナ活動を予算化する企業の増加は、メセナ活動が年度を経

るごとに着実に定着していることを表している。

今回調査では、メセナ活動が社会貢献活動のなかでどのようなポジション

にあるかを調べるべ く、各企業が実施している社会貢献活動状況を尋ねた。

それによると、企業の社会貢献度活動の実施率は高 く、「メセナ活動以外の

社会貢献活動」を行った企業は回答企業の88.5%と いう高い数値を示したが、

個々のジャンルに支援した企業数とメセナ活動実施企業数とを比較すると、

いずれのジャンルヘの支援よりも「メセナ活動を行った」企業数が上回る結

果となった。

メセナ活動を行う理由として「社会貢献の一環」を挙げる回答が毎年90%
を超える企業から寄せられており、「芸術文化の振興のため」を上回った。

メセナ活動の評価基準についても、「社会的意義で判断する」が トップとな

り、「社内外の評価で判断する」「芸術そのものの価値で判断する」を上回っ

た。このいずれの設間でも、「芸術文化」よりも「社会貢献」の比重が強い

結果が見られたのは、メセナ活動は社会貢献活動の一部 という認識が一般化

したためであろう。

芸術家サイドからの「支援要請件数」の伸び率の上昇が見られたことは、

企業メセナ活動の需要の増加 と見受けられる。「支援先を選ぶ理由」で「直

接要請を受けたものから検討」が トップを占めるのはこの数年間の傾向であ

り、メセナ実施企業が外からのニーズに応える努力を行っていることがうか

がえる。

メセナ活動への関心度の高まりは実施企業だけではない。メセナ活動の未

21
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実施企業においても、68.1%の企業より「企業は芸術文化振興に財政支援を

すべき」との回答があった。この結果を見ると、いまだメセナ活動に取 り組

んでいない企業であっても、その多くが
｀
総論

″
としては芸術文化振興の責

任の一翼を担っていくべきという前向きな考え方を持っていることを示唆し

ているといえよう。

震災とメセナ

1995年度の トップニュースでもあったのが阪神 。淡路大震災の勃発であっ

た。全回答企業を対象に「メセナ活動以外の社会貢献活動」について尋ねた

ところ、「災害救援」が201社にのぼり、「地域社会活動」とともに最も多い

回答となった。これは明らかに震災の影響によるものと思われる。今回の調

査ではこの大事件に着目し、メセナ活動に与えた影響について検証を試みた

(注 2)。

震災の影響はまず、被災した府県のメセナ実施率に影響が見られた。大き

な被害が出た 2府 2県 (注 3)で は前回調査より18.9%減、兵庫県と大阪府の

みに限っては10.3%減 となった。

メセナ実施企業に対して企業メセナ活動に焦点を置いた設間を用意したと

ころ、「文化事業の中止・延期」「文化事業の内容変更」「予算の削減」とい

った直接的影響は少なからず存在し、メセナ活動への影響の約半数は被災府

県に集中するものであったという結果が得 られた。未実施企業のなかにも

「例年実施しているメセナ活動が中止 となったため、今年度は未実施になっ

た」という報告が在阪企業 1社からあった。

メセナ活動以外の社会貢献活動にも影響が見られた。 2府 2県では「災害

救援」の実施率は76.1%と いう高率を示し、全国平均の63.4%を大きく上回

った。逆に「災害救援」以外の社会貢献活動の実施率においてはすべて全国

平均を下回っており、他の社会貢献活動を中止してでも被災地の復興に支援

を集中させた結果ではないかと思われる。

「被災地および被災者のためのメセナ活動」として、「収益の一部をチャリ

ティに」をはじめとして多彩な活動が展開され、具体的活動内容も多数報告

された。これは民間企業のメセナ活動の特徴としても挙げられるフレキシブ

ルな対応がなされた結果と思われる。自社のメセナ活動のポリシーを固めな

がら、柔軟性をどこまで残せるか、突発的事件に迅速にいかに対応するのか、

これらは民間企業による支援の真価が問われる課題であろう。災害のような

突発的事故への対応に限らず、民間ならではの利点を生かすフレキシブルな



20調査の結果から

メセナ活動に今後 も期待 したい。

多様な支援形態のメセナ活動ヘ

以上、今回の調査結果を見たかぎりでは、メセナ活動をめぐる環境は、一

応最悪期を脱したといえよう。しかし、回復基調にはあるが、以前の水準 と

比較すれば、まだ十分とはいえない。このような機会にこそ企業メセナの回

復を安定したものとしていく方途の探求が強く望まれる。好不況に左右され

ないメセナ活動を定着させる意味でも、長期的スポンサーシップとしての戦

略構築をはかる必要があろう。

市民や観客へのサービスを通じて芸術文化を支援する形態は、
｀`
企業市民

″

として自然のなりゆきである。ただし、企業と芸術 との関係は、芸術の「公

開」および「公演」段階のみのつきあいだけではなく、多様な関係性を築 く

可能性をはらんでいることに注目すべきであろう。支援事業数の割合では依

然として「資金」を通じた支援形態が大多数を占めているが、企業としての

取 り組みとしては、「人的」「物的」「場所」を通じた支援形態 も
｀
健在

″で

ある。各企業の個性および企業文化を生かした多様な芸術分野への支援、多

様な形態によるメセナ活動が今後も展開されることと期待したい。

23

注 1

注 2

注 3

前回調査の資金援助額には文化施設の建設費を計上した2事業が含まれ、突出した額であったため、そ

れらを異常値として取り扱った総額および平均額をも算出した。

この歴史的な大惨事に伴って芸術文化にいかなる被害が生じ、芸術関係者らがいかなる対応を見せたか

については、企業メセナ協議会と財団法人大阪コミュニティ財団の助成・委託調査による「阪神・淡路

大震災 芸術文化被害状況調査報告書」にまとめたので、参照いただきたい。

大阪府、京都府、兵庫県、香川県を指す。回答者の所属組織の住所で調べた。

(企業メセナ協議会調査部会)
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調査結果の分析

95年度のメセナ活動実施の有無 66.8%の企業がメセナ活動を実施

■図 1は 1995年度 1年間においてメセナ活動を行ったか否かを尋ねた結果を

表した図である。全回答企業358社 中、239社66.8%の 企業が「行 ってい

る」と回答している。

■同じ設間において「メセナ活動を行った」企業に焦点を絞 り、経年変化で

とらえた図 2に よると、この 4年間の「メセナ活動を行った」企業比率は

65%ほ どで推移している。

■図 3は、1995年度に「メセナ活動を行わなかった」企業119社 のなかでそ

の内訳を分類した図である。「1995年度には行わなかった」企業 とあるの

は、毎年継続して行っているわけではないが、年度によってはメセナ活動

を行つている企業のことである。 1社ではあるが、例年行つているメセナ

活動が阪神・淡路大震災の影響で中止になり「今回は未実施」というケー

スがあった。

[メ セナ活動の実施の有無]図 1

行わなかつた
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N‐358

行 つた

66.80%o

メセナ活動実施状況
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[メ セナ活動実施率の変運]図 2

91年版調査 [N=351〕

92年版調査 [N‐ 455]

93年版調査 [N‐ 403]

94年版調査 [N‐ 376]

95年版調査 [N=404]

96年版調査 [N‐ 358]

[メ セナ活動を行わなかつた内訳]図 3

無回答

10.90Иo

過去に 1度 も行 つていない

64.70Иo

42.7

56.3

95年度は行わなかつた

12.60%o

現在は行つていない

11.80ぬ

30調査結果の分析

62.0

67.0

65.6

66.8

N=119

25

20
|

40
|
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業種別施設状況
―

マスコミ、金融・保険業で高い実施率

■メセナ活動実施状況を業種のくくりで見ると次表のようになっている。

■表を見ると、電力・ガスといった公共サービスでは 6社すべてが実施して

いるほか、マスコミ (14社 中12社85.7%)、 金融・保険 (61社 中52社85.2

%)の実施率の高さが目立つ。反面、製造業関係や、商業、サービスの実

施率は低い。

[業 種別実施状況 ]

業種 行つた 過去に行つたが 過去に行つたが
95年 は     現在は

行つていない  行つていない

無回答 合計過去に1度 も

行つていなt

実施の概要

水 産

17 [68.0] 3 [12.0] --l--lleL

r[1oo.o]_ 1[1oo.o]

4 [16.0] _ 2s[100.0]

2 [r 00.0]

建 設

電気工事他 2 [] oo.ol

1s Ir00.0]
自動車製造 販売

1s [78.e] 1 [s.3] 3 [1s.8]
8 [61.s] r [7.7]_ 4 [30.8]

69 [s8.s] 6 [s.1] 7 [s.e] 33 [28.0]
_ 13 [100.0]

3 [2.s] 1 1s [roo.ol
4 [8.e] 4s [100.0]

その他製造業

商業 22 l49.s) 2 14.41 3 [6.7] t4 [31.1]

金融・保険     52[8521 1[1.倒  1 11.61 5[82]2[38]61[100.a
不動産         3[600〕                      2[40.O1  5[100.01
運輸・倉庫 12 [7s.0] 

-- 

4 l?s.ol 16 [1oo.o]2[roo.o] 

- 

,trooo通 信

マスコミ 12 [8s.7] 2 [14.3] _ 14[100.0]

電カ ガス 6 [100.0]

サービス 10 1 [5.3] 1 [s.3] 5 [26.3] 2 [10.s]

6[100.0:

19[1∝期

その他 1r [1 oo.ol 1r [roo.o]
無回答 1「 100.Ol 1[100.01

総数 [社 ] 23s [66.8] r s 14.2) 14 [3.e] 77 121.s1 I3 [3.6] 3sB [100.0]



30調査結果の分析

資本金別/経常利益別/従業員数別実施状況
一

大企業ほど高い実施率

■一般的には企業の規模が小さくなるほど、メセナ実施比率が減少する傾向

にある。

■従業員数別にメセナ活動を行っている企業をみると、1000人 未満の企業に

おいては40.5%の実施率であるが、従業員数が大きくなるにつれて実施率

が高まり、10000人以上の大企業においては94.7%の実施率となっている。

[メ セナ活動の有無/売上高別 ]

40

27

６０

‐

100億円未満

lCЮ～500億 円未満

500～ iCЮO億円未満

1∝Ю～5∝Ю億円未満

ⅨЮЮ～1兆円未満

1～ 5兆円未満

5兆円以上

無回答

N=11

N=73

N=55

N=110

N‐ 33

N=42

N=9

N=25

■!行 つている  行つていない

実施の概要

100.0

100.0

95.2

90.9

63.6

50.7

27.3

~~~~~~~¬
壺■ 54.5
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[メ セナ活動の有無/経常利益別 ]

1億円未満

1～ iO億円未満

10～ 50億円未満

50～ iCЮ億円未満

lCЮ～5CЮ億円未満

5CЮ ～ 1(XЮ億円未満

1〔 XЮ億円以上

赤字

無回答

40 60 80 100[%]

N=12

N=48

N=95

N=44

N=79

N=19

N‐ 11

N‐ 17

N‐ 33

[メ セナ活動の有無/従業員数別 ]

lCЮO人 未満

1∞0～ 25∞人未満

25∞～ 50∞人未満

5ⅨЮ～1万人未満

1万 人以上

無回笞

a112TL'e {r?([\/jt\

６０

‐
80

N=84

N=94

N=73

N=45

N=57

N‐ 5

90.9

41.7

100.0

92.4

89.5

80.0

94.7

64.4

40.5

■行つている 行つていない

■|■|■|■|■1璽L___二 ___二__」憂
■■■■|■■■回■_二__二_=1螢
|■|■|■口|■|■|口■|■回口___二_三墜

■■■■■■口L二____」

|■‐ ■口 ■|■|■|■|■国 ___:__望
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~面

「■回:

20.0



30調査結果の分析

95年度のメセナ活動以外の社会貢献活動の実施

―
地域社会活動と災害救援がトップ

■95年度内に行われたメセナ活動以外の社会貢献活動は358社中317社88.5%

の企業で実施されている。

■社会貢献活動のうち個別の内容 としては「地域社会活動」と「災害救援」

の201社63.4%が トップとなっている。「災害救援」が多いのは、95年 1月

17日 に起きた阪神・淡路大震災の影響のためと思われる。

■社会貢献活動の トップであった「地域社会活動」と「災害救援」が201社

であるのに対し、メセナ活動を行う理由の質問で「社会貢献活動の一環 と

してメセナ活動を実施」と回答した企業は222社 (49ペ ージ参照)と 、各

分野の社会貢献活動の実施企業数を上回っている。

29

[メ セナ以外の社会貢献活動の有無 ]

行わなかつた

9.20Иo

無回答

2.20Иo
行 つた

88.50Иo

46.4

N=358

N=317[具 体的な内容]MA

地域社会活動

災害救援

スポーツ

社会福祉

環境保全

国際交流

教育

学術研究

健康・医学

その他

63.4

63.4

50.8

3

95年度のメセナ活動以外の社会貢献活動の実施

10.1

23.7

42.0

20
|

40
|

60〔。′o]
|
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メセナ活動実施企業

[1]実施件数
―

音楽、美術のメセナ活動が依然中心

■1995年度にメセナ活動を実施 した239社のうち、232社より具体的な活動実

績の回答が得られた。

■「企業別メセナ活動」のなかで紹介している個々の企業のメセナ活動を合
計した「メセナ活動実施件数」は1397件であつた。このメセナ活動実施件
数を有効回答企業数で割った 1社当たりのメセナ活動件数は6.0件 となり、
前回調査の5.5件を上回った。

■件数比率とは、全実施件数のうちその芸術分野が占める割合を指し、企業
数比率 とはその芸術分野をどれだけの企業が支援をしているのかを見たも
のである。

■企業数比率によると、 3/4の企業が音楽分野のメセナ活動を行っており、
1/2の企業が美術分野のメセナ活動を行つているという結果が示された。
これは上位 2分野に支援が集中する状況が依然続いている表れといえる。

[活動分野の比率 ]

芸術分野 延べ実施件数    件数比率 [%]N=1397実 施企業数 企業数比率 [%]N=232

活動実績と内容について

音楽 41.4 175 75.4

憂甍睡壺回画彗ヨ笙三正
=三

E誕辱 型董 墾亜≡三 :

演 劇 122

舞踊・バレエ 65

映像‐薇画|||ビデォ)|||||||||16111111111111

文 学 50

8.7

4.7

63

31

37

27.2

134

15.9

|||||||||||||1111:た |||||||||||||||||ITT

31 13.4工 芸

現代建築 31 2.2 19

博物館

服飾デザ イン

その他

1.8 86

0.8 10 4.3

亜璽ヨ E副画亘�亘:画璽翌≡
7.8 64 27.6

11

109

等民「T司雨融蔽ヨ肖
=幕

]7案貰藷ぜ翻辟藝謡画浮T=



第 1● 1企業のメセナ活動

[音楽・美術の支援企業数比率の推移 ]

93年版調査 [N=250]

94年版調査 [N=246〕

95年版調査 [N=259]

96年版調査 [N=232]

30調査結果の分析

70.0

74.4

76.8

75.4

31

||1莫希

20
|

40
|

％６０

１
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[2]音楽・美術 。演劇における支援対象およびジャンル

ー
発表形態への支援が 8割

■芸術分野で例年上位 3位 までを占めている音楽、美術、演劇に絞 り、その

支援対象とジャンルを尋ねた結果、下表のとおりとなった。

■いずれのジャンルでも発表形態への支援が大多数を占めているが、これは

例年の傾向と同様である。

■「芸術文化施設の建設 。運営」は、 3分野とも前回調査の数字を上回って

おり、とくに「音楽施設の建設 。運営」は前年の26件よりも大きく増加 し

ている。絶対数としては「美術館・ギャラリーの建設・運営」の数が多い。

これは「企業の芸術文化施設のなかでは、視覚芸術のための施設が多い」

という今年の特集の結果と、同様である。

[音楽 ・美術 演劇の支援対象・ジャンル ]

支援対蒙 件数  支援対象 件数  支援対象 件 数

演奏会 )舌動

音楽蒙の日常活動

音楽施設の建設・運営

育英 ・奨学

展覧会活動        222

美術館・ギヤラリーの建設・運営 77

美術家・美術団体の日常活動  31

育英 奨学         23

作品購入          19

作品賞与          16

公演活動         104

劇場の建設 ・運営      14

劇団の運営・演劇人の日常活動 13

育英・翼学         5

合計

無回答

支援ジヤンル

合計

無回笞

件数   支援ジャンル

308
15

件 数

合計

無回答

支撮ジヤンル

117

5

件数

クラシック音楽

現代音楽

オペラ

ボピユラー

邦楽・民謡

菫謡

その他

絵画

彫刻

版面

写真

インスタレーシヨン

その他

演劇・パフオーマンス

ミユージカル

能・狂言

人形劇・バン トマイム

歌舞伎・文楽

その他

62

36

24

17

14

6

116合計合 計合 計

無回答 無回笞 無回答 6

音 楽 美 術 演 劇



3● 調査結果の分析

[3]支援形態―
 「資金」を用いる支援が健闘

■企業の経営資源の 3要素は、ヒト、モノ、カネといわれている。下図はメ

セナ活動において企業がどのような経営資源を用いているかを尋ねた結果

を示している。

■「資金」による支援における「寄付金・協賛金の提供」とは他者に対する

支援であり、自社内の事業としている「自社主催の事業として出費」と区

別した。

■「人的」支援における「労力の提供」は専門性をとくに発揮しない活動面

でのサポー トを指し、専門的な仕事にかかわる「技術 。ノウハウの提供」

と区別した。

■調査結果をみると「資金」での支援形態が全支援件数のうち92.7%と 突出

しているいっぽう、「人的」「場所」「物的」の支援の割合は低い率 となっ

ている。

[支 援形態]MA N=1397

80[%]

92.7

19.8

17.8

10.0

33

金

的

所

的

費

人

場

物

40
|

60
２０

‐
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[資 金による支援の内訳]MA

寄付金・協資金の提供

自社主催の事業として出資

N‐ 1397

70.0

20 [%]

24.1

[人的支援の内:R]MA

労力の提供

技術・ノウハウの提供 1   89
r―――

N=1397

〔%]60

|

[場所の支援の内訳]MA

作品発表の場

作品制作の場

N=1397

20
|

16.9

60〔。′o]

2.4

[物的支援の内訳]MA

自社機材の提供

芸術活動のための資材提供

N=1397

一

６

］

２

ｏ
Ｌ
Ｉ
ビ

8.4

0

|

60〔 %]
|

|

|

|

|



3● 調査結果の分析

[4]支援目的
―

 「既成芸術家支援」「鑑賞者の啓発」の数が大きく増加

■この4年間、上位 4項 目には変動がない状態が続いている。

■「既成芸術家支援」は前回の23.3%か ら29.3%、 「鑑賞者の啓発」は前回

の24.5%か ら27.5%と 大きく増加した。その反面、「伝統文化の保存」の

減少が目立った。

■ここでいう「既成芸術家支援」とは、評価の定まった芸術家 (芸術団体)

を指し、「若手芸術家支援」とは、文字どおり年齢の若い芸術家であるの

とともに評価が未確立の芸術家 (芸術団体)を指す。「アマチュア」とは

それを職業としていない人を指す。厳密には相互の区別が困難な芸術分野

があるが、回答者の判断に委ねている。

35

[支 援目的]MA

地域文化の振興

既成芸術家支援

鑑賞者の書発

着手芸術家支援

国際交流

現代芸術の振興

アマチユア支援

脅少年育成

伝統文化の保存

チヤリテイロ的

その他

10 3010′b〕

31.5

27

29.3

|

5
|

|

|

|

|

22.5
21.7

20.4

18.2

9.4
|
10.1

11.6

10.8

_95年 版調査 N=1427
11196年 版調査 N=1397
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[5]資金援助額 (総額)-1社 当たりの平均資金援助額は前年度比約2000

万円増、中央値は約1000万円増

■ 1社 ごとの資金援助額を分類したのが下図である。

■ここでいう資金援助額には自社で主催する文化事業の支出も含まれている。

■メセナ活動実施企業239社のうち、資金援助額の記入があった企業数は174

社であった。未記入の企業は、外部には一切公表しない方針の企業である

場合が少なくない。また、企業によっては一部の事業についてのみ資金援

助額を記入しているケースもあった。

■174社 の資金援助額の総計は168億 1771万 円となり、 1社平均では9665万 円

となった。この数値は昨年の 1社平均7546万 円 (異常値 となる施設建設費

が記載された 2事業を除いた平均値)か ら約2000万円ほど上昇している。

各社の資金援助額の中央値は2664万 円となり、これも前年度の1500万 円よ

りも大きく増加している。

[1社 当た りの資金援助額 ] N=174

10億 円以上

5億円未満

19.50Иo

1億 円未満

10.30Иo

10億 円未満

2.90Иo

1.10%o 1∝)0万 円未満

35.60%o

5(Ю O万 円未満

30.50%o



3● 調査結果の分析

[1]メセナ活動の運営組織について

一
 「担当部署がある」「専任部署がある」企業が増加

■下図はメセナ活動を担当する組織体制について尋ねた結果を示している。

「専任部署はないが担当部署を決めている」および「専任部署がある」企

業はいずれも増加した。

■ここでいう「専任部署」とは、企業文化や社会貢献などを含む活動を専門

とする部課などを指す。広報や宣伝 といった部署が一括してメセナ活動を

行っている場合は「担当部署を決めている」企業 となる。「担当部署が複

数ある」企業とはメセナ活動の窓口が複数あるということである。一本化

されていないという消極的側面がある反面、宣伝、広報や総務などのセク

ションが各々メセナ活動を推進しているという積極的側面もある。系列の

財団とは、企業および企業グループで設立した財団を示している。

■なお、部署名を公表してもよいという専任部署においては、「企業別メセ

ナ活動一覧」に部署名を掲載している。

[メ セナを担当する部署の有無]MA

37

0 10

専任部署がある

担当部署を決めている

担当部署が複数ある

46.4

25.7

95年版調査 N=265
96年版調査 N=239

メセナ活動の運営について

系列の財国が行つている

■||

1
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[2]メ セナ活動をリードする組織

―
 「トップダウン型企業」と「担当部署リード型企業」の差がやや拡大

■下図はメセナ活動をリー ドする組織、人について尋ねた結果を表している。

今回の結果では、「会長・社長」が92社38.5%、 「担当部署」が82社34.3%

という結果であった。現状ではトップダウン型と担当部署 リー ド型が均衡

しつつも、やや トップダウン型の影響度が大きい。昨年の結果では、「社

長」「会長」の合計値が42.7%、 「担当部署」41.5%で あったので、両者の

差は前回よりも3.0%広がって4.2%と なった。

■なお、「担当役員」は中間的な位置に存在しており、 トップ側か担当部署

側かの位置づけは企業によって異なると思われる。

[メ セナをリードする組織]
N=239

11.30%o

会長 ・社長

38.50Иo
その他

ア.50Иo

担当部署

34.30Иo

担当役員

8.40Иo

無回答



30調査結果の分析

[3]予算の決定について一一予算化が着実に増加

■メセナ活動を継続的に実施していくためには企業内での予算化が鍵 となる。

経年変化を示した下図によると、調査開始時以来、この設間においては毎

年「予算が決まっている」企業数が着実に伸び続けるという結果が表れて

おり、メセナ活動の定着化を実証している。

■なお、「予算化していない」企業に対し、どのような場合にメセナ費を支

出するのかという問い (複数回答)を したところ、「社外から要請があれ

ば個別に判断」が74社76.3%、 「社内から要請があれば個別に判断」が45

社46.4%、 「その他」が 7社7.2%で あった。

[メ セナの予算の決定 96年版調査 ] N=239

無回笞
予算が決まつている

58.20,b
1.30Иo

予算はとくに決まつていない

40.60Иo

[メ セナの予算の決定・経年変化 ]

100[o/o]

39

６０

‐
“
―

91年版調査

92年版調査

93年版調査

94年版調査

95年版調査

96年版調査

N‐ 149

N=256

N=250

N=252

N‐265

N=239

1.2

0.4

1.3

43.6 17.6

40.3

36.2

50.4

58.2

53.6

■予算が決まつている  予算はとくに決まつていない ■無回笞
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[4]メ セナ活動の財源
―

 「寄付金」と「宣伝広告費」が突出

■メセナ活動の財源は、例年「寄付金」と「宣伝広告費」の 2項 目が抜きん

でる結果となっており、今回も同様の結果 となっている。

[メ セナ活動の財源]MA N=239

寄付金

宣伝広告費

広報費

文化事業費

販促買

財団助成金

雑費

交際費

その他

53.1

52.3

18.4

11.7

9.6

19.6

8.8

∩

）

15.1

20
|

40[%]
t
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[1]支援先を選ぶ方法
―

 「直接要請を受けたものから検討」が微増

■下図は、メセナ活動の支援先をどこが主体 となって、またはどこの要請に

もとづいて選択しているかを表した図である。

■「直接要請を受けたものから検討」は、芸術文化活動の主体者側が企業側

にアクションを働きかけた案件から検討するケースが該当する。芸術側が

企業にいちばん期待する傾向にあるのがこの選択方法ではあるが、企業側

からは受け身の支援 と見られる傾向もある。

■「自主的に探して支援する」方法は、企業がメセナ活動を行うにあたって

は最も積極的な形である。

■「外部から紹介された」際の「外部」とは広告代理店のような組織を想定

している。

■「関係会社等の要請があったものから」は、活動内容よりも要請先に比重

が置かれる場合が少なくないようである。

[支 援先を選ぶ方法 ]MA N=239

[社 ]

直接要請を受けたものから検討

自主的に探して支援する

外部から紹介されたものから検討

関係会社等の要請があつたものから

その他

161

108

41

∩

〉

メセナ活動の進め方

5()              1()()
___‥ .__」 ________“ ___………………………… …」 __
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[2]評価の基準
―

社会的意義で判断するがトップに

■大多数の企業がメセナ活動を社会貢献活動の一環と考えていることもあり、

メセナ活動の評価基準 も「社会的意義で判断する」が トップであった。こ

の判断基準は担当部署および担当者が、各自のスタンスに沿って判断する

ということである。「芸術そのものの価値で判断する」も同種の評価方法

といえる。

■これらと異なるのは「社内外の評価で判断する」および「数値的基準で判

断する」である。自らの尺度ではなく、他者がいかように評価したかを基

準 とするわけである。メセナ活動の評価を委ねる相手 としては、第一に

「来場者」、第二に「マスコミ」としており、「被支援者」であるアーティ

ス トや芸術団体からの評価を基準に定める企業は少ない。

■また、評価基準のない企業40社のうち、「今後評価基準をつくる意向」の

ある企業は14社35%で あった。

[結果の評価基準]MA N=239

66.1社会的意義で判断する

社内外の評価で判断する

芸術そのものの価値で判断する

数値的基準で判断する

とくにな し

無回答

53.1

26.4

24.3

16.7

0.4

40         60[%]
_1____________」____
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N=127

57.5

[判断する社内外の基準]MA

来場者の評価

社内の評判

マスコミの評価

専門家の評価

被支援者の評価

その他

無回笞

20 [00]

47.2

47.2

4.7

25.2

35.4

41.4

15.

[判 断する数値的基準]MA

参加者数

マスコミによる取り扱い■

来場者アンケー ト数

その他

[%]

N=58

75.9

22.4

0.0

20
上

40
|
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[3]社内への活動報告一一‐トップヘの活動報告が増加

■メセナ活動は239社中206社 86.2%で社内に報告されている。

■そのなかで具体的に誰に報告しているかについては、「 トップ」が58.7%
で最も多く、昨年から10.3%増加し、活動報告が トップまで届 く企業の割

合が増加している。

[社 内への活動結果報告 ] N=239

無回答

1っ n′^
とくに報告 していない  :・ 0フυ

12.60Иo

社内に報告 している

86.20И o

[%]

N=206

58.7

[活 動結果の報告先]MA

トップ

担当部内

常務会・役員会

関連委員会

その他

46.1

16.0

|

18.0
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[4]メ セナ活動の自己評価
一

 「よくやっている」との自己評価が72.4%

■下図はメセナ活動の担当者が自社の活動に対してどのような評価を下して

いるかを表した図である。

■「大変よくやっている」と「よくやっている」の合計が70%以上を占めた。

※当該設間の選択項目に誤植が生じたため、その選択項目への回答は無回答として集計した。

[95年度のメセナ活動の自己評価 ] N=239

無回答
大変よくやつている

10,90Иo
6.30%o

あまりよくやつていない

21.30Иo

よくやつている

61.50И o

45
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[5]前年のメセナ活動との比較一一メセナ環境は上向きに

■1994年度と1995年度のメセナ活動環境を 5項 目において「増加」「減少」

「変わらない」の 3段階で比較したところ、いずれの項目においても「変

わらない」が最も多い結果となった。以下の二つの図は、年度ごとの差異

を明確にするために「昨年より増加」と「昨年より減少」の二つの選択肢

に焦点を当てて比較したものである。

■前回調査の「資金援助額」の項目では、「昨年より増加」と「昨年より減

少」の差は「増加」が「減少」を0.8%上回っていたにすぎなかったが、

今年はその差が8.4%へ と広がった。「支援件数」の項目においても「昨年

より増加」の比率が前回調査よりも減少したものの、「昨年より減少」の

比率が大きく下がったため、「増加」と「減少」の差は前回の7.6%か ら

9.6%へ と広がった。

〔95年と94年の比較・96年版調査]

0

支援件数

資金援助額

支援要講件数

メセナ担当スタッフ数

社内のメセナ活動への関心

[94年 と93年の比較・95年版調査 ]

0

支援件数

資金援助額

支援要請件数

メセナ担当スタッフ数

社内のメセナ活動への関心

10 201%〕
|
20.1

25.1

N=239

31.0

N=265

16.7

7.1

4.6

30.1

||||1量伊した

21.9

３
．
Ю

た

た

加

少

増

減一

272
2.6

201%]
|

7.2
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メセナ活動の PR― 社内 PR活動をしている企業が 9割

■ 9割の企業が「メセナ活動の PRを実施している」との結果が出ており、

そのすべての企業が「社内 PRを している」との回答であった。これは社

内向けには「社内報」や「社内掲示板」のような容易に利用できる広報ツ

ールが身近にあるためではないかと思われる。

■社外 PRの「冊子」とは、企業メセナ活動などをまとめた広報冊子などを

指す。

■デジタル 。ネットワークの急速な普及はメセナ活動にも伝わっており、社

外 PRと して「インターネット」の利用が24.2%あ ったのは今回調査の一

つの特徴である。

[メ セナ活動のPR]MA N=239

47

0 20 40 [%]

社内PRを している

社外PRを している

とくにしていない

90.4

67.4

9.6

メセナ活動の P日

６０

‐
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[現 在実施 している社内PR方 法]MA

[Oo]

N=216

88.0

N=161

社内報

ポスターの掲示

社内掲示板

チラシの配布

入場券等の配布

社内回覧

会議で説明・報告

ビデオ社内報

インターネッ ト

冊子の配布

朝礼

専用掲示板

紹介用VTRの作成

その他

ポスターの掲示

チラシの配布

招待券等の配布

広告

PR紙

インターネット

冊子の配布

紹介用VTRの 作成

その他

41.7

40.3

3.7

3

33

3

27.8

12.5
|

12.01
|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

24.5

27.3

24.2

４

　

４

[現在実施 している社外PR方 法]MA

６０

‐

49.7

46.0

8.1

19.9

20
|

40
|

20
|

40
|

60
|



30調査結果の分析

メセナ活動を行う理由

―
 「社会貢献の一環として」が 9割、「芸術文化の振興」は 5割

■例年95%程度の企業がメセナ活動を行う理由に挙げてきた「社会貢献の一

環として」の率が若干低下した。

■今回「芸術文化の振興のため」という選択肢を新たに設けたところ、50.6

%と 3番 目に多い理由となった。

■「販売促進」という事業に直結した利益が生じ、短期的効果を期待するス

ポンサーシップが減少傾向にあるのに対し、「自社のイメージ向上のため」

という比較的長期効果を期待するスポンサーシップが増加傾向にある。

[メ セナ活動を行う理由]MA N=239

49

0 20

社会貢献の一環として

自社のイメージ向上のため

芸術文化の振興のため

自社の企業文化の確立をめざして

社員の質的向上をはかるため

販売促進の一環として

他社との差別化のため

文化の事業化をはかるため

他社が実施しているため

優秀な社員の獲得・確保のため

その他

62.8

50.6

8.4

4.2

2.9

2.5

0.8

0.4

3.8

メセナ活動を行う理由

80[%]
_■__
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メセナ活動の支障となる事柄の有無
―

 「予算額が少ない」は43.4%

■「メセナ活動を行ううえでの支障」には、外的環境によるものと内的環境

によるものとがあるが、大部分は内的環境による支障といえる。カネとヒ

トの比重が多いのは例年の傾向といえる。

■「目先のメリットが少ない」19.1%は、昨年結果が24.9%、 「社内の理解

不足」16.4%は、昨年結果23.1%か らいずれも減少している。

■外的環境による支障 としては「税制上のワク」の占める比率が大きい。

「税制上のワク」とは、狭義には損金算入限度額を指す。日本の税制では

「損金算入限度額=(資本金×0.0025+所得金額×0.025)× 0.5」 と定めら

れており、この範囲内であれば、税金を支払わずに寄付ができる。「税制

上のワク」を広義に解釈すると、免税資格を所有する特定公益増進法人の

数が少ない現状 も挙げられる。

[メ セナ活動の支障事項〕 N=239

無回答
な い

2.50%o
33.90Иo

ある

63.60Иo

メセナ活動を行ううえで支障となる事柄
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N‐ 152

40[%]

43.4

51

[メ セナ活動の支障事項の内容]MA

予算額が少ない

税制上のワクがブレーキ

社内の人材不足・専従社員がいない

目先のメリットが少ない

社内の理解不足

情報やノウハウがない

適当な助成対象が少ない

その他

27.0

19.7

19.1

|
16.4

11.8

6.6

6.6

■■
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阪神・淡路大震災とメセナ

[1]震災によるメセナ活動への影響
―

メセナ活動に少なからぬ影響

■1995年度を代表する出来事として阪神・淡路大震災が挙げられる。この日

本を揺るがす出来事によって、少なからず企業メセナ活動も影響を受けた。

「文化事業の中止・延期」の理由には、災害直後の混乱や交通機関の麻痺

といった物理的理由、予算の削減による財政的理由、「自粛」という精神

的理由があると考えられる。

■震災の被害の大きかった二府二県 (兵庫県、大阪府、京都府、香川県)の
企業36社 (回答者の連絡先にもとづく)に限ってみると、 3社が「自社の

文化施設が被災」、 8社が「文化事業の中止・延期」といった影響を受け

ている。

[震 災によるメセナ活動への影響]MA N=239

15[社 ]

18

15

12

文化事業の中止・延期

担当部署の人員がポランテイアに

文化事業の内容の変更

予算の削減

自社の文化施設が被災

担当部署の人員削減

震災による影響

5

|

10
|
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[2]被災地 (者)のためのメセナ活動

-37.7%が被災地・被災者のためにメセナ活動を

■下図は、被災地 (者)のためにメセナ活動を行ったか否かを尋ねた結果を

表している。ここではメセナ活動とは関係のない援助活動などは除外して

いる。

■被災地 (者)のためになんらかのメセナ活動を行った企業に具体的内容を

尋ねたところ、「自社の文化事業の収益の一部をチャリティに」が トップ

となった。これは自社で通常行っている文化事業等の収益の一部をチャリ

ティに回したというものである。

■「被災者を励ます文化事業を開催」とは、被災地内外を問わず、被災者の

ための慰間活動や被災者を自社の文化事業に招待するような活動を指す。

■被災した美術家や被災施設への寄付やボランティアよりも、事業を通じた

被災者支援の形態が目立っている。

[被 災地 (者 )のためのメセナ活動の有無 ] N=239

無回答

3.80Иo
行 つた

行わなかつた
37.70Иo

58.60Иo

[具 体的な内容]MA N=90

20

53

収益の一部をチヤリテイに

被災地での芸術文化活動の協賛

根災書を励ます文化事業を開催

被災した芸術家や文化施設への寄付

社員のポランティア

製品やサービスの支給

社内あるいは社外の専門軍を派遣

その他

33

■ 21

20

＝

一

眸

一

３０
上
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メセナ活動未実施企業

企業とメセナ活動一一メセナ未実施企業においても「企業は芸術文化振興に

財政支援をすべき」が68.1%

■1995年度にメセナ活動を行わなかったと回答した企業に対して企業とメセ

ナについての考えを尋ねたところ、下図のようになった。総論 としては、

未実施企業であっても「企業はメセナ活動をすべきである」という回答が

多い。

■なお、サンプル数が少ないので参考数値ではあるが、「企業は財政的支援

をすべきでない」と回答した企業 6社に対して「それではどの機関、個人

がその役割を担うべきか」を尋ねた結果、「市民ひとりひとり支援すべき

だ」が 3社、「地方自治体が支援すべきだ」が 2社、「政府がすべきだ」が

1社、「芸術文化を支援する必要はない」は0社であった。

■芸術文化振興になんらかの支援が必要だとの認識が広まっており、企業に

もその責任の一翼を担っていくべきとの考えが多いことを物語っている。

[企業とメセナ活動についての意見 ] N=119

わからない

26.90Иo

財政的支援をする必要はない

5.00%o

企業とメセナ活動についての考え

財政的支援をすべきである

68.1 0И o
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メセナ活動をしない理由
―

ヒトとカネがネックに

■一般論 として「企業がメセナ活動をすべきである」と考える企業が、自社

で実施していない理由を尋ねたのがこの問いである。総論賛成ではあって

も自社のこととなると、さ、まざまな支障がある。

■「人員に余裕がない」と「専門知識のある人間がいない」というヒトの不

足を理由に挙げた回答数は63社77.8%と なり、「資金に余裕がない」の62

社76.5%と ほぼ同数であった。メセナ活動の実施を妨げている支障として

挙げられる二大項目がヒトとカネであるといえる。

[メ セナ活動を しない理由]MA

資金に余裕がない

人員に余裕がない

専門知識のある人間がいない

自社では必要性を懸 しない

社内の理解がない

検討中

税制上の優遇措置がない

その他

76.5

28.4

22.2

7.4

55

[%]

49.4

11.1

11.1

活動をしない理由

1
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企業別メセナ活動一覧

基本方針 と活動内容

●…………………・……回答をいただいた企業のうち、活動実績およびメセナ活動基本方針を記述している企業を

五十音順 (頭文字が同音の場合はアルフアベット・カタカナ・ひらかな・漢字の願)に掲

載 。

●……………………資本金、従業員数は95年、売上高、経常利益の項は、基本的には95年のものであるか、

決算期月の相違により、企業によつては94年のものもある。

●……………………資本金の口は1億円未満、1●は1-10億 円未満、|口は10-100億 円未満、回は100-500

億円未満、l口は500～1000億円未満、|●は1000億 円以上を示す。

売上高の口は100億 円未満、口は100～500億 円未満、日は500～1000億 円未満、□

は1000～ 5000億円未満、日は5000億～1兆円未満、1回は1～ 5兆円未満、口lは5兆円以

上を示す。

経常利益の日は1億円未満、口は1～10億円未満、日は10～50億 円未満、日は50～100

億円未満、日は100～500億円未満、回は5CЮ～1000億円未満、日は1000億円以上、

l日は経常赤字を示す。

※はメセナ活動担当部署名・スタッフ数・設置年および財団名、予算決はメセナ予算が決

まっていることを示している。

●………………………芸術分野のうち、略して表配したものは下配のとおりである。

舞踊・パレエ●舞踊

グラフイックデザイン→グラデ

服飾デザイン→服デ

民俗芸能・郷土文化⇒民文

文化遺跡・歴史的建遺物→文歴

現代建築→現建

博物館→博物

文化振興機関への出捐、寄付→出捐

その他→他

●¨̈ …̈………………支援対象の数字は次のことを示している。

音楽の場合 美術の場合 演劇の場合

1演奏会活動       1展 覧会活動
2音楽施設の建設 。運営  2作 品購入

3音楽家・音楽団体の日常活 3作品費与

動           4美 術館、ギャラリーの建
4育英・奨学        設・運営

5美術家・美術団体の日常活

動

6冑英・奨学

公演活動

劇場の建設・運営

奨学

動

英

活

育４

劇団の運営、演劇人の日常
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●……………………ジャンルの数字は次のことを示している。
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音楽の場合 美術の場合 演劇の場合

オペラ

●・……………¨̈ …̈支援形態の数字は次のことを示している。

1クラシック音楽

2現代音楽

1絵画

2版画

3彫刻

4写真

5イ ンスタレーション

6その他

1歌舞伎・文楽

2能・狂言

3濱劇・パフォーマンス

4ミ ュージカル

5人形劇・バントマイム

6その他

ユフ ~ピ

楽

騒

ポ

邦

菫

３

４

５

６

７

民謡

その他

資金の場合 人的の場合 物的の場合 場所の場合

1寄付金・協賛金の 1技術・ノウハウの 1自社機器材の提供

提供        提供       2芸 術活動のための

2自社 (主催)の事 2労力の提供 (ポラ  資材提供 (楽 器、

業としての出費   ンティア)     絵の具など)

1作品発表の場 (公

演、展覧会、音楽

会などの会場)の
提供

2作品制作の場 (稽

古場、アトリエな

ど)・ 保管の場の提

供

●………………………支援目的の数字は次のことを示している。

1若手芸術家支援    6チ ャリティロ的

2既成芸術家支援    7現 代芸術の振興

3アマチユア支援    8伝 統芸能の保存

4青少年育成      9地 域文化の振興

5鑑費者の書発    10国 際交流

11その他

●………………̈ …̈ 支̈援形態の「その他」欄に記述のあるものは0印で表記。



*28lG*EUxra,EU

60

資本金□ 売上高2 経常利益回 設立1964年  従業員1345人

メセナ活動基本方針
1企業活動の一つとしての社会貢献活動
2企業文化の青威

3地域社会との融合の一つの形として

支援形態
活動名                    芸術分野 支援対象 ジャンル〔資金 人的 物的 場所 その他]支援目的

都筑美術クラフアイネス研究所見学会   美術   5   1           1     3・ 5。 9

資本0回 売上高日 経常利固口1設立1949年 従業員4404人 ※企業文化部(13人・1990年設置)予算
決

メセナ活動基本方針

1お客様への感謝の気持ちを表現する社会貢献活動の一つとして実施。
2評価の定まっていないもので、将来性に富むと考えられるものに重点。
3独創性重視、参加型、継続性に配慮。
4社員の見ている前で活動。

活動名
支援形態

芸術分野 支援対象 ジャンル [資金 人的 物的 場所 その他]支援目的

株式会社アイネス その他 (情報サービス産業 )

アサヒビール株式会社 食品

アサヒビール回ビーコンサート 音楽   1 1・2   2 2 1・ 5。 9

アサヒビール文化講座 音楽・美術
・文学

2  2 5。 9

アサヒビール芸術文化財団への寄付 出捐 11

アサヒビール大山崎山荘美術館の建設・運営 美術・文歴 4
委託                   。現建

1・6   2 5'9。 11

ニューイヤーコンサート 音楽   1
日本フィル・コンサート 音楽   1 2

ふるさときゃらばん 演劇   1    3    1 2・ 9

ミレッラ・フレーニコンサート 音楽   1 2・ 10

東京国際映画祭
5・ 9。 10

世界四大オペラ「ミラノ・スカラ座」 音楽 2・ 5。 10

野村仁展「時の向こうへ」 美術   1    4・ 5   1 2・ 5。 7

内藤礼展「みことに晴れて訪れるを待て」  美術   1 5 2.5'7

牧水記念館コンサート 音楽   1    1・ 2   1 1・ 9

和栗由紀夫+好善社「沈める瀧」 2

山田せつ子ダンス公演「森‐一月ノ蜜ヲ採ル」 舞踊 2'7

伊藤キム+輝く未来公演「蠅の王」 1・ 7

精神の高みにむかう作家展「インナータイド」 美術   1 1・ 2・ 3'  1
4・ 5

1・ 7

キュレーターズ・アイ'95 美術   1 1・ 2・ 3・   1
4。 5

1・ 5。 7

イズミワクプロジェクト 2

1・ 2・ 3・

4・ 5

3

楽

術

　

劇

音

美

　

演

1。 4。 5。

7・ 9

映像
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水戸芸術館クリテリオム15～19 美術   1 1・ 2・ 3

4・ 5

1・ 7

ウイメンズ・アート・ネットワーク「異なるもの 舞踊
達のスキンシップ」

2・ 7

95秋吉台国際20世紀音楽セミナー&フェス 音楽

ティパル
1       2       1 1。 3。 7。

9。 10

中山ダイスケ個展「CAR OF DES:日 E」 美術   1   1・ 3・ 5  1 1・ 7

CAC IN 津久井 '95 美術   1    3・ 5   1    1 1・ 9

アンピエント・オペラ「パルテノジェネシス」 音楽・舞踊 1   2    1 2・ 7

新しい世代の芸術祭 楽

術

音

美

1'7

描華微笑(ねんげみしよう)        舞踊 2,7

ダンスセレクション 舞踊 1・ 7

アーツフォーラム「21世紀への提言」 出捐 5。 7

アーカス構想パイロット事業 美術・出捐 1 1・ 2'3・   1

4・ 5

1・ 5。 7・

9。 10

MORPHE'95 美術   1 1。 2'3・   1
4・ 5

1・ 5。 7

金真須美「贋ダイヤを買う」 演劇 3 1・ 9

ゆう。もあ・あ―と大宮「風の通り道展」   美術   1 1・ 2・ 3'  1
4・ 5

1・ 2・ 5。

7。 9

ABC音楽振興財団 11

日本アルバンベルグ協会 出捐 11

アート・パワー展 楽

術

音

美

2・ 9

優良生活アマゾンインディオのアート展  美術   1   1・2   1 8・ 10

デフパペと遊ぼうパート1 演劇 5 5

エコロジカル・コンテキスト        美術   1   5    1 1・ 5。 7

障害者アートバンク 美術   1・6   1 3

スピカコンサート「音楽三味」 音楽   1    1 1・ 5

楽の会「水嶋―江+―嗜幸弘コラボレーショ 音楽
ン」                    美術

１
．

９

全国高等学校演劇祭東京都予選 演劇 3 4

株式会社アートネイチャー その他 (総合毛髪業)

資本金口 売上高日 経常利鶴2 設立1965年  従業員1800人

メセナ活動基本方針

1無理なく継続して行う。

2ジャンルは特定しない。

3企業の顔が見えたほうかいいが、とくにこだわらない。

4計画的な企画展の開催。

5新人の登用。

活動名

支援形態
芸術分野 支援対象ジャンル〔資金 人的 物的 場所 その他】支援目的

加藤撤鄭記念館の運営 文学 5。 9
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夏梅陸夫写真展「花景色」 美術   1 4 1   2 2・ 5。 9

夏梅陸夫フォトゼミ 4 1   2 3・ 9

フォトゼミ入賞作品展 美術   1 4 1   2 3・ 5。 9

イワヤマ事務所プロデュース芸術祭参加「請談 民文
エキン」

2  2 1・ 8。9

アロックダンスカンパニー「カプセル」   舞踊 1・ 7

H・ アール・カオス「ロメオとジュリエット」 舞踊 1・ 7

中島梓プロデュース
「クインサーガ炎の群像」

2,7

アメリカン・エキスプレス・インターナショナル,inc. サービス
資本金口l 設立1850年  従業員1000人  ※広報室(1人・1983年 設置)予算決

メセナ活動基本方針
アメリカン・エキスプレスの企業理念の一つに

｀
社会に貢献するよき市民

″
という一文がある。会社および社員か

ビジネス活動を行う地域に利益を通元するとともに、社員を積極的にポランティア、募金活動に0加させる。

社員のポランティア活動に対しては、会社には同額を合わせる
｀
マッチング・フアンド

″
、そして、個々の活動を支

援するための“マッチング・ギフト
″
制度がある。

フィランソロピー活動基本方針(メセナ)

1社会貢献活動の一環

2企業文化の確立

支援形態

活動名                   芸術分野 支援対象 ジャンル〔資金 人的 物的 場所 その他]支援目的

アニー・リボビッツ写真展(全国5カ所)  他                         7
AMEXク リスマス・チヤリティ・コンサート 音楽
｀
日本フィルハーモニー交響楽団

″
2 2 6・ 9

音楽劇「楢山節考」・劇団手織座 演劇   1 3 2・ 6・ 9

インター・リンクノ米国大使館文化プログラム 音楽

協賛
2 7・ 10

糸あやつり人形劇「結城座」支援 演●   1    5     1 1・ 5。 8・

9

JVC国際協カコンサート「メサイヤ」   音楽  1 7 10

ホセ・カレーラス・コンサート 音楽   2    3    2
アンコールワット救済支援 文歴

ウィーン・フィルのメンパーによる「心臓病チ 音楽
ャリテイ・コンサート」

旭硝子株式会社 ガラス窯業
資本金口 売上高日 経常利固口 設立1950年  従業員8934入  予算決

メセナ活動基本方針

当社はメセナを社会貢献活動の一環として位置づけている。

(企業方針)一社会貢献に努め、世界の人々に信頼される企業市民をめざします。

(新ACCビジョン21-2000年までの企業活動のあり方と目標)一――経団連1%クラフのメンバーとして、国内

外にわたる社会貢献活動を積極的に推進し、社会と調和し共生する「良き企業市民」となることをめざします。

(具体的な項目の一つとして「芸術・文化・スポーツの振興」を掲げている。)

支援形態

活動名                   芸術分野 支援対象 ジャンル〔資金 人的 物的 場所 そαu支援目的

美術   1    6ガラスアート展 2  2 7・ 9

美術

1   1



日露交歓コンサート等音楽関係寄付

企業別メセナ活動一覧

4・ 7・ 10 63
働静嘉堂協力会に対する寄付 美術     4      6       1 11

ガラス芸術に対する協力 美術   1'4  6    1    1        11

株式会社朝日広告社 広告

資本翻2 売上高日 経常利益口 設立1924年  従業員749人

活動名

支援形態

芸術分野 支援対象 ジャンル [資金 人的 物的 場所 その他〕支援目的

国際メセナ会議'95 出捐・他

カザルスホール倶楽部 2      1

株式会社朝日新聞社 新聞

資本金口 売上高日 経常利益口1設立1879年 従業員7980人  ※文化企画局(125人・1922年設■)/m
朝日新田文化財団 予算決

メセナ活動基本方針

内外社会の相互理解、文化交流と社会・文化の向上・発展に寄与する。
1優れた業鑽を表彰する。

2世界や日本の美術。文化遺産の展覧会、音楽会、公開のシンポジウム、含嗜や吹奏楽の全国コンクール、全国高等

学校野球選手権大会、東京国際女子マラソン、福岡国際マラソン、「平成の遺唐使」など数多くの文化・スポーツ

催事を主催する。

3内外の意まれない人たちを支援する。

支援形態

活動名                   芸術分野 支援対象 ジャンル [資金 人的 物的 場所 その他〕支援目的

戦後文化の軌跡展1945～ 1995 音楽・美術
・映像。工

芸・グラデ
・服デ・現

2 1・ 2

手塚治虫展過去と未来のイメージ 2 1・ 2

ピカソ展 愛と苦悩「グルニカ」への道   美術   1   1 2 1。 2 5。 10

創建1200年 記念 東寺国宝展 2 1・ 2

戦後50年「記録・創造する眼」

日本現代写真史展

他 2 1・ 2

ミラノ・スカラ座公演 音楽   1    3 2  2 5・ 7

大仏次郎貴 文学。他 2  2 2

朝日放送株式会社 放送

資本金日 売上高日 経常利益口 設立1951年  従業員793人 予算決

メセナ活動基本方針

放送事業の公共性を考えますと、少しでも支援活動を通じ社会に貢献いたしたく思います。

支援形態

活動名                   芸術分野 支援対象 ジャンル〔資金 人的 物的 場所 そ(所也]支援目的

大阪フィル八―モニー協会助成金 音楽   3 2

白鶴美術館復旧助成金 美術   4 11

ABC音楽振興財団出捐 音楽・出捐 4 1  2

サントリー音楽財団助成金 音楽・出捐 3 2

他
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森林文化協会への寄付 他64
ザ・シンフォニーホール運営 音楽   2 2 1・2 2  1 5。 7・ 9

。10

味の素株式会社 食 品

資本金口 売上高日 経常利益口 設立1925年  従業員5591人

世界蘭展 造園

井関真人25周年記念コンサート 音楽 4

東京シティフィル八―モニー 音楽

小澤征爾チャリティーコンサート 音楽

ジョージ川口50周年リサイタル 音楽   1    4    1
Bridging The Pacific 音楽     1      7       1

株式会社:NAX ガラス窯業

資本金□ 売上高日 経常利益口 設立1924年  従業員7064人  予算決

メセナ活動基本方針
つぎの3つを基本条件としている。

1独創性 (当社しかやれないこと、他社ができないこと)。

2独自性 (自前で、自分たちの手で)。

3継続性 (こつこつと、続けて)。

活動名

支援形感

芸術分野 支援対象 ジャンル〔資金 人的 物的 場所 その他]支援目的

ギャラリー活動
ギャラリー1、 ギャラリー2/東京

美術 1'2・ 3・   2  1'2 1
4・ 6       ・3

1・ 7

グラデ

ギャラリー活動/名古屋 美術・  1 1・ |

4・グラデ
2・ 3。   2 1。 21
'6       ・3

1・ 7

ギャラリー活動/大阪 美術・

グラデ
2・ 3・  2 1・ 21
'6       。3

十

４．

1・ 7

資料館 産業遺産の展示 現建 2 2・3   1 8・ 9

建築、芸術、アートに関する出版活動 美術・グラ 5

デ・造口
2 11

丁HEiNAX DESIGN P日 IZE グラデ 2  2・ 3  1・ 2  1・ 2  ●   1・ 9。 10

名古屋ボストン美術館建設 美術   4   1 9・ 10

イオングループ1%クラブ その他 (任意組合 )

拠出金規模口l 設立1989年  ※事務局(3人)予算決

メセナ活動基本方針

助昧の素食の文化センター

“生活文化"に根ざした企業をめざす当社の理念の実践の一つとして、食文化の研究への協力と有益な情報の社会

への提供をめざすことを目的として設立。

基本方針 :公益性・学術性・非営利

3本社 :a研究の支援

b情報の発信
C施設の公開

支援形態

活動名                     芸術分野 支援対象 ジャンル [資金 人的 物的 場所 その他]支援目的

MUSiC MEETS AR丁 17th      音楽   1    2    1       1

1   1
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メセナ活動基本方針

1国際的文化交流に資する事業の実施および助成。
2地域の文化振興に資する事業の実施および助成。

活動名

支援形態
芸術分野 支援対象ジャンル〔資金 人的 物的 場所 その他〕支援目的

65

地域伝統芸能公演(全国11か所) 民文 2 8。 9

日本とプラジルこども絵画交流展 美術   1    1    2 4・ 10

イオンレディースフォーラムの開催

(全国6か所)

他 2

第8回国際親善交流演奏会(ロ シア) 音楽   1

株式会社イトーヨーカ堂 量販店・スーパー
資本金□ 売上高日 経常利麹口 設立1958年 従業員3i万7147人  ※社会・文化開発菫(3人・1992年設
置)予算決

メセナ活動基本方針

イトーヨーカ堂グループが考える企業の社会的な責任は毎日の仕事に誠実に取り組んで「基本責任」を果たすこ

とを中心に、ビジネスを通して雇用機会の創造や納税などの「義務責任」を果たし、また、企業も社会の一員(企業市
民)であるという視点から、ビジネスで得た成果を広く社会のために役立てることで「支援責任」を果たす―この三
つの責任についてバランスのとれた活動を進めていくことが経営の重要なテーマの一つであると考えています。
そして、企業市民としての活動をより充実させようと考え、1992年 に社会。文化開発室を設立しました。これに

より、いままでグループ各社や各店舗か個々に取り組んできた社会・文化活動に関する情報を共有化し、さらに社
会の要請にスピーディーに対応できるよう努めています。

支援形態

活動名                    芸術分野 支援対象 ジャンル〔資金 人的 物的 場所 その他]支援目的

高校生懸賞作文 2 4他

小さな童話大賞 文学 3

子ども図書館 他 2  1    2 4・ 9

石原産業株式会社 化学

資本当□ 売上高□‐ 経常利固日 設立1949年  従業員1500人  ※イシ八ラホール(10人・1993年設置)予
算決

メセナ活動基本方針

1社会との共生。

2社会とのコミュニケーション。

3企業の社会貢献は企業の社会的責任である。

活動名

支援形態

芸術分野 支援対象 ジャンル [資金 人的 物的 場所 その他〕支援目的

ベルギー王国総領事館との共催公演 音楽   1 10

APEC大阪会議開催記念
アジア・ユース・オーケストラ公湊

音楽   1 10

株式会社伊勢丹 百貨店
資本金□ 売上高日 経常利益四 設立1930年  従業員5748人 予算決

メセナ活動基本方針

1百貨店の果たす社会的役割のなかでも最も重要なコーボレート・コミュニケーションの一つ。
2商品にかきらす、つねに新しい価値観や明日の生活を提案し、お客様の暮らしをより高め、豊かにすることこ

そ、百貨店の使命。

1
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活動名

伊勢丹美術館の運営・企画 美術   1    1・ 2・ 6  2 5'9

中国映画祭95              映像 5。 9

その他文化団体への寄付 他 5・ 9

伊豆急行株式会社 鉄道

資本金口 売上高日 経常利固口 設立1959年  従業員670人

メセナ活動基本方針

伊豆地域の芸術文化の振興

活動名

支援形態
芸術分野 支援対象ジャンル〔資金 人的 物的 場所 その他]支援目的

陶の華美術館の運営           美術  4   6    2 2    1 7'9

株式会社井筒屋 百貨店

資本0日 売上高日 経常利益口 設立1935年  従業員1250人

第19回北九州芸術祭いけばな展 他 2・ 3・ 9

「南極大陸」白川義員写真展 美術   1    4    2 7

第14回ユニセフチャリティお茶会 他

人間国宝十三代今泉今右衛門展 工芸 2

「世界は友だち絵画コンクール」作品展   美術   1 2 4。 10

第17回日本秀作美術展 美術   1 2 2・ 5

松竹大歌舞伎(友の会観劇コース会員対象) 演劇   1 2 5。 8。 9

いけばな池坊展 他 2・ 3

美空ひばり展～ひばりの時代とあなたの戦後 他 2 5

ボローニャ国際絵本原画展        美術  1   1 2 1。 2・ 5

第10回小松芳枝ししゅう展 工芸 2・ 92

八―卜で描く心のメッセージ 美術   1    1 2 3・ 4・ 11

人 間国
=3人

展 工要 2

養真選抜書道展 書道 １
，

９

坂口正子 日本画展 2 2・ 6

九州文学の先駆者 岩下俊作・劉寒吉展   文学 9

池坊小倉支部いけばな展 他 2・ 3

井上博道写真展Fやまと燦燦」 美術   1 4 2 2

支援形態

芸術分野 支援対象 ジャンル〔資金 人的 物的 場所 その他]支援目的

メセナ活動基本方針

1地域文化の向上のため(百貨店という業態として地域の顧書に支えられて営業できて今日があることを念頭に

社会貢献の一環として今後も遺元を続ける)。

2自社のイメージ向上のため。

3他社との差別化のため。

支援形態

活動名                   芸術分野 支援対象 ジャンル [資金 人的 物的 場所 そαu支援目的



企業別メセナ活動一覧

資本自口 売上高日 経常利益口 設立1949年 従業員7(И 5人  ※社会関連管理部社会貢献チーム(3人
・1992年設置)予算決

メセナ活動基本方針

伊藤忠商事は国際的視野にたって、良き企業市民として果たすべき役割を自党し、国内のみならす国際的にも社
会貢献活動を行い豊かでゆとりのある社会の実現をめざす。

支援形態
活動名                    芸術分野 支援対象 ジャンル〔資金 人的 物的 場所 その他]支援目的

ロビーコンサート 音楽   1 2・ 4・ 9

・10・ 11

67

1 2

伊藤忠商事株式会社 商業

水の波紋'95 術

建

美

現
1・ 3・ 5    1   1 1。 2・ 7・

9。10

日本音楽文化交流協会 音楽   1 2・ 9'10

・ 11

日本環境映像祭 10。 11

早大アンコールワット修復 文歴 8。 9。 10

NHK交響楽団 音楽   1 2

大阪フィル八―モニー協会 音楽   1 2・ 9

改 美術   4   1・ 2・3  1 10。 11

修

青山を研究する会 他

日本フィル八―モニー交響楽団 音楽   1
日本交響楽振興財団 音楽   1

株式会社伊予銀行 銀行

資本金口 売上高(経常収益)日 経常利固口 設立1941年  従業員3374人 ※広報文化室(1人・1991年設
置)

メセナ活動基本方針

愛媛県内の営業店網(125か所)を活用し、地域に根ざした文化活動を発掘、支援することによって、当行の企業
理念「濁いて活力ある地域の明日を創る」を具現化していく。

支援形膠
活動名                  芸術分野 支援対象 ジャンル [資金 人的 物的 場所 その他〕支援目的

伊予銀行地域文化活動助成制度 楽

術

菫
曰
曇
六

1・ 5・ 6

1・ 3・ 4
3・ 4・ 5
。8。 9・

10民文・文学

・他

いよぎんギヤラリーどんどびの運営 美術   4 1・ 2・ 3

4・ 5

3・ 5・ 9

工芸・グラ

デ・服デ・

書道

岩谷産業株式会社 商業

資本金口l 売上高口l 設立1945年  従業員1937人  ※広報・社会関連部(10人 )/岩谷直治記念財団 予算決

メセナ活動基本方針

1「世の中に必要なものは栄える」という企業理念にもとづき、企業が社会のサプシステム(一員)と して社会から
信頼され、支持される存在となるため、当社は地球環境保全ならびに社会貢献活動に対し、企業の社会的責任と
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してとらえ、取り組んでいく。

2メセナ活動を社会貢献活動の一環としてとらえ、地域社会におけるコミュニケーションをより深耕するととも

に新しいコミュニケーションのあり方を探る方策とする。

3当社の企業文化に良い影書を与え、社員の意識や行動の変化として現れることを期待している。

支援形態

活動名                    芸術分野 支援対象 ジャンル〔資金 人的 物的 場所 その他]支援目的

NHK交響楽団との協賛事業 2・ 9。 10音楽   1。3  1
N響夏丁OKYO(NHKホ ール) 音楽   1 ●  2・ 10

N口夏OSAKA(フ ェスティパルホール) 音楽   1 2 2・ 5。 10

N響東北公演(青森、岩手、横手) 音楽   1 2・ 9

N響コンサート(オーチヤートホール)   音楽  1 ●  2

N響ヨーロッパ公演 音楽   1 2。 10

N薔室内楽 (イ ワタニライフアップコンサート 音楽

丸亀)

2 2 2・ 5・ 9

オペラ“素箋鳴"島根公演 音楽   1    3    1 1・ 2・ 7

9

テオフィルス・アンサンブルlN神戸 音楽   1    1 6・ 9。 10

株式会社内田洋行 商業

資本金口l 売上国口 経常利益口l設立1941年 従業員2460人  ※文化施設事業部(25人・1992年設置)/
m日米映画文化協会

メセナ活動基本方針

1文化の事業化を社会貢献の一環として推進する。

2芸術文化の振興をはかることにより、自社のイメージ向上につなける。

支援形態

活動名                    芸術分野 支援対象 ジャンル〔資金 人的 物的 場所 そαu支援目的

科学系博物館で「大生命展」を推進 映像 5。 92  1    1

「フルプライト氏」の日米&国際平和貢献映像 映像

の制作
2 5・ 10

日本紹介の映像「京都の歳時配」をCD― 映像          2 1  2      3・ 10

ROM制作
「映画100年配念」京都国際フェスティノUレア 映像                  1     10
メリカ映画上映会

「第1回まんか&ムービーオリジナル・ストー 映像                  1     3'4
リーコンペティション」後援
「財団法人日米映画文化協会」の運営 映像 2  2

AIU保険会社 損保

資本0日 売上高□ 設立1946年  従業員2500人

メセナ活動基本方針

1自分たちで考え、自分たちで企画し、自分たちで実施する。

2実施するほうも参加するほうも協力して実施する。

3継続して行う。

活動名

支援形態

芸術分野 支援対象 ジャンル〔資金 人的 物的 場所 その他〕支援目的

1・4'7    1  2   1    1A:Gコ ンサート 音楽   1 1'2・ 3

4・ 5
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資本金口 売上高口l 経常利益口 設立1988年  従業員1万人 ※総務部社会貢献推進室(2人・1991年設置)

予算決

メセナ活動基本方針

メセナ活動は、当社の4本の社会貢献活動の柱の一つである。

当社の社会貢献活動は、自らの企業活動を通して「新しい社会づくり、未来づくり」へ貢献し、情報に付加価値を
つけることにより「幸福の実現、文化創造へ寄与する」という企業理念を具現化するため、良き企業市民として「企

業も社会の構成員として社会的責任を果たす」ことを前提に、全社的な活動を推進しているところである。

1当社の4本の社会貢献活動の全般にわたつて、バランスのとれた施策を実施するとともに、当社の特性を活かし

た活動を展開する。

2良き企業市民としての社会貢献活動への取り組みを社内に定着するため「啓発活動」「全社的活動」「地域的活動」

を展開する。

支援形態

活動名                    芸術分野 支援対象 ジャンル〔資金 人的 物的 場所 そ(別口支援目的

ミュージカル「みくりや物語」公演への協賛 演劇   1 4 4

69NTTデータ通信株式会社 通信

N丁丁 DATA CONCERT of 00N―  音楽

CERTS opus l
2 5

N丁丁 DATAア ートセッション'95   美術   1    6    2 5

エーザイ株式会社 医薬

資本金□ 売上高日 経常利益口 設立1941年  従業員4441人

メセナ活動基本方針

弊社は「患者様と生活者の皆様の喜怒哀楽を考え、そのベネフィットの向上を第一義とし、世界のヘルスケアの

多様なニーズを充足する」ことを経営の理念としてヒューマン・ヘルスケア企業をめざし、その実現に邁進してい

ます。

医療と福祉か着実に発展を遂げ、その成果が生活者の皆様の健康に反映されることを目的に、以下のような学術
・文化の振興支援活動を展開しています。

支援形態

活動名                   芸術分野 支援対象 ジャンル [資金 人的 物的 場所 そ研回支援目的

内藤記念くすり博物館 博物 2 9。 11

特別展「人体の世界」協賛 一他 11

株式会社エフエム東京 放 送

資本調口 売上高日 経常利翻口 設立1970年 従業員149人  ※TOKYO FM少 年合唱団事務局(1人
・1985年設置)予算決

メセナ活動基本方針

1放送局という、公共性を持った立場から、企業活動で得た利益の一部を社会に選元したい。

2小学生の男の子(のみ)の少年合咽団の育成、情操教育、そして音楽活動(演奏会等)を通して、音楽文化の発展に

寄与したい。

支援形態

活動名                  芸術分野 支援対象 ジャンル [資金 人的 物的 場所 そα口

'颯

目的

TOKYO FM 少年合唱団
オペラ・コンサート出演他、活動

音楽   1。 2・ 3 1・ 3・4  2 2 3・ 4・ 9
。10

資本0□1 売上高日 経常利益口 設立1948年

1・ 2

量販店株式会社オートパックスセブン

1   1



+2t lG*BU/ri,Efi

活動名

支援形態
芸術分野 支援対象 ジャンル [資金 人的 物的 場所 その他〕支援目的

日本フィルハーモニー会 音楽  1
バナソニッククラシックコンサート 音楽   1

オムロン株式会社 他機械 (制御機器)

資本金口l 売上高口l 経常利翻口 設立1948年 従業員7710人  ※コーボレートコミュニケーションセンタ

ー企業市民グループ(3人 。1991年設置)予算決

メセナ活動基本方針

1社会貢献活動の理念的ベース :社憲(1959年制定)

2社会貢献活動の指針 :企業市民憲華(1991年制定)

メセナ活動も社会貢献活動の一環として上記にもとづいて実施している。

支援形態

活動名                    芸術分野 支援対象 ジャンル [資金 人的 物的 場所 その他〕支援目的

オムロン京都文化フォーラム協賛 他 1 1 5。 9。 11

オムロンけいはんな文化フォーラム協賛  他 1 1 5。 9。 11

ワタリウムヘの協賛 美術   1・ 4   1・ 5   1 1・ 5。 7

グリーン・コンサーツヘの協賛 音楽   1    1・ 2   1 1・ 5。 9

京都コンサートホール
バイプオルガンコンサートヘの協賛

音楽 2・ 5・ 9

結城座への支援 演劇   1 5

オリックス株式会社 他金融

資本金口 売上高日 経常利益口 設立1964年  従業員2490人

メセナ活動基本方針

1得られた利益の一部を社会に選元する。

2所有する美術品を死蔵せす広く一般に公開することで美術品の持つ本来の意味、意義を果たす。

支援形態

活動名                   芸術分野 支援対象 ジャンル〔資金 人的 物的 場所 そα回支援目的

そごう美術館への作品貸出 5。 7・ 9美術   3    1
世田谷美術館ヘ

オリックスコレクション37点寄託
美術   3    1・ 3 5。 7・ 9

世田谷美術館での作品展示 美術   3    1 5。 7・ 9

株式会社オンワード樫山 繊維

資本金口l 売上高日 経常利翻口 設立1947年 従業員3000人  ※フアッション大賞事務局(1人)予算決

活動名

支援形態

芸術分野 支援対象 ジャンル〔資金 人的 物的 場所 その他:支援目的

オンワード新人フアッション大賞 服デ 2  2

株式会社大分銀行 銀行

資本金■ 売上高(経常収益)日 経常利壺塵口 設立1892年  従業員2099人

メセナ活動基本方針

当行の経営理念「地域社会の繁栄に貢献するため銀行業務を通じ最善を尽くす」のもと、地域社会への貢献活動

の一環として行っている。

1   1
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支援形態
芸術分野 支援対象 ジャンル〔資金 人的 物的 場所 その他]支援目的

71
活動名

NHK交響楽団コンサート 音楽   1 2 5。 9

大分銀行フアミリーコンサート 音楽   1 1・2   2 3・ 4・ 9

大分銀行ウェンズディコンサート(月 3回) 音楽  1 1・ 2・ 7    2 1。 2・ 3

9

大分銀行絵画展 (通年) 1'2・ 7

9

株式会社大垣共立銀行 銀行

資本自口 売上高(経常収益)日 経常利益口 設立1896年  従業員2962人  予算決

メセナ活動基本方針

当行は、明治29年の創立以来、地域社会の一員として、地域の発展に貢献することが、社会的使命であると考え

てきました。

メセナ活動に関してはこれだけを個別にとらえるのではなく、広く社会貢献活動の一環としてとらえ、展開して

います。

当行の社会貢献活動の基本的な考え方は、銀行本来の金融業務、サービスを通して行うことをベースとし、本業

以外の分野においては、

1活動の地域。分野がバランスのとれたものであること

2無理なく、息長く続けられる活動であること

等に、留意して進めています。

支援形態

活動名                   芸術分野 支援対象 ジャンル〔資金 人的 物的 場所 そα回支援目的

「花フェスタ'95ぎふ」にパビリオン出展   他

「めいほう高原音楽祭」に協賛 音楽   1 7

各営業店ロビー展 美術・民文 1

・書道

１．

６

2 3・ 5。 9

水門川万灯流しに協賛 他

マジカルボールシューターを寄贈

100周年記念事業

営業店オリジナルイベント

他 2 9。 11

100周年記念美術展 美術   1    1・ 3   2 5,7・ 9

本店ビルのライトアップ 他 2 11

大垣ポスター展 美術 5'7。 9

和泉宗家後援会大垣友の会へ協賛 2 2・ 8

大阪ガス株式会社 ガス

資本0固 売上高日 経常利益目 設立1897年  従業員1万595人

メセナ活動基本方針

関西の地域に根ざした企業として、文化活動を支援し、地域の皆様から支持され信頼される企業グループをめざ

す。
支援形態

活動名                    芸術分野 支援対象 ジャンル〔資金 人的 物的 場所 その他]支援目的

大阪フィル八―モニー協会 音楽   1

国際デザイン展 グラデ

2  2五疇みどリレクチャーコンサート 音楽   4   1
奈良町物語館設立 博物

1

美術   1    1

博物

1

1



*241C#.EtbtttfrA

72 大阪国際室内楽コンクールフェスタ 音楽   4    1
シーボルト父子のみた日本展 他

株式会社沖縄銀行 銀行

資本金l口l 売上高(経常収益)|ヨ 経常利益日 設立1956年  従業員1551人  予算決

メセナ活動基本方針

1地方銀行としての立場から、基本的に県内の産業・文化・芸術等の発展に寄与する事項に対して、支援活動を行
つ )。

2県内はもとより、他県・海外を固わす地域の発展のために努力されている方々へ支援・助成を行っていく。

支援形態

活動名                   芸術分野 支援対象 ジャンル [資金 人的 物的 場所 そα回支援目的

mおきぎんふるさと振興基金助成 工芸 1・ 2。 9

オペラ「夕鶴」 音楽   1    3    1 5

ケルン市立美術館所蔵

印象派の巨匠展

美術   1    1 5

カトーレック株式会社 陸運

資本金口l 売上高口1 経常利1組ヨ 設立1961年  従業員2040人  ※m四国民家博物館

メセナ活動基本方針
・四国各地に残る古い民家や伝続産業施設、道具等を移築、復元、保存する。

花王株式会社 化学

資本当日 売上ロロ 設立1890年 従業員7865人
花王芸術文化財団 予算決

※広報センター文化活動担当(2人・1990年 設置)/m

メセナ活動基本方針

1メセナ活動は、花王いと1助花王芸術文化財団の両建ですすめる。花王榊の予算枠と財団の助成総額の制約もあ
り、オール花王として効果的に対応する。

2花王は老若男女、生活者すべてかお客様であり、長いこ愛顧に対し、芸術文化を通して社会貢献に努める。
3トータルな社会。文化活動を通じ、企業文化を確立し企業イメージの向上に努める。

支援形態

活動名                   芸術分野 支援対象 ジャンル [資金 人的 物的 場所 その他]支援目的

美術館連絡協議会(巡回美術展・学芸員研究 美術

補助・学芸員海外研修)

1・ 4・ 6  1。 2・ 3。   1

6

1。 2・ 5。

7・ 9・ 10

ピエール・プーレイズ フェスティパル   音楽  1   1 2・ 5。 10

モストリーモーツアルト・フェスティパル  音楽  1   1 2・ 5。 10

東山魁夷館ギャラリーコンサート 楽

術

音

美

5。 9。 10

東薔、読日、日本フィル定期演奏会支援   音楽  1   1・ 2・ 3  1 2・ 5

(在京)オーケストラヘの賛助 音楽   1 2・ 5

花王芸術文化財団へ出捐 出捐 1   2 1。 2・ 3。

4・ 5。 7

・9。 10

株式会社香川銀行 銀 行

資本金口l 売上高(経常収益)日 経常利益□ 設立1943年 従業員1362人  予算決



メセナ活動基本方針

子供たちの健全な育成

活動名

企業別メセナ活動一覧

支援形態
芸術分野 支援対象ジャンル〔資金 人的 物的 場所 その他]支援目的

7う

香川オリープ児童合唱団 音楽   1 1 2 2 4

鹿島建設株式会社 建設

資本金口 売上国日 経常利益日 設立1930年  従業員1万 4157人  ※鹿島美術財団、鹿島学術振興財団

活動名

支援形態

芸術分野 支援対象 ジャンル [資金 人的 物的 場所 その他]支援目的

東急Bunkamuraオ フィシャルサプライヤ 音楽

―                     美術

演劇

1・ 2

1。 4

1・ 2

1・ 3

1

3

1・ 7・ 10

天王洲アートスフ

営参加

4

演劇 3・ 4

新日本フィルハーモニーX.masコンサート 音楽   1   1
日本フィル人一モニー          音楽  1   1    1            7
ニューイヤーコンサート

鹿島彫刻コンクール           美術   1・ 2  3    2 1    1     1
東京国際映画祭 映像 2'7・ 10

'95日 露交歓コンサート 音楽   1    1 10

'95ア ーキテクチユア・オブ・ザ・イヤー展  現建 1 1 7

鹿島学術振興財団の活動 出捐 1 1 1。 2.5

鹿島美術財団の活動 術

捐

美

出
5。 6    1・ 2・ 3    1  1 1・ 2・ 5

鹿島美術財団主催の講演会 美術   5    1 1 1 5。 7

アニタ・グラフマン展 工芸 2  1 7・ 10

文化財保護振興財団への寄付 文歴 1。 2・ 8

東京オペラシティ文化施設運営(寄付)
楽

術

音

美

1・ 2

1・ 4

7

大阪フィル運営資金 音楽   1・ 3   1 2。 7

シカゴ・デトロイト「日本現代陶磁巨匠二人 工芸

展」協賛

10

「イタリアにおける日本95/96」事業への寄付 音楽
演劇

10

日フィルヨーロッパ公演寄付 音楽   1 7・ 10

働日本美術協会への基金寄付 音楽   4
美術   5・ 6

演劇  4
舞踊・現建

1。 2・ 3    1

1・ 2・ 3

1。 2'3・

4

2。 7・ 10

鍾紡株式会社 繊維

資本金口 売上高日 経常利鶴田 設立1887年  従業員1万人 予算決

メセナ活動基本方針

既存の活動に対する単なる冠協賛型ではなく、共に新しい文化を創造する活動の場を提供していく。

舞踊・映像
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活動名

支援形態

芸術分野 支援対象 ジャンル [資金 人的 物的 場所 その他〕支援目的

朝日ベルサ ロン 他 2  1 1・ 2・ 5

7・ 8

読売「ヒューマン・ドキュメンタリー」大賞カネ 文学
ボウスペシャル

3・ 5

カネボウミセス菫話大賞 文学 1 1 3・ 5

ピアノデュオ作品による第3回国際ビアノ・デ 音楽
ュオコンクール

3      1 1 1 1・ 2'3。

10

カネポウ国際女性映画週間 映像 1 1 1・ 2・ 3・

5。 10

カネボウ読売日響サマーコンサート 音楽   1 1 1 2・ 5

鐘紡繊維美術館 博物 2 1・2 1  1 5。 8・9

兼松株式会社 商業

資本金田 売上高日 経常利樹口1 設立1889年  従業員2500人  予算決

メセナ活動基本方針

1独自の活動としては、金銭的な援助よりも手づくりで運営できる活動。社員の関心、共感を得られるような取り
組みを行い結果的に社員の質の向上につなかる活動でありたい。

2協賛寄付に対してはケースパイケースで対応する(同業他社の動向も勘案)。

支援形態
活動名                    芸術分野 支援対象 ジャンル〔資金 人的 物的 場所 その他]支援目的

ギャラリーの運営 美術   4   1・2   2 1  1  1

亀田製菓株式会社 食 品

資本調日 売上高日 経常利樹口 設立1957年  従業員3409人

メセナ活動基本方針

「会社にまつわるすべての者の要望に応える」ことを経営理念に掲げており、事業を通して地域社会の発展を担う
だけでなく、会社の事情が許す範囲でメセナ活動も行うことを基本的な考え方としている。

支援形態

活動名                    芸術分野 支援対象 ジャンル [資金 人的 物的 場所 その他〕支援目的

新潟薪能 演劇   1 2 8。 9

日本海夕日コンサート 音楽   1 4

新潟県子ども劇場おやこ劇場協議会への協賛 演劇   1 3 4・ 9

勧角証券株式会社 証券

資本金口 売上高日 経常利樹口 設立1922年  従業員3499人

活動名
支援形態

芸術分野 支援対象ジャンル〔資金 人的 物的 場所 その他〕支援目的

日本オペラ振興会 音楽 3 1・ 2

九州交響楽団 音楽 1'2

関西電力株式会社 電 力

資本調口 売上高日 経常利益口 設立1951年  従業員2万 6707人

メセナ活動基本方針

1電気事業を言む当社は、電力の安定供給という社会的使命を果たすとともに、地域密着の事業であることか
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ら、地域のニーズに沿った活動を行っていくことが大切と考えている。

2このため芸術文化支援活動についても、一点豪華ではなく、地域における音楽、美術、演劇分野での継続的な活

動を進めていきたいと考えている。
支援形態

活動名                   芸術分野 支援対象 ジャンル〔資金 人的 物的 場所 そ(別□支援目的

かんでんクラシックスペシャル(大阪)   音楽  1 2 2・ 5・ 6

・9

75

福祉のフェスティパル～かかやきコンサート 楽

劇

音

演
1'4    2 2 2・ 5。 9

。
115

障害者芸術展～

ABLE ART'96 0SAKA
美術   1    1・ 3   2 2 1・ 2・ 3(

5。 9。11

かんでん子供ミュージカル(和歌山) 演劇   1  4・ 5  2 2・ 4。 9

かんでんクラシックコンサート(奈良)   音楽  1   1    2 2・ 5

9

かんでんクラシックコンサート(姫路)   音楽  1   1    2 2・ 5。 9

かんでんクラシックコンサート(滋賀)   音楽  1   1    2 2・ 5'9

大阪フィル人一モニー協会への活動資金援助 音楽   3   1 2

関西フィリリ 一ヽモニー管弦楽団への活動資金 音楽

援助

3      1 2

キヤノン株式会社 他電機 (機器)

資本到口 売上高日 経常利樹口 設立1937年  従業員2万0311人  ※文化支援推進課(6人・1991年設置)

予算決

メセナ活動基本方針

1イベントなど消費型(―過性)のものではなく、援助を必要とする人々に長く、継続的に行う。

2今まで培ってきた社内の資源(人と技術)を使って実施していく。

3映像(イ メージ)を扱うキヤノンらしい領域からスタートする。

支援形態

活動名                    芸術分野 支援対象 ジャンル〔資金 人的 物的 場所 その他]支援目的

美術・映像 1・ 5   6アートラボ第5回企画展 2  1・ 2  1。 2  1・ 2 1・ 7

アートラボ第6回企画展 美術・映像 1・ 5   6 2  1・ 2  1・ 2  1・ 2 1・ 7

第4回写真新世紀展 美術   1・ 6  4 2  2 2

キヤノン販売株式会社 商業

資本金口 売上自日 経常利劉口 設立1968年  従業員8600人 予算決

メセナ活動基本方針

ケースバイケースであり、基本的方針といえるものはない。ただし、キヤノングループとして、キヤノン株式会社

は社会文化支援センターという組織をもって実施している。

支援形態

活動名                   芸術分野 支援対象 ジャンル [資金 人的 物的 場所 そ(別口支援目的

7・ 92

キヤノンフォト八ウス(写真展)(全国5か所)美術   1・4  4 2 1  ●  1・ 5

資本金口l売上高口l経常利益□l予算決

美術   1・ 4  4 2キヤノンワンダーミュージアム 1   ●  7

食 品キユービー株式会社

日本文化デザイン会議'95         出捐
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メセナ活動基本方針
主婦の方々が行う文化活動に、場を提供し、お手伝いをする。

支援形態
活動名                   芸術分野 支援対象 ジャンル〔資金 人的 物的 場所 そα回支援目的

お母さんコーラス 音楽   1    7

キリンビール株式会社 食品

資本金口 売上高日 経常利壺菫】 設立1907年 従業員8391人  ※広報部社会貢献窒(8人・1987年設置)

予算決

メセナ活動基本方針

経営理念
―

私たちは世界の人々の健康、楽しき、快適さに貢献します。
1若手芸術蒙の発掘、育成のための支援活動。
・キリンコンテンポラリーアワード(一般公募コンクール、作品展)。

・キリンプラザ大阪の企画運営。
・キリンアートスペース原宿の企画運営。
・横浜ビアビレッジにおける彫刻展。
2人々への優れた芸術作品の提供。
・キリンニューイヤーコンサート。
・現代舞踊シリーズヘの協賛。

3全国の事業所で地域に密着したメセナ活動を実施する。

支援形態
活動名                  芸術分野 支援対象 ジャンル〔資金 人的 物的 場所 その他]支援目的

キリンプラザ大阪 美術・舞踊 1・ 4
・映像・グ

2  1 1。 2・ 7・

10

キリンアートスペース原宿 美術   1・4 2  1 1・ 2・ 7

キリンコンテンポラリーアワード'95 音楽

美術

演劇

舞踊・映像
・工芸・グ
ラデ・服デ
・民文・文
学・書道・

文歴・現建
・造日・他

4

6

4

7

6

6

2 1,2・ 7

キリンコンテンポラリーアワード受費者作品 美術・舞踊 1

展                     ・映像
2 1'2・ 7

H.アールカオス公演協賛 2・ 7

キリンニューイヤーコンサート 音楽   1 5。 6・ 7

オーケストラアンサンブル金沢公演 音楽   1 2・ 5'6
'7・ 9

オーケストラヘルマンプライ特別公演   音楽  1 2。 5・ 6

・9・ 10

カロリン・カールソン公演 2・ 5。 7

'10

ウィリアム・フォーサイス&フランクフルトパ 舞踊
レエ団公演

2・ 5'7
・10

ポールテイラー舞踏団公演 2・ 5'7
・10



マリオ・チェロリ彫刻展 美術   1    3    1
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。
9。 10

77

サイトウキネンオーケストラ公演 音楽 2・ 5。 9
。10

三沢憲司個展 美術 3 2・ 5。 7

神奈川フィル八―モニー交薔楽団協賛   音楽  3 2・ 9

東京芸術大学オペラ公演 音楽 3 1・ 3

水の波紋 '95 術

　

劇

美

　

演

1・ 2・ 3・   1

4・ 5・ 6

3

2・ 5。 7
。9

舞踊・映像

近江猿楽多賀座「多賀大田楽」公演 濱劇・民文 1。3   2 1  2 1・ 2 3・ 4・ 8

・9

東京 交 響乗 団他 貫 助芸 音楽   3    1・ 2・ 3  1 2

国際八―モニカフェステイパル 音楽   1 7 2・ 3・ 9
。10

国際音楽祭ヤングプラ八 音楽   1 1・ 10

ピアパーク北陸彫刻コンクール 美術   2    3 1・ 2'5。

7・ 9

第7回国際親善交流特別演奏会 音楽   1 1・ 2・ 6・

10

株式会社北川鉄工所 産業機械

資本金口1 売上菌日 経常利益口 設立1941年  従業員1200人  予算決

広島交響楽団コンサート(キタガワアザレアコ 音楽

ンサード95)
1   2

北野建設株式会社 建設

資本金l口 売上高日 経常利翻口 設立1946年  従業員727人 ※関連事業管理部(6人・1987年設置)/m
北野美術館

メセナ活動基本方針

当社のメセナ活動に関する考え方は「企業文化を創造する」というキャッチフレーズにも表れているように、地

元企業として地域へ芸術・文化を通して貢献することを重要な使命の一つとしていることである。

支援形態

活動名                   芸術分野 支援対象 ジャンル [資金 人的 物的 場所 そ(研回支援目的

アスペンミュージックフェステイパル   音楽  1
出捐

中村橋之助歌舞伎舞踊公演他7件      舞踊・他          2            8
善光寺薪能 演劇 2

東京フィル八―モニー交響楽団コンサート協 音楽   1   1
贅

長野県美術教育研究大会         美術  5   6    1            9

メセナ活動基本方針

1地域社会における文化振興への貢献。

2経営環境に左右されることなく継続的に実施し、企業文化の確立をめざす。

支援形態

活動名                   芸術分野 支援対象 ジャンル [資金 人的 物的 場所 そαu支援目的
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小山敬三画伯生誕100年回顧展 美術   1 9

上越市立市民アートギャラリー名作展   美術   3   3 ●  11

株式会社紀伊國屋書店 商業
資本調■ 売上高口 経常利書撻]設 立1946年  従業員2540人

メセナ活動基本方針

1長い展望に立った支援活動を行う。
2紀伊國屋ホール、紀伊國屋演劇賞の運営を通して、つねに良質な演劇を提供し、また者手劇団を重用して世に送

り出す等、演劇文化の向上に貢献する。
31993年「演劇振興基金」を設■し、半年ことの決算時に1000万 円すつ積み立て、紀伊國屋演劇賞か永く継続で

きるよう、また現代演劇発展の一助となるよう、演劇芸術の振興に力を注ぐ。
4新宿南口に紀伊國屋サザンシアターを1996年 10月 に新規開設するための準備を進めている.新劇場も廉価で

■貸し、つねに良質の演劇を提供し、新人を発掘するなど演劇文化向上に寄与していく。

支援形態
活動名                    芸術分野 支援対象 ジャンル [資金 人的 物的 場所 そα回支援目的

紀伊國屋ホールの運営 演劇   1・ 2 3・ 4・ 5 2
'6

1・ 2・ 5。

7・ 8

紀伊國屋画廊の運営 美術   1・ 4 1.2・ 3・  2
4

1。 2・ 5。

7

第30回紀伊國屋演劇賞の運営 演劇   1 3。 4・ 5   2 １
．

７

日本舞台テレビ美術家協会主催
第22回「伊藤棗朔賞」協賛

演劇   1 3・ 4・ 5   1 1。 2・ 5'

7・ 8

株式会社紀陽銀行 銀 行

資本金□ 売上高(経常収益)日 経常利固□ 設立1895年 従業員2625人 ※②紀陽文化財団(2人・1995
年設置)予算決

メセナ活動基本方針

音楽・美術等、芸術を通して文化の向上をはかり、心豊かな地域づくりに寄与することを目的とする。この目的を
達成するために、

1芸術文化に関する事業の実施。
2芸術文化活動に対する支援。
3芸術文化の鑑賞機会の提供。
4その他、上記の目的を達成するために必要な事業。

支援形態
活動名                   芸術分野 支援対象 ジャンル [資金 人的 物的 場所 そαu支援目的

紀陽文化財団 出捐 1  2

大阪センチュリー交響楽団演奏会 音楽 2 5'9

澤和樹弦楽四重奏団演奏会 音楽 2 5。 9

杉谷昭子ピアノ演奏会 音楽 2・ 5。 9

紀陽フアミリーシアター 2 9・ 11

能野古道を翔く 文歴 1  2 9。 11

京セラ株式会社 他電機
資本金口 売上高日 経常利1■ヨ 設立1959年  従業員1万3470人  ※助稲盛財団

メセナ活動基本方針

1後世に伝えるに足る文化・芸術への側面からの支援。
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2大勢の人々に感動を与えた創作活動に対する願彰。

支援形態

活動名                    芸術分野 支援対象 ジャンル〔資金 人的 物的 場所 その他]支援目的

阪神大晨災育英資金チャリティーコンサート 音楽  1   4    1

79

チャイコフスキー記念モスクワ音楽院
'95日 露交歓コンサート

音楽   1    1

宵々山コンサー ト'95 音楽   1 4

京都コンサートホール

オープニング記念事業

音楽   1

第9回京都芸術祭 音楽

第8回東京国際映画祭 映像

ミャンマー伝統舞踊京都公演 舞踊

グリーンコンサート 音楽   1 1・ 2    1
片山家能楽保存財団 演劇   3    2
第7回京都フランス音楽アカデミー 音楽   1    1・ 2   1
葵祭行列協賛会 民文

祗園祭協賛会 民文

その他の協賛会 音楽・民文 1    4
中国良渚遺跡発掘調査 文歴 1 1

京都中央信用金庫 他金融 (信用金庫)

資本金□ 売上高(預金量)日 経常利樹□ 設立1940年  従業員2400人  ※m中信美術奨励基金 予算決

メセナ活動基本方針

1基本理念の確立
・経営者に使命感ともいえる基本理念が確立していること。
・信用金庫ということから身近な地域文化への取り組み。またトップかとくに造詣か深い美術、音楽等への分野ヘ

の取り組み。

2経営者の協力
・財団の設立や事業運営等にトップ自らか協力する姿勢を示し、メセナの意義を職員全体に浸透させている。

3参加型メセナ
・資金的な援助はもちろんであるが、人的援助によるソフトの継承に重点を目いている。したかって運営には積極

的に,加。できるかぎり企業色を出さない専門スタッフを育てることを基本としている。

4企業内文化の向上
・職員の関心を高めるため「こころと文化の21世紀へ」をキャッチフレーズとして掲げ、金庫の基本理念を社外、

社内的に表現している。
・財団活動を社内通知文で流し、参加を求めたり、社内報や社内ビテオでPRしている。

支援形態

活動名                    芸術分野 支援対象 ジャンル〔資金 人的 物的 場所 その他1支援目的

第8回京都美術文化賞贈呈 *ffi 5 1-3,6 1 2・ 9

第8回京都美術文化賞受賞記念展 美術   1    1～ 3,6  1 2・ 5・ 9

祗園祭りへの参画 民文 1   2 8・ 9

「美術京都」出版 美術   5   1～ 3,6 1 5。 9

江州音頭フェスティバル参加協力 民文 2  2 8・ 9

資本到口 売上高口 経常利固口 設立1949年  従業員5300人 予算決

化学協和発酵工業株式会社
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メセナ活動基本方針

1企業市民としての責任事項として行う。
2地域社会への遺元として青少年の健全な育成をはかるうえでの環境づくりを行う。

3社員の社会意識や感性を高め、企業体質の改善に資する。

支援形態

活動名                   芸術分野 支援対象 ジャンル [資金 人的 物的 場所 その他餃綴目的

第8回朝日ヤングセッション

安藤忠雄講演会「自由に生きる」

他

劇団目覚時計公演「青いガラスとエメラルト」 4 4・ 9

日本フィル ニューイヤーコンサート   音楽  1 2・ 5

第7回朝日ヤングセッション

平山郁夫講演録 出版(贈呈)

他 2 4

桐生機械株式会社 自動車
資本当日 売上高日 経常利樹口 設立1906年  従業員880人 予算決

メセナ活動基本方針

社員の文化意識の向上および育成。

活動名

支援形態
芸術分野 支援対象ジャンル〔資金 人的 物的 場所 その他〕支援目的

桐生音楽文化協会への参加 1'2・ 3・   1
4・ 5

5・ 9

近畿コカ・コーラボトリング株式会社 食品

資本0日 売上高日 経常利益□ 設立1960年  従業員2707人  予算決

活動名

支援形態
芸術分野 支援対象ジャンル〔資金 人的 物的 場所 その他]支援目的

さわやかチャリティーコンサート

さわやかクリスマスコンサート 音楽   1 6 9。 11

高松宮杯全日本中学校英語弁論大会 文学 4・ 10

みどりのチャリテイ「3000人の吹奏楽」  音楽  1 7 4・ 6

プラス・エキスポ 4

株式会社クボタ 産業機械
資本自口 売上国日 経常利翻口 設立1890年  従業員1万5962人

メセナ活動基本方針

1社会貢献の一環としてメセナ活動を行う。

2企業文化の確立という視点から活動内容を検討し、前向きに対応する。

支援形態

活動名                   芸術分野 支援対象 ジャンル [資金 人的 物的 場所 そ(研回支援目的

「風。大地・緑の歌」―宗次郎オカリナ協奏曲― 音楽
演奏会協賛

1・7   1

いすみホール企画             音楽
「バロックフェスティノUレ」「プラームスの散歩
道」協賛

株式会社熊本フアミリー銀行 銀行

資本金日 経常利益口 設立1929年  従業員1852人

音楽   1   1    2           4。 6

音楽   1
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メセナ活動基本方針

地域金融機関として、地域社会への貢献を念頭に積極的な活動を展開する。

支援形態
活動名                    芸術分野 支援対象 ジャンル [資金 人的 物的 場所 その他〕支援目的

女声合唱フェスティパル

81

音楽   1    7

株式会社群馬銀行 銀行

資本金□l 売上高(経常収益)日 経常利益口 設立1932年  従業員4025人

メセナ活動基本方針

1地域貢献活動の一分野として、その芸術文化活動か地域の文化向上に貢献するものに対して支援する。
2「メセナ活動」という言葉は使用していません。したかって以下の回答については、地域貢献活動の中で対象か

芸術分野のものについての対応状況です。

支援形態
活動名                    芸術分野 支援対象 ジャンル [資金 人的 物的 場所 その他]支援目的

群馬交響楽団賛助会員 2・ 9音楽   3   1
群馬交響楽固定期演奏会協賛 音楽   1 2・ 9

群馬交響楽団演奏会活動支援 音楽   1 2 2・ 5

高崎元旦コンサート協賛 音楽   1    1 2・ 9

草津国際音楽アカデミー賛助 音楽   1    1 1・ 3。 4

大川美術館活動賛助 美術   4   1
上毛文学費後援 文学 1・ 9

群馬の近代化遺産

「立風爽たる上州」出版
前構音楽文化協会支援           音楽・美術         1            9

・演劇・舞

踊

文歴

コスモ石油株式会社 石油
資本金口1 売上高口l 経常利益|四 設立1986年  従業員3561人  予算決

支援形態

芸術分野 支援対象 ジャンル〔資金 人的 物的 場所 その他〕支援目的

PMFコ ンサート 音楽   1 2

株式会社公益祓 サービス
資本劃口 売上高日 経常利樹口 設立1943年

メセナ活動基本方針
協賛方式での活動が基本。

活動名
支援形態

芸術分野 支援対象 ジャンル〔資金 人的 物的 場所 その他〕支援目的

大阪フィ 音楽   1

株式会社講談社 出版

資本金口 売上高日 経常利固口 設立1909年  従業員1200人

メセナ活動基本方針

1本社は出版社ですので出版文化の向上を目的とした各種の■を設けています(国内、海外ともに)。

2この流れのなかから各地の学校、図書館(国内外)へ図書寄贈を行っています。

9

活動名
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3日本文化の向上に尽くしなから報われることの少ない人に対しては吉川英治文化賞を贈呈しています。

4これ以外の分野においてはその都度検討して決めています。

支援形態

活動名                    芸術分野 支援対象 ジャンル [資金 人的 物的 場所 その他]支援目的

角屋保存会 文歴

株式会社サングツ 建設

資本到四 売上高日 経常利樹口 設立1953年  従業員1200人

活動名

支援形態

芸術分野 支援対象 ジャンル [資金 人的 物的 場所 その他〕支援目的

腑スフィアの文化活動協賛 3 11

名 古屋 を ど り後艦 9

名古屋むすめ歌舞伎後援 演劇   1 3

サントリー株式会社 食品

資本金□ 売上高日 経常利固口 設立1899年  従業員4814人  ※文化事業部(8人 。1987年設置)予算決

メセナ活動基本方針

1利益三分主義
―

企業活動で得た利益の一部は社会に選元すべし。

2生活文化企業一
企業活動自体か深く生活文化と結びついている独自の企業風土に根ざす。

3コーボレートシチズンシップ
ー

企業も社会の一員として積極的な貢献を果たすことで市民権を獲得する。

支援形態

活動名                    芸術分野 支援対象 ジャンル〔資金 人的 物的 場所 その他]支援目的

サントリーホールの運営、公演 音楽   1・ 2・ 3・ 1・ 2・ 3・  1。 2 1・ 2 1・2 1・ 2

4    4・ 5・ 6
。7

1・ 2・ 3。

4・ 5・ 7

サントリー音楽賞 音楽   3   1・ 2・ 3  2 1・ 2       1・ 2・ 7

芥川作曲賞 音楽   3   2 2 1・ 2 1・ 2・ 7

「ポリフォーン」出版 音楽 1・ 2・ 3・   2  1。 2

4・ 5

5

「ニューイヤーコンサート」 音楽   1 1   2 5

「一万人の第九」コンサート 音楽   1 1  2

サントリー音楽財団の運営 音楽 1・ 2・ 3・  1・ 2 1
4・ 5

2  1・ 2 1・ |

5。

白州・夏・フェスティバル 楽

術

劇

踊

音

美

演

舞

1・ 2・ 4

3・ 5

3

1   2   1 1・

9

サントリーミュージアム「天保山」の運営  美術 1・ 2・ 3・  1。 2・ 3・   2  1・ 2  1・ 2  1'2       1--5,7

4   4・ 5

サントリー美術館の運営 美術 1・ 2・ 3' 1。 2・ 3・   2  1・ 2  1。 2  1・ 2

4   4・ 5

1・ 2・ 5

8

ひょうご舞台芸術「GHE丁丁0」協賛 演劇   1   3   1 1・ 2 1 1・ 2

オペラ「金閣寺」協賛 音楽   1    2    1 2・ 7

リュミエール・メリエス映画祭協賛 映像 2・ 5。 8

2 1・2    1サントリー地域文化賞 民文 9

固名古屋フィル八―モニー交響楽団賛助  音楽   1   1    1

舞 踊
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サントリーミステリー大賞 文学 1。2 2 1・ 2・ 3

開高健賞 文学 1・ 2 2 1・ 2.3

サントリー文化財団の運営 出捐 1・2 2 11

株式会社さくら銀行 銀行

資本0日1 経常利固固 設立1876年  従業員2万1600人  予算決

メセナ活動基本方針

1当行ではメセナ活動も社会貢献活動の一分野と位置づけている。

2この活動に対する基本取り組み方針はつきのとおり。
「当行および当行の行員が継続的に行える活動を中心に、当行の支店が存在する地域レベルでの貢献活動に取り

組む」。

社会貢献活動に取り組む目的は、企業理念の一つである「地域とのふれあいを大切にし、お客様とともに歩む銀
行」の実現をめざしていくためである。

支援形態

活動名                   芸術分野 支援対象 ジャンル〔資金 人的 物的 場所 その他]支援目的

京都文化財展示室の運営 民文・文歴 2・ 5。 92  2   1    1

貨幣資料室の運営 他 2  1    1    1 5。 11

プロムナードコンサートの運営 音楽   1 7 2  2   1    1 1・ 2・ 9

各種音楽団体等への支援 音楽     1・ 3    1。 2。 3    1  2 ● 1・ 2・ 5

6。 7

支店ロビーコンサート 音楽   1 2  2 9

株式会社佐賀銀行 銀行

資本金口l 売上高(経常収益)日 経常利益日 設立1955年  従業員2052人  ※佐賀銀行文化財団 予算決

メセナ活動基本方針

美術・音楽・演劇等を通して文化の向上をはかり、豊かな地域づくりに寄与する。

支援形憩

活動名                   芸術分野 支援対象 ジャンル [資金 人的 物的 場所 そ(研u支援目的

財佐賀銀行文化財団への寄付 出捐

相模鉄道株式会社 鉄道

資本0□1 売上高日 経常利益四 設立1917年  従業員2419人  予算決

メセナ活動基本方針

地域住民の方への広報活動のツールの一つと位置づけ、沿線居住者の好感度の獲得を目的としている。

支援形態

活動名                    芸術分野 支援対象 ジャンル [資金 人的 物的 場所 その他]支援目的

相鉄ギャラ リー企画展 美術   1・ 4  1・ 2・ 3・  2
4

相鉄ギャラリー相鉄奨励展 美術   1・ 4  1・ 2・ 3・  2 1・ 2・ 3

資本金□ 売上高日 経常利翻口 設立1931年  従業員5348人

4

建設佐藤工業株式会社

1         9
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メセナ活動基本方針

建設業の本業として豊かな社会を支える役割を果たすとともに、企業市民としても学術・文化などきまざまな分

野での支援活動を通して社会との交流を深める。

支援形態

活動名                    芸術分野 支援対象 ジャンル〔資金 人的 物的 場所 その他]支援目的

励富山美術館への活動支援 美術   1・ 4・ 5 1・6   1
動NHK交響楽団活動支援 音楽   3   1 10

第18回びあフィルムフェスティバル活動支援 映像 1・ 3

第5回TAMA CINEMA FO日 UM   映像 5。 9

三協アルミニウムエ業株式会社 金属製品

資本0□ 売上高口l 経常利翻日 設立1960年  従業員6171人  ※広報室 予算決

ホームタウンコンサート 音楽     1      4       1

株式会社三協精機製作所 電機部品

資本金□ 売上高日 経常利益口 設立1946年  従業員2411人

活動名

支援形態

芸術分野 支援対象 ジャンル [資金 人的 物的 場所 その他〕支援目的

諏訪湖オルゴール博物館(奏鳴館)への協力 博物 1  1・ 2    ●  5。 9

株式会社三陽商会 繊維

資本金口 売上高日 経常利益口 設立1943年  従業員2108人  予算決

メセナ活動基本方針

サンヨーホールコンサートは、1985年 12月 より会長、吉原信之の発表により企業利益の社会還元を主目的とし

てスタートした、無料招待形式のコンサートイベントです。
い
いい音楽をできるだけ多くの人に

″
をモットーに音楽

ジャンルにとらわれない、ミニスペースを活かしたアットホームなコンサートを宣伝色を出さすに開催していま

す。
支援形態

活動名                   芸術分野 支援対象 ジャンル [資金 人的 物的 場所 その他〕支援目的

おとなの子守歌 5。 72

演歌をお料理 ! 2 5・ 7

いつか聴いた歌Pa威14 2 5。 7

する休み 2 5。 7

おしやべり音楽会Part12 音楽 5。 72

みんな大好き ! 音楽 5。 72

三洋電機株式会社 家電

資本調口 売上高口l 経常利1撻ヨ 設立1950年 従業員2万5625人  ※社会業務センター 社会文化課(5人

・1991年設■)予算決

メセナ活動基本方針

1良き企業市民として、いきいきした豊かな社会づくりの一端を担い、企業と社会の接点として双方のニーズを

汲み上げ、共生できるようにコーディネートしていく。

メセナ活動基本方針

地域社会に対する文化・芸術・スポーツの発展振興という視点でメセナを考え、支援または主催をしている。

支援形態

活動名                  芸術分野 支援対象 ジャンル〔資金 人的 物的 場所 そ(所回支颯目的

音楽

首 棄

音楽 1

言 棄 1
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2社会貢献の一環としてのメセナを通じ、社員ひとりひとりか芸術・文化に興味を持ち、また積極的に,加する文

化の香りあふれる社風づくりに努める。

3単に資金を提供するだけでなく、ともに汗を流し、時間を費やし、知恵を絞り、一つの目標に向かい支援団体と

ともに歩む活動をめざす。

4自社企業文化の確立を通じ、結果として企業イメージ向上につなかれば幸いである。

支援形態

活動名                   芸術分野 支援対象 ジャンル [資金 人的 物的 場所 そ研u支援目的

大阪シンフォニカー支援         音楽  1'3  1

85

1  2   1    1 1・ 5。 9

大泉文化むらコンサート協賛 音楽   1    1 2・ 5。 9

田大阪フィル八―モニー後援会 音楽 2・ 9

関西フィルハーモニー後援会 音楽 2・ 9

m関西芸術文化協会オペラ協賛      音楽   1   3    1 1・ 5'9

'95「国際少年少女合唱祭・大阪」 音楽   1    7    1 4

音楽   1 6

いすみホール主催公演協賛 1・ 5。 9

第71回白日展協賛 美術   1・ 2・ 5 1・ 3   1 1・ 5。 9

ビデオコンテスト協賛 映像 1   1

毎日DAS学生デザイン賞「洋々賞」    美術  1   1 1・ 7

女流回ス|ウ イメンズ
.95」

協貢 美術   1    1'4・ 6  1 1。 5。 9

囲上 万 又 (歴能協 会 民又 8。 9

JTB株式会社 サービス
資本金日1 設立1963年  従業員8900人  予算決

メセナ活動基本方針

1内外にわたる人々と文化の交流をすすめ、より豊かな生活に貢献する。

2良き企業市民として、地域の観光・文化の資源の保全振興に寄与する。

支援形態

活動名                    芸術分野 支援対象 ジャンル [資金 人的 物的 場所 その他〕支援目的

旅行文化講演会(年間10回)        他            2 1。 2 5。 9・ 10

旅行文化賞3賞 (JTB紀行文学大賞    美術

JTB旅行文化賞、JTB旅行写真賞)の設置 文学
5 2 ●  1。 3

1社の賑い」 民又 1。 2 1・ 2       1 8・ 9

観光文化資料館(旅の図書館)の運営 他 2 0  11

株式会社JEUGIA(ジュージヤ) 商業

資本金口 売上高日 経常利益田 設立1952年  従業員288人

メセナ活動基本方針

地域における音楽芸術の普及・振興をはかり、若い人々の育成と発展に結びつくものを中心に、自主的な文化支

援と振興に努めている。

支援形態

活動名                    芸術分野 支援対象 ジャンルロ除 人的 物的 場所 その他]支援目的

'95京都ピアノコンクール 音楽   3   1    2 1  1  1
財団法人京都市音楽芸術振興財団への寄付  音楽・出捐 3 9

(阪神淡路大震災)

被災者を励ますコンサート協賛

音楽   1    1

1
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86
資本金日 売上高日 経常利益口 設立1941年  従業員1000人  予算決

メセナ活動基本方針

文化的道具として文具を扱い、生活文化価値創造企業をめざすことから、商品だけでは伝えることのできない部

分での社会への参画とともに、社会活動へ参加することで、時代の求める新しい価値を創造し、生活文化の向上に

貢献していきたいと考えます。

支援形態

活動名                    芸術分野 支援対象 ジャンル [資金 人的 物的 場所 その他〕支援目的

ジャバン・アート・スカラシップ 美術   1 1・ 75

シヤチハタエ業株式会社 他製造

株式会社ジャバンメンテナンス サービス
資本金口 売上高日 経常利翻口 設立1973年  従業員2006人  予算決

メセナ活動基本方針

佛ニチイを中核とするマイカルグループの一員であり、基本的活動は、グループにMC(マイカル・コーボレート
・コミュニケーション)推進委員会という組織があり年間計画を立案し実施しています。

支援形態

活動名                  芸術分野 支援対象 ジャンル〔資金 人的 物的 場所 その他]支援目的

大阪国際蘭フェスティバル'95 造園 10・ 11

神戸ルミナリエ 工芸 10。 11

四国コカ・コーラボトリング株式会社 食 品

資本金口l 売上高口l 経常利固日 設立1963年  従業員850人 ※営業管理部 広報広告(3人 )予算決

メセナ活動基本方針

基本的には協力支援の方向にある。

活動名

各種演奏会広告協賛(16件 ) 音楽

四国電力株式会社 電 力

資本金口l 設立1951年  従業員5878人  ※帥よんでん文化振興財団 予算決

メセナ活動基本方針

当社は、地域共生という基本理念に基づき、「四園地域における芸術文化振興をはかり、わが国の文化の向上、発

展に寄与する」ことを念願している。そのため当社は、平成3年10月に設立した「働よんでん文化振興財団」におい

て、諸活動を実施している。

[主な活動内容]

1主催事業として、平成7年度は、「ふれあいコンサート オペラ。名曲のタベ」を開催。

2四国出身・在住者の美術、音楽を中心とした芸術の分野における諸活動に対する助成および顕彰(平成7年度15

名)。

3四国地域に、優れた芸術文化活動の鑑賞機会を提供するために、各種事業に対する助成の実施(平成7年度、音

楽24件、美術5件 計29件 )。

支援形態

活動名                    芸術分野 支援対象 ジャンル [資金 人的 物的 場所 その他〕支援目的

ヨンデンギャラリーの運営 美術・工芸 1    1・ 4 5'9

よんでん文化振興財団への支援(寄付)   出捐 1・ 3'5。

7・ 9

よんでん文化振興財団主催行事への協力・支 他

援

5。 9

支援形態

芸術分野 支援対象 ジャンル〔資金 人的 物的 場所 その他]支援目的

2
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資本金□ 売上高日 経常利翻口 設立1872年 従業員4323人  ※企業文化部(16人・1990年設置)予算

決

メセナ活動基本方針

1資生堂の企業理念(美 しい生活文化の創造)と合致するもの

2現時点で評価の定まっていないもの

3コンテンポラリー(同時代)なもの

4前衛的なもの

5実験的なもの

以上を基本的な条件としてさらに以下も加えています。

6女性の表現活動へのサポート

7アール・ヌーボーやジャポニスムなど資生堂が共感してきた表現様式や美意識に関連したもの。

支援形態

活動名                    芸術分野 支援対象 ジャンル〔資金 人的 物的 場所 その他]支援目的

トポスの復権――Field Fo「 lnte「 sect  美術   1   5    1 1・ 7

株式会社資生堂 化学

第4回東京国際合唱フェスティバル 音楽   1 3。 10

カナダ現代美術展 美術   1 4。 5   1 1・ 7。 10

ガプリエル・フォーレ演奏会 音楽   1 2

国際メセナ会議'95 他 10

第3回プリンツ21版画グランプリ展 美術   6    2 1・ 7

劇団態変大阪公演「ダ・キ・シ・メ・タイ」   演劇   1   3 1   2 2・ 11

第49回女流画家協会展・資生堂賞 美術   6   1 1・ 7

内藤礼個展(国立国際美術館)       美術  1   5    1 7

ひょうこ舞台芸術第9回公演「GHETTO」 演劇   1   3    1 7

平川滋子個展 (ド イツ・フライブルグ ) 美術   1    5 1'7

禁国強ヴェニス支援 美術   1    5 2・ 7・ 10

松山修平 ベニス個展「SHIN-ON'95」  美術  1   5 2,7・ 10

ヴェニス・ビエンナーレ'95 美術   1 1・ 2・ 3・  1
4・ 5・ 6

7・ 10

lkeda Water Network ProJect *ffi 1 5 7・ 10

スリー音楽祭'95 音楽   1 1   2 10

「水の波紋'95」展 美術   1 5 7

10画廊からの発言展 美術   1 5 1・ 7・ 9

第40回CWAJ現 代版画展 美術   6   2 1・ 7

創造する伝統'95-現代の音楽・自然の中の 音楽
コンサート

2 7

The Land of Paradox展1       美術   1    4 1・ 7・ 10

戦後文化の軌跡――-1945～ 1995 美術   1 1・ 2・ 3・   1
4・ 5。 6

5

ロンドンV&A美術館「現代日本工芸展」  美術   1   3    1 10

New Asian Att Show国際交感芸術祭 美術  1   5    1 1・ 7・ 10

「モードと諷刺」展 服デ 5

lDEAL COPY「 Channel 美術

Exchange LA」
1       5

山海塾 1995年 度公演 舞踊
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八―フムーン・シアター「ガット・ガールズ」 演劇   1 388 7

「アバカノビツチヘの手紙」ポーランド公演 舞踊 7・ 10

第1回現代詩フェスティパル 文学 7

千麗舞の夕。東京公演 舞踊

朝鮮時代―男と女の空間展 工芸 10

アールデコの彫刻「エドウアール・サンド展」 美術  1   6    1 5

リヨン・ビエンナーレ 美術   1    6    1 7・ 10

国際アートフォーラム「アジア・エッジ1996/ 美術

東京」
5 7・ 10

オルセー美術館展 美術   1 5。 10

ギヤラリーNWハ ウス「CURATORs 美術
EYE'95」

1    1・5   1 1・ 7

第5回「いのちの輝き」作詩大賞 文学 5

資生堂ギヤラリー展覧会の企画・運営    美術   2 1・ 2・ 3・   2

4・ 5'6

1・ 7

ザ・ギンザ アートスペース展覧会の企画・運営 美術   2 1・ 2・ 3・  2
4'5。 6

1・ 7

資生堂アート八ウス展覧会の企画・運営   美術   2 1・ 2・ 3・  2
4。 5。 6

資生堂アートハウスコンサートの企画。運営 音楽  1   1 2

株式会社清水建設 建設

資本到日 売上高日 経常利1撻ヨ 設立1804年  従業員1万5000人

メセナ活動基本方針

社会のニーズに合致したものを選んで支援する。

支援形態

芸術分野 支援対象 ジャンル [資金 人的 物的 場所 その他]支援目的

東京オペラシテ イ財団への寄付 音楽   2   3    1 1,2

大阪フィル八―モニー協会寄付 音楽   2    1 1・ 2

タイ・日文化交流フォーラム寄付 文歴・現建 7・ 9・ 10

株式会社十八銀行 銀行

資本金口l 売上高(経常収益)日 経常利益口 設立1877年  従業員2194人  ※財十八銀行社会開発振興基金

メセナ活動基本方針

地域における教育・科学・芸術・文化・体育等の向上に資することを基本方針としている。

支援形態

活動名                   芸術分野 支援対象 ジャンル I資金 人的 物的 場所 その他減媛目的

長崎市民。長崎県民演劇祭 澤110     1       3・ 4。 5   1 1。 3

長崎県民文化祭 他 1・ 3

長崎市民・長崎県美術展 美術 1・ 2・ 3。   1
4

1。 3

長崎交響楽団演奏会 音楽 1・ 2・ 3

作家による文化講演会

(講師2名2会場)

2  2文学 9

活動名

1   1
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株式会社主婦の友社 出版 89

資本金口 売上高日 経常利益日1 設立1916年  従業員320人 ※い石川文化事業財団

メセナ活動基本方針

lm石川文化事業財団か中心になって活動。

2文化事業財団に協賛する形でイベントを開催。

3室内楽・展覧会・講演会など定期的に開催。

4出版活動とその関連事業で文化の普及を広報。

活動名

支援形態

芸術分野 支援対象 ジャンル [資金 人的 物的 場所 その他]支援目的

山本有三記念「郷土文化賞」 民文 9・ 11

株式会社常陽銀行 銀行

資本金口l 経常利樹口 設立1935年  従業員5110人  ※働常陽藝文センター 予算決

メセナ活動基本方針

「地域の繁栄のなかに当行の発展の源泉がある」との当行の経営理念のもとに、地域の産業、経済、芸術文化、環境

保全などのニーズに創造的に対応していきたいとの考えから、地域社会における幅広い文化支援活動を実施す

る。
支援形態

活動名                    芸術分野 支援対象 ジャンル〔資金 人的 物的 場所 そ〈研□支援目的

近代美術館「松井康威展」協賛 2・ 5。 9美術   1    6    1
常陽フアミリーコンサート 音楽   1    4・ 5   2 5。 8。 9

常陽藝文センター支援 出捐 1・ 2・ 5。

9

2

安藤広重展 美術   1 2 2 1  1 5。 9

奥の細道版画展 美術   1 2 2 5。 9

常陽ギャラリー運営 美術   1 3・ 4・ 6   2 1・ 5。 9

昭和シェル石油株式会社 石油

資本金口 売上高日 経常利益日 設立1985年  従業員2397人 予算決

メセナ活動基本方針

1美術・音楽。文学の三本社とする。

2継続性を保つ。

3独自性ある企画を優先する。

4エネルギー産業として環境保全も行う(フ ィランスロピー)。

支援形態

活動名                    芸術分野 支援対象 ジャンル〔資金 人的 物的 場所 そ(筋□支援目的

日フィル昭和シェル冠コンサート

東京国際合唱フェスティバル 音楽   1 7 3

文化交流演奏会 音楽   1    1 10

昭和シェル石油現代美術賞 美術   1    1

新日本製鐵株式会社 鉄鋼

資本金ロー売上高日 経常利益口 設立1970年  従業員4万4354人 予算決

メセナ活動基本方針

企業が社会の公器として、社会とのかかわりを深めることが求められているなかで、社業を通じて産業社会の発

展を支えるとともに、社会の繁栄に率先して貢献する。具体的には、音楽分野を活動の中心とし、以下のような継続

音楽   1    1
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的かつ地道な活動を旨としている。
1「新日鉄コンサート」(昭和30年に放送開始したクラシック音楽番組)

2「新日鉄音楽賞」(平成2年創設)

3「紀尾井ホール」(音楽専用ホール)および新日鐵文化財団の設立

支援形態
活動名                    芸術分野 支援対象 ジャンル〔資金 人的 物的 場所 その他]支援目的
「新日鉄音楽賞」の企画・運営 4      1 2 1・3    1 1・ 2

「新日鉄コンサート」の開催(無料)・ 放送   音楽   1   1 2 9

クリスマスフアミリーコンサート提供   音楽   1 2

各裂鉄所主催コンサート 音楽   1 2 1・ 3

シカゴ支店による絵画展開催 美術   1 1・ 11

株式会社親和銀行 銀行

資本金日 経常利益□ 設立1939年  従業員2020人  予算決

メセナ活動基本方針

1地域文化の向上、発展に尽力していくことが、当行の使命であり、役割であると考えている。
2上記の方針のもと、平成元年に働親和銀行ふるさと振興基金を設立。
・地域振興、学校教育、学術研究等の優れた活動団体へ助成をしている。
・長綺の歴史や中国・西洋との交流を著した書物を「親和文庫」として刊行している。
・九州交■楽団招聘による年2回のコンサートを実施している。

支援形態

活動名                    芸術分野 支援対象 ジャンル〔資金 人的 物的 場所 その他]支援目的

しんわニューイヤーコンサート

しんわスプリングコンサート 音楽   1 2  2 9

株式会社スルガ銀行 銀行

資本金口l 売上高(経常収益)日 経常利益口1 設立1895年  従業員2544人  ※(動ベルナール・ビュフェ美術
館、働芹沢・井上文学館 予算決

メセナ活動基本方針

1地域の皆様とのより豊かなコミュニケーションを通し、地域文化の活性化につとめる。
2文化支援活動を通して、地域に貢献するとともに文化の醸威に役立ちたい。

支援形態

活動名                   芸術分野 支援対象 ジャンル〔資金 人的 物的 場所 そ(創u支饉目的

動ベルナールピュフェ美術館の運営 4    1'2   1
帥芹沢・井上文学館の運営 文学 5。 9

尚古館の運営 文歴 2 9

小島伝記文学館・伝記図書館の運営 文学 2 9

社史図書館の運営 他 9。 112

夏やすみ読書感想画コンクール協賛 美術。文学 1    1 4

文化講演会(7会場) 他 2 11

子供絵画展の開催 美術   1 4

お客さまギャラリーの運営 美術・I芸 4
・書道

1'4・ 6    2 3・ 9

住友海上火災保険株式会社 損保

資本劃口1 売上高日 経常利益日 設立1944年  従業員7722人

音楽   1    1     2 2     1      9

9
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しらかわホール
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音楽   2   1 2 1  1・ 2 1  ●  1・ 2・ 9

オリジナルコンサート 音楽   1 7

ベストオブクラシック 音楽 7

軸大阪フィル八―モニー協会 音楽   1    1 2

働エー・ビー・シー音楽振興財団 音楽   1    1 2

動九州交響楽団 音楽   1    1 2

m札幌交響楽団 音楽   1    1
嘲日本フィル八―モニー交響楽団 音楽   1
財文化財保護振興財団 出捐

mNHK交 響楽団 音楽   1

□二期会オペラ振興会 音楽   1 3

働おはなしきゃらばんセンター 1       3

関西フィル八―モニー交響楽団 音楽   1
M日本オペラ振興会 音楽   1    3    1
名古屋フィル八一モニー交響楽団 音楽   1    1
嚇東京フィル八―モニー交響楽団 音楽   1    1
動世界自然保護基金日本委員会 他

働新星日本交響楽団 音楽   1
モーツアルト室内管弦楽団 音楽   1

株式会社住友銀行 銀行

資本金口l 設立1895年  ※社会文化事業室(4人・1990年設置)予算決

メセナ活動基本方針

良き企業市民として、社会を真に豊かにする応分の貢献をする必要がある。この貢献の一環として芸術文化の支

援を行う。また実際の活動に際しては、以下の活動基準をなるべく多く満たすものを実施しています。

1継続性のあるもの。

2若い世代を育てるもの。

3行員の理解と共感を得られるもの。

4国際性のあるもの。
支援形態

活動名                    芸術分野 支援対象 ジャンル [資金 人的 物的 場所 その他〕支援目的

住友銀行スプリングコンサートの開催   音楽  1 2  2 2・ 4・ 5

百周年記念コンサートの開催 音楽   1 2  2 2・ 4・ 5

住友生命保険相互会社 生保

経常利益口 設立1926年  従業員7万911人 ※社会広報部・ヒューマニー推進事務局(6人・1991年設置)予
算決

メセナ活動基本方針

1本業である生命保険業を通して社会貢献することがます第一義である。

メセナ活動基本方針

1企業には、サイエンス(経済合理性の追求)の側面とアート(企業文化の追求)の側面がある。

2当社はビッグカンパニーであるだけでなく、グッドカンパニーであることをめざしている。

3メ セナ活動はグットカンパニーであることを追求するために重要であるが、その活動は企業と社会が調和して

いくために、その企業固有のフィロソフイー、文化に根ざしたものでなければならない。

支援形態

活動名                    芸術分野 支援対象 ジャンル〔資金 人的 物的 場所 その他]支援目的
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2同時にこ契約者等から納得いただける範囲で社会・文化に貢献したいと考えている。
3従来から取り組んでいるものを継続実施する。

支援形態

活動名                  芸術分野 支援対象 ジャンル [資金 人的 物的 場所 その他1支援目的

いすみホール 1・ 2     1       1。 2 1。 2  1。 2  1'2       1'2・ 5。

9

全日本こども絵画コンクール 美術   1・6   1 2  2   2   1・ 2       4・ 9

全国縦断チ ャリテ ィコンサー ト 音楽   1    1 2  2 5・ 6'9

働日本室内楽振興財団支援 音楽 1・ 10

交響楽団等への支援 音楽   3    1 2

その他の支援

住友林業株式会社 建設

資本到四 売上高日 経常利1組ヨ 設立1948年  従業員4059人  予算決

メセナ1活動基本方針

当社1社で行うよりも、住友グループ広報委員会(52社 で構成)でまとまって実施するほうか効果が大きいた

め、毎年、広報委員会で予算を立て、メセナ活動を実施している。

支援形態

活動名                   芸術分野 支援対象 ジャンル [資金 人的 物的 場所 そ(創回支颯目的

一筆啓上賞(丸岡町)支援 文学

セイコーエプソン株式会社 精密

資本調□ 売上高日 経常利翻口 設立1985年  従業員1万 1850人  予算決

メセナ活動基本方針

1自社の体力の許す範囲内での活動支援を実施する。

2自社となんらかの関連がある活動について支援を実施する。

支援形態

活動名                    芸術分野 支援対象 ジャンル [資金 人的 物的 場所 その他]支援目的

サイトウ。キネン・フェスティパル イン松本 音楽   1 1  2

セイコー電子工業株式会社 精密

資本金口l 売上高口l 設立1937年 従業員6100人  予算決

メセナ活動基本方針

1著名な音楽家を招き、芸術の振興と文化の交流をはかる。

2周辺地域の人々との交流の場を作る。

活動名

支援形態

芸術分野 支援対象 ジヤンル [資金 人的 物的 場所 その他]支援目的

ウィーン・オベラ舞踏会管弦楽団
ニューイヤーコンサート

音楽   1    3     1

メラニー・ホリデイCD制作 音楽   1 3

井関真人25周年全国縦断コンサート 音楽   1 7

株式会社ゼクセル 機械部品
資本金□ 売上高日 経常利翻□ 設立1939年  従業員5955人 予算決

2'9'10
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支援形態

芸術分野 支援対象 ジャンル [資金 人的 物的 場所 その他〕支援目的
０

′

活動名

本社ビル1階の提供 (若手芸術家の作品を展 美術

示、一般市民に開放)

2

フランスギメ国立美術館への寄付金 美術   4 10

東京フィルハーモニー交薔楽団の支援   音楽  1 2

NHK交響楽団の支援 2

株式会社セシール その他

資本金口 設立1974年  従業員3700人

メセナ活動基本方針

総合生活提案型企業をめざす弊社では、衣・食・住から文化、芸術にいたるまで、あらゆるフィールドに携わつて

いきたいと考えています。'95年度には、映画「深い河」の映画化をプロデュースいたしましたが、これは、企画活動

を通して、芸術、文化振興に少しでも貢献したしヽという弊社の考えにもとづくものであり、今後とも、映画、音楽、美

術等を積極的に支援していきたいと思っています。

支援形態

活動名                    芸術分野 支援対象 ジャンル [資金 人的 物的 場所 その他]支援目的

遠藤周作原作「深い河」映画化 映像 5。 10

セゾングループ その他 (生活総合産業)

設立1940年  従業員12万人 ※mセゾン文化財団

メセナ活動基本方針
嗅
生活総合産業をめざす

″
という企業理念に沿って、真にクリエイティブな芸術家の活動を支援し、そのための条

件を整備していくことは同時代に生きる者のつとめである、という認識のもとで、1、 創造性 2、 社会性 3、 継続性

をもつ良質な文化活動をあらゆる機会をとらえ紹介、支援していくことかセゾングループの企業活動には不可欠

である。ただし、これを実現していく過程は可能なかぎり事業化の計画をもつことを基本とする。

支援形態

活動名                     芸術分野 支援対象 ジャンル〔資金 人的 物的 場所 その他〕支援目的

銀座セゾン劇場の運営・プロデュース 演劇   1・ 2   3    1・ 2 1  1  1・ 2    5'7・ 10

セゾン美術館の運営・プロデュース 美術   1・4  1・ 2・ 3・  1・2 1 5。 7・ 10

サンダンス・フィルム・フェスティパル

イン丁OKY0 95
映像 1・ 2 1・ 5。 7・

10

さつほろ北万圏限回刹 5 映像 1   2 5。 7・ 9
。10

きっぽろ映像セミナー 映像 2  2 1。 11

回シア・ソビエト映画祭 映像 1 2

ロシア・パレエ・インスティテュートの運営 2 ●  7・ 10

八ヶ岳高原音楽堂の運営 音楽   1・ 2 1・ 2・ 5

7

2  1 5'7。 9

八 ケ岳高 原百 乗 祭 音楽   1。2  1・ 2・ 7 1・ 2 2 1・ 5。 7・

10

パルコ・アーバナート展の運営 美術・映像 1

・I芸・グ

フア

5'6    1。 2 1。 3・ 7・

10

音楽   1
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財セゾン現代美術館の支援 1・ 5'7・

9。 10

関西・セツン文化サロンII         他            1 1。 2   1     7・ 11

「音楽について話しましょう」

東京国際映画祭'95の協賛         映像           1            1・ 5・ 7・

10

東京舞台芸術フェスティバル'95の協賛   演劇・舞踊 1   3 1・ 5・ 7

10

2・ 3・  1・ 2・ 3    1１．

４

株式会社セブン…イレブン・ジャバン その他 (コ ンビニエンス・ストア)

資本釜出口 売上高日 経常利1胡口 設立1973年 従業員2538人  ※広報室 社会環境担当(2人・1996年 設
置)予算決

支援形態

活動名                    芸術分野 支援対象 ジャンル [資金 人的 物的 場所 その他〕支援目的

SBC子供音楽コンクールヘの協賛    音楽  1   1'2。 5。  1            4
6

資本金日 売上高(経常収益)日 経常利益口 設立1941年 従業員1090人 ※業務部(1人・1986年設置)

予算決

メセナ活動基本方針

趣旨
・地域の活性化と文化の発展向上に寄与するとともに当行の企業文化の確立とイメージアップをはかる。
具体的活動

1「せときんコンサート」
―

世界の一流アーチストを地元に招いて開催。
・地域の活性化、芸術文化の向上。発展に寄与するとともに国際交流の場を提供する。
・昭和61年から毎年1回、呉、福山、広島の3地区で実施。
・主催または協賛で行う。企画はグリーンコンサートラインズ0。

2「 くらしの文集」―
呉市および周辺町の小学生が日常生活をつづった作文集。

・児童の情操教育、表現力向上のお手伝いを目的。
・昭和31年から毎年実施、昨年、発行回数40回を迎えた。
・昨年は58校から1458点 の応募があり、地元に定着した活動となっている。
・「くらしの文集」のなかの作品が、国語の教科書や副読本にも掲載された。

支援形態
活動名                    芸術分野 支援対象 ジャンル〔資金 人的 物的 場所 その他]支援目的

フラ人目立歌劇モーツアルト・ガラ・コンサー 音楽   1    3    2         ●  9。 11

卜(呉市文化ホール)

フラ八日立歌劇モーツアルト・ガラ・コンサー 音楽   1    3    2            9。 11

卜(福山リーデンローズ)

ノヽンガリー国立ブタベスト・オペレッタ劇場(広 音楽

島厚生年金会館)

9。 111       3       2

株式会社せとうち銀行 銀行

くらしの文集 他 42

西濃運輸株式会社 陸運

資本自口 売上国四 経常利益四1 設立1946年  従業員1万4000人  ※カンガルーメセナ協議会 (3人 。1991年
設置)予算決

メセナ活動基本方針

地域企業市民としての立場を確認(自党)する地域の文化芸術活動の向上のために支援、書蒙をはかることを目



的とする。

活動名

企業別メセナ活動一覧

支援形態
芸術分野 支援対象 ジャンル〔資金 人的 物的 場所 その他]支援目的

95

第5回ひだ。みの文化のつどい 演劇・出捐 1    1・ 2   1 9

日本室内楽アカデミー演奏 音楽   1
95年度名古屋国際青少年音楽祭 音楽   1

オーストラリアの美術展 美術   1
カンガルーコンサート95
「ペギー葉山 万葉の心を求めて」

音楽   1 4 2  2

第1回県民文化祭「幻の帰雲城」 演劇   1    4     1 9

目覚時計「青しヽガラスとエメラルド」 演劇   1 4 4・ 9

積水化学工業株式会社 化学

資本金口 売上高日 経常利益口 設立1947年  従業員5923人

メセナ活動基本方針

1冠イベントは極力避け、地域の文化活動や着手芸術家への支援を中心とする。

2業績にかかわらす、長期的に継続支援する。

3核となる活動を構築。

支援形態

活動名                    芸術分野 支援対象 ジャンル〔資金 人的 物的 場所 その他]支援目的

ニューチェンパーアンサンブル
クラシックコンサート

音楽   1 2

クリスマスコンサート 音楽   1 2 6

島本町音楽協会への賛助 音楽   1 1・ 9

図書寄贈(つ くば市立図書館) 文学 2 9

第7回八―モネートニューイヤーコンサート 音楽

(大阪)

92

朝日作文コンクール 文学 92

ミクル劇団公演支援 演劇

・ツーユ

25周年記念コンサート

音楽 9

ソニー株式会社 家電

資本金口1 売上高日 経常利翻口 設立1946年  従業員2万2685人  ※財ソニー音楽芸術振興会

メセナ活動基本方針

1芸術・文化活動には、行政だけでなく、民間からの支援も必要と考える。

2当社の事業活動の領域を考慮し、音楽分野を中心に活動する。

3活動は主に、当社が設立した財団を中心に行う。

活動名

支援形態

芸術分野 支援対象 ジャンル [資金 人的 物的 場所 その他]支援目的
２
．

・
７

０

１
．

６

ｏ
‐

東京フィル八―モニー交響楽回 事業活動資 音楽   3   1・ 2・3  1
金

2

「カリフォルニア州の洋画家達」展

モーツアル 音楽

ソニー音楽芸術振興会 事業活動資金    音楽   3   1・2   1
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ヴェニス・ビエンナーレ95出展作品制作費 美術  1   1・ 5・ 6  1 2。 7・ 10

国際メンデルスゾーン基金 記念館修復   音楽  2   1 10

ヨハン・シュトラウス研修所 楽諧整備事業  音楽  3 11

小沢征爾還暦記念チャリティーコンサート 音楽  1 2・ 6

「国際メセナ会議'95」 他 1  2 10

白鳳古式くみひも道 ウィーンでの講習会開催 工芸 8・ 10

森鵬外記念館 記念館運営のための基金   文学 10

アジア・エッジ・プロジェクト 国際アート・フ 美術

ォーラム開催              演劇
2・ 7・ 10

3

HELPア ンコールワット遺跡保存活動  文歴 10。 11

ARTEC'96 美術   1 5 2・ 7

「高松伸～オフィスの誕生」展 現建 2

カナダ現代美術展 美術 7・ 10

株式会社増進会出版社 出版
資本金口 売上高日 経常利密踵】 設立1931年 従業員346人  ※経営企画本部 総合宣伝課(3人・1992年
設置)予算決

メセナ活動基本方針

弊社は「学問・音楽。映像・美術・娯楽」と広範囲な分野を文化的サービスと位置づけ、そのなかから「学ぶ意欲や感

受性、好奇心を喚起するテーマ」を提供することにより若者の創造的な「生き方」を提案し、また支援するという方

針です。このような方針のなかに「メセナ活動」も含まれています。

支援形態

活動名                    芸術分野 支援対象 ジャンル [資金 人的 物的 場所 その他〕支援目的

大岡僣文化露演会            文学           2            2。 5。 9

佐野美術館各展協賛 美術   1 1・ 2・ 9

日本楽劇協会支援 音楽   3    5    1
朝比奈隆プラームスチクルス協賛 音楽 2・ 5

ダイキンエ業株式会社 産業機械
資本0四 売上高日 経常利

=狙
]設 立1934年  従業員8382人

メセナ活動基本方針

1地域社会との融和促進および地域の発展・振興。

2良き企業市民としての責務を果たす。

3単に金銭的な支援にとどまらず、当社の保有するマンパワー・施設・技術ノウハウといった経営資源を有効に活

用し、企業としての経営理念、独自性か社会に明確に田議されるようにめざす。
4目標を定め、地道に計画的に、かつ継続的に展開。

支援形態

活動名                    芸術分野 支援対象 ジャンル〔資金 人的 物的 場所 その他:支援目的

動現代美術振興財団への寄付 美術   1・ 5   1 ●  1・ 7・ 91  2

働兵庫現代芸術劇場への寄付 演劇   1 3

個大阪フィルハーモニー協会への寄付   音楽  1 9

国立民族学博物館 民文 11

ダイハツエ業株式会社 自動車
資本金□ 売上高日 経常利劉口 設立1907年  従業員1万 2600人

9
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メセナ活動基本方針

現在は受動的な活動しかし得てないが、将来文化施設を建設することの検討をしたいと考えている。
支援形態

活動名                    芸術分野 支援対象 ジヤンル〔資金 人的 物的 場所 その他〕支援目的

池田市民カーニバル 民文 9

97

1   2   1

サウンドピクニックイ 音楽   1 2 9

国際デザイン展 グラデ 10

御堂筋パレード 民文 1   2   1 9

第一製薬株式会社 医薬
資本金□ 売上高日 経常利益口 設立1918年  従業員3860人  予算決

メセナ活動基本方針

1企業ス回―ガン「いのち、ふくらまそう。」の具現化の一つである。
2世界の健康文化に貢献し、人々の手にする「いのちの喜び」をわが喜びとして共感し、その実現に向かつて限り

なく挑戦していく。

3業績に左右されることなく、
｀
継続

″
を基本姿勢とする。

支援形態
活動名 芸術分野 支援対象 ジャンル〔資金 人的 物的 場所 その他]支援目的

劇団四季「CATS」 演劇   1 4

水戸室内管弦楽団 音楽   3    1 2

日本経営クラブ若い音楽家を励ます会   音楽  1 1・ 5

日本フィル八―モニー交響楽団会員 音楽   3   1 2・ 5

第一生命保険相互会社 生保
経常利翻l口 設立1902年  従業員7万1797人   ※社会文化事業室(4人・1991年設置)予算決

メセナ活動基本方針
1地道だが真摯な企業イメージの獲得。
2育てる(育成、啓蒙)こ とと、続ける(継続支援)こ とを基本コンセプトとしている。
3美術、音楽、演劇を3本社として支援する。
4取り組みへの視点として「地域」も重視し、支援の強化をはかる。

支援形態
活動名                    芸術分野 支援対象 ジャンル〔資金 人的 物的 場所 そα回支援目的

V00A展 '96 美術   1 1・ 5。 7

東京ゾリステ| ンサー 音楽   1 5
ト

劇団「扉座」公演 演劇   1    3 1・ 5

第一生命ギャラリー運営 美術   4   1 2 2 1・ 5。 7

株式会社大光銀行 銀 行
資本調口 設立1942年  従業員1374人

メセナ活動基本方針
1企業も地域社会の一員であるという意識を持っていく。
2地域の芸術文化形成に、地域の一員として協力してしヽくという考えで無理なく継続していく方針である。

支援形態
活動名                   芸術分野 支援対象 ジャンル [資金 人的 物的 場所 そ(笏回支援目的

音楽   1    1 1   2長岡交響楽団への活動支援
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資本翻日 経常利樹口 設立1873年  従業員3527人  予算決

株式会社第四銀行 銀行

メセナ活動基本方針

1広 く地域に貢献する活動であること。

2当行の企業文化創造に合致する活動であること。

活動名

支援形態

芸術分野 支援対象 ジャンル [資金 人的 物的 場所 その他〕支援目的

だいしライフアップコンサート       音楽   1   1    2      2     1・ 3。 9

ペートーヴェン第九演奏会の開催

だいしホールにおけるだいしライフアップコ 音楽   1    1・ 2   2      1     1・ 2・ 5・

ンサート(自主事業)の開催                                  9
だしヽしホールの貸し出し 音楽   2    1・ 2・ 5 1・ 2・ 3・

5・ 9

大正製薬株式会社 医薬

資本金口 売上高日 経常利樹固 設立1928年  従業員4810人

メセナ活動基本方針

1企業の社会貢献の一環として芸術文化活動を支援する。

2支援活動は特定の分野に限定することなく幅広く行うものとする。

支援形態

活動名 芸術分野 支援対象 ジャンル [資金 人的 物的 場所 そα回支援目的

カザルスホール倶楽部 2

資本金口l 設立1917年  従業員1万2909人  ※社会交流室(5人・1993年設置)予算決

メセナ活動基本方針

1アート・コレクションーーー①ル・コルピュジェの作品収集・管理、○門脇俊―の作品収集・管理。

2アート活コ■―
=Э

ギャルリー・タイセイの運営、○保有コレクション等による社内外での展覧会、◎社内外にお

けるアート展示の指導。

3アート活動支撼トーくD演劇上演・コンサート・展覧会等の芸術イベント、○芸術制作、◎芸術保存、④芸術家姜

成。

以上を通して、当社の企業使命「人がいきいきとする環境を創造する」を実行する。

支援形態

活動名                    芸術分野 支援対象 ジャンル〔資金 人的 物的 場所 その他]支援目的

音楽

コーボレートスボンサーズ

働国際文化ホール             出捐            1            10

大成建設株式会社 建設

ギャルリー・タイセイの企画・運営 美術・グラ 1

デ・現建
1・6   2

ギャラリー大手門の企画・運営 美術・現建 1    2・ 6 2・ 5

マルク・シャガール展 美術   3   1 ●  5

ドローイングの愉しみ展 美術   3    1 ●  5

土門拳写真展 美術   1    4 5

崖広子展戦後50年 他 5。 10

少年少女囲碁大会 他 4

ヘルマンヘッセ水彩画展 美術   1    1 5

ピカソ愛と苦悩展 美術   1    1 5

大成建設スペシャル日フィル第九 音楽   1    1

H2I lG*E|]xtzffiO

1  1



企業別メセナ活動一覧

ウィーンシュトラウス・オーケストラ公演  音楽  1   1
99

東京都交響楽団演奏会 音楽   1 5

ヤンフアープル公演 演劇   1    3 1。 6。 7

日本フィル八―モニーヨーロッパ公演   音楽  1 5。 10

ミラノトリエンナーレ 美術   1 1・ 7・ 10

キューガーデンジャパニーズゾーン整備事業 遣口 5'10

第8回国際親善交流特別演奏会 音楽   1 5・ 10

大東京火災海上保険株式会社 損保

資本Ol口 売上高口l 経常利益□1 設立1918年  従業員7200人 予算決

メセナ活動基本方針
メセナ活動は、好・不景気に関係なく、恒常的なものであるべき。

支援形態
活動名                    芸術分野 支援対象 ジャンル [資金 人的 物的 場所 その他〕支援目的

二期会オペラ振興会 2・ 7音楽   1    3

大同生命保険相互会社 生保

経常利翻口 設立1902年  従業員9826人  ※団大同生命国際文化基金 予算決

メセナ活動基本方針

1当社は「創立95周年に至る経営ビジョン」の一つとして「広く文化と福祉の向上ならびに地域経済の発展などに
資する企業活動を展開して、社会の信頼と負託に応える」としており、企業と社会の共生という基本的な観点か
らメセナ活動に対応している。

2昭和60年 3月 に動大同生命国際文化基金を設立、国際相互理解の促進をはかり、わか国の国際化に貢献するこ
とを目的に「アジア現代文芸」と題するプログラムを設け、日訳出版を行うなどの活動を進めている。

支援形態
活動名                   芸術分野 支援対象 ジャンル暉除 人的 物的 場所 そαu支援目的

帥大同生命国際文化基金 1   2 2 10音楽   1
文学・他

大同メタルエ業株式会社 他製造
資本金口 売上高日 経常利固日 設立1939年  従業員1559人  予算決

活動名
支援形態

芸術分野 支援対象ジャンル〔資金 人的 物的 場所 その他]支援目的

名古屋フィルハーモニー交響楽団への支援 音楽   3   1

大日本印刷株式会社 他製造一印刷
資本金口 売上高日 経常利翻口 設立1894年  従業員1万 4514人  ※lCC本部(12人・1991年設置)

メセナ活動基本方針

当社の保有する印刷技術を媒介とした芸術活動を支援する。

支援形態
活動名                  芸術分野 支援対象 ジャンル〔資金 人的 物的 場所 その他〕支援目的

グラフイックデザインギャラリー「ggg」 グラデ
「DDD」運営

2 1・ 2・ 5

10

現代グラフィックアートセンター「CCGA」 美術
運営

2       2 1。 2・ 5

7・ 10

ひょうこ現代芸術劇場公演「GHE丁丁0」  演劇   1   4 2
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ヴェニスピエンナーレ'95 他100 1・2   1 2・ 5'7
・10

URBANARTパ ート4 グラデ

JAGDA IN KEYHOST HIRO―  グラデ

SHIMA
2

ウォーカーアートセンター企画展 2 7・ 10

オルガ・マテイス展 グラデ 2 2

高砂熱学工業株式会社 建設

資本調口 売上高口 設立1923年 従業員1759人  予算決

活動名

支援形態

芸術分野 支援対象 ジャンル〔資金 人的 物的 場所 そ(研国支援目的

動東京オペラシティ文化財団寄付 音楽・演劇 1・ 2  1・ 3   1
帥日本美術協会寄付 美術   5    1
「倉俣史朗展」協賛 美術   1    1
原美術館メンバーズシップ 美術   1,4   1
東京フィル八―モニー交響楽団会員 音楽   1
ミラノトリエンナーレ日本館展示協賛   グラデ

け渋沢青淵記念財国会員 出捐

日壊文化協会会員 出捐

「RIBA EMERGING JAPANESE 現建

ARCHl丁 EcTS展」寄付

株式会社高島屋 百貨店

資本金口l 売上高i日 経常利壺嘔】 設立1919年  従業員1万2880人  ※広報室企業文化担当(2人・1992年設

置)予算決

メセナ活動基本方針

経営理念 Fいつも、人から」のなかで、「文化・芸術の振興につとめ、新しい感動を育てます」と明示している。ま

た、企業文化活動のコンセフトとして「社会から共感される活動」を志向している。

資本金日 売上高日 経常利樹口 設立1948年  従業員1900人  ※社会貢献課(4人・1992年設置 )

メセナ活動基本方針

地域社会の発展、活性化に寄与し、企業市民として少しでも社会に貢献したい。

支援形態

活動名                   芸術分野 支援対象 ジャンル〔資金 人的 物的 場所 そ(鋼口支援目的

帆柱少年少女合唱団 音楽 4

株式会社高田工業所 建設

全九州高校囲碁大会 他

戸畑祗園山笠 民文 8

子どもミュージカル劇団 演口   1    4 4

曲里ろうそ く能 濃劇   1    2     1 8

黒崎祗園山笠 民文 8

わっしょい百万夏まつり 民文 1   2 9

筑前黒崎宿場まつ り 民文 1   2   1 9

1   2花尾山を愛する会 文歴 9

1



企業別メセナ活動一覧

九州国立博物館 博物
101

まつり起業祭八幡 民文 1   2

竹田印刷株式会社 他製造
資本金口 売上高日 経常利益日 設立1946年  従業員530人

活動名

支援形態

芸術分野 支援対象 ジャンル [資金 人的 物的 場所 その他]支援目的

名古屋フィル八―モニー交響楽団賛助会員 音楽   3   7
名古屋をどり後援会々費 民文

武田薬品工業株式会社 医薬

資本金Zコ 売上高日 経常利益口 設立1925年  従業員1万784人

メセナ活動基本方針

1当社の社是の一項目

「公に向ひ国に奉するを第一義とすること」
2当社の企業理念

「人々の健康と健やかな生活に貢献する」

活動名

支援形態

芸術分野 支援対象 ジャンル〔資金 人的 物的 場所 その他]支援目的

ンサートスペシャ

被災市民激励コンサート
1   1 6

阪神大震災で被害を受けた文化的資産の保存 文歴

(元住友本店理事。旧田辺貞吉氏邸)

レオナルド・ダ・ビンチ「人体解剖図展」協賛 美術  1
法隆寺の金堂、聖霊院内陣等特別公開協賛  文歴

宮谷理香ピアノデビューリサイタル 音楽   1

株式会社竹中工務店 建設

資本当日 売上高日 経常利益口 設立1899年  従業員1万518人

メセナ活動基本方針
「最良の作品を世に遺し、社会に貢献する」という経営理念のもと、時代に対応したメセナ活動を展開する。

支援形態

活動名                   芸術分野 支援対象 ジャンル [資金 人的 物的 場所 そ(笏u支援目的

戦後文化の軌跡1945-1995展 美術   1 1・ 2・ 3・    1 7・ 11

4

'95サイトウ・キネン・フェスティノVレ イン松 音楽
本

2・ 5。 8

大阪フィルハーモニー定期演奏会 音楽   1    1 2・ 5・ 8
'95 TAKENAKA BOX AR丁  美術  1   5    2 2  1  1
0SAKA

5

法隆寺再現壁画展 美術   1 8

ひょうこ舞台芸術「GHETTO」 公演    演劇   1   3    1 7

夏の夜の夢公演 1      3       1 2・ 7・ 8
'95日 露交歓コンサート 音楽   1    1 1・ 4・ 10

浜離宮朝日本―ル3周年記念コンサート   音楽   1 1・ 2・ 3・   1

4'5
1・ 2・ 8
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いすみホール バロック・フェスティノUレ8プ 音楽

ラームスシリーズ
2・ 5・ 8

102

株式会社タダノ 産業機械

資本金□ 売上高日 経常利鶴口1 設立1948年 従業員1793人

メセナ活動基本方針

企業か社会にどう貢献できるかが重要。単に資金面だけでなく、人・モノ・金・技術といった総合力でメセナ活動

を行うのか理想的であると考える。

支援形態

活動名                    芸術分野 支援対象 ジャンル [資金 人的 物的 場所 その他]支援目的

タダノサマーミュージカル公演 4・ 5演劇   1 4 2  2

高松まつり前夜祭 民文 1  2 9

株式会社チェーンストアオークワ スーパー

資本金口l 売上高口1 経常利益□ 設立1969年 従業員6300人  ※m大桑教育文化振興財団

メセナ活動基本方針

当社は財団(大桑教育文化振興財団)を通して、地域社会の発展に寄与したいと考えています。

支援形態

活動名                    芸術分野 支援対象 ジャンル [資金 人的 物的 場所 その他〕支援目的

助大桑教育文化振興財団 美術・民文 1    1 8・ 9

中京コカ・コーラボトリング株式会社 食 品

資本0日 売上高日 経常利益日 設立1961年 従業員1850人

メセナ活動基本方針

私たちは“さわやかさの演出家"です。

1人々にうるおいと豊かさを提案します。

2心のこもったサービスで、さわやかさをお届けします。

3美 しい街、大切な地球を守ります。

4-人ひとりが自分を磨き、夢と薦りの持てる会社にします。

以上の経営理念をもって、地元に生活する人々と深くかかわり、文化・スポーツ活動、環境保全へに取り組みにも

積極的に参加し、地域社会の発展のために大きく貢献しています。

支援形態

活動名                   芸術分野 支援対象 ジャンル [資金 人的 物的 場所 そ(研u支援目的

さわやかウィンドクリニック 4音楽   3   7    1 2  1  1

ツカモト株式会社 商業

資本自口 売上高日 経常利益口 設立1920年  従業員670人 予算決

活動名

支援形態

芸術分野 支援対象 ジャンル [資金 人的 物的 場所 その他]支援目的

近江商人記念館の運営 文歴 2  2   1    1

きもの工芸文化の発信「共同染織展」 工芸 2  2 2

TOA株式会社 他電機―音響

資本金口l 売上高口l 経常利壺菫】 設立1949年 従業員899人 ※株式会社ジーベック(100%子会社)(16人

・1989年設置)予算決

1   1
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メセナ活動基本方針

1本来業務に役立てる。社会の音、公共の音づくりが本業。メセナ活動を通して得た情報や人的ネットワークを生

かし、より良い音環境を創造していく。

2世の中の「音」に対する関心を高める一助とする。

支援形態

活動名                   芸術分野 支援対象 ジャンル〔資金 人的 物的 場所 そ(笏□支援目的

LiVE AT HEALINe CAMP
!N KOBE

他 11

103

2

ブルガリアン・ヴォイス 音楽   1 7 11

11

神戸国際現代音楽祭典'95 音楽   1    2 11

能の音楽・間の音楽            音楽   1   5 11

TDK株式会社 電機部品

資本側口 売上高口l 経常利益口l 設立1935年  従業員8171人 予算決

メセナ活動基本方針

企業に対する社会貢献活動の範囲は環境保全、国際交流、地域社会活動等広かっています。そのなかにあってメ

セナ活動もできるだけ継続するよう努力しています。

支援形態

活動名                   芸術分野 支援対象 ジャンル〔資金 人的 物的 場所 そ(鋼u支援目的

ボストン交響楽団タングルウット音楽祭  音楽  1 4・ 9。 10

シカゴ交響楽団ラビニア音楽祭 音楽   1 9。 10

国内音楽団体への協賛 音楽   1    1 6

株式会社テトラ 建設

資本調日 売上高日 経常利益口 設立1948年  従業員660人 ※動新日鐵文化財団

メセナ活動基本方針

現段階では、当社独自の活動は難しく、系列グルーフか企画するものに相乗りしていく方針である。

支援形態

活動名                   芸術分野 支援対象 ジャンル [資金 人的 物的 場所 そ(創□支援目的

m新日鐵文化財団 1・ 2・ 7

株式会社帝国ホテル サービス
資本自口 売上高口l 経常利益l口 設立1890年  従業員1863人  予算決

メセナ活動基本方針

1ホテル産業そのものが、特に妻会ビジネスなどは直接的に芸術支援につなかっていると考えられる。

2ホテル主催のイベント等に文化的な要素を強く取り込んでいこうという方針を持っている。

支援形態

活動名                  芸術分野 支援対象 ジャンル〔資金 人的 物的 場所 そ(研u支援目的

帝国ホテルとフランク・ロイド・ライト展開催 現建 5・ 82

株式会社電通 広告

資本金l口l 売上高口l 経常利園口 設立1901年  従業員5910人   ※囀吉田秀雄記念事業財団

活動名

支援形態
芸術分野 支援対象 ジャンル〔資金 人的 物的 場所 その他]支援目的

働日本オペラ振興会 出捐 2

CAPARTY VOL.1          他



第2章 1企業別メセナ活動

動日本交響楽振興財団 出捐lo4
NHK交響楽団 音楽   3    1
日本フィル八―モニー交響楽団 音楽   3    1 2

カザルスホール 音楽   2    1 2・ 5

アンコール遺跡救済委員会 文歴 10。 8

フランス・ギメ美術館 博物 10・ 8

働 川 喜 多記 憲眠 回又 イ

`財
団 出網 11・ 5

広告電通費 グラデ・他 2  1

学生広告論文電通賞 他 2  1

電通フォーラム 他 2  1

電通コミュニケーションワークショップ  他 2 1

電通ギャラリー 他 2 1  1  1  0

トヨタ自動車株式会社 自動車

資本調l口 売上高口1 経常利翻口 設立1937年  従業員7万人 ※社会貢献活動委員会事務局(21人・1989年
設置)/mトヨタ財団 予算決

メセナ活動基本方針

メセナ活動を含む社会貢献活動全般に対する取り組みにあたっては、

1経営環境に左右されることなく継続的に取り組み定着をはかる。

2社会のニーズを見極め国際社会、地域社会に溶け込んだ活動を推進する。

という2点を基本方針としている。

このなかで、メセナ活動においては文化基盤の充実につなかることを方針として、

1「育成」と「裾野の拡大」

2地域の文化活動の促進と活性化

の2点に重点を■いた活動への支援に継続的に取り組む。

支援形態

活動名                    芸術分野 支援対象 ジャンル [資金 人的 物的 場所 その他〕支援目的

「トヨタ・コミュニティ・コンサート」開催 (年 音楽

固71回 )

3・ 5・ 91   1 2 1・ 2

「トヨタ・ミュージック・ライプラリー」運営 音楽  1・ 3  1 2 1・ 2 1 3

「アマチュアオーケストラフェスティノUレ」協 音楽   1・3  1 2 1・ 2 3・ 9

-5 コ 1    1     2 1・ 2    2 3・ 5。 10

「第1回アフター5(フアイブ)コ ンサート・!n 音楽
丁OYOTA」 開催

1   1 2 1'2    1 5・ 10

「第2回アフター5(フアイプ)コ ンサート・ln 音楽  1   1    2 1・ 2   1     1。 5'10

丁OYOTA」開催

「トヨタクラシックス・ワールドオブ八―モニ 音楽  1   1    2 1・ 2         5・ 10

-(アジア公演)」開催
「ジャバン・ヤングアーティスト・チェンパーミ 音楽
ュージック・ソサエティ。第8回公演」開催

2 1・ 2

「ジャバン・ヤングアーティスト・チェンパーミ 音楽
ュージック・ソサエティ。第9回公演」開催

1   1 2 1・ 2

「第167回毎日ソリステン」協賛 音楽   1

2「オペレッタコンサート」開催(東京・横浜) 音楽  1
「第166回毎日ソリステン」協賛 音楽   1

1   1
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「パシフィック・ミュージック・フェスティノψレ 音楽   1'4  1    1            3・ 4・ 10

(〓 PMF)1995」 協賛

「PMFア カデミー卒業生。本管五菫奏濱奏 音楽  1   1    1           3。 4。 10

会」協賛
「PMFウ ィーン広島公演」協賛 音楽   1
「第9回ジャバンヴィルトゥオーゾ・シンフォ 音楽   1   1    1            2
二―オーケストラ。名古屋公演」協賛

「第11回ジャバンヴィルトゥオージ・シンフォ 音楽   1   1    1            2
ニーオーケストラ・名古屋公演」協賛

「第13回ジャバンヴィルトゥオーゾ・シンフォ 音楽
二―オーケストラ・大阪公演」協賛

105

「第5回グリーンコンサーツ」協賛      音楽  1   1 1・ 3・ 9

「第16回霧島国際音楽祭・講習会」協賛 音楽   1・ 4   1 3・ 4・ 9

1第18回名 古屋 国 際百桑 祭 」協 更 百楽   1 2・ 9。 10

「第19回音楽之友社贅」協賛(副賞=トヨタ音 音楽
楽■)

1'3・4  1 2・ 7・ 8

「阪神の子供たちにささげるレクイエムコンサ 音楽
―卜」協賛

4・ 9

「小澤征爾還暦記念チャリティコンサート」協 音楽

賛
2・ 6

「G・シュワルツ『オーチャートホール定期演奏 音楽
会」」協賛

「第8回国際親善交流演奏会」協賛 音楽   1 2。 10

「ウィーン音楽コンクール・イン・ジャバン」協 音楽
贅

1   1 1。 10

「日中オペラガラコンサート・中国公演」協賛 音楽   1 1・ 10

「'95日 露交歓コンサート」協賛 音楽   1 1・ 3・ 10

「中村紘子・アンカラ公演」協賛 音楽   1 2・ 10

「′ゞ レギー・プラス・クインテット・日本公演」協 音楽   1 2・ 10

「第7回・栃本蔵の街音楽祭」協賛 音楽   1    1 2・ 9

「大田ジュニアフィソレ 一ヽモニー・韓国演奏会」 音楽
協賛

3・ 4・ 10

「丸の内交響楽団・自主公演」協賛 音楽   1 1 1・ 2 2 3

「ベルリンフィメリ 菫ヽ奏・ヒンデミット生誕100 音楽
年記念CD」協賛

2・ 10

「梅津美葉デビユーCD『シャコンヌ」」協賛 音楽  1   1
「名古屋フィル・新日本フィル・日本フィル・ 音楽

NHK交書楽団への賛助
2

「エイジアン・フアンタジー」協賛 音楽   1 4・ 5   1 2。 10

「イーサン・ポン・ラーン公演」協賛 音楽   1 5 10

「エレルヘイン女声合唱団。日本公演」協賛  音楽  1 5 3・ 10

「日本の子守歌曲集・出版記念コンサート」協 音楽
賛

5・6   1

1   1    1

1   1

1   1

「ウェールズ・ナショナル・オーケストラ・日本 音楽   1   1    1            2・ 10

公演」協賛
「第4回国際音楽祭Fヤングプラ八』」協賛  音楽  1   1    1            1・ 10

1   1
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「とよたミュージックパトル」協賛 音楽   1    7    1 1・ 2106 1・ 3・ 4・

5'9

「豊田市吹奏楽団スプリングコンサート'95」 音楽
協賛

7 3・ 9

「第5回インターナショナル・オルガンフェス 音楽
ティパル・インジャバン」協賛

7 2・ 10

「ソニシ・バンクーバー・トリオ。日本公演」協賛 音楽   1    7 2・ 10

「カザルスホール倶楽部」協賛 音楽   2   1 11

「m日本交響楽振興財団」への賛助 音楽   3   1 2

「現代彫刻3人展」開催(旭川・青森・宮城)  美術  1   3    2 2 2・ 5

「現代作尿10人展」開催(札幌・山形) 美術   1    1 2  2 2・ 5

「プリンツ21グランプリ展」開催(福井・奈良)美術  1   2    2 2 1・ 5

「トヨタ・エイブル・アート・フォーラム」開催 美術  1・ 5  1・3   2 2 5・ 6・ 11

「エイブル・アート・フェスティノψレ'95」協賛 美術  1・ 5  1・3   1 5・ 11

「エイブル・アート・フォーラム」協賛 美術   1・ 5   1。 3   1 5。 11

「フランスロ立ギメ美術館」ギャラリー改築支 美術
援

4      6 10

「名古屋ボストン美術館」開館準備支援(発起 美術
人会支援)

4     6      1 9

「豊田市美術館」開館支援 美術   4    6 2 10

「日本・オランダ現代美術交流展」協賛    美術   1 1。3   1 2・ 10

「ミュージアム・エデュケーション・シンポジウ 美術
ム」協賛

11

「ひょうこ舞台芸術『GHE丁丁0』」協賛 2・ 93

「和泉宗家・中国公演」協賛 2 2・ 8。 10

「和泉宗尿・タイ王室50周年記念公演」協賛 演劇   1   2    1 2・ 8・ 10

「和泉宗家・第7回名古屋薪狂言」協賛    演劇  1   2 2・ 8。 9

「ミュージカル『みくりや物語』」協賛 澳劇   1 4 3・ 6

「第2回世界パレエ・モダンダンス・コンクープロ 舞踊
協賛

2・ 10

「第7回世界パレエ・コンペティション」協賛 1・ 10

「ダンス・ダイナミクス・ワークショップ」協賛 舞踊 4。 11

「'95サマー・アート・スクール(=ダンス・ワー 舞踊
クショツプ)」協賛

4。 11

「星空のヴァイオリン」上映会支援(札幌・横浜 映像
・兵庫)

4・ 11

「アイルランド映画祭」協賛 10

「第20回 。新宿ケチャまつり」協賛 民文 3・ 9。 10

「民俗芸能。郷土文化に関わる地域イベント」 民文
協賛(23件 )

8・ 9

「豊田佐吉翁記念館保存会」支援 文歴

「m中近東文化センター・遺跡発掘隊」支援  文歴 10

「第1回・フラワーデザイン・コンペティション 遺田
東京カップ'95」 協賛
「日本アマチュアオーケストラ連盟」社団法人 出捐
化への出捐

3・ 9

5      6       1

演劇
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8。 9「働地域伝続芸能活用センター」への基本財産 出捐

出捐
107

「m豊田市文化協会・創立50周年事業」支援 出捐

「日本民族工芸技術保存会」への寄付 出捐 9

「全国公立文化施設協議会」社団法人化への 出捐

出捐
9。 10

「国際メセナ会議'95」協賛 5。 10

「アート講座―アートを学ぶ(舞踊・美術)」協 他 5。 11

「第8期アートマネージメント・トレーニング 他
・プログラム」協賛

5・ 11

5・ 11

「よこはまメセナ研究会。発足記念セミナー」協 他

賛
5。 9

「バプリックアート・フォーラム・第2回全国シ 他
ンポジウム」協賛

5。 11

「第1回関西パブリックアート・フォーラム」協 他

賛
5。 11

「文化フォーラムF世界に広かる日本語』」協賛 他 5。 10

「ミュージックセラピー1995」 協賛 他

東亜建設工業株式会社 建設

資本金!四 設立1908年  従業員3500人  予算決

メセナ活動基本方針

企業ができる社会貢献活動の一つとして考え、予算の範囲内で検討、実施する。

支援形態

活動名                   芸術分野 支援対象 ジャンル〔資金 人的 物的 場所 その他]支援目的

日本フィルクラシカルボップス96 音楽   1 7

日本フィル第3回 ヨーロッパ公演 音楽   1 7

靖国神社 夜桜能 演劇   1
東京湾埋立物語再版 他 2  1    1 11

東海旅客鉄道株式会社 鉄道

資本金口 売上画日 経常利益口1 設立1987年  従業員2万2590人  ※mJR東海生涯学習財団

「山口蓬春記念館」運営 美術   4   1 2

「平安神宮紅しだれコンサート」協賛 音楽   1    4    1
「産経児童出版文化貴」協賛 文学

「読売新聞社作文コンクール」協賛 文学

「狂言・和泉宗蒙」協賛 演劇   1    2
「仏教文化国際交流展」協賛 文歴

「第9期アートマネージメント・トレーニング 他
・プログラム」協賛

8

メセナ活動基本方針

企業が必すしも文化支援をしなければならないという考え方はとらないか、弊社は公益性の高い事業を行って

おり、販売促進だけにとどまらない社会的責任がある。最終的には社員か誇りと自信をもてるような会社にするた

めの活動をすべきと考えている。

支援形態

活動名                   芸術分野 支援対象 ジャンル [資金 人的 物的 場所 その他]支援目的
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108 「大覚寺観月のタベコンサート」主催    音楽   1 2

「ジャバン・ヴィルトウオーゾ・シンフォニー・ 音楽
オーケストラ」公演協賛
「奈良学文化講座」主催 他 2

チャリティ・コンサート「春よ来い」協賛   音楽   1
「アンサンブルde横浜」公演協賛 音楽   1
「阪神・淡路大震災復興祈願能」協賛 演劇   1 2

東京海上火災保険株式会社 損保

資本釜き】 売上高日 経常利密懸】 設立1879年 従業員1万5006人  ※総務部社会貢献室(4人・1993年設

置)

メセナ活動基本方針

良き企業市民として地域・社会に貢献する(経営方針の一部である)。

支援形態

活動名                    芸術分野 支援対象 ジャンル〔資金 人的 物的 場所 その他]支援目的

トウキョウ・マリンギャラリーの運営    美術   4 1,2・ 3・

4・ 6

3

ユネスコ・アジア文化センターの助成    出捐

慈善狂言会協賛(朝 日新聞主催) 1       2       1 6

第2回グロスマン賞コンテスト協賛 音楽 7

東京ステーションギャラリー「北京駅秘蔵画 美術

展」協贅

「印象派・後期印象派」特別協賛 美術   1
「黄金の都シカン発掘展」協力 美術   1 3

ピカソー愛と苦悩「グルニカ」への道―協賛  美術   1
オランダ・クレーラー・ミュ
ゴッホ展協賛

美術   1

印象派はこうして生まれた        美術
「丁HE BIRTH OF IMPRESS10N―
iSM」協賛

東京ガス株式会社 ガス

資本金口l売上高口l経常利1胡ヨ 設立1885年 従業員1万3000人 ※CI推進部生活文化センター(5人
・1991年設置)予算決

メセナ活動基本方針

潤いのある暮らしをパックアップしています。

豊かな暮らしづくりをお手伝いするために、文化・スポーツを通じて地域の方々との交流をはかっています。
豊かな社会を実現するためには、多くの方々か「生活をエンジョイする心」「周囲にこまやかな目を向けるゆと

りある心」をもつことが必要でしょう。こうした心の環境づくりを少しでもお手伝いできればと思い、地域の方々

に音楽やスポーツを楽しんでいただいたり、購演会を通して新しい視野を開いていただいたり、食の情報を発信し

て豊かな食生活をお楽しみいただく機会を設けています。私たちは、これらの催しを通して、地域の方々との交流

を深め、潤いのある暮らしをパックアップしたいと願っています。

支援形態

活動名                   芸術分野 支援対象 ジャンル〔資金 人的 物的 場所 その他]支援目的

クラシックコンサート 音楽 1  2 5

ポケットコンサート 音楽   1    1'3   2 2 1・ 5

アースビジョン 2  2 3・ 5

1   1

1   1    1
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銀座ポケットパーク 2 1。2 1  1 3・ 5。 7 109
ガスの科学館 博物 2 1・2 1  1 5

ガスミュージアム 博物 2  1・2  1    1・ 2       5・ 8

東京急行電鉄株式会社 陸運

資本金口l 売上画口 経常利固口 設立1922年  従業員4594人  ※東急広報委員会事務局(6人 。1993年設

置)予算決

メセナ活動基本方針

1「 21世紀へ豊かさを深める
一

とうきゆうグループ」というス回―ガンにもとづき広報活動の一環として行っ

ている。

2東急グループの文化度の高さをアピールすることで、グループイメージの浸透をはかる。

3東急グルーブ全体の広報活動を行うために東急広報委員会を組織している。

支援形態

活動名                   芸術分野 支援対象 ジャンル〔資金 人的 物的 場所 そのlL]支援目的

丁OKYU“丁hanks from the Hea威 " 音楽

Ooncert
5。 6。 72

東急フォーラム 他 2 5

東京国際映画祭 5。 7・ 10

財五島記念文化財団への出捐 出捐 1・ 2・ 3・

7

東京電力株式会社 電 力

資本金口 売上高日 経常利益口 設立1951年  従業員4万3448人 予算決

メセナ活動基本方針

1広 く地域の要望にお応えする活動
2よ り多くのお客様が参加できる活動

3社員が汗を流すことのできる活動

4継続できる活動

5当社の設備やスペースを活用できる活動

を基準として重点選別のうえ、すすめている。

活動名

支援形態

芸術分野 支援対象 ジャンル〔資金 人的 物的 場所 その他]支援目的

丁EPC01万人コンサート 音楽   1 7 2 3・ 5・ 9

TEPCOふれあいコンサート 音楽   1 4 2 3・ 5。 9

丁EPcoお はなしキャラバン 演劇   1 3・5   2 4

TEPCOフ アミリーミュージカル 演劇   1 3・4   2 4

お客きま相談室ギヤラリーの開放 美術   1 3・ 6 1・ 7・ 10

TOKYO演 劇フェア'96への支援 演劇  1 3・4   1 9

株式会社東京都民銀行 銀行

資本金□l 売上高(経常収益)日 経常利固四 設立1951年  従業員2300人  予算決

メセナ活動基本方針

1企業市民として芸術文化活動に対する支援を行う。

2芸術文化活動の支援を通して地域社会の発展に貢献する。

1   1
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活動名

支援形態

芸術分野 支援対象 ジャンル [資金 人的 物的 場所 その他]支援目的

ウィーンフイルのコンサート協賛 音楽   1
その他・各支店ロピ」こおいて展示会等を開催 美術

している
1・ 2・ 3・

4

２
．
　

‐
６

‐

‐・

５‘

祀

株式会社東京放送 サービス

資本劉2 売上高日 経常利益口 設立1951年  従業員1539人

メセナ活動基本方針
一時的な団体・個人への支援というのではなく、できうるかぎり長期的に支援しようという方針です。

支援形態

活動名                  芸術分野 支援対象 ジャンル障詮1 人的 物的 場所 その他]支援目的

動日本交響楽振興財団への支援 1・ 2・ 4音楽   3    1
m日本フィル八一モニー交薔楽団への支援 音楽   3   1 1・ 2・ 7

■ 国文 化 団体 運盟 へ の支 援 楽

劇

百

演

1・ 3

3・ 4

2・ 6

m東京ファッション協会への支援 服デ 1・ 2

口栗田美術館への支援          美術   4   6    1 ●  8・ 9

働サントリー音楽財団への支援 音楽   2   1・ 2・ 5  1 1・ 2

m東京音楽祭への支援          音楽   2   4    1 1。 2・ 10

株式会社東芝 他電機――総合電機

資本金口l 売上画日 経常利1組■ 設立1875年  従業員7万1170人  ※働東芝国際交流財団、東芝アメリカ財

団、東芝タイ財団

メセナ活動基本方針

当社では人間尊重を第一に豊かな価値を創造し、社会に貢献することを基本とした東芝グループ経営理念と、「人

と地球の明日のために」というグループスローガンを制定し、これをベースに企業活動を行っている。

支援形態

活動名                    芸術分野 支援対象 ジャンル〔資金 人的 物的 場所 その他]支援目的

楽団創立40周年記念日本フィル第3回ヨーロ 音楽

ッパ公演

10

フランス国立ギメ美術館日本ギャラリー改修 博物 8・ 10

地域伝統芸能活用センター 出捐

テキサス州ジャバンフェスティノUレサン&ス 出捐

ター1996
10

東京オペラシテイ文化財団 出捐 1・ 2・ 7

日本民族工芸技術保存協会 出捐 8

東芝グランドコンサート(モ スクワフィル) 音楽   1

東邦ガス株式会社 ガス

資本金□ 売上高日 経常利固口 設立1922年  従業員3612人  予算決

メセナ活動基本方針

1地域の文化向上への貢献。

2企業イメージの向上。

3地域社会とのコミュニケーション。

1   1
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支援形態

芸術分野 支援対象 ジヤンル〔資金 人的 物的 場所 その他〕支援目的
111

活動名

ふれ愛コンサート 音楽   1    4 2 6。 9

名フィルコンサート 音楽   1'3  1 2 4・ 5・ 6

・9

ふれあい寄席 他 6・ 8・ 92

東邦ガスクラシック 音楽   1・ 3  1 2 1。 2・ 6・

9

栄ガスビルギャラリー 美術

他
4      1・ 4・ 6    2 1・ 2・ 5'

7・ 9

詩(環境問題に関する)の募集「虹のことば」 他 42

第2回世界パレエ・モダンダンスコンクールヘ 舞踊 1・ 5'9

東レ株式会社 繊維

資本調□1 設立1926年  従業員1万50人

活動名

支援形態

芸術分野 支援対象 ジャンル [資金 人的 物的 場所 そ研口支潮1目的

全国高等学校文化連盟かるた大会ユニフォー 他

ム寄贈

4

東京・ニューヨーク姉妹都市35周年記念薪能 民文

公演'95協賛

8。 10

第21回木曽音楽祭協賛 音楽   1    1 9

閥日本フィル八―モニー交響楽団会費およ 音楽

び40周年記念ヨーロッパ公演寄付

1・ 2

m新日本フィル八―モニー交響楽国会費  音楽   1 1。 2

m東京フィル八―モニー交響楽団会費   音楽   1 1・ 2

働スターダンサーズ・パレエ団会費 1・ 2

働古代学協会会費 文歴 11

働三井文庫会費 文歴

働芸術文化交流の会会費 出捐

「オーケストラアジア」(日・韓・中)公演支援 音楽

同和火災海上保険株式会社 損保

資本0口 売上高日 経常利樹口 設立1897年  従業員3979人 予算決

メセナ活動基本方針

メセナ活動は企業か果たすべき社会的役割の一つであるとの認識のもとに、社会的貢献度の高い支援を行って

いく方針。

支援形態

活動名                    芸術分野 支援対象 ジャンル〔資金 人的 物的 場所 その他]支援目的

主催音楽公演(26公演) 音楽     1・ 2・ 3  1・ 4・ 5 7

共催映像公演八イビジョンオペラシアター(11 音楽・映像

公演)

3 7

貸館81回 1・ 3

1・ 4

7楽

劇

音

演
1・ 4・ 5

3

舞踊
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若手芸術家支援美術展(13回 )112 美術   4 1・ 4・ 5・

6

株式会社十勝毎日新聞社 新聞

資本金田 売上高日 経常利益口 設立1919年 従業員193人

活動名

支援形態
芸術分野 支援対象 ジャンル〔資金 人的 物的 場所 その他]支援目的

帯広交響楽団 音楽   3

凸版印刷株式会社 他製造―印刷
資本金口 売上高日 経常利益口 設立1900年  従業員1万3900人  予算決

メセナ活動基本方針

当社の活動理念を情報・暮らし・文化に貢献する「コミュニケーション産業」と位置づけ、①印刷技術・デザインに

関連した内容、○印刷周辺の関連分野 (写真・絵画・書・出版など)、 ◎地域社会に還元できるもの、の三つを活動の対

象領域とする。

支援形態

活動名                   芸術分野 支援対象 ジャンル〔資金 人的 物的 場所 そαu支援目的

95年度読書感想画中央コンクール 美術・文学 6    1 4

プリンツ21版画グランプリ展 美術   1    2    1
「欧米のポスターてЮ」展          グラデ           2 5

印刷史料館企画展示運営 2 1・2 1 11

中国印刷博物館への寄付 10・ 11

日本出版文化史展への協賛 他 1 1  1 5

タイプミュージアムヘの協賛 出捐 1 1 10

東陶機器株式会社 ガラス窯業

資本釜置口 売上画日 経常利轟願1 設立1917年  従業員1万1530人 ※文化推進部(23人・1985年 設置)予
算決

メセナ活動基本方針

1社会貢献の一環として。

2自社のイメージ向上のため。

3自社の企業文化の確立をめざして。

活動名

支援形態
芸術分野 支援対象 ジャンル〔資金 人的 物的 場所 その他〕支援目的

ギヤラリー・間 開設10周年記念催事    現建 2  2   1    1 9。 11

ギヤラリー・間 建築・デザイン専門ギャラリー 現建

の運営
2 2  1  1   ●  11

ギヤラリー・間 建築請演会の開催 現建 2  2 9。 11

ライブラリー・アクア水の専門図書館の運営 他 2  2 5。 9。 11

ライブラリー・アクア「水のフォーラム」(講演 他
会)の開催

2  2 5。 9。 11

建築関連書籍の出版 文歴・現建 2 11

北九州国際音楽祭 音楽   1 9。 10

奈良/TOTO世 界建築トリエンナーレ   現建 1・ 9。 10

ヴェニス・ビエンナーレ'95、 ミラノ・トリエン 現建
ナーレ協賛ほか計6件

1・ 2・ 7

10

博物
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株式会社富山銀行 銀行

資本金□ 売上高(経常収益)日 経常利樹日 設立1954年  従業員509人

メセナ活動基本方針

1平成7年度よリスタートした第4次中期経営計画における「地域により存在感のある銀行の実現」において、地域

貢献活動の充実を明確に打ちだしています。

2「メセナ活動」という言葉は使用していません。したがって回答については地域貢献活動のなかで、対象か芸術

分野のものについての対応状況です。

支援形態

活動名                   芸術分野 支援対象 ジヤンル〔資金 人的 物的 場所 そ(以u支援目的

福冨ギャラリー 美術・書道 4    1・ 3・ 4・  1 2 9

6

城冒ギャラリー 美術・書道 4    1・ 6   2 2 9

市民文化振興事業 他 11

守山町御車山御神体 民文 2 8

株式会社豊田自動織機製作所 自動車
資本調□ 売上高日 経常利益日 設立1926年  従業員9640人

メセナ活動基本方針

社会貢献活動を通して、広く社会に親しまれるよい会社をめざす。

支援形態

活動名                    芸術分野 支援対象 ジャンル〔資金 人的 物的 場所 そ(所□支援目的

市民吹奏楽団へ協賛(刈谷。大府市) 音楽   1    1
佐藤友相と日本音楽アンサンブルヘ協賛  音楽   3   1
名古屋フィルハーモニー交督楽団へ協賛  音楽  1
大府市楽友協会管弦楽団へ協賛 音楽   1
大府市文化協会音楽祭へ協賛 音楽   1
世界インテリアデザイン会議への寄付   他 10

安城産業文化公園Fデンパーク』への寄付  出捐

高浜市やきものの里「かわら美術館』への寄付 美術・工芸 4   6
豊田佐吉翁記念館保存会への寄付

豊田通商株式会社 商業

資本翻□ 売上国日 経常利樹口 設立1948年 従業員1988人

メセナ活動基本方針

1(企業理念)

人・社会・地球との共存共栄をはかり、豊かで快通な地球社会づくりに貢献する総合企業をめざす。

2(行動指針)

良き企業市民として社会に貢献する。

支援形態

活動名                   芸術分野 支援対象 ジャンル〔資金 人的 物的 場所 そ(以口支援目的

名古屋ボストン美術館 美術   4    1・ 2.3。  1 7・ 9。 10

4

安城産業文化公園デンパーク寄付 出捐 9'10

徳川美術館に対する寄付 美術   4    1・ 2・3  1 5・ 8。9

豊田佐吉記念館保存 文歴

博物
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114 名古屋フィル八―モニー交響楽団 音楽   1 1・ 2・ 4    1 3・ 5。 9
。10

産業技術記念館 1  2

豊田紡織株式会社 他製造

資本金口 売上高日 経常利益口 設立1950年  従業員1345人

メセナ活動基本方針

1地域に根づいた文化活動の支援を第一に考えている。

2主催型でなく鬱加型。

活動名

「南半球4メートル電波天文台」設立 他 10

働名古屋フィル八―モニー交薔楽団    音楽  1   1
佐藤友相と日本室内楽アンサンブル    音楽   1   5    1
日本室内楽アカデミー楽友会 音楽   1    5    1

株式会社三チイ 商業

資本金□ 売上高日 経常利益日 設立1963年  従業員2万230人 予算決

メセナ活動基本方針

1企業理念(マイカル=若々しく健康的で、より快適な生活の提案)にもとづくコーボレイトコミュニケーション

活動の一つとして位置づけている。

2地域社会を構成する一員として「環境保護」「人にやさしい活動」「文化の振興」の三つを中心に役割を果たす。

3「文化の振興」において、これまでは「伝統文化の継承」をテーマに全国の祭に参加することで地域に貢献してき

た。

4昨年より、その領域をスポーツ文化、音楽文化、生活文化に広げつつある。

5今後は特にメセナということで、こだわってはしヽないが、音楽面などにおける活動の広かりを計画している。

(当社の貢献のあり方は、
｀
支援型

″
より

1`参
加型

″
で、共に活動する方針です。)

支援形態

活動名                    芸術分野 支援対象 ジャンル [資金 人的 物的 場所 そαu支援目的

全国の祭への参加・支援 民文 1   2   2 8。 9

「地域文化伝統芸能活用センター」支援   出捐 8
｀
かんばれ阪神の子供たち

″
モーリーモール劇 濱劇

団クリスマス公濱
4 2  2 11

地域文化団体展覧会への協力 美術   1    1・ 4・ 6 1  0 3。 9

工芸・書道

ニチハ株式会社 他製造

資本金日 売上高日 経常利益□ 設立1956年  従業員1060人

活動名

支援形態

芸術分野 支援対象 ジャンル [資金 人的 物的 場所 その他〕支援目的

名古屋フ ィル八一モニー交響楽団

新潟交通株式会社 運輸関連

資本金日 売上高日 経常利益田 設立1943年  従業員1762人

博物

支援形態

芸術分野 支援対象 ジャンル [資金 人的 物的 場所 その他]支援目的

音楽   1    1
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支援形態

芸術分野 支援対象 ジャンル [資金 人的 物的 場所 その他]支援目的
115

活動名

万代シティホール「リターナ」の運営 美術・工芸 4
・書道

1・ 4 3。 9

万代シテイパークの運営 音楽   2
演劇   2
舞踊・民文

2・ 7

3・ 6

1 1  1  1 3。 7。 8
。
9。 10

株式会社新潟中央銀行 銀行

資本金□ 売上高(経常収益)日 経常利益日 設立1942年 従業員1514人

活動名

支援形態

芸術分野 支援対象 ジャンル [資金 人的 物的 場所 その他]支援目的

チャリティーコンサート「鼓童」 音楽   1    7 2  2 6

日動火災海上保険株式会社 損保

資本金口 売上高□1 設立1914年  従業員7823人 予算決

メセナ活動の基本方針

芸術。文化振興に資することを基本に、

1地域社会への芸術。文化の紹介

2芸術・文化イベントヘの協賛

3着手芸術家の育成・顕彰

を中心に活動している。

活動名

支援形態

芸術分野 支援対象 ジャンル [資金 人的 物的 場所 その他〕支援目的

イベントスペース「日動キュリオ」で文化人を
中心に、本人紹介の展示、トークショーを開催

術

像

学

美

映

文

3      6 2・ 5。 7

・9

東京国立博物館主催特別展「花」に協賛   美術・博物 1   1・ 2・ 3  1 5・ 8。 11

東京国立博物館主催特別展観「唐様の書」に 美術・博物 1

協賛

1・ 2・ 3    1 5・ 8・ 11

障害者自立読売絵画展 美術   1    1 3。 11

昭和会展「日動火災賞」 美術   1・ 6  1・ 2・ 3  1 1・ 7

NHK交 響楽団の定期会員 音楽   1 2

東京フィル八―モニー交響楽団の定期会員 音楽   1 2

カザルスホールのコーボレートスポンサー 音楽   1 2

日産自動車株式会社 自動車
資本金口 売上高日 経常利3ロヨ 設立1933年 従業員4万4782人  ※広報部社会文化室(5人・1991年設

置)予算決

メセナ活動基本方針
社会とのコミュニケーションを通じて魅力的な企業文化をつくり、「よき企業市民」として豊かな社会づくりに

かかわっていきたいという願いのもと、さまざまなフィランソロピー活動を展開してしヽる。なお、メセナ活動につ
いては以下の支援基準にもとづき、活動を行っている。
【支援基準】
1対象分野
①子どもの夢や想像力をはぐくむ活動、②美意識や創造性をはぐくむ活動、③異文化理解を深める活動。
2支援先とのかかわり方

①互いに感動と成長をもたらすこと、○支援先との間に第二者を介さすに直接コミュニケーションし、支援後、必
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す成果を確認し合うこと、③社員も,加・鑑賞できること、④目標か達成されれば、支援を終了すること、⑤できる

だけ多種・多様な団体(異文化との出会い)を考慮する。

I支援期間】

発展性、継続性を持って活動を支援するため、原則として、3年ないし5年とする。

支援形態

活動名                     芸術分野 支援対象 ジャンル [資金 人的 物的 場所 その他]支援目的

草津音楽アカデミー&フ ェスティパル   音楽  1・ 4  1 1・ 3・ 10

サイトウ・キネン・フェスティバル イン松本 音楽
こどものための音楽会

4

堀江真理子 G.フ ォーレ・ビアノ演奏会   音楽   1 2・ 11

宇宿允人の世界 音楽   1・3  1 2 2・ 6

エストニア・エレルヘイン少女合唱団日本公演 音楽  1 ●  11

池田―「アジアエッジ1996/東京」 術

劇

美

演
1・ 5 1   2 2・ 7・ 10

内藤礼個展 美術   1 5 2・ 7

現代日本金属美術(小杉拓也) 美術   1 3 2・ 7・ 8

・10

龍崎哲郎・杉山優子美術展「家族」 美術   1 5 2   2 ●  2・ 7

五十田安希「ひとり芝居」 濱劇   1・ 3  3 1 1 2

糸あやつり人形芝居「結城座」 演劇   1・3  5 2・ 8

波瀬満子パフォーマンス 演劇   1・3  3 2・ 4

メデイアワークス マイムオペラ「ティアーズ 演劇   1 2.4・ 7

く涙)」

富岳会 ミュージカル「みくりや物層」   演劇   1   4    1            3。 11

劇団態変 東京公演「ダ・キ・シ・メ・夕・イ !!」  演劇   1   3

3,4・ 5   1  2

2 2・ 11

西川千麗 東京公演「いろはにほへと」   舞踊 2・ 7・ 8

和栗由紀夫+好善社「新舞踏花伝」 2・ 7

小栗康平監督「眠る男」 2・ 9

ニッサン童話と絵本のグランフリ 文学 2 1  ●  3・ 4

日産おはなしの部屋 文学 2 4。 11

ゆかいな絵本と童話展 文学 2 1・ 4・ 5

国際アンデルセン賞 文学・出捐 2・ 4・ 10

文化財保護振興財団(会員) 出捐 8

企業メセナ協議会(会員) 出捐 11

日商岩丼株式会社 商業

資本金口1 売上高1日 経常利益口 設立1928年 従業員4603人  ※帥日商岩井国際交流財団 予算決

メセナ活動基本方針

総合商社としての立場から、国際交流貢献に特に力を入れており、メセナ活動もその一部として、主に働日商岩

井国際交流財団を通して実施している。

支援形態

活動名                   芸術分野 支援対象 ジャンル〔資金 人的 物的 場所 そα回支豊目的

動日商岩井国際交流財団の運営 出捐 10

1   1
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日新電機株式会社 重電 117
資本金田 売上高日 経常利益口 設立1917年  従業員3500人 予算決

メセナ活動基本方針

宗教、政治的に偏らないこと。

活動名
支援形態

芸術分野 支援対象ジヤンル〔資金 人的 物的 場所 その他〕支援目的

ロ ヨ ツ 1   1
グリーン・コンサーツ VOI.5 音楽   1    1。 2   1 2・ 3・ 4

152才 至高のデュオ 音楽   1 6

韓 伽椰 ピアノリサイタル 音楽   1 1・ 2    1
シャクティ インド舞踊公演 2

韓 伽椰 コンサート 音楽   1 1・ 2    1

日鐵商事株式会社 商業
資本金口 売上高日 経常利益田 設立1977年 従業員792人 ※m新日鐵文化財団 予算決

メセナ活動基本方針

社内外の要請にもとづき、個別に検討し、対応している。

支援形態
活動名                   芸術分野 支援対象 ジャンル [資金 人的 物的 場所 そのlL]支援目的

働新日鐵文化財団への寄付 出捐

新日鐵クリスマスコンサート 音楽   1

日本アイ・ビー。エム株式会社 産業機械
資本金口 売上高日 経常利樹固 設立1937年  従業員2万580人  予算決

メセナ活動基本方針

1社会貢献の一環として。

2自社のイメージ向上のため。

3自社の企業文化の確立をめざして。

活動名

支援形態

芸術分野 支援対象 ジャンル [資金 人的 物的 場所 その他]支援目的

日本lBMバ レエ奨学金 舞踊 1 1  1 1・ 4

上野の森美術館大賞展 美術   1。6   1 1。 3・ 5。

7

IBMびわこ現代絵画展 美術   1。6  1    1・ 2 2 1・ 2・ 3。

7・ 9

かわさきlBM市民文化ギャラリー 美術   1・ 4   1。 5 1・ 2・ 5。

7。 9

飛鳥村文化財保存協力 文歴 11

交響楽振興支援 音楽   3    1 2・ 5

オペラ。オペレッタ振興支援 音楽   3   1 2・ 5

日本アムウェイ株式会社 その他―ダイレクト・セリング
資本金□ 売上高日 経常利益日 設立1977年  従業員667人 予算決

メセナ活動基本方針

当社の経営理念の基本は日本の方々の生活向上にお役立てすることです。品質を誇る製品とサービスの提供を
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通して、また、文化(芸術)のサポート活動を通してその使命を遂行することが、良き企業市民としての責任である

とも考えます。
支援形態

活動名                     芸術分野 支援対象 ジャンル〔資金 人的 物的 場所 その他]支援目的

パビリオンオペラ 2音楽   1    3    1
インターリンク'95 音楽   1 2 1・ 7・ 10

第四回外国人の為の歌舞伎教室 演劇   1 8・ 10

国際親善交流特別演奏会

日本・ポーランド文化演奏会
音楽   1 2

小野田雪堂王月 日中水墨の出会しヽ 美術   1    6    1
「ポギーとベス」 音楽   1    3    1 2

日加現代 2人展 美術   1    4    1 1・ 7・ 10

日仏現代美術交流 美術   1 5 1・ 7・ 10

極北のイヌイットアート展 美術     1・ 3     2・ 3    1。2 2・ 5。 10

日本板硝子株式会社 ガラス窯業
資本0四 売上高日 経常利翻口 設立1918年  従業員3768人

メセナ活動基本方針

多目的ホールを社会貢献活動の一環として活用していく。

支援形鮨

活動名                    芸術分野 支援対象 ジャンル [資金 人的 物的 場所 その他]支援目的

社外ジャズコンサート 3・ 4・ 9音楽   3   4
社外写真展 美術   5    4 3・ 9

日本ガイシ株式会社 ガラス窯業
資本0口 売上高日 経常利翻口 設立1919年  従業員4662人

メセナ活動基本方針

1地元芸術・文化団体への支援。

2事業関連分野への芸術・文化支援活動(例 .陶芸展ほか)。

支援形態

活動名                   芸術分野 支援対象 ジャンル [資金 人的 物的 場所 そα口支援目的

名古屋フィル八一モニー交響楽団 2・ 5。 9音楽   3   1

日本模院中部総本部 他 8

厳島神社災害復旧 文歴 8

広島交響楽協会 音楽   1    1 3

日本航空株式会社 航空

資本翻口1 売上高口l 経常利樹日 設立1953年  従業員2万500人 ※m日航財団 予算決

メセナ活動基本方針

企業特性を生かし、

1国際交流・文化交流に通じる活動を支援。

2従来から取り組んでいるものを継続実施。

活動名

支援形憩

芸術分野 支援対象 ジャンル [資金 人的 物的 場所 その他]支援目的

m日航財団の運営 他 4・ 7・ 102

2 1。 2世界こどもハイクコンテスト 文学 4・ 10
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京都音舞台 2・ 5・ 6

。
9。 10

JALクラシックスペシヤル        音楽   1。4  1    2            1・ 5。 9

ニューアーティストシリーズ

東京オピニオンズ            音楽  1。 2  1・ 2・ 3・  1 3          2・ 9

4

演●   1'2   3・ 4

パシフィックミュージックフェスティパル  音楽   4   1 1。 4・ 5・

9。 10

音楽   1    1・ 5   2 1・ 2

JALチャリティートークコンサート    音楽   1 1'4   2 1'6。 9

「ゴッホ展」など各種美術展・企画展への協賛 術

芸

美

工

1・ 2。 3'   1 5。 10

UNEP世 界環境フォトコンテスト 4 10

アジアパシフィックパレエコンクール   舞踊 1・ 3・ 10

ソニーオーボエコンテスト 4      1 1・ 10

日露交歓コンサート 1・4   1 1・ 4・ 10

アリオン音楽財団「東京の夏」音楽祭 音楽   1    1・ 7   1 2・ 9・ 10

日本酸素株式会社 化学

資本金田 売上高日 経常利固日 設立1910年  従業員2000人 予算決

メセナ活動基本方針

当社の社業と体力にあった当社にふさわしい内容の活動を継続して実施する。

支援形態

活動名                    芸術分野 支援対象 ジャンル [資金 人的 物的 場所 その1〕 ]支援目的

日本酸素記念館の公開 博物 2  2   1

NHK交響楽団賛助 音楽   1

日本食研株式会社 食品

資本02 売上高日 経常利益口 設立1971年  従業員2200人  ※社長室(5人・1991年 設置)

メセナ活動基本方針

1地域社会の芸術文化の普及と向上。

2社員の芸術文化の意識・関心・取り組み姿勢の啓発。

3企業経営についてのイメージの向上。

4地域の芸術文化の後継者の発掘と育成。

支援形態

活動名                     芸術分野 支援対象 ジャンル〔資金 人的 物的 場所 その他]支援目的

今治市民劇場公演            演劇   1        1            1・ 9

獅子舞の保存伝承と公演 民文

今治ばり祭出演 民文

ケーオークラブ講演会 文学

テイスティーギャラリー公開

資本0□1 売上高口 設立1951年  従業員8000人

他金融日本信販株式会社

美 術

8

6

博物
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活動名

支援形態
芸術分野 支援対象 ジャンル〔資金 人的 物的 場所 その他]支援目的

NICOSギャラリーの運営 美術   1・ 4

グラデ・書

道・現建

1・ 2・ 3・  2
4。 5。 6

1・ 3・ 9

日本製紙株式会社 紙・パルプ
資本当固 売上高日 経常利翻口 設立1949年  従業員8004人

支援形態

芸術分野 支援対象 ジャンル [資金 人的 物的 場所 その他〕支援目的

木曽音楽祭 音楽   1 1・ 5。 9

カザルスホール倶楽部 音楽   2 5

札幌交響楽団札幌基金 音楽   3    1

日本生命保険相互会社 生保

設立1889年  従業員10万人 ※広報部社会公共グループ(4人・1991年 設置)予算決

メセナ活動基本方針

生命保険事業は、公共的性格を持つ事業であり、国民の生活に深くかかわつていることから、当社では本業に加
え国民の生活の豊かさ、潤いの向上に資する文化活動をきわめて重要であると考え、従来より積極的に取り組んで
いる。

支援形態

活動名                    芸術分野 支援対象 ジャンル〔資金 人的 物的 場所 その他]支援目的

働ニッセイ文化振興財国の運営      他            1 1・ 2   1     4・ 5。 9
。10

動日本生命財団の運営 他 9

ニッセイ名作劇場(小学生招待公演) 1・ 2     4       1  1・ 2       1 4・ 5。 9

ニッセイ名作劇場 (フ アミリー公演) 1    4    2 1・ 2 4・ 5。 9

日本たばこ産業株式会社 食 品

資本金口l 売上高口1 経常利薗口 設立1985年 従業員2万3340人 ※企業文化部(8人・1994年設置)予
算決

メセナ活動基本方針

JTの文化支援・社会貢献活動の目標

1生活文化産業としての使命を果たします。

J丁は、企業理念に「いきいきとした時間をすべての人に提供する生活文化産業」を掲げ、社会に宣言していま

す。その使命として文化支援。社会貢献活動を行います。
2よ り良き企業市民になります。

企業として、単に商品を販売するだけでなく、社会において良き企業市民として行動することをめざします。
3社員が謗りを持てる会社にします。

良い企業、尊敬できる企業としての評価の獲得をめざすと同時に、社員にとっても「誇りが持て、働きがいのあ
る企業」と認識されることをめざします。

4社会、会社、社員の三者適合をめざします。

J丁は社会の一部であり、社会、会社、社員の3者間のパランスの良い適合をはかることをめざします。
5短期的な見返りは期待しません。

短期的な見返り(商品の販売促進や企業の利益アップ等)は期待しません。

支援形態

活動名                   芸術分野 支援対象 ジャンル〔資金 人的 物的 場所 そ(研u支援目的

働アフィニス文化財団の運営 音楽   1'4  1 0  1・ 2

活動名



JTアートホール室内楽シリーズの開催   音楽   1 2
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2・ 5 121
生命誌研究館の運営 博物 2 5

たばこと塩の博物館の運営 博物 2

株式会社日本長期信用銀行 銀行

資本0口1 売上高 (経常収益)口 経常利益口 設立1952年  従業員3830人

メセナ活動基本方針

1当店のメセナ活動は顧客サービスの一環である。

2活動の方向性は顧客との双方向のコミュニケーションにもとづいて定めている。

支援形態

活動名                  芸術分野 支援対象 ジャンル〔資金 人的 物的 場所 その他]支援目的

長銀アトリウムギャラリーの運営 美術   1・ 4
工芸・服デ

書道

1。 2。 4    2       1    1 1。 2・ 5

長銀ティータイムコンサートシリーズ   音楽  1   1・ 3   2    1  1 1・ 2・ 5

日本電気株式会社 他電機一CaC事 業

資本金口 売上高日 経常利益口 設立1899年 従業員4万857人 ※社会貢献推進室(15人 。1991年設置)

予算決

メセナ活動基本方針

当社の企業理念「NECは C&cを通して、世界の人々が相互に理解を深め、人間性を十分に発揮する豊かな社

会の実現に貢献します」にもとづき、良き企業市民として、ワールトワイドにメセナ活動を推進する。

支援形態

活動名 芸術分野 支援対象 ジャンル〔資金 人的 物的 場所 その他]支援目的

NECスーパータワーコンサート(第 10回 音楽
～第12回 )

1   1 2 9

ボストン交響楽団北米ツアー支援 音楽   1 2・ 10

ミュンヘン・フイル八―モニー管弦楽団支援 音楽   1 2

東急文化村オフィシャルサプライヤー 音楽・美術
・演劇・映

日本の音とこころ展 PARTII 1       5 7・ 8

ピエール プーレーズ フェステイパル   音楽   1   1・2   1 5。 7

ひょうこ舞台芸術第9回公演
「GHE丁丁0」

演劇 3

室内楽のタベCONCERT DE TRiO  音楽   1
ボストン交響楽団丁hree Birthday Cel‐  音楽   1
ebration
新星日本交薔楽団欧州公演        音楽  1   1    1            2・ 10

小澤征爾指揮アルフレット・プレンデルピアノ 音楽

新日本フィル特別演奏会

ジャバン・ヴィルトウオーゾ・シンフォニー・オ 音楽   1   1    1            11
-ケストラ

牧阿佐美バレエ団11月公演「ロメオとジュリエ 舞踊            1            2
ット」

日本。ロシア文化交流演奏会 1・ 10

2

日本現代陶磁巨匠三人展 工芸 8・ 10

1   1
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母と子のための名曲コンサート 音楽   1122
パルセロナ国際ギターフェスティパル   音楽  1
第3回日本国際パフォーマンス・アート・フェ 舞踊
スティバル

日本フィル第478回定期演奏会 音楽

日本電信電話株式会社 通信
資本金口 売上高日 経常利樹口 設立1985年  従業員19万4700人

メセナ活動基本方針

1新しいコミュニケーション文化の形成。
2「 トークの日(毎月19日 )」を中心とした文化活動の展開。
3良き企業市民としての役割を果たす。

支援形憲
芸術分野 支援対象 ジャンル〔資金 人的 物的 場所 その他〕支援目的

インターコミュニケーションセンターの設立 他

準備
5'7

NTT一 N響コンサート 音楽 2

NT丁ふれあいトーク大賞 他 2

N丁丁トークフェスタ 他 2

カザルスホール カルテット協賛 音楽   1 5

カザルスホール ビオラスペース協賛    音楽   1 5

サンパウロ美術館 名品展協賛 美術   1 8

東急文化村オフイシャルサプライヤー   他 7

トプカプ宮殿 名品展協賛 美術   1 6 8

日本電池株式会社 他電機―機器
資本金田 売上高日 経常利益日 設立1917年  従業員2770人  予算決

メセナ活動基本方針

1当社規模に見あつた分相応のもの。
2方針が決まれば長く続けられるもの。
3文化・スポーツ幅広い支援。
4地域への選元。

5社会的に評価できるもの。

6企業イメージをこわさないもの。

活動名
支援形態

芸術分野 支援対象 ジャンル [資金 人的 物的 場所 その他1支援目的

チェロ・ワークショップ 音楽   1 1 1 2・ 9

グリーン・コンサーツ 音楽   1 1・ 9

日本電波塔株式会社 サービス
資本金口 売上高日 経常利益口 設立1958年  従業員200人

メセナ活動基本方針

1メセナ活動は企業の社会的責任の一端と考える。
2メ セナ活動は継続的に考えるべきである。
3企業文化創造の拠りどころとして考える。
4国際的に共通の文化・芸術の振興と啓蒙等をはかることによってコミュニケーションの活発化を期待する。
5企業の・人格形成

″
の一端と考える。

活動名

9

9

1 1
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株式会社日本旅行 サービス

資本側口 売上高日 経常利益口 設立1905年  従業員4857人  ※帥国際親善協会 予算決

メセナ活動基本方針

ョーロッパ、アメリカで年各1回ジャバンウイークを開催することにより日本の伝続文化・芸術の真髄の披露を

行うことによって、両国民の相互理解・国際交流をはかる。日本全国や開催国にアピールすることで、地場産業振

興、村おこし、伝続芸能後継者の育成にも協力する。

支援形態

活動名                   芸術分野 支援対象 ジャンル〔資金 人的 物的 場所 その他〕支援目的

ヨーロッパジャバンウイーク(1995年

はイタリア・べニスで開催)

音楽   1
美術   1
演劇   1
舞踊・服デ
・民文・書

道

5・ 6

1・ 2・ 3

1・ 2

2  2 8・ 9。 10

アメリカジャバンウィーク(1995年 は

ニューメキシヨ州で開催)

楽

術

劇

音

美

演

5'6

1・ 2・ 3

1。 2

2  2 8・ 9。 10

舞踊・服デ

民文・書

ハザマ株式会社 建設

資本釧口 売上高日 経常利益日 設立1889年  従業員5145人

活動名

支援形態

芸術分野 支援対象 ジャンル [資金 人的 物的 場所 その他]支援目的

明治神冒薪能 演劇   1。2  2 2  2 8・ 5

「戦後文化の軌跡1945-1995」 楽

術

〓
日
　
曇
六

3 2.5

1・ 3・ 4・

5

2・ 5。 7

映像・グラ

デ・服デ

ワイルドライフ写真大賞展 美術   4   4    2 1・ 5。 10

八ザマミニフォトギャラリー 美術   4    4    2 1・ 2・ 5

株式会社八十二銀行 銀 行

資本金日 経常利固口 設立1931年  従業員4015人  ※働八十二文化財団 予算決

メセナ活動基本方針

当行の経営理念「健全経営を堅持し、もって地域社会の発展に寄与する」の趣旨にもとづきm八十二文化財団を

主体にメセナ活動が行われている。

働八十二文化財団は芸術・文化面から地域社会の発展に寄与することを目的に1985年 に設立された。

支援形態

活動名 芸術分野 支援対象 ジャンル〔資金 人的 物的 場所 その他]支援目的

働八十二文化財団の運宮 他 2 9

資本金l圏 売上高口l 設立1883年  従業員279人 ※メセナ開発グループ(5人・1991年 設置)

食 品株式会社林原

道
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メセナ活動基本方針
1地域に根ざした活動をする。
2オ リジナリティーのある活動をする。
3地道に活動を続けていく。
4モ ノにこだわらす、ソフトを重視した活動をする。
5黒子に徹した活動をする。
6会社の体力に応した活動をする。

活動名
支援形態

芸術分野 支援対象 ジャンル [資金 人的 物的 場所 そ研回支援目的

備中漆の復興事業 工芸・民文 2  1 2 ●  8・ 9。 11

音楽家の雇用 音楽   1・ 2・ 3 7 2 2 2・ 8'9
スカラーシップ 音楽   1・ 3・ 4 7 1・ 3・ 4・

8・ 9。 10

ランチタイムコンサートの開催 音楽   1 1・ 2'4 5'9。 11

帥林原美術館の運営 美術
‐
     1・ 3・ 4  1'6      2 5。 9。 11

ぴあ株式会社 出版
資本金■l 売上高:日 設立1974年 従業員322人 ※文化事業部(1981年設置)予算決

メセナ活動基本方針
映像分野における人材の育成と良質の作品紹介をテーマにびあフィルムフェスティパル(PFF)を実施。
支援する側と支援される側 (着手の映像作家)に対し、主催者の立場から継続的に広く門戸を開放することを基

本的な考え方としている。

支援形態
活動名                   芸術分野 支援対象 ジャンル [資金 人的 物的 場所 そ研回支援目的

PFFアワード( コンテスト部門) 映像 1・ 3・ 4・

5。 7・ 10

2 1。2    1

PFFプレゼンツ 映像 2 1・2    1 ２
．

１０

PFFス カラシッ 2  1・2  1'2  1・ 2 1・

7

東日本旅客鉄道株式会社 鉄道
資本翻固 売上国日 経常利1組ヨ 設立1987年  従業員8万870人
日本鉄道文化財団

※経営管理部 (2人・1992年 設置)m東

メセナ活動基本方針
1地域社会と密接な関係を持つ当社の事業を通して、新しい価値を創造し、社会に貢献する企業文化を築いてい

く。
2上記の考え方にもとづき、文化事業に取り組むために、い東日本鉄道文化財団を1992年に設立し、以下の三つ

を桂として積極的に社会貢献および文化活動を行う。
①鉄道を通した地域文化の振興。
○鉄遺経営、鉄道技術に関する調査・研究の促進。
③鉄道にかかわる国際文化交流活動の推進。

支援形態
活動名                   芸術分野 支援対象 ジャンル[資金 人的 物的 場所 そ(鋼口支援目的
「日本の自然を描く展」への協賛 3美術   5    1
「毎日写真コンテスト」への協賛 美術   5    4 3

文学 2

「読売小中学生作文コン 文学 4

1雇経児童出版文化買」への協賛
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「ビティナビアノコンクール」への協賛   音楽   4   1 125
勒東日本鉄道文化財団への出捐 出捐

株式会社肥後銀行 銀行

資本調□ 売上高(経常収益)日 経常利益口l 設立1925年  従業員2751人  ※企画部広報課・地域文化課(3

人・1990年 設置)

メセナ活動基本方針

1地域社会への貢献活動の一環として、優れた芸術文化活動の鑑賞機会を地域に提供するなど、地域の文化向上

に貢献すべく継続的に取り組んでいく。

2地域と心のかようコミュニケーションを通じて、文化交流の促進をはかり、存在感のある活動を行う。

3当行の企業文化創造に合致した活動で、しかも、行員の共感を呼び、意識の高揚かはかれる活動とする。

支援形態

活動名                   芸術分野 支援対象 ジャンル [資金 人的 物的 場所 そα国支援目的

キエフ・パレエ団公演 舞踊

エルミタージュ美術館名作展 美術   1    1

株式会社日立製作所 他電機――総合電機
資本0日1 売上高日 経常利益口 設立1920年  従業員7万6106人 予算決

メセナ活動基本方針

1企業か社会の一員であることを深く認識し、社会活動のため、当社の有する有形。無形の資源を有効に活用す

る。

2学術、文化、教育を積極的に奨励、支援する。

支援形態

活動名                   芸術分野 支援対象 ジャンル〔資金 人的 物的 場所 そαu支援目的

51   1

Bunkamu「aオフィシャルサプライヤー  音楽  2

美術   4

演劇   2
舞踊・工芸

1・ 2・ 3・   1

4。 5。 6

1.2。 3。

4

3・ 4

読売日薔日立コンサートシリーズ 音楽   1
二科展協賛 美術   1    1
NYシンフォニックアンサンブル公演協贅  音楽  1   1
BBcウ ェールズ交響楽団公演協賛 音楽   1    1
日立カルチャースペシャル 他

囲碁十段戦 他

国際アマチュアペア囲碁大会支援 他

夏休み子供向けミュージカル 演劇   1 4 3・ 5

神奈川文化講演会 他

HITACHI PRESENTS 音楽   1 4

大道芸ワールドカップ 民文

国立文楽劇場 演劇   3   1

株式会社広島銀行 銀行

資本金口 売上高(経常収益)日 経常利樹口 設立1878年  従業員4313人 ※広報文化部(1人・1992年設
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置)予算決

メセナ活動基本方針
1当行は「地域社会への密着と奉仕を強力に推進する」を基本理念に掲げ、銀行本来業務で良質のサービスを提供

することはもちろん、本業以外でも地域社会の発展のため、幅広い活動を行っている。
2メセナ活動もその一環であり、働ひろしま美術館の運営、および広島交響楽団への協力を中心に、地域の芸術文

化活動を支援している。

支援形態

活動名                    芸術分野 支援対象 ジャンル〔資金 人的 物的 場所 その他]支援目的

けひろしま美術館の運営 美術   4 1・ 2・ 3・   2
4

9

広島交薔楽団への支援(冠コンサートの実施、音楽

年会費の拠出)

1    1・ 2 2 2 9

「スペイン舞踊団フラメンコ公演」の主催  舞踊 2 9

「広島平和芸術祭」への寄付 音楽   1
美術   1

１
．

２

9

「オノ・ヨーコノ今/祈念コンサート」への協賛 音楽  1   2'4   1 9。 10

「被爆50周年鎮魂薪能」への協賛 演劇   1    2 9

日本能楽芸術振興会「橋の会」への寄付   演劇   3   2 8

「'95日 露交歓コンサート」への協賛 音楽   1 9。 10

「イサムノグチとひろしま」展への寄付   美術  1 3 9

株式会社広島総合銀行 銀行

資本金□l 売上高(経常収益)日 経常利益口l 設立1923年 従業員2429人  ※広報文化部・文化事業室(3人
・1991年設置)予算決

メセナ活動基本方針

豊かな地域社会づくりに貢献するため、地域の経済的・文化的発展に貢献する。

支援形態
活動名                    芸術分野 支援対象 ジャンル〔資金 人的 物的 場所 その他〕支援目的

ヒロソー花のニューイヤーコンサート   音楽  1   1 2  2 9

広島オーストリア協会ウィーン・クラシックの 音楽
タベ

1   1 2  2 9

広島オーストリア協会サロンコンサート  音楽  1 2  2 1・ 9

広島オーストリア協会ナショナルデーの催し 美術   1 2  2 9・ 10

フィリップモリス株式会社 その他
資本0■ 設立1985年  従業員150人 予算決

メセナ活動基本方針
1グローバルに事業を展開する企業として、各地域社会の伝統や文化に対応した柔軟な考え方で、地域社会との

コミュニケーションを促す活動を行う。

2芸術分野での支援においては、大胆で革新的であること、文化的多様性を持ったものであることを基本理念と

する。

3イ マジネーション、イノベーション、クリエイティビティにあふれる芸術を支援することで、自らも受益者とな
りうる。

支援形態

活動名                     芸術分野 支援対象 ジャンル [資金 人的 物的 場所 その他]支援目的

日本美術修復計画「甦る在外名画展」開催  美術  1   1 5・ 8・ 10
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8・ 10日本美術修復計画「日本在外美術の修復」美 美術

術書発刊
127

日本美術修復計画第4回カレンダー基金実施 美術 6・ 82

フィリップモリスアートアワード1996公募 美術

開始
6       2 1・ 3・ 7・

10

マーサ・グラ八ム舞踊団日本公演スボンサー 舞踊 7・ 10

株式会社フォーバル 通信機
資本倒口 売上国日 経常利益口1 設立1980年  従業員600人 ※フォーバルフアンデーション(任意団体)

予算決

メセナ活動基本方針

1フ ォーバルの企業コンセフトは「若さ」「国際性」「文化性」。

2「若い」オ能を「文化」の面で「国際的」に飛躍させる手助けを通じ社会貢献を果たす。

3音楽は世界の共通語
｀
名器はオ能を伸ばし、才能は名器を生かす

″
と考えている。

4希少高価のため個人では入手や使用の困難な「弦楽器分野での無償賞与システム」で名器と才能の出会いの場

をつくる。

5これから世に出ようという「若い才能の芽」を対象に広く門戸を開放し、「公正なコンクール審査」で賞与者を決

定する。

支援形態

活動名                    芸術分野 支援対象 ジャンル〔資金 人的 物的 場所 その他]支援目的

フォーバルスカラシップ ストラディヴァリウ 音楽

スコンクール
4      1

株式会社フジタ 建設

資本金日 売上高日 経常利益日 設立1937年  従業員5861人 予算決

メセナ活動基本方針

1コーボレートシチズンシップ発揚の一環としてメセナ活動を推進し、心豊かな人とまちの創造に役立てる。

2企業スペースと公共スペースとの融合をはかり、地域文化の一端を担う。

支援形態

活動名                    芸術分野 支援対象 ジャンル〔資金 人的 物的 場所 そα口支援目的

ビデオポエムコンテストヘの協賛 映像

フジタヴァンテの開設 美術   1・ 4 1・ 2・ 3.

4'5'6
工芸・グラ

デ・文歴

現建・他

2  1    1    1 1'2'7

8。 11

丁he London Toy & Model 博物

Museumの運営

2 5

同上東京分室の運営           博物           1      1 5。 10

株式会社フジテレビジョン サービス
資本金田 売上高■ 経常利益日 設立1959年  従業員1500人

メセナ活動基本方針

1「テレビ美術館」の放映等、民放テレビ局として、一般視聴者の文化・芸術に対する知的関心に応えていく。

2展覧会の開催や支援等、事業活動によるメセナ展開に努めていく。

3上野の森美術館、箱根彫刻の森美術館、美ケ原高原美術館をフジサンケイグループ内に持ち、MOMA展 、イレ

ーヌメイヤー展の開催等、グループとしての運動によるメセナ活動を進めていく。

4広く海外、国内の美術館との交流、メセナ等文化・芸術の保護・推進に努めていく。

1        3
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活動名

支援形態

芸術分野 支援対象 ジャンル [資金 人的 物的 場所 その他]支援目的

上野の森美術館に対する寄付 美術     1・ 4    1・ 2・ 3・    1 5・ 7・ 10

6

MOMA展 に対する寄付 美術   1・ 4 1・ 2・ 3・    1

6

5。 7・ 10

1,2・ 7

10

2

一　

¨

楽

　

術

劇

音

　

美

湊

世界文化賞実施に対する寄付

映像・現建

働白鶴美術館に対する寄付 美術   4   1 5。 7

田窪恭治プロジェクトに対する寄付 美術   1 1'7

フレックス株式会社 スーパー
資本0日 売上高日 経常利1祖四 設立1973年  従業員984人

メセナ活動基本方針

1地域社会のお役に立つこと。

2地域の芸術文化の普及に貢献できること。

3当社の企業規模で協力できること。

支援形態

芸術分野 支援対象 ジャンル〔資金 人的 物的 場所 その他〕支援目的

アルスノバコンサート 音楽   1    1 9

本居長世さんうたをありがとう 音楽   1    6 9

深川製磁株式会社 ガラス窯業
資本金口1 売上高田1 設立1894年 従業員306人 ※チャイナ・オン・ザ・パーク(7人 。1989年 設置)

メセナ活動基本方針

1伝続工芸の維持保存

2音楽や文化に対する社員の質的向上

3地域社会への感謝

活動名

支援形態
芸術分野 支援対象 ジャンル〔資金 人的 物的 場所 その他]支援目的

ギヤラリー忠次館の運営 博物 2  2   1    1

山口修ギターコンサート 音楽   1 4 1 1  1  1
舘野泉ピアノコンサート 音楽   1 1   2   1    1

漆原朝子(ヴアイオリン)と江戸京子(ピアノ)音楽
コンサート

1   2   1    1

伝統工芸士展 工芸 2  2   1    1

株式会社福岡銀行 銀行

資本金口l 売上高(経常収益)日 経常利翻口 設立1945年  従業員4690人  ※広報文化部広報文化グループ

(7人・1945年設置)/働福銀報公会 予算決

メセナ活動基本方針

1企業自身かしっかりした企業文化(行風)を身につけて社会から評価されること。

2企業もコーボレートシチズンシッフという形で社会の一員であらねばならない。

活動名
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支援形態

芸術分野 支援対象 ジャンル〔資金 人的 物的 場所 その他〕支援目的
129

活動名

ふくぎんフレッシュコンサート 音楽   1 2  2
ふくぎんビルの谷間のコンサート 音楽   1 1・ 4    2 2
|まかた名匠展 工芸 8

富士火災海上保険株式会社 損保
資本調四 売上高日 経常利益口 設立1918年  従業員1万 404人  予算決

メセナ活動基本方針

芸術文化の振興と社会貢献の一環として、自社余力の範囲で支援していく。これにより、企業イメージの向上と
企業文化の確立を地道に進めていく。

支援形態

活動名                    芸術分野 支援対象 ジャンル〔資金 人的 物的 場所 その他]支援目的

富士火災トワイライト・コンサートの開催  音楽  1   3・ 6。7  2 2  1  1
富士火災アートギャラリーの開催 美術   1 2  2   1    1 5。 9

日士火災アートスペース 美術   1 3・6  2 2  1  1 1。 3。 10

富士急行株式会社 鉄道

資本金日 売上高口 経常利益口 設立1926年  従業員1061人  予算決

ギヤラリートレイン 地元の小学生か描いた 美術

絵を列車内に展示
1   1 2  2 9

軸ユネスコ連盟露木賞への寄付 文学

株式会社富士銀行 銀行

資本金日 経常利益日 設立1880年  従業員1万5780人

メセナ活動基本方針

富士銀行の社会貢献活動の重点テーマである「次世代の人づくり」の趣旨を踏まえ、若いアーテイストに対する
支援・育成を行う。

支援形態

活動名                   芸術分野 支援対象 ジャンル [資金 人的 物的 場所 そαu支援目的

威人の日コンサート 2  2 1・ 4・ 5音楽   1    1
F∪ JI S丁日EET GALLERY 術

芸

美

工
1・ 2・ 3・   2
4

2   1 1・ 5。 9

富士ゼロックス株式会社 他製造-OA機 器
資本金口l 売上高口l経常利益口 設立1962年 従業員1万5400人  ※社会貢献推進部 (8人・1990年設置)

予算決

9

6

メセナ活動基本方針

創業以来の当社経営理念である「地域とともに発展する富士急行」のもと、
1富士山を中心とした環境保全

2地域社会の文化の向上

3社会貢献

等を推進する。

支援形態
活動名                   芸術分野 支援対象 ジャンル腋瞼 人的 物的 場所 その他]支援目的

コンサートサウンドコニフアー229ヽの無料 音楽   4   4    2 2    1     9
招待
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メセナ活動基本方針
1テクノロジーとアートの融合の可能性を追求し、富士ゼロックスらしい文化発信およびアーテイストの支援を

する。
①リソース(固有の技術、機器、サービス、ソフトウェア等)の活用

○卓越した芸術的価値の高い文化への支援

◎若々しく、チャレンジャブルなアーティストの発掘

④国際的展開と交流をつねに志向
2長期的な視点から、継続して地道に謙虚に行う。

支援形態

活動名                    芸術分野 支援対象 ジャンル〔資金 人的 物的 場所 その他〕支援目的

ART BY XEROX 美術 1・ 2・ 4・  2・ 5

5

2  1。 2  1。 2  1・ 2 1・ 3・ 7・

10。 11

アジア・ユース・オーケストラ協賛 音楽   1 1   2
１
．

５

１１

新日本フィル八―モニ=交薔楽団/東京フィル 音楽

ハーモニーその他演奏会支援

1・ 3・ 4  1 １
．

５

フランス国立ギメ美術館/CWAJ版画版画 美術

展募金委員会への支援
1・2   1 2・ 5。 10

「GHET丁0」協賛ノ劇団イマージユ/デフ・パ 演劇
ペット・シアターの支援

1。 3・ 5   3。 5・ 6   1 2・ 5

アート・エイド・神戸 美術   5   1 2・ 6・ 9

・ 11

22世紀クラブグリーンコンサート 音楽   1 1・ 5

美術館における視覚障害者用ガイドブツクの 美術

作成

1・ 4    1・ 3 ●  5・ 6

在ベルリン森鵬外記念館 文学 10

富士ソフト株式会社 情報

資本側口 売上高口l 経常利固口 設立1970年 従業員1290人  ※ロボット相撲大会事務局 (8人・1991年 設

置)予算決

メセナ活動基本方針

学生、ならびに一般社会に、ロボットづくりを通して、技術研究の目標と実際に問題解決する体験の機会を与

え、研究意欲の向上と自発的・創造的な研究態度の育成に寄与する。

支援形態

活動名                    芸術分野 支援対象 ジャンル〔資金 人的 物的 場所 その他〕支援目的

全日本ロボット相撲大会 6      6       2  1・ 2  1・ 2  1。 2       3・ 4美術

他

株式会社平和 他機械一バチンコ機製造

資本0口 売上高日 経常利固日 設立1960年  従業員703人

活動名

支援形態
芸術分野 支援対象ジャンル〔資金 人的 物的 場所 その他]支援目的

日本文化デザイン会議'95 グラデ 1 1

NHK交響楽団(賛助会員入会) 音楽   1
新星日本交響楽団(賛助会員入会) 音楽   1
新星日本交響楽団ヨーロッパ公演 音楽   1
桐生八木節祭り協賛会 民文
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株式会社北越銀行 銀行

131

資本0四 売上高(経常収益)日 経常利益四 設立1942年 従業員2109人 ※広報文化室(6人・1992年設
置)予算決

メセナ活動基本方針

1社会貢献活動の一環として活動している。

2「地域に貢献する銀行」を経営方針に掲げ、社会福祉や文化事業等を通じ地域に貢献する。
3継続性を重視し、活動を絞りこんで実施している。

支援形態

活動名                    芸術分野 支援対象 ジャンル [資金 人的 物的 場所 その他]支援目的

NHK交響楽団演奏会協賛 音楽   1    1 5

株式会社北海道銀行 銀行

資本0日 経常利益口 設立1951年  従業員2879人  ※働道銀文化財団 予算決

メセナ活動基本方針

北海道銀行は創立以来、地域経済の発展と道民の生活向上に努めてきたか40周年を記念して、働道銀文化財団
を設立した。北海道銀行はこの法人に経済的援助を通して文化的側面からも道民の生活向上に努めるため積極的
に寄与していこうとするもの。

支援形態

活動名                   芸術分野 支援対象 ジャンル〔資金 人的 物的 場所 その他〕支援目的

PMF(パ シフィックミュージックフェスティ 音楽
パル)

4

株式会社北陸銀行 銀行

資本金l口l 売上高 (経常収益)日 経常利樹四 設立1877年  従業員4775人

メセナ活動基本方針

1「地域の発展のなかにこそ当行発展の源がある」との考え方を基本としている。
2地域の中核的企業市民として、メセナ活動を推進。

支援形態

活動名                    芸術分野 支援対象 ジャンル [資金 人的 物的 場所 その他]支援目的

中学生のための美術館ガイドブック 美術   6 4・ 5

本田技研工業株式会社 自動車
資本0日 売上高日 経常利益口 設立1948年  従業員3万646人  予算決

活動名

支援形態

芸術分野 支援対象 ジャンル [資金 人的 物的 場所 その他]支援目的

日本中国文化交流協会への寄付 出捐 10

財NHK交響楽団への寄付 音楽   1
国際交流基金賛助会への寄付 出捐

財東京交響楽団への寄付 音楽   1
m東京フィル八―モニー交響楽団への寄付  音楽   1
帥東洋文庫への寄付 文歴

励二期会オペラ振興会への寄付 音楽   1 3

日米文化センター賛助会への寄付 出捐

闘日蘭学会への寄付 出捐

闘日本交響楽団振興財団への寄付 音楽   1    1

1・ 10

10
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132 m日本フィル八―モニー交響楽団への寄付  音楽  1
全国文化団体連盟への寄付 音楽   4
グリーンスリープス訪日使節団への寄付  他 10

株式会社マガジンハウス 出版

資本金日 売上高日 経常利益口 設立1946年  従業員450人

メセナ活動基本方針

残念なから社内での関心度も低くこれといって特別の活動を行っていないのが実情。あえて当社か運営してい

る世界の雑誌図書館〈ワールド・マガジンギャラリー)が若干の社会的寄与をさせてもらっている程度です。

資本金口 売上高日 経常利益日 設立1951年  従業員1042人

株式会社マルイチ産商 商業

メセナ活動基本方針

地域に根ざした芸術文化活動について支援する。

活動名

支援形態

芸術分野 支援対象 ジャンル :資金 人的 物的 場所 その他〕支援目的

なかのアスベンミュージックフェスティノUレ 音楽  1・ 4  1・ 2   1 1・ 3'9

'95サイトウ。キネン・フェスティノUレ イン松 音楽

本

1       1・ 2・ 3    1 1・ 3・ 9

前田建設工業株式会社 建設

資本当□ 売上高日 経常利ヨ組ヨ 設立1946年  従業員4357人

メセナ活動基本方針

1社会貢献活動の一環

2企業文化の確立

活動名

支援形態

芸術分野 支援対象 ジャンル〔資金 人的 物的 場所 その他〕支援目的

「アルヴァー・アールト展」協賛 現建 5・ 11

新進建築家による建築展「インヴィジブル・ラ 現建
ンゲージ」協賛

5。 11

J,CITYギ ャラリーの運営 術

芸

美

工

4 1。 2・ 3。

4

1。 3・ 9

11

松下通信工業株式会社 通信機
資本到口 売上司日 経常利益□ 設立1958年 従業員8200人  予算決

メセナ活動基本方針

1原則として松下電器グループの一環として参画する。

2独自に行う場合は音楽部門に重点を置く。

活動名

支援形態

芸術分野 支援対象 ジャンル [資金 人的 物的 場所 その他〕支援目的

NHK交響楽団 音楽   1    1
神奈川フィル八―モニー管弦楽団 音楽   1
日本フィルヨーロッパ公演 音楽   1
'95ワ ークショップ・リーダー姜威コース  出捐

ブルースカイ・オーケストラのコンコードジャ 音楽

ズフェスティパル出演
7

1 1  1



霊山顕彰会 文学

企業別メセナ活動一覧

8
1う 3

松下電器産業株式会社 家電

資本調口 売上高日 経常利益口1設立1918年  従業員4万8000人  ※社会文化部(4人・1969年設置)予
算決

メセナ活動基本方針

経営理念「産業人の本分に徹し、社会生活の改善と向上をはかり、世界文化の進展に寄与せんことを期す」にもと
づき、本業を通じて社会への貢献をはかると同時に、フィランソロピー活動により企業市民としての責務を果た

し、メセナ活動を推し進めることによって文化の創造・振興に役立つ。
・メセナ活動の目標……新しい文化の創造と伝続文化の継承
・メセナ活動の重点……音楽・美術・演劇の3分野を重点に、①若手芸術家の育成、O創作活動、◎優れた作品の鑑

貴、④国際交流等に役立つ支援を行う。

支援形態

活動名              芸術分野 支援対象 ジャンル〔資金 人的 物的 場所 その他]支援目的

「PMF(パ シフイツク・ミュージック・フェス 音楽   1・4  1    1 2  1     ●  1・ 5。 9・

ティノヽル)'95」 :支援                                                    10
「PMF卒業生による木管五重奏アジア公演」 音楽   1・4  1    1            1・ 5。 10

支援

「ニューヨーク・シンフォニック・アンサンブル 音楽   1   1    2 1・ 2 1  1  ●  1・ 2・ 5・

公演」主催                                          6。 9。 10

'95ECバロツクオーケストラ演奏活動支援 音楽  1・ 4  1 1。 10

BBcウ ェールズ交響楽団来日公演支援  音楽  1 ●  2・ 5。 10

オーケストラアンサンブル金沢海外公演支援 音楽  1 2・ 5'10

NHK交響楽団ほか首都圏地区演奏団体支援 音楽  1 1.2   1 1 2・ 5。 9

大阪フィプリ 一ヽモニーほか近畿地区濱奏団体 音楽

支援
1   1・2   1 1 2・ 5・ 9

。
11

「復興の日々に一励ましのコンサート」ほか阪 音楽
神大震災救援コンサート

1.2   1 1・ 2・ 6・

9。 11

第64回日本音楽コンクール協賛 音楽   4   1
第26回イタリア声楽コンコルソ「松下賞」提供 音楽   4   1 1・ 10

日本交響楽振興財団運営費賛助 出捐 1 1 1'2。 4・

5。 7。 9

アリオン音楽財団「'95東京の夏音楽祭」支援 音楽
演劇

1。2   1 1
3

2・ 5・ 10

二期会オペラ振興会支援 1      3       1 2・ 5

全日本高等学校ギターマントリン音楽振興会 音楽
支援

1'4    1'4      1 4

「おおさかクラッシックデビュタント'95」支 音楽
援

1・ 4   1 1   2 1・ 5・ 9

ジャバン・ヴィルトウオーゾ・オーケストラ支 音楽
援

1・ 2 2・ 5

「ガブリエル・フォーレビアノ曲・室内楽曲全曲 音楽
演奏会」支援

2・ 5

「シャンテ・クリスマス・ライブ」支援 音楽   1    4    2 1・ 2 1  1 3・ 5'6
・9

「ツイン21チャリティ・コンサート」主催   音楽  1   3    2 1・ 2 1  1 1・ 2・ 5。

6。 9。 10
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「日野皓正巳アジア・ジャズ。オールスターズワ 音楽
―ルド・ツアー」支援

1       2       1 2・ 7・ 10

「みんなで作るコンサート」支援 音楽   1 4・ 5

バナソニック・グロープ座支援 演劇   1 3 1 1・ 2 1  1 1・ 2・ 5

9。 10

「EUジヤバンフェスト'95」支援 演劇   1 3

「東京演劇フェア'95」支援 演劇   1 3 １．

９

関西歌舞伎を愛する会ほか関西地区伝続芸能 演劇

振興支援                 舞踊

１．

８
．

建築アート展「トポスの復権」支援

「磯崎 新 国際建築巡回展」支援

日本伝統工芸会(第25回 日本伝統工芸展ほ 工芸

か)支援

1   2   1    1 1・

8

小堀遠州の美学「奇麗さび」展支援 美術   1 6

工芸・書道

5・ 8

文歴

「日加現代美術二人展」ほかアート展支援  美術   1・ 6 1・ 2・ 3

4・ 5

1・ 2'3・

5。 7・ 9
。10

「マルチメディア・アーテイスト・オーディショ 映像
ン'96」 ほかマルチメディアアート活動支援

1・ 3・ 5。

7・ 11

「阪神アートプロジェクト」支援 美術   1・5   4 1   2   1    2

・10・ 11

「POulla lumiere」 ハイビジョン作品カタ 映像           2         ● 5。 7・ 10

ログ制作支援

「KYOTO AR丁 丁ODAY」上映会   映像                1        1'7
人間国宝・羽田登喜男記念館後援会寄付   工芸 2・ 8

日本文化財団ほか芸術文化振興団体運営費 出捐

贅助

1・ 2・ 5・

7・10

「エイブルアート・フェスティパル'95」支援 美術   1   6 1  2   1 3・ 5。 10
。
11

メデイア・ワークス聴力障害者向けパーフォー 演劇
マンス支援

1      3 1・ 5・ 11

クリエイティプ・アート実行委員会「'95サマ 美術
―・アート・スクール」支援

6      1 3。 4

CAPARTY 美術   1 1・ 2・ 3・

4'5

2・ 7

西川千麗「舞のタベ」支援 2・ 5。 7

和栗由紀夫+好善社舞踏公演支援     舞踊 2・ 5'7

ビル・T・ ジョーンズノアーニー・ゼーンダンス 舞踊
カンパニー公演支援

2・ 5。 7

パフォーマンス「マインドキング」公演支援 演劇   1   3 2・ 5・ 7

―心寺シアター・枝雀落語芝居公演支援   演劇   1   3    1 2・ 5。 7

チュニジア国立民族舞踊団来日公演支援  舞踊 2・ 5。 10

1   1

現 建 1   1

現 建

1   1

舞 踊
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「映画生誕100年記念展」ほか映画関係イヴェ 映像
ント支援

135

全国小学生ビデオ・コンテスト 映像 4

八イビジョンオペラシアターと器材協力  映像 5。 9

アートジャバン・ネットワーク活動支援賛助 他 7

勉企業メセナ協議会(「国際メセナ会議」ほか)出捐

運営費贅助

2 7・ 10

m文化財保護振興財団ほか文化財保護団体 出捐
への運営費賛助
「阪神大震災から1年」展 文歴 9。 11

早稲田大学演劇博物館振興基金寄付 博物 5・ 8

松下電工株式会社 他電機

資本金口 売上高日 経常利益口 設立1935年  従業員1万9134人

メセナ活動基本方針

1創業者、松下幸之助の事業観である「世界人類の平和と繁栄を実現」するために活動する。

2企業市民としての社会的責任を果たすための活動。

3社会との良好な関係を保持するための活動。

4従業員の社会,加、社会奉仕活動を通し、従業員各々の自己実現の場とする。

支援形態

活動名                    芸術分野 支援対象 ジャンル〔資金 人的 物的 場所 その他〕支援目的

神戸ルミナ リエ 他 6。 9。 10

東京オペラシティ文化財団基金 音楽   2   3 4・ 7

幸田町町民会館図書館建設 民文・出捐 4・ 8。 9

四日市ドーム建設 出捐 3・ 4・ 9

大阪フィルA―モニー財団基金 音楽・出捐 2   1 2・ 7・ 9

9

株式会社みちのく銀行 銀 行

資本金口l 売上高(経常収益)口 設立1921年  従業員1773人 予算決

メセナ活動基本方針

地域の芸術文化の向上および教育支援活動。

支援形態

活動名                    芸術分野 支援対象 ジャンル [資金 人的 物的 場所 その他1支援目的

第9回みちのく銀行フアミリーコンサート  音楽  1   1    2            5。 9

日本フィル八―モニー交響楽団演奏会

三内丸山遺跡保護のための寄付      文歴           1            9
弘前パッ八アンサンブルヘの寄付 音楽 9。 11

八戸市民オペラ、フィル八―モニーヘの寄付 音楽  1   1・ 3   1 9・ 11

五所川原市民美術館建設への寄付 美術   4   1・3   1 9。 11

「版画の街」青森版画展への寄付 美術   1    2 9。 11

中世の里 なみおか映画祭への寄付 9。 11

日フィルヨーロッパ公演への寄付 音楽   1

1   1

'95ナゴヤ電飾船パレード         他            1

駅塚
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136
資本金口 売上高日 経常利益口 設立1950年  従業員675人 予算決

メセナ活動基本方針

1企業の利益は社会に選元するべきであるという創始者の理念を受け継いている。
2社会貢献活動(ポランティアなどを含む)の一環として行っている。
3印刷文化に関連することを中心に行っていきたい。

支援形態

活動名                   芸術分野 支援対象 ジャンル〔資金 人的 物的 場所 その他]支援目的

ヤングカラーフォトコンテスト 美術   1・6  4 2 1・ 2 1・ 4・ 5

三浦印刷株式会社 他製造―印刷

三国コカ・コーラボトリング株式会社 食 品

資本金口 売上高日 経常利益● 設立1963年  従業員1639人  予算決

メセナ活動基本方針
地域社会とともに歩み、繁栄していくという思想のもと、地域経済。文化・スポーツ・環境保全等に貢献し、地元よ

り信頼され、愛される企業をつくる。

支援形態

活動名                  芸術分野 支援対象 ジャンル [資金 人的 物的 場所 その他〕支援目的

第20・ 21回さわやかコンサート 4・ 6。 9音楽   1   2・ 6  2 2
高松宮杯全日本中学校英語弁論大会 文学 4・ 10

吉武 まつ子 コンサー ト 音楽   1 4・ 6   1 2・ 9

ちちぶクラシックコンサート 音楽   1 2・ 9

ビアノコンクール 音楽 4・ 9

彩の国さいたま芸術文化祭 音楽   1 1'2   1 7・ 9

全国高等学校総合文化祭 他 4

三井海上火災保険株式会社 損保

資本金□ 売上高日 経常利益日 設立1918年  従業員9614人  ※嘲三井海上文化財団 予算決

メセナ活動基本方針

1動三井海上文化財団の活動と、三井海上火災保険としての活動を領域分けして実施。
2働三井海上火災文化財団の活動として音楽分野を中心に地域文化の興隆に資する事業を推進。
3企業の信念にかかけている「三井海上は心と心を結びます」を実現するものとして、メセナ活動を行っている。

支援形態

活動名                    芸術分野 支援対象 ジャンル〔資金 人的 物的 場所 その他〕支援目的

働三井海上文化財団による文化興隆事業  音楽  1   1   1・ 21          3・ 5。 9
民文・他                          。10

「三井海上名古屋ギャラリー」の運営 1・ 3。 9美術   4    1。 3

「三井海上岡崎ギャラリー」の運営 美術   4   1。 3 1。 3・ 9

「アリオン音楽財団」等の文化団体への寄付 音楽 1・ 2・ 7・

8'9。 10

日本フィル八―モニー交薔楽団への賛助  音楽   3   1 2

新日本フィル八―モニー交口楽団への費助  音楽   3   1 2

アンサンブル金沢への贅助 音楽   3   1 2

三井造船株式会社 造船

資本金□ 売上高日 経常利樹口 設立1937年  従業員5700人  予算決
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メセナ活動基本方針

当社は三井グループの一員として、三井広報委員会が行っているメセナ活動(国内外)に参加しているのみであ

るか、当社の企業規模、製品の種別から、現状の活動かせい一杯である。しかしそれでも当社としては有意義な活動

と考えている。

資本金l口 売上高口 設立1941年  従業員1519人  予算決

メセナ活動基本方針

企業と社会のコミュニケーションをはかる重要な企業活動の一環として、主に芸術文化に対する支援活動を実

施する。

支援形態

活動名                    芸術分野 支援対象 ジャンル〔資金 人的 物的 場所 その他]支援目的

東京の夏 音楽祭 1・ 7・ 10
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音楽   1    1・ 2・ 3・  1
7

三井不動産株式会社 不動産

隅田川花火大会 民文

三井不動産販売株式会社 不動産

資本到口1 売上高口l 設立1969年  従業員1297人  予算決

メセナ活動基本方針

当社では「文化事業」を下記のとおり位置付けている。

1社会貢献活動の一つとして実施。

2企業イメージの向上をはかる。

3社員の社会意識を高める。

4競合他社とのイメージの差別化。

活動名

支援形態
芸術分野 支援対象 ジャンル〔資金 人的 物的 場所 その他〕支援目的

日本ファンタジー ノベル大賞 文学 1・ 22

住まいの絵画コンテスト 美術   1'6  1 4

株式会社三ツ葉電機製作所 自動車
資本金口.売上高日 経常利固口 設立1946年  従業員2721人

メセナ活動基本方針

地元地域を中心とした文化活動を支援。

活動名

支援形態
芸術分野 支援対象ジャンル〔資金 人的 物的 場所 その他〕支援目的

桐生音楽文化協会の運営 音楽   1 4 2   1 4・ 5

嚇大川美術館 BMo会 員 美術   2    1・ 2   1 5。 9

け群馬交響楽団法人会員 音楽   1・ 2   1 1'2・ 5。

9

三菱地所株式会社 不動産

資本翻口 売上高日 経常利固口 設立1937年  従業員2053人

メセナ活動基本方針

三菱地所は、「快適な生活空間を提供すること」を企業使命として、人々が豊かに暮らし、また働くことのできる

街づくりを進めております。こうしたなかで、街や都市の機能性を追求するだけでなく、ゆとりと安心感をもたら

す社会環境の整備や文化的支援活動にも力を注いでいます。

これまでに三菱地所は、学術研究、教育、国際交流、国際協力、そして社会福祉など、実に広範な分野で、企業市民
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として果たすべき役割を追求し、実践してまいりました。都市災害などに際しては、総合デベロッパーとしての専
門的な見地からさまざまな形での協力・援助を行っています。

支援形態
活動名                   芸術分野 支援対象 ジャンル [資金 人的 物的 場所 そα回支援目的

東京・丸ノ内仲通り彫刻展示 美術   1。4  3 2・ 5。 92

各地域・ストリートギャラリー(彫刻展示)仙台 美術
・横浜・金沢・名古屋・広島

1・ 2・ 4   3 2 2・ 5。 9

NHK交響楽固定期公演特別支援 音楽   1    1 2

日本フィル八一モニー交響楽団後援 音楽   1'3  1 2

横浜ラントマークタワー内
ランドマークホール自主催事運営

音楽   1。 2

美術   1・ 4
演劇   1・ 2

舞踊・映像
・グラデ

2

1'4・ 5

3

2 1・ 2・ 9

横浜ランドマークタワー内
タワーギヤラリー自主催事運営

美術   1・4   4 2 2'7

福岡・天神イムズ内

三菱地所アルティアム運営

美術 1・ 4・ 5。  1・ 3・ 4。   2

6      5
1・ 2'3.

5・ 7・ 9

ロサンゼルス・777タワー内
ギャラリーアット777運営

美術 1・ 2・ 3・  4
4

2 2・ 9

東京。日比谷シティ サンクンガーデンイベン 音楽

卜(夜能・ビルの谷閻コンサート)     演劇
2 2・ 5。 9

横浜ランドマークタワー内
ランドマークホール 施設開放

１．

９

楽

術

劇

音

美

演

横浜ランドマークタワー

関連イベント協賛

１
．

５

1・ 2・ 9
術

像

美

映

新宿・パナソニックグロープ座寄付 演劇   1・ 2・ 3 3・4   1 2・ 9

各地域・音楽祭協賛 交響楽団支援 音楽   1 2・ 9

仙台・泉パークタウン

フアミリーコンサート実施

音楽   1 1。4   2 5。 9

福岡・ミュージアムシティ天神協賛 美術   1    1・ 2・ 3  1 1・ 2。 9

帥彫刻の森美術館支援 美術   5    3 2

mスターダンサーズバレエ団支援 舞踊 2

m黛民族舞踊文化財団支援 舞踊・民文 2・ 10

国立横浜国際会議場ステンドグラス寄付  美術   2   6 5。 9

阪神大震災チヤリテイーコンサート協賛  音楽   1 6

三菱商事株式会社 商業
資本金口l 売上高日 経常利益口 設立1954年 従業員9318人  予算決

支援形態

芸術分野 支援対象 ジャンル [資金 人的 物的 場所 そ(研国支援目的

助静嘉堂協力会 美術   5   1'2・ 3  1 2
働スターダンサーズバレエ団

日本能楽芸術振興会「橋の会」 演劇   1 2

活動名
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m読売日本交響楽団 音楽   3   1 7 139
帥新日本フィルハーモニー交響楽団 音楽   1 1   2 6・ 9。 11

長崎「復活」コンサート実行委員会 音楽   1 1   2 6・ 9'11

障害者アートバンク作品展'95 美術   1 3

(社福)富岳会ミュージカル公演 演劇   1 4 1  2 3

働日本フィル八―モニー交響楽団 音楽   1 2・ 10

チリ絵画展 5・ 10

国際俳句交流協会 文学 10

松竹歌舞伎イタリア公演 5。 10

フランスロ立ギメ美術館「日本ギャラリー」改 美術

修

4      1 10

阪神大晨災被災者支援コンサート 音楽   1 1   2 6・ 11

三菱グループ社会貢献ミュージカル 演劇   1 4 2  2 4・ 5

ドイツ中世壁画図版集刊行事業助成 6 5・ 8・ 10

帥日韓文化協会への寄付 出捐

アジアの子供絵日記展 美術   1。6  1 2  2 4・ 10

アートスフィア自主公演の支援 楽

　

劇

踊

音

　

演

舞

1・ 2・ 3。   1

4・ 5

1'3・ 4・

5

1・ 5。 7。

9

天王洲アートスフイア劇場の運営 音楽   2 1・ 2'3・

4・ 5。 7

1'3。 4・

5・ 6

●  9・ 11

三菱信託銀行株式会社 銀 行

資本金口l 売上高(経常収益)0経常利益口 設立1927年  従業員6537人  ※総務部社会貢献活動推進室

(5人・1992年設置)/m三菱信託芸術文化財団 予算決

メセナ活動基本方針

1当社の業績に左右されず、継続的なメセナ活動ができるよう、財団法人の展開を中心に行う。

2支援対象は当面音楽芸術とし、専門家に選考してもらうことにより、本業を離れた純粋な活動とする。

支援形態

活動名 芸術分野 支援対象 ジャンル [資金 人的 物的 場所 その他]支援目的

NHK交 響楽団 音楽   3   1
東京交響楽団 音楽   3   1
東京シティ・フィル八―モニック管弦楽団  音楽   3   1
東京フィル八―モニー交響楽団 音楽   3    1
二期会オペラ振興会 音楽   3   3    1
日本オペラ振興会 音楽   3   3    1
日本オペレッタ協会 音楽   3    3
日本フィル八一モニー交響楽団 音楽   3   1
スターダンサーズ・パレエ団

美術   1    1

滉劇   1   1

美術

舞踊
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14o
資本到日 売上高日 経常利樹口 設立1965年  従業員751人

未来工業株式会社 他製造

メセナ活動基本方針

1地域への運元。

2「豊かな心」を育む。

活動名
支援形態

芸術分野 支援対象 ジャンル〔資金 人的 物的 場所 その他]支援目的
「鬼太鼓座」公演 音楽     1      2.5     2 11

メルセデス・ベンツ日本株式会社 自動車販売
資本金口l 売上高□ 設立1986年  従業員423人 予算決

メセナ活動基本方針

日本の若手コンテンポラリー・アーティストに広く創作と発表の場を与える活動を1991年 よリフランス、ロッ
ト・工・ガロンヌ県(ガスコーニュ地方)の協力で行つている。この活動を通して日欧の文化の構渡しをしていきた
いと考えている。

支援形態
活動名                    芸術分野 支援対象 ジャンル〔資金 人的 物的 場所 その他]支援目的

アートスコープ'95 美術   1・ 2・ 6 6 2       2   1

シュツットガルト 9。 10

モービル石油株式会社 石 油
資本金口l 売上高日 経常利益日 設立1893年  従業員1200人  ※広報渉外部(3人・1961年 設置)予算決

メセナ活動基本方針
「良き企業市民」たるべく風土か(1893年に日本にて創業以来)も ともとあった。
100%アメリカ資本であるが、日本で長年事業を展開しているので、日本文化の発展に対して選元したいという

企業理念にのっとり活動してきた。日本の社会・文化活動の草分け的存在といわれている。
モービル石油の活動の柱は

1地味ではあるか地道に活動を続けている重要な分野を支援。
2単発ではなく、継続性をもってやる。
3販促活動はしない。

4従業員による手づくり的プログラム。

支援形態
活動名 芸術分野 支援対象 ジャンル [資金 人的 物的 場所 その他〕支援目的

モービル児童文化賞 他 4・ 9'112

モービル音楽賞 音楽   3   1 2 1・ 2・ 8

モービル・ライプ・サウンズ 音楽   1 1'4   2 1'7・ 9

子ども邦楽まつり 音楽    3     5      1      2 4・ 8

株式会社ヤクルト本社 食 品
資本金□ 売上高日 経常利益口 設立1955年  従業員3181人

メセナ活動基本方針

ヤクルトホールを通して芸術文化の振興をはかる。

支援形態
活動名                   芸術分野 支援対象 ジャンル〔資金 人的 物的 場所 その他]支援目的

音楽   1    1

新日本フィル八―モニー交■楽団コンサート 音楽   1   1    1            7・ 9
協賛

勒日本国際児童図書評議会協賛      出捐           1            7
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株式会社ヤマタネ 倉庫

資本調口 売上高日 経常利益口 設立1937年  従業員394人

メセナ活動基本方針

当社の所属している山種グループには学校法人と美術財団があり、これらの活動を積極的に支援している。

支援形態

活動名                   芸術分野 支援対象 ジャンル【資金 人的 物的 場所 そ研劇支援目的

弥勒寺菩薩像制作 他

モ ニ ン ン
`

2      3       1

日本オペラ振興会 楽

捐

〓
日
中
山

3

ヤマト運輸株式会社 陸運

資本金口 売上高日 経常利固口 設立1919年  従業員6万1775人 予算決

メセナ活動基本方針

1ヤマト運輸は、事業分野以外でもさまざまな活動を通して企業市民として、豊かな社会の実現に貢献してい

く。

2ヤマト運輸は、地域の一員として信頼される事業活動を行う。

3音楽宅急便についての基本的な方針は、①地元のオーケストラを使って育成していく、②クラシックコンサー

トを親子連れで楽しんでもらう、◎地元還元事業、地域社会貢献事業として、無料で招待する。

支援形態

活動名                    芸術分野 支援対象 ジャンル〔資金 人的 物的 場所 その他]支援目的

音楽宅急便 音楽   1    1    2       1     2'4。 5

ヤマ八株式会社 他製造
資本瓢□1 売上高日 経常利翻□ 設立1887年  従業員1万 812人

メセナ活動基本方針

1世界の人々の豊かな人生に貢献する。

2当社の基盤事業である音楽事業を中心に各事業および、事業外活動を含めて、ヤマハの独自展開策と独自性を
ベースとしてメセナ活動を行う。

支援形態

活動名                   芸術分野 支援対象 ジャンル [資金 人的 物的 場所 そ研Ш支援目的

ジュニアオリジナルコンサート(国内83回 目)音楽
海外(カナダ・マレーシア)

1・ 9'101       1・ 4      2  1・ 2  1・ 2

ミュージッククエスト(ボ ピュラー作曲演奏)音楽
世界30カ国以上で展開

4       1・ 2 1・ 2  1・ 2  1・ 2 4・ 9。 10

インターナショナルエレクトーンコンクー 音楽
ル'95/全 日本エレクトーンコンクール'95

1       1・ 4      2  1・ 2  1・ 2  1 1・ 3・ 4

ティーンズミュージックフェスティパル  音楽  1 4'6。 7  1'2 2   2 4・ 9

第3回浜松国際ビアノコンクール協力    音楽   2   1 1   2   2

日本吹奏楽指導者クリニック 音楽   3   1 1  1    2 1。 2

全日本小学校バント指導者クリニック   音楽   3   1 1  1    2 1・ 2

マーチングバント指導者研修会 音楽   3   1 2 1・ 2

葛城工芸美術展 工芸 2  1 8

グラスナウ展 工芸 2 8・ 10

大人たちのビアノパーティ 音楽   1    1・ 4・ 7  2 1。 2 1。 2 1・ 2    3・ 5

1

2・ 5。 10
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資本金口1 売上国日 経常利壺踵ヨ 設立1888年 従業員1万2902人  ※広報部文化事業室(5人 )/m安田大

災美術財団 予算決

メセナ活動基本方針

当社は経営理念のなかで「社会に奉仕する安田火災」をうたい、さまざまな社会貢献活動を行っているが、その一

環としてメセナ活動は主に美術を中心として展開している。

支援形態

活動名                   芸術分野 支援対象 ジャンル〔資金 人的 物的 場所 その他]支援目的

ゴッホとその時代展II「 ゴッホと風景画」展  美術   1 52 1・2 1  1

安田火災海上保険株式会社 損保

グランマ。モーゼス展 美術 1 1・ 2 5'9

安田火災東郷青児美術館コレクション展(餃 美術

阜)

3      1 1・ 2 1 5。 9

安田火災美術財団奨励費の実施 美術   5。 6  1・ 3   2 1・ 2 1・ 2・ 5

文化の日 美術ドキュメンタリー番組の提供 美術   2・ 12  1・ 6   1 1・ 2 5

人形劇場「ひまわリホール」の運営 演劇 1・ 2・ 3・  5

4

1・ 2 1・ 2  1    1・ 2 1・ 2・ 3・

4・ 5。 9

東郷青児展(神戸) 美術   3    1 1・ 2 1 5。 9

早稲田大学エジフト研究会支援 文歴

その他

安田生命保険相互会社 生保

売上高口1 経常利園口 設立1880年  従業員2万3405人  ※m安田生命クオリティオブライフ文化財団 予算

決

メセナ活動基本方針

1始めるまでは慎重に考える。

2始めたら継続する。

3従業員が何らかの形で関与する(参画する)。

活動名

支援形態

芸術分野 支援対象 ジャンル [資金 人的 物的 場所 その他〕支援目的

m安田生命00L文化財団による活動 一楽

文

一音

民

3。4  1 1・ 8'9

読売日本交響楽団への協賛 音楽   1
日本音楽コンクール受費者発表演奏会を協賛 音楽   1
NHK短歌学園への協賛 文学

毎日児童小説・童話コンクールヘの協賛   文学

鳥塚しげきファミリーコンサート 音楽     1      4       1

内田光子 コンサー ト 音楽   1

矢作建設工業株式会社 建設

資本金口 売上高日 経常利樹口 設立1949年  従業員1225人  予算決

メセナ活動基本方針

1芸術文化活動支援は企業が積極的に行うべき性質のものではない。

2経営の状況に応じて柔軟に対応していく。

3 PRか 主目的ならやらないほうがよい(メセナではない)。
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支援形態

芸術分野 支援対象 ジャンル [資金 人的 物的 場所 その他〕支援目的
143

活動名

名古屋フィル八―モニーオーケストラコンサ 音楽
―卜協賛

1       1・ 2・ 4    1 2・ 9

株式会社ユアテック 建設

資本金口 売上高日 経常利益口 設立1944年  従業員5457人

メセナ活動基本方針

地域社会との連携。強化をはかるため、積極的に多目的ホールの利用を促進する。

支援形態

活動名                    芸術分野 支援対象 ジャンル [資金 人的 物的 場所 その他]支援目的

ユアテックプラザの開放 美術   1    1'4・ 6    2  1  1 3・ 9

書道

工芸・グラ
『ア

島
”

仙台バッ八アカデミー協会 音楽   1 9。 10

宮城フィル八―モニー協会 音楽   1

雪印乳業株式会社 食 品

資本劉四1 売上高日 経常利翻口 設立1925年  従業員7640人

メセナ活動基本方針

1芸術文化活動のみがメセナ活動ではない。

2企業の立場を通して文化(企業に関連のある文化)活動への貢献を行う。

支援形態

活動名                    芸術分野 支援対象 ジャンル〔資金 人的 物的 場所 その他〕支援目的

若手小劇場キュービーマジック 演劇 ●  11

ビデオ制作配布「チーズ浪漫」 映像 11

国際交流支援 環太平洋青少年サークル   他 10

シャガール展協賛 美術   1 11

健康読本の作成配布 他 ●  11

株式会社読売新聞社 新聞

資本金日 売上高日 経常利益口 設立1874年 従業員4400人  ※事業局(80人)m読 売日本交響楽団

予算決

メセナ活動基本方針

1新聞発行、出版事業とともに、内外の優れた芸術を国民に提示、またその活動を支援。顕彰することによつて、日

本の文化向上に貢献する。

2日本の文化事業の国際的展開に寄与する。

3m読売日本交薔楽団の活動を進展させる。

4生涯教育の場である各地の関連文化センターを拠点に、国民の文化水準向上をはかる。

支援形態

活動名                    芸術分野 支援対象 ジャンル [資金 人的 物的 場所 その他]支援目的

読売日本交響楽団の公演 音楽   1・3   1

読売文学賞 文学

読売演劇大賞 演劇   4    3
よみうり写真大賞 美術   1 4

読売書法展               書道
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144 展示会、映画制作などの複合事業「ベートーベ

ン・プロジェクト」など各種イベント、展覧会な

どの開催。

株式会社ライカ その他―紳士。子供服製造卸売
資本金田 売上高口 設立1959年 従業員1697人

メセナ活動基本方針

1文化交流の場を広く一般に提供し、地域社会に貢献する。

2社内の文化意識の向上を促す。

活動名

支援形態
芸術分野 支援対象ジャンル〔資金 人的 物的 場所 その他]支援目的

AR丁―EX第5回展フィリップヴアンスニッ 美術

ク展
1'4   5 1 2  2  1。 2 1・ 7・ 10

顔見世狂写展 2 6

トボスの復権展1美術家と建築家のコラボレ 現建

―ション
1   2   2   1 7

山本浩二展 美術   1 1   2   2   1 7

株式会社リクルート サービス
資本0日 売上高日 経常利樹□ 設立1960年  従業員4532人  予算決

メセナ活動基本方針

1事業に関連する分野(グラフィックデザインなど)での活動が多い。

2「着手 (これから世の中にデビューしていく人)の発掘・育成」の観点で取り組んでいる。

支援形態

活動名                   芸術分野 支援対象 ジャンル〔資金 人的 物的 場所 そαu支援目的

「クリエイションギャラリーG8」の運営   美術   4   6    2 2  1  1 1・ 2

グラデ

「ガーディアン・ガーデン」の運営 美術   4
漫劇   2
映像・工芸
グラデ

2  2   1    1 1.3

文化財団等への寄付 楽

劇

音

演
7

株式会社琉球銀行 銀行

資本金口1 売上高(経常収益)日 業務純益□l 設立1948年  従業員1893人  ※動りゆうぎん国際化振興財団

メセナ活動基本方針
「地域とともに歩む銀行」「地域に根ざした銀行」を基本方針とし、文化・芸術活動に対し支援する。さらに、伝統文

化の保存事業に対する協力や、若手の発掘・育成も行っている。

支援形態

活動名                    芸術分野 支援対象 ジャンル〔資金 人的 物的 場所 その他〕支援目的

天に響(ト ヨ)めさんしん3000 音楽   1 5

金丸(尚 円)銅像建立記念コンサート 音楽   1    5 9

紅型デザイン公募展 グラデ 2  2 1・ 8・ 9

映画「妻はフィリピーナ」上映支援 映像 1・ 5。 10

9
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ルイ・ヴィトン ジャバン その他 145
資本金12 売上高口1 設立1978年  従業員357人 予算決

メセナ活動基本方針

日仏両国文化活動の支援。

活動名

支援形態
芸術分野 支援対象ジャンル〔資金 人的 物的 場所 その他]支援目的

帥日仏会館への寄付 出捐 2 10

株式会社レナウン 繊維

資本金口 売上高日 経常利益口 設立1947年  従業員7369人

音楽座 演劇   1    4    1
三田文学 文学

チャリティ・ファッション・ショー 服デ

レンゴー株式会社 紙・パルプ
資本劇■ 売上高口 経常利益口 設立1909年  従業員3645人 予算決

メセナ活動基本方針
1企業が果たすべき社会的責任の一つとして、利益を社会に選元する。
2社会から信頼され、尊敬されるにたる風格のある企業たるべく、芸術文化の興隆に寄与する。

支援形態
活動名                    芸術分野 支援対象 ジャンル〔資金 人的 物的 場所 その他]支援目的

管弦楽団「オーケストラ・アンサンフル・金沢」 音楽
支援

2・ 91・ 2   1 2

「大阪フィル八―モニー」支援 音楽   3    1 2・ 9

「関西フィルハーモニー」支援 音楽   3    1 2・ 9

「日本の100冊翻訳の会」支援 文学 5。 10

「サン・ヴィゴール・ド・ミュー礼拝堂」プロジェ 美術
クト支援

5      6 2・ 7・ 8
・10

「関西女流画家展覧会」賛助 美術   1 2・ 7

「上方文化芸能協会」寄付 出捐 1・ 2・ 8

「ヨオの会」オーストリア公演協賛 演劇   1 3 2・ 7

ローム株式会社 電機部品
資本到口 売上高日 経常利益口 設立1958年  従業員2669人  ※広報室文化事業グリトープ(2人・1991年設
置)/mロ ームミュージックファンデーション 予算決

メセナ活動基本方針

企業活動を通じて文化の進歩向上に貢献することが当社の基本理念であり、メセナ活動もその考え方をもとに
実施している。

メセナ活動基本方針

1企業は収益の一部を社会還元すべきと思う。

2メセナに限らす、文化・福祉・環境等、社会貢献活動全般を考えたい。
3活動を行うためにも、ます、業績の回復に努めたい。

支援形態

活動名                    芸術分野 支援対象 ジャンル [資金 人的 物的 場所 その他]支援目的

劇団未来劇場               演劇   1   4    1

1   1
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活動名

働ロームミュージックフアンデニションヘの 出捐

寄付

1   2

京都国際音楽学生フェスティパル 音楽   1 1 2 1・ 4・ 5'

9。 10

ローム・リリック・セレクションコンサート 音楽   1 2  2 2・ 5。 9

ニューヨークトリオコンサート 音楽   1 2  2 2・ 5・ 9

日立パリ管弦楽団コンサート 音楽   1    1 5・ 9

キョートトリオコンサート 音楽   1    1 2・ 5。 9

株式会社ワコール 繊維

資本調四 売上高日 経常利翻口 設立1949年  従業員5550人  予算決

メセナ活動基本方針

世の女性に美しくなってもらうことによって、広く社会に寄与することこそ、わか社の理想であり、日保であり

ます。
支援形態

活動名                   芸術分野 支援対象 ジャンル〔資金 人的 物的 場所 そ口u支援目的

m京都服飾文化研究財団の運営 博物 2  ●  5。 10

１

１。

４

１

一一一

・
５

一
２一一一一一一一一一一一一一一一一

３
・

市
一

ｏ４
一

１贈一術
舞

一美一営一運一の
一
ス〓一ペ一ス一銀座ァ一‐

2・ 5２

１．

５

３

楽

術

　

劇

音

美

　

演

工芸

スパイラル(文化施設)の運営

5

平安建都1200年 記念事業への寄付 他

京都市交薔楽団歴代常任指揮者シリーズ演奏 音楽

会への協賛

仏国立ギメ美術館への寄付 美術   4 10

日仏現代美術交流への寄付 美術 10

角屋(京の古い住宅建築)保存会への寄付  民文 11

第7回京都フランス音楽アカデミーヘの寄付 音楽   4   1 1・ 10

支援形態

芸術分野 支援対象 ジャンル〔資金 人的 物的 場所 その他1支援目的

1   1
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「企業の芸術文化施設の意義と役割」

―
アンケート調査の概要

企業の芸術文化施設の実態と、今後求められる施設像を模索

調査の目的

本調査の目的は、施設側の意識 。実態調査、企業側、アーティスト側、観

客側の意識調査、以上異なる4つの視点にもとづく調査結果を比較すること

で、企業の芸術文化施設の実態と今後求められる施設像などを浮き彫 りにし

ていくことにある。

なお、「企業の芸術文化施設」とは、企業または企業グループが本来の営

利事業とは別に、「芸術文化振興」「社会貢献」等、社会的意義を目的に設置、

運営する施設とし、商業目的が明確な施設や個人・劇団の経営による施設を

除 くものとした。

調査の方法

本調査の調査対象は、企業が所有する芸術文化施設、施設の所有者である

企業、施設の使用者であるアーティスト、施設の利用者である観客である。

施設については、当協議会が把握している施設 と、下記の資料に記載され

ているなかからリス トアップした当調査にふさわしいと思われる施設、計

266施設に調査票を送付し、郵便による回収方法で実施した。

・全国企業の文化施設ガイド'94([財 ]経済広報センター/1994)

・全国美術館ガイド (全国美術館会議編/1993)

。〔企業とアー ト2(国際コンテンポラリーアートフェア実行委員会/1993)

・企業の文化戦略 ([株]ヴ ィジュアルメッセージ社/1990)

・ぴあMAPホール 〔首都圏版。関西版〕(ぴあ[株 ]/1995)

配布数 有効回答 有効回答率

148

266 151 5680/o

[有効回答施設の内訳 ]

美術館     ギヤラリー 多目的ホール  コンサートホール ロ場 複合文化施設  多目的スペース

47 34 23 17 13 10 7

企業については、「メセナ活動実態調査」(第 1章参照)のなかに「企業の

文化施設に関する問い」を設置し、メセナ活動の実施・未実施にかかわらず

全企業に質問した。

アーティス トについては、音楽 0視覚芸術・舞台芸術の各ジャンルのアー
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ティス トに、それぞれ主に下記の資料に記載されているなかから無作為に抽

出した各ジャンル300名 (団体の制作者を含む)に調査票を送付し、郵便に

よる回収方法で実施した。

音楽

・演奏年1鑑:'95([社 ]日本演奏連盟/1995)

。音楽年:鑑 '95(「 株]音楽之友社/1995)

。ポピュラー音楽人名事典 (日外アソシエーツ[株 ]/1994)

・カルチャー・ハン ドブック1994年版データベース編 ([株]音楽之友社/
1993)

視覚芸術

・ BT生「
`濫

'95([株 ]美術出版社/1996)

舞台芸術

・演劇年鑑'95([社 ]日本演劇協会監修/1995)

・舞踊年鑑19([社 ]全日本舞踊連合/1995)

。(社)日本芸能実演家団体協議会名簿平成 7年版

・THEATER JAPAN SECOND EDIT10N(国際交流基金/1993)

・ダンスマガジン95年 8月増刊号 ([株]新書館)

活動分野 配布数 回笞数 回答率

149

音 楽 300 67 22.30Иo

視覚芸術 300 107 3570/o

舞台芸術 300 140 46.70Иo

全 体 900 314 34.90Иo

観客については、首都圏にある12の企業の芸術文化施設 (劇場は3か所・

コンサー トホール・美術館 。多目的スペース・複合文化施設はそれぞれ 2か

所 。ギャラリーは 1か所)で催されたイベント (音楽/視覚芸術/舞台芸術

の各ジャンルそれぞれ4イ ベント)で、来場者の入場時に調査票を配布し、

退場時に回収する方法で実施した。

プログラム     調査施設数     配布数       回答数       回答率

音 楽 4 1835 384 20.90/o

視寛芸術 4 768 375 4880/o

舞台芸術 4 1423 382 2680/o

全 体 12 4026 1141 28.30/o
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第3章 1特集

調査報告書の見方 (留意事項)

。比率はすべて百分率 (%)で表し、小数点以下 2位を四捨五入して算出し

た。したがって、合計が100%を上下する場合もある。

・基数 となるべき実数は、N=○○○として掲載、その際はNを 100%と し

て算出した。

・質問の終わりに「二つまで」「二つまで」とある問いは、回答者が複数回

答を出してもよい問いであるため、回答の合計比率は100%を超える場合が

ある。この場合、図にはMA(マ ルチアンサー)と 記載した。

・回答は「一つだけ」とあるにもかかわらず、二つ以上の回答がある場合は

無効とした。

・アーティストに聞いた発表したい施設、観客に聞いた好きな施設の理由は、

回答ごとに内容を分析 して区分した。記述回答であるため、 1回答から複数

の理由に区分した場合がある。

今回の調査では以下の方々の御協力をいただきました。

・伊藤裕夫  (株)電通総研 研究部部長・チーフプロデューサー

・尾崎宣之  (株)ワ コールアー トセンター 事業企画担当マネージャー

・柿崎孝夫  (株)資生堂 企業文化部長

・栗原喜美子 (株)東急文化村 企画運営部宣伝広報係長

・芹川英樹  (株)銀座セゾン劇場 取締役支配人

・広本伸幸  川村記念美術館 学芸部担当課長

・福本ともみ サントリーホール広報宣伝部課長

(敬称略・五十音順)



「企業の芸術文化施設の意義と役割」

― アンケート調査の結果から

1.はじめに なぜ企業の芸術文化施設なのか?

日本において民間の芸術文化施設が果たした役割

昨今、壮大な規模を競う公的文化施設が全国に乱立し、その「ハコモノ主

義」批判がかまびすしかったが、日本の文化インフラの大きな部分を支えて

きたのは、じつは民間の芸術文化施設のほうだった。たとえば文化庁予算が

主に費やされているという伝統文化の保存を例にとっても、歌舞伎小屋の運

営は一度も公営だったことはなく、ようや く国立劇場 (注 1)が設立されたの

が1966年、つまりほんの30年前である。歴史をふりかえれば、美術において

も戦前に設立された大倉集古館 (1917)(注 2)や 自鶴美術館 (1934)(注 3)な

ど、財界人のコンクションにもとづく民間の美術館が多数存在し、今日でも

東西の伝統美術の保存に大きなウエー トを占めている。音楽を見ても日本初

の本格的コンサー トホールとして設立され、世界の鈴々たる音楽家の面々が

舞台に立った大阪のフェスティバルホール (1958/朝 日ビルディング)も 、

民間の施設である。

同時代芸術の振興に目を向けても、80年代に公共美術館や公共ホールが急

速に増えるまでは民間の施設こそが日本のアー ト・シーンを引っぱってきた

感がある。宝塚大劇場をはじめとする自主興行を行う民間劇場はもとより、

日生劇場 (1963/日本生命保険)や紀伊國屋ホール (1964/紀 伊國屋書店)

に足を運んだことのない首都圏の演劇ファンは少なかろうし、公立美術館に

先駆けて積極的に内外の現代美術を紹介した西武美術館 (1975/西 武百貨店。

現セゾン美術館)や原美術館 (1979)の功績はすでに高 く評価されている。

またサントリーホール (1986)や カザルスホール (1987/主 婦の友社)がク

ラシック音楽のファン層を拡大し、それが引き金となって地方自治体もこぞ

って音楽専門ホールを設立、今日のクラシック音楽ブームを招いた。

それぞれの芸術分野において民間の施設が果たしてきた役割は、本特集の

寄稿においてより詳しく述べられているので参照願いたい。

注 1「 わが国古来の伝統的な芸能の公開、伝承者の養成、調査研究等を行い、その保存及び振興を図り、

もって文化の向上に寄与する」国立劇場法第 1条。

注2 大倉喜八郎が設立。その息子の喜七郎がホテル・オークラを設立。

注3 白鶴酒造の七代目、嘉納治兵衛が設立。
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芸術文化施設は日本の企業メセナに顕著な特徴

民間文化施設の流れは、今世紀を貫 くその歴史の豊かさから必然的に多様

な形態を生み出した。

戦後は企業によって設立された芸術文化施設が大幅に増加し、とりわけ70

年代後半以降はユニークな性格の施設が続々と誕生した。今日、日本の企業

メセナの特徴を考えるとき、まず第一に挙げられるのが、さまざまな企業が

さまざまな目的で多彩な芸術文化施設をつくってきた伝統であろう。その数

は200を超え、大都市圏のみならず地方の例 も多 く、地域文化振興の一翼を

担っている。

本特集は、企業メセナの一環としての芸術文化施設の実態調査にもとづ く

報告であるため、民間施設のなかでも企業によって非営利目的で設立された

ものを対象とし、民間独立系の施設や、興行を本業とする企業がビジネスと

して設立し、営利的に成立しているものは基本的に調査の対象外 とした。美

術館に関しては、経営者の個人コレクションを収蔵し、公益法人化され、企

業の芸術文化施設というよりも民間独立系と呼ぶべきものも多いが、企業の

施設内に立地している、あるいは企業名を冠しているなど、企業色が濃い施

設には一応調査票を送 り、回答は各施設の自主判断に委ねた。また、企業資

料館や産業博物館、PR館など芸術文化施設以外の文化施設は対象外 とした。

回答施設の用途別分布とその変遷

回答を寄せた151施設を用途別に見ると、美術館47、 ギャラリー34、 多目

的ホール23、 コンサー トホール17、 劇場13、 複合文化施設10、 多目的スペー

ス7である。このうち1970年以前に設立されたものが多いのは美術館 (そ の

29.8%が この時期に設立された)と 劇場 (以下同じく38.5%)で ある (図

1)。 全回答施設の72.8%が80年以降に設立されたものだが、この設立ラッ

シュの時期にさかんにつくられたのは、多目的ホール (69.6%)や多目的ス

ペース (100.0%)、 ギャラリー (91.2%)、 複合文化施設 (80.0%)、 コンサ

ー トホール (88.2%)で ある。美術館はこの時期もコンスタントに数を増や

し、90年代に入ってからも16館 (34.0%)が設立されている。これに対し演

劇専門の施設である劇場は70年代以降あまり数が増えておらず、したがって

総数も少ない。

回答いただいた企業の芸術文化施設の概要はディレクトリーに掲載したが、

もちろんこれは網羅的なリストではない。さまざまな理由から残念ながら回

答をいただけなかった施設も多 く、またわれわれの調査不足で調査票をお送
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[施設の設立時期 ]図 1 N‐ 151

美術館
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劇場

複含文化施設

多目的スペース

■～1969  .1970～ 1979■ 1980～ 1989■ 1990～

りできなかった施設もあることと思う。

企業の業種別に設立の変遷を見ると、60年代には朝日生命ホールや安田生

命ホールなど生命保険会社の多目的ホールや劇場が集中している。また、75

年の西武美術館 (前出)以降続々と設立されたデパー トの美術館は、コンク

ションの常設ではなく企画展を中心 としたもので、当初はシャワー効果 (注

4)を狙ってデパー トの上層階の売 り場に隣接していたが、つぎつぎにリニ

ューアルされ、デパー ト本体とは別の入口を持つ独立性の高いものや展示設

備の充実、専門の学芸員の設置など、催事場的性格の強い施設から本格的美

術館へと変貌を遂げているものが多い。

注4 商業施設の上層階で開催されている催しに来た人々が、帰途、階を下りながら買い物をすること。

2.企業の芸術文化施設のさまざまな特徴

80年代以降は公共の文化施設も飛躍的に増加しており、ハー ド面での充実

は地方にも波及しつつある。しかし全般的に見ると、規模の大きさでは公共

施設がまさるものの、特徴のあるユニークな施設はいまだに民間施設に多い

のが事実だろう。

これは公共の施設が公平性の原理に強 く支配されるのに対し、民間の施設

はより独自性を重視し、ユニークなコンセプトにもとづく設立とフレキシブ

ルな運営が可能であることがまず理由として考えられる。つまり、公共がし

ばしばゼロから「美術館」や「劇場」「ホール」をつくらねばならず、はじ

ω
ｌ
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めに「ハコ」ありき、となりがちなのに対し、民間の施設は多くの場合、設

立者の嗜好やコレクションの存在、敷地や建物、設立の経緯など、はじめに

「コト」ありきで、さまざまな与件が施設の目的や機能、性格をあらかじめ

強 く決定するのである。

以下、公共の施設 と比較して企業の芸術文化施設により顕著な特徴をいく

つか挙げる。

本業との密接なかかわり

企業の施設の場合、さまざまな与件の一つに本業とのかかわりがある。本

業とのかかわりで文化施設を設立することは企業にとって最も自然な形態で

あり、また日本の芸術文化施設に多種多様な彩りを与えているのもこうした

企業文化施設である。

(1)先述のデパー ト美術館に加えて、多くの商業施設が集客のために小さな

多目的スペースやギャラリーを併設し、主な顧客である若年層に向けて

文化発信をしてきたことは無視できない。東京・池袋の西武百貨店内に

あったスタジオ200(1979～91)は実験的芸術活動の拠点 として名高い

が、こうした施設の多くはいまも若者たちにとって同世代の芸術家の活

動に触れ、美術館や劇場などの権威 とは無縁の日常的な空間で、大衆文

化と同じ親しみやすさで芸術に出会える貴重な場 として機能している。

(2)建築 。内装関係の企業が建築にかかわる施設を有していることは特徴的

である。INAXギ ャラリー (1981)を 先駆的な例に、TOTOのギャラ

リー間 (1985)、 大林組の TN PrObe(1995)は 建築やインダストリア

ル・デザインの展覧会を専門に行っている。また建築関連の美術館 とし

てはル・ コルビュジエのコレクションを持つ大成建設のギャルリー・タ

イセイ (1992)、 ミサワホームの ミサワ・バウハウスコレクシ ョン

(1996)な どがある。

(3)ペ ンタックスフォーラム (1981)や ニコンサロン (1968)、 コニカプラ

ザ (1988)な ど写真関連の企業とその施設、また大日本印刷の版画やグ

ラフィック・アー トにかかわる美術館、ギャラリーなども本業との関係

が密接 で あ る。また、TOAの XEBECホ ール (1989)、 東芝 の T―

Brain club(1992)な ど、テクノロジーとアー トの関係を追求する分

野では関連企業の文化施設の独壇場ともいえ、アー トセンター的な実験

的活動が行われている。なおこの分野ではNTTが 1997年 にオープンを

予定している Inter cOmmunicatiOn Centerも 注目される。
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文化発信型と地域密着型
一 若手芸術家支援とアマチュアヘの施設開放

例外事例も少なからずあるが、あえて線を引くなら文化施設が林立しはじ

めた1985年以降、より多 くの企業文化施設が独自のカラーを打ち出すことに

力をそそぐようになり、その結果、貸館や常設展示のみではなく自主企画事

業を行う文化発信型の施設が増える傾向が目立ってきた。

自主事業には既成芸術家による質の保証された企画もあるが、評価の定ま

らない若手芸術家の活動を積極的に支援する企画も多い。美術では、古 くは

1919年設立の資生堂ギャラリーから、最近ではリクルー トのガーディアン・

ガーデン (1990)、 キリンビールのキリンプラザ大阪 (1987)、 ライカの Oxy

ギャラリー (1990)ま で、若手支援を中心としたギャラリーが多数存在する。

また最も高級感のあるクラシック専門の音楽ホールでも、カザルス・ ホール

(前出)や、いずみホール (住友生命保険/1990)な ど、現代音楽のプログ

ラムを組んでいるところが少なくない。

いっぽう、いよぎんギャラリーどんどび (1992/伊 予銀行)、 ちばぎんア

ー トギャラリー (1990/千 葉銀行)、 ちばぎんおゆみ野ホール (1989/同 )、

らいらっく。ぎゃらりい (1991/北 海道銀行)、 しずぎんホールユーフォニ

ア、しずぎんギャラリー四季 (1994/静 岡銀行)、 だいしホール (1992/第

四銀行)、 福岡銀行本店地下ホール (1975)、 ギャラリー82(1988/八 十二銀

行)な ど、銀行、とくに地方銀行の所有するギャラリーや多目的スペースは

地域密着型のものが多く、地域住民の文化活動に開かれている。中電ホール

(1963/中部電力)、 イリス九電コミュニティプラザ (1989/九 州電力)、 東

北電カグリーンプラザ (1971ほか)な ど、この傾向は電力・ガスの公共事業

系の企業施設にも見られる。

複合的な文化施設
―

飲食 。物販と都市開発型

通常「複合文化施設」 とは展示スペースや劇場など機能の異なる文化施設

を併設 したものを呼ぶ。企業文化施設では大阪ガスの扇町 ミュージアムスク

エ ア (1985)や ワ コー ル の スパ イ ラル (1985)、 東 急 グル ー プの Bun‐

kamura(1989)な どがこれに当たるが、 これらの施設の特徴は、嗜好性の

高い飲食 。物販のショップやテナントが点在してお り、その施設が供給する

芸術文化のイメージに合った生活文化を同時に提供 しようとしていることで

ある。文化施設におけるレス トランやショップの重要性はかねてより欧米で

も指摘 されており、日本の公共施設でも力を入れているところは多い。が、

155
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一部の愛好家以外には縁遠い「芸術」を、ファッショナブルなライフスタイ

ルの一部 として提案するこうした複合的な文化施設は、時代の流れに敏感な

企業にこそ運営可能なものだろう。さらに商業エリアの収益で自主文化事業

の赤字を補填しようとする試みは、独立採算をめざす画期的な運営形態とい

える。

また、アー トスフィア (1992/三 菱商事)や、サン トリー ミュージアム

〔天保山〕(1994)は、ウォーターフロント地域で都市開発の一つの核として

設立 されたものである。 これ らの施設には Bunkamuraや アー トスフィア

など、複数の企業の支援を得て年間の自主企画を運営するオフィシャル・ サ

プライヤー制を敷いているところもある。

ユニークな立地環境
―

リゾート型と遊休施設活用型

自治体の文化施設は、地域にゆかりのあるもの以外は重要なものほど納税

者のアクセスと文化行政のシンボルたることを考えて市街地に集中しがちだ

が、企業の文化施設は自然環境に恵まれた郊外やリゾー ト地にあるものも多

い。代表的なのはフジサンケイグループの箱根彫刻の森美術館 (1969)や 美

ケ原高原美術館 (1981)、 軽井沢のセゾン現代美術館 (1981年に移転)、 メル

シャン美術館 (1995)な ど美術館だが、セゾングループの八ヶ岳高原音楽堂

(1988)、 あさば旅館涵翠閣の能舞台月桂殿 (1910)な ど上演芸術のための施

設もある。

なかでも前述のライフスタイル提案型 としてとくに注目されるものにベネ

ッセ・ コーポレーションが瀬戸内海の小島に設立した、直島コンテンポラリ

ーアー トミュージアム (1992)を 挙げることができよう。同施設は芸術とリ

ゾー トライフの融合をめざし、ホテルを併設する美術館である。

しかし、芸術文化施設数が官民あわせて飛躍的に増加した現在、公共セク

ターとてその差別化に積極的である。住民を享受者とする都市部の施設に加

えて、今後は観光資源 として自治体がリゾー ト型の文化施設に注目する例 も

増 えて くると思われる。群馬県の草津音楽の森国際 コンサー トホール

(1991)や 岐阜県の養老天地反転地 (1995)(注 5)、 岡山県の奈義町現代美術

館 (1994)な ど、すでにこうした試みに着手した自治体も多い。

また企業文化施設の立地環境では回答の半数が「親会社の本社支社施設

内」と答えている (図 2)が、そのなかにはユニークな例もある。たとえば

遊休施設を利用したり〔扇町ミュージアムスクエア (前出)、 ベニサン・ピ

ット (1983/紅 三)〕 、京都国際ホテルの通路を利用したギャラリーラポ
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(1986)、 朝日生命本社ビルの屋外壁面を改装し、名画の複製をテーマごとに

展示する新都心プロムナー ドギャラリー (1990)な ど、ちょっとした空間を

アー ト・スペースに変える卓抜なアイデアも見られる。

以上概観したように、公共セクターに先駆けて市民に芸術を享受する機会

を提供してきた企業の芸術文化施設は、

①個性的な施設が日本の文化シーンに多様性をもたらし、

②芸術を人々の日常生活に近づける多角的なアプローチを試み、

③本業に関連した芸術分野などでは研究。専門性を高め、

④遊休施設の利用や収益事業、オフィシャル・サプライヤー制など画期的

な運営方法を編み出してきた

ことがわかる。

次章からは企業 。施設・観客・アーティス トという四つの異なる視点から

企業の芸術文化施設の実態をより具体的に分析する。

注5/野外にある巨大な体験型彫刻公園。美術家・荒川修作の作品。

―[施設の立地環境 ]図 2 N-151
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3.企業の芸術文化施設に対する評価――――総論賛成、とくに音楽で高い評価

一般的評価と企業側の意識

「企業が芸術文化施設を持つことについてどう思うか」という質問には、観

客の83.3%、 アーティストの81.8%が 「よいことだと思う」と答えており、

「どちらかといえばよいことだと思う」を加えると観客・アーティス トとも

に支持率は 9割 を超える (図 3)。 音楽 。視覚芸術・舞台芸術の分野別に見

ても、観客・ アーティス トいずれもほぼ同等の割合で支持している。

企業側の施設保有率も高い数字を示し、メセナ活動実態調査の設間に対し

て358社中129社36.0%が 「なんらかの文化施設を持っている」と答えている。

また「現在準備中・検討中」という企業も11社3.1%あ る。これは企業資料

館や産業博物館、PR館など、芸術文化施設以外のものも含む数字だが、し

かし全体 として最も保有率が高いのは「ギャラリー」40社11.2%、 つぎが

「多目的ホール」27社7.5%で「産業博物館」24社6.7%や 「企業資料館」20

社5.6%を 上回った (図 4)。

では企業は何のために芸術文化施設を設立するのだろうか。その目的を施

設を保有する企業にたずねたところ、「社会貢献の一環」という回答が最 も

多 く82社83.7%、 次いで「芸術文化の振興」79社80.6%、 「企業イメージの

向上」77社78.6%が上位であった (図 5)。 これはメセナ活動そのものを行

う目的とほぼ同じ結果を示している。「社内の活性化」「集客効果」を挙げた

企業は比較的少数で、芸術文化施設設立の意図は社業に直接かかわらないと

ころにあることがうかがえる。

また自社の施設に対する評価 としては、「とても満足している」12.2%、

召□い申嘔轟>
[企 業が芸術文化施設を持つことはよいことと思うか]図 3

100[%]

アーテイスト N‐314

83.3

81.8

観 客

■そう思う  どちらかといえばそう思う 1■ あまりそう思わない ■思わない 濾無回答

N‐ 1141



[企業が所有する文化施設の種類]図 4 MA

ギヤラリー

多目的ホール

産業博物館

企業資料館

多目的スペース

美術館

PR館

コンサー トホール

その他の芸術文化施餃

■場

その他の文化施設

[芸術文化施設を持つことの意味]図5 MA

※対象 :芸術文化施設を所有する企業

0              20
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78.6

21.4
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その他 5.1
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「満足している」70.4%を 合計すると82.6%と 、 8割強の企業が満足 してい

る (図 6)。 さらに企業がメセナ活動の一環 として芸術文化施設を運営する

ことの意義については、「社会に強 くアピールし、認知度を高めるので望ま

しい」「日本には芸術の発表の場が不足しているのでよい」「施設を持つこと

により文化活動が恒常的に行えてよい」「集客効果や宣伝効果があり、企業

活動にプラスになる」という点については、いずれも全回答企業の 6割前後

の企業が「そう思う」と回答し、「思わない」とする層は 1割以下で、かな

りの割合で支持されている (図 7)。 いっぽうで「建築費や管理運営に費用

がかかりすぎてよくない」という点に対しては22.9%が 「そう思う」、「どち

く 目調ト

[自 社施設に対する評価〕図6

※対象 :芸術文化施設を所有する企業

N=98

満足 していない

2.00Иo
12.20%o

あまり満足 していない

15.30Иo

満足 している

70.40Иo

―[企 業が芸術文化施設を設置・運営することについて]図 7 N=358

r00[%]

とても満足 している

認知度を高めるので良い

芸術発表の場が不足しているので良い

文化活動が恒常的におこなえて良い

企業活動にブラスになる

費用がかかりすぎて良くない

十分足りており、企101,で はない

3.4

3.1

2.8

3.6

3.6

3.68.1 42.7

22.9 60.9

55.9 34.4

70.1 22.9

26.360.9

29.165.6

■そう思う   思わない ||どちらとも言えない IE無回笞
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らともいえない」が60.9%、 「思わない」12.6%と 、費用の面でのとまどい

が感じられる。また「芸術文化施設は十分足りており、企業の役割ではな

い」という点に関しては、「そう思う」8.1%に対し「思わない」が45.5%と 、

今後の発展に期待が持てる結果となった。

以上の結果から、企業側も利用者側も総論としては積極的賛成といえよう。

観客とアーティストの認知度および利用度

観客に「この施設は企業が設立したものだと知っていたか」 とたずねたと

ころ、60.5%が 「知っていた」と答え、「知らなかった」36.8%を 大 きく上

回った (図 8)。 施設名に企業名が入っているいわゆる「冠」施設 とそうで

ないところを比較すると、「知っていた」が「冠あり」で66.5%と 「冠なし」

の54.3%を 12.2%上回るが、予想されたほど大きな差ではなかった。企業名

を冠した施設でも企業の施設だと気づかなかった人が相当数いるのは、同伴

者にさそわれて訪れたため施設名をそれほど意識しなかったケースがあった

ものと思われる。

観客の利用頻度は「この施設に来たのは初めて」 という層が394人 34.5%、

「 6回以上」というリピーターが445人 39.0%と 、二極化 している (図 9)。

ただし芸術分野ごとの数字は大きな違いを示し、音楽ではリピーターの割合

が極端に高 くなっている。企業の施設であったことを知っていた割合も音楽

が最も高い。

いっぽう、アーティス トに「企業の芸術文化施設で発表したことがある

か」とたずねたところ、全体では198人63.1%が「ある」と答えた (図10)。

しかしここでも分野別に大きな差が出ており音楽では54人80.6%が 「発表し

―[施設の認知度 ]図 8

roo[%]

N=1141

冠あ り N=576

161

全 体

1.7

31.6

54.3

66.5

60.5

冠な し

■ 知つていた   知らなかつた 1日 間違つていた |1無 効・無回笞

N=565
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―[観 害の利用頻度 ]図 9

60 80 I 00[o/o]

N=1141

N‐384

N=375

舞台芸術 N‐ 382

■はじめて    2回 ～3回   ■4回 ～5回   ■16回以上   鰯無効・無回笞

[ア ーテイストの利用度〕図10

舞台芸術

■ある な い ■わからない ■無効 無回答

たことがある」のに対し、舞台芸術では69人49.3%し か発表の経験がない。

これは企業施設に演劇専門施設の数が少ないこと、またクラシック音楽にお

いては企業施設がとくに重要な役割を果たしていることを裏づける数字であ

る。

企業の芸術文化施設では発表したことがないと答えたアーティストがその

理由として挙げたのは、①「活動にふさわしい施設がない」、②「どうした

ら利用できるかがわからない」、③「使用料が高い」というものである (図

11)。
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…
[発 表したことのない理由]図 :l MA
※対象 :企業の施設で発表 したことのないアーティス ト

活動にふさわしい

施設がない

とうしたら利用できるかが

わからない

施設の使用料が高い
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N=112

37

35

33

考えたことがない 18

断られた

その他

無効 無回答 2

観書とアーティストの具体的評価

観客に施設の「設備」「企画内容」「サービス」「全体的な印象」をたずね

た結果、いずれの点でも4割～ 6割の観客が「良い」「好き」と答えている

(図12)。 「良いほうである」「好きなほうである」を加えるといずれも9割に

達する。

いっぼう、企業の芸術文化施設で発表したことのあるアーティストに企業

以外の施設 と比べて「設備」「対応」の点を評価してもらった結果は、いず

―[誌段の印

"]目
12                                         N‐ 114,

0 20 40 60

設備について

企画内容について

サービスについて

■よい  よい方である日あまりよくない ■よくない ■無効 無回晉

80

■

573

594 63全体 について

■好き  好きな方である |■ あまり好きではないlll好きではない lll無 効・無回筈
21

lO0to/ol
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|

20
|

30[人 〕
|
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れも「変わらない」が最も多いが、「良い」と感じるほうが「劣っている」

と感じる層をおおむね上回っている (図13)(図 14)。 分野別には、美術家の

意見は「良い」「変わらない」「悪い」に三分し、企業施設を最も高 く評価 し

ているのはやはり音楽家であることがわかる。

他の施設と比較して企業の施設が持つメリットについて記述を求めたとこ

ろ、いずれの分野のアーティス トも「柔軟な対応」と「広報・集客力」を挙

げた。利用に際して制約が少なく、利用時間・期間の融通がきき、対応が官

僚的ではないという点で好感を持たれているようだ。また分野別では、音楽

口曰田>
[企 業施設と他の施設との設備の比較について]図 i3

※対象 :企業の施設で発表したことのあるアーテイス ト

0       20      40 60
|

体

　

　

　

楽

全

　

　

　

音

N=198

N‐ 54

N=75

10ol

N‐ 198

N=75

視覚芸術

舞台芸術

■よい

口曰口>
[企 業施設と他の施設との対応についての比較]図 14

※対象 :企業の施設で発表したことのあるアーテイス ト
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は「音響」「設備」「雰囲気」の良さを挙げ、視覚芸術は「自由な企画が可

能」との声が高い。舞台芸術では「施設側担当者の熱意や理解度」を評価す

る声が多かった。

芸術文化への貢献度は?
「企業の芸術文化施設は市民の芸術鑑賞の機会を身近にしたと思うか」とい

う質問では、観客の54.1%、 アーティストの44.9%が 「そう思う」と答えて

おり、双方ともに評価が高い (図 15)。 しかし「新しい才能の発掘・育成に

貢献 していると思うか」という質問には、「そう思う」と答えた観客が41.0

%いるのに対し、アーティス トはわずか16.2%で ある (図 16)。 観客の意識

では「どちらかといえばそう思う」を加えた肯定的回答の総和が76.3%に達

するが、アーティストの意識は肯定的回答の合計 も43.3%で 、否定的回答の

合計54.8%を下回る。ただし音楽家だけは肯定的回答の総計が59.7%と 約 6

割を占めており、アーティストも、この分野では企業の施設が大きな役割を

果たしていることを認めているのがわかる。

CロロH口晨>
[企業の芸術文化施設はアー ト(ア ーテイス ト)と観害との出会いを身近にしたか]図 i5

0 60

アーテイスト N‐ 314

観 害 N‐ 1141

ll:そ う思う ・どちらかといえばそう思う l■ あまりそう思わない |1思わない |1無効
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アーティスト

召□い申嘔轟→
[企 業の芸術文化施設は新 しい才能の発掘 ・育成に貢献 していると思うか]図 16

2.0

N‐314

観 客

18.544.9

19.241.0

16.2 43.3  11.5

ll:そ う思う ._どちらかといえばそう思う l■ あまりそう思わない |1思わない 口E無効

N‐ 1141

20            40
1               1

54.1 9.9



166

#3r €t

4.運営の実情と問題点
―

施設側の意識と利用者の要望

運営の概要

施設の運営主体は「企業内の部署」が半数以上を占めている (図 17)。 こ

れは親会社の本社・支社施設内に設置されているものが半数近い (図 2)こ
とに関連すると思われる。しかし文化発信型で自主事業が中心になると専門

スタッフが必要となる。その場合は「子会社」や「財団」で雇われることが

多いと考えられる。

企画数は音楽が最も多い (表 1)。 また、自主事業と貸事業を比較すると、

音楽では企画数 。開催日数ともに貸事業数のほうが多い。視覚芸術では自主

事業の比率が高く、一つの企画の会期が上演芸術より長いため、その開催日

数も多くなっている。とりわけ美術館の常設展が全体の自主事業の開催日数

を増やしているものと思われる。

通常の活動以外の鑑賞者向けの活動は、「教育普及活動」「出版」「ワーク

ショップ」「友の会」など、いずれも2割～ 3割の施設が実施 していると答

えた (図18)。

スタッフの労働環境は、企画部門、管理部門ともに「休日が不規則」が最

も比率が高い (図 19)。 企画部門と管理部門でそれほど大きな差は出ておら

ず、この数字を見るかぎりでは多忙をきわめるという様子はうかがえない。

財政面では、入場料や賃貸料などの直接の事業収入で管理運営費がまかな

えているかどうかを見ると、「事業収入が事業支出にも満たない」施設が

48.7%と 半数近 く、赤字でない施設は15.3%し かない (図 20)。 では直接の

事業収入で足 りない分はどこから補填しているかというと、「所有している

企業や親会社の一般経費・管理委託費」と答えた施設が98施設64.9%と 過半

数を超えた (図 21)。 「飲食・物販収入」のある施設 も多い。「その他」の収

入には公的助成や財団の基本財産の運用益などが含まれよう。

他の民間施設や公共施設と共同事業を行ったことがあるかという質問には

64.5%の施設が「ある」と答えている。うち最も多いのが「所蔵品の貸出」

だが、「共同製作」や「企画の販売」などは事業費のコス トダウンのための

努力とみなすことができる。 (表 2)

ちなみに「貴施設のとくに優れている点は何か」という質問に対する答え

は、①「立地条件がいい」、②「企画の質」、③「地域社会に根づいている」、

④「施設の機能」、⑤「利用したアーティストからの評判がいい」の順であ
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る (図 22)。 多分に謙遜ぎみの自己評価に思えるが、それでも「企画の質」

に「幅広い企画」を合わせると総合で第 1位になり、ソフト面での自負がう

かがえる。「立地条件」はリゾー ト型など自然環境に恵まれている場合と、

都市部でアクセスのよい場合がある。「地域社会に根づいている」は、企業

―[施設の運営主体]図 17 N=151

167

その他

3.30Иo

財 団が管理運営 している

19.90Иo

子会社が管理・運営 している

18.50Иo

―〔自主事業・H事業の企画数]表 1

自主事業企画数 [開 催日数]

企業内の部署が担当している

57.60,b

賞事業企画数 [開 催 日数 ]

無回答

0.70Иo

音 楽 eo3 111221 2884 [30s2]

視覚芸術 848 [r7426] 878 [6688]

舞台芸術 67s [1640] 43e [2068]

その他 1046 [4r84]

―[通常の活動以外の鑑費者向けの活動]図 18 MA

教育普及活動

出版活動

友の会の運営

ヮークショップ

その他 [未実施を含む ]
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42
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―[施設のスタッフの労働環境〕図19

企画部門
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[事業収入と運営 管理費]図 20
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―[入 場料  賃資料以外の収入]図 21 MA
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運営に対する

他の企業からの協賃金

芸術文化施設以外の

テナント収入

その他

特になし

―[他の芸術文化施設との共同事業]表2

他の民間施設との共同事業 公共施設 との共同事業

製作 した企画を他の施設 に販売   23 14

他の施設で製作 した企画を購入   18 7

他の施設と共同製作 42 29

他の施設に所蔵品を貸出 45 41

その他 7 8

―[自 施設がとくに優れている点]図 22 MA

立地条件がいい

企画の質

地域社会に根付いている

施設の機能

利用したアーティストからの評判

幅広い企画

スタッフが優秀

資金が■■

その他

特になし
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（
ｂ

46
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40

20            40
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が設立目的に「社会貢献」をトップに挙げていることに呼応し、また地域密

着型の施設が多いことに連動 していると考えられる。

以上の結果は、企業の芸術文化施設が、①営利を目的とせず、企業本体の
サポートを受けつつ、②恵まれた設備や環境を地域貢献に活用し、③また共
同製作などコスト面での工夫をして多彩な自主事業も展開、④さらに出版や
友の会など普及活動にも力を入れていることを浮き彫りにするものである。

問題点と課題への取り組み一一企業も施設も「資金に悩む」と「とくに問題なし」に分化
芸術文化施設を持つことの問題点として半数の企業が「資金がかかる」こ

とを挙げていることは、 6割以上の施設の管理運営費を企業が出している以
上、当然の帰結である (図 23)。 前出の「芸術文化施設は費用がかかりすぎ
てよくない」という質問でも、「そう思う」と答えた企業が22.9%と 「思わ
ない」企業12.6%の倍近くある (図 7)。 しかしそのいっぽうで「とくに問
題はない」とする企業も35社35.7%あ る。

同様の二極化は施設側の回答にも現れている (図 24)。 「とくに問題はな
い」と答えた施設には、①地域密着型のギャラリーやスペース、②収蔵品の

常設展が中心の美術館、③貸館中心の多目的ホールが多い。したがって自主
企画中心の文化発信型施設の多くは、きびしい財政問題を抱えていると推測
される。

また企業側が資金以外の問題をそれほど感じていないのに対し、施設側、

一
とくに美術館

―
は「集客」を非常に気にしている。また企業への設問

にはないが、「人材不足」を嘆 く施設 も多い。とくにコンサー トホールや複

合文化施設、多目的スペースがこの問題を重視しており、企画や運営に携わ

るアー トマネージャーの不足がうかがえる (表 3)。 反対に、地域開放型が

多いギャラリー、貸館型が多いホールや劇場では人材不足を挙げた施設は少

なかった。また、すでに博物館法で学芸員の設置が義務づけられている美術

館は、キュレーター不足をそれほど嘆いてはいない。

ほかに問題点 として記述されたのは「施設や設備の老朽化」「施設の方向

性の模索」「利用申し込み者の選別」などだが、なかには「長年の地道な経

営努力の末にようや く採算目標に近づくと、近隣に公共施設が新設され、廉

価のチケットで観客を奪ってしまう」と嘆 く声もある。

課題への取り組みでは「活動の質を落とさずにコストダウンをめざす」と

いう施設が多いが、そのための方策として挙げられたのは「業務の合理化」
「共同製作」「アー トプロデュース業など経営の多角化」「公的補助の獲得」
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―[施設を持つことの問題点]図 23 MA
※対象 :芸術文化施設を所有する企業

資金がかかる

施設運用のノウハウがない

集書があがらない

社内理解が得られない

住民とのコミュニケーシヨン不足

その他

特に問題はない

―[施設運営上の問題点]図 24 MA

財政が厳しい

集害があがらない

人材が不足している

■会社の社内理解が得られない

施設運用のノウハウがない

地域住民とのあつれき

その他

特に問題はない
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く国コト
[施設の運営上の問題点]表3

美術館  ギヤラリー 多目的ホール コンサートホール 劇場   福含文化施設 多目的スペース

財政が厳 しい 23       10       10       9

[48.9%] [29.4%l [43.5%〕  152.9%]

9        3        4

[69.2%] [30Ю %] [57.1%]

集害があがらない 16 6 2

[34.00/0] ['r7.60/0] [zr.goh] l29.4otol [rs.colo] [ro.ooto] [0.00/0]

5 0

人材が不足 している 8534232
[17.0%] [14フ %] [13.0%] [23.5%] [154%] [300%] [28.6%]

特に問題はない 11         15

1234%] [44」 %]

9        4

[39.1%] [23.5%]

3

[23」 %]
1

110Ю%]
1

[143%]

「営業や物販の強化」「チケット販売ルー トの多様化」、またリゾー ト型では

「旅行代理店への働きかけ」もある。

人的な面では経営の合理化が人員整理を招き、どこも「少数精鋭」をめざ

さざるをえないのが現状のようだ。定期的に「スタッフの研修」や「先進地

視察」を行っている施設もあれば「外部スタッフの活用」を考えているとこ

もある。

活動面では「企画の充実」「調査研究の強化」「施設の個性化」「若手支援」

という声もあるが、圧倒的に「知名度 と集客力の向上」を課題としている施

設が多い。そのためには、機関誌やパンフレットの作成およびインターネッ

トや本社がマスコミの場合はその媒体利用などによる「広報の充実」、固定

のファンを育成するための「支援会員組織づくり」やさまざまな「教育普及

活動」、「施設の一般開放」や「託児所つき平日朝のコンサー ト」など、多種

多様な試みが繰 り広げられている。

以上の問題意識や課題への取 り組みは、民間・公共を問わず普遍的なもの

と思われるが、企業施設に特有の問題が親会社との関係である。親会社の意

向で存続が左右されるという心理的不安はやはり大きく、なんとか実績を重
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ねて社会に根づき、「親会社の意向だけで存亡を決定されないよう、高い公

共性を獲得すること」をめざしている。また「社員は入場無料」とし「社内

報で告知」するほかに「事業報告を密に行って理解を求める」という声もあ

った。

しかし危機感を持ちながらも焦らずに、「文化活動はすぐには答えが出な

いもの。派手に PRをするよりもアーティストや来場者 との人間的なつなが

りを重視し、長 く存続していけば、おのずと親会社や一般社員の理解 も得ら

れる」と、長い目で活動を見据える傾向も強 く見られる。「内外の芸術文化

機関、教育機関、専門家との交流を通じて、施設運用のノウハウを蓄積」し

てゆくことも、長期的な視野に立った取 り組み方であろう。

企業施設に対するアーテイストや観客の不満と期待

アーティストが芸術文化施設に望むことは、全体では、①「使用料の値下

げ」、②「スタッフの充実」、③「活動に対する理解」、④「広報・集客力」

「企画内容の充実」の順である (図 25)。 しかし芸術分野別に見ると要望には

かなり差があり、音楽では、①「使用料の値下げ」、②「広報。集客力」、視

覚芸術では、①「スタッフの充実」、②「企画内容の充実」、舞台芸術では、

①「使用料の値下げ」、②「活動に対する理解」が目立っている。

また、企業の芸術文化施設を利用したことのあるアーティス トにどのよう

な問題点を感じたかたずねたところ、やはり音楽と舞台芸術には「使用料が

高い」という記述が多く、視覚芸術には「専門スタッフがいない」 という指

摘が複数見られた。視覚芸術ととりわけ舞台芸術に強いのが「多目的スペー

スや多目的ホールは中途半端で使いにくい」という不満である。さらに両分

野とも「オフィスビル内の施設の場合、音やセキュリティ、利用時間など使

用上の制約が多く、搬入口も狭 くて不便」という問題を指摘する声が多い。

専門ホールが多い音楽ではこうした不満は少ないようだ。

すべてのアーティス トに共通して見られる不満は「企業側の意向が反映さ

れがち」「宣伝色が強い場合、作品が規制される」というものである。

先述の肯定的評価 と照らしてみると、以下のようなことが考えられる。

(1)設備面での満足度が高いのが音楽ホールで、多目的施設はやや使いにく

く、とくに劇場の少なさを嘆 く声が多い。いずれにせよ、もっと使用料

を安 くしてほしいとの要望が大きい。

(2)施設側の取 り組みでも力をそそいでいることが明らかになったように、

企業施設の広報・集客力には定評がある。が、一方で、宣伝色や企業イ
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メージを押しつけられるという声もある。

(3)施設側の担当者の熱意や柔軟な対応は高く評価されているが、その専門

性にはまだ不安を感じるアーティス トが多い。高い専門性を身につけア

ーティストの信頼を得られるようなスタッフを擁するかどうかで、企業

の姿勢に対する印象も左右されがちである。
いっぽう観客の意識調査では、企業の施設に対する不満としてやはり「あ

からさまな宣伝色」を嫌う声もいくつかあるが、全般的に「もっと芸術文化

施設を増やして」「もっとカラーを強 く出して」「どんどん若い才能を発掘し

て」と、企業への励ましの声が圧倒的多数を占める。

「ハー ドよリソフトの充実」「より廉価なチケット」「市民への開放」「施設

の使いやすさ」といった要望は官民を問わず芸術文化施設全般に対するもの

…
[芸 術文化施設に望むこと]図 25 MA N=314

20 40 60

使用料の値下げ

スタッフの充実

活動に対する理解

企画内容の充実

広報・集害力

発表の際の制約の削減

設備の充実

使用方法の情報公開

特に望まない

その他

無効 ・無回答

〔人]

■舞台芸術N=140  視覚芸術N=107■ 音楽N‐67
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だろうが、とくに企業が所有しているという点では「景気に左右されない継

続性」に懸念を抱 く声が少なくない。また「招待客が多すぎる」という不満

もあるようだ。

記述を見ると、全般的に観客が企業の施設に求めているのは、①公共施設

にはない斬新かつ大胆な企画とクオリティの高さ、②観客本位の施設やサー

ビス、であることが見て取れる。

5。 望まれる芸術文化施設、望まれるメセナと、その実現に向けて

好きな施設ベスト15とその理由

観客に好 きな芸術文化施設をたずねた結果が (表 4)である。官民あわせ

てサン トリーホールが圧倒的な人気を示した。施設の芸術分野別にベス ト5

を見ると視覚芸術では水戸芸術館、舞台芸術では Bunkamuraがそれぞれ

1位である (表 5)。

いっぽう、アーティス トに作品を発表 してみたい芸術文化施設を挙げても

らった結果が (表 6)である。芸術分野別では観客 と同じ施設がそれぞれ ト

―[観 害が好きな芸術文化施設 全体]表 4

施設名

1 サントリーホール 企業系

2 Bunkamura 企業系

3 東京文化会館 公共

4 東京芸術劇場 公共

5 カザルスホール 企業系

5 紀尾丼ホール 企業系

7 水戸芸術館 公共

8 バナソニックグロープ座   企業系

9 銀座セゾン劇場 企業系

10 スパイラル 企業系

11  青山劇場・青山円形劇場    準公共

12 世田谷美術館 公共

13 王子ホール 企業系

13  ドウ・フアミリー美術館   企業系

175
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15 国立劇場 公共
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[観害が好きな芸術文化施設・調査対象別]表 5

音楽系イベン ト         視覚芸術系イベン ト 舞台芸術系イベ ン ト

1 サントリーホール   企業系  水戸芸術館 A* Bunkamura 企業系

2 東京文化会館 公共   ドウ フアミリー美術館 企業系  東京芸術劇場 公 共

3 Bunkamun 企業系  世 田谷美術館 公共   サ ン トリーホール    企業系

4 カザルスホール 企業系  スパイラル 企業系  銀座セ ゾン劇場     企業系

5 紀尾丼ホール 企業系  Bunkamu腱 企業系  脅山劇場・青山円形劇場 準公共

で■□Ⅲ
[ア ーテイス トが発表したい芸術文化施設・全体]表6

施設名            主体

I Bunkamura 企業系

1 水戸芸術館 公 共

3 サントリーホール 企業系

4 東京芸術劇場 公 共

5 東京文化会館 公 共

6 紀尾井ホール 企業系

7 東京都現代美術館 公 共

8 スパイラル 企業系

8 本多劇場 独立系

10 青山劇場・青山円形劇場    準公共

10 いずみホール 企業系

10 津田ホール 独立系

:0 バナソニックグロープ座   企業系

14 彩の国さいたま芸術劇場    公共

14 原美術館 独立系

ップの人気を得た (表 7)。 施設の主体種別には、やはり音楽で企業系施設

の人気が高く、他の分野では企業系施設 と公共・準公共施設がほぼ人気を二

分する。舞台芸術のアーティストは民間独立系の施設も多く挙げている (図

26)。

観客が挙げた美術館は多岐にわたり、票が集中した館は少ない。またアー

ティス トの回答には海外の施設も多 く含まれ、「都市空間」「茶室」「企業の

エントランスロビー」「学校」「駅」などいわゆる芸術文化施設以外の場所を

挙げた回答も多かった。

観客、アーティストとも好きな理由はおおむね以下の 6点に分類される。

∽は主にアーティストが、いは観客が挙げた理由。
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■曰口>
[アーテイストが発表したい芸術文化施設・ジヤンル別]表7

音楽              視寛芸術

1 サン トリーホール    企業系  水戸芸術館

177

舞台芸術

a^f Bunkamura

2 紀尾丼ホール 企業系  東京都現代美術館   公共   東京芸術劇場

企業系

公共

独立系3 東京文化会館 公共   原美術館 独立系  本多劇場

4 いずみホール

津田ホール

企業系

独立系

スパイラフレ      企業系

セゾン美術館     企業系

東京ステーシヨンギャラリー 企業系

ニユーヨーク近代美術館 日外

青山劇場・青山円形劇場 準公共

パナソニックグロープ座 企業系

80
… …
〔好まれる芸術文化施設の主体種別の内訳]図 26 MA

40 ６０

‐

全体 [ア ーティスト]

全体 [観害 ]

音楽‐[アーティスト]

音楽 [観害 ]

視覚芸術 [アーティスト〕

視覚芸術 [観 害 ]

舞台芸術 [アーティスト]

舞台芸術 [観害 ]

3

N‐314

N=1141

N=67

N=384

N‐ 107

N‐375

N‐ 141

N=3822

■企業系 公共 準公共系 ■独立系 ■国外 辣その他

(1)ハード系 〔建物、設備、内装、大きさ、広さ、音響、鑑賞しやすさ、所
蔵品の質や量②、展示空間、座席②、使いやすさ吹 搬入回の広さ∽、明
確な用途、など〕

(2)ソ フト系 〔企画、取り組みの姿勢、運営、展示方法、市民との接点、才
能の発掘や育成、楽器の管理∽、広報。集客能力∽、など〕

(3)ヒ ューマン系 〔スタッフの対応、芸術に対する理解∽、など〕
(4)立地環境とアクセス 〔交通の便、地元だから、など〕
(5)料金 〔チケット代や入館料は 使用料が安いい、または無料〕
(6)全般的印象 〔雰囲気がよい、施設がきれい、落ち着ける、親しみが持て

る、伝統や歴史を感じる、品格。格調がある、華やか、あたたかみがあ
る、知名度が高い吹 可能性を感じる∽、イメージがよい∽、など〕
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観客においては、音楽と舞台芸術でハー ドを重視する声が半数を超え、ソ

フトの評価が 1割程度にとどまるのに対し、視覚芸術はソフトの評価が約半

数、ハー ドの評価が 2割強と対照的で、上演芸術の観客が施設の設備を重視

し、視覚芸術の観客は企画内容に着目していることがわかる (表 8)～ (表

10)。 しかしアーティストのほうは視覚芸術でもハードに着目し (約 4割 )、

ソフト重視 (約 2割)の倍以上の数値を示している。舞台芸術においては、

観客は立地条件をそれほど重視しないのに対し、アーティストはかなり気に

している様子である。音楽のアーティス トは料金面と全般的印象を評価し、

ヒューマン系の要素を評価する声が多いのはやはり視覚芸術のアーティスト

である。

く日巨申嗜園い
[音楽施設が好まれる理由 :上位5項 目]表 8

観害 アーティスト

音響がよい 219 音響がよい 48

交通の便がよい 60 施設の大きさが自己の発表に週している 12

施設の雰囲気がよい 53 施設の雰囲気がよい 12

企画・内容がよい 44 立地環境がよい 10

施設の大 きさがよい 33

― ―[視覚芸術施設が好まれる理由 :上位5項 目]表 9

観害

企画・内容がよい

立地環境がよい 33

建物がよい 21

施設の取 り組みがよい 16

施設の設備がよい

施設の大 きさがよい 11

く日巨申嗜□>
〔舞台芸術施設が好まれる理由 :上位5項 目]表 10
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スタッフの対応がよい 11

11 建物 がよい、魅力的

アーティスト
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アンケート調査の結果から

アーテイストは今後どのような施設や支援を求めているか

日本においては芸術文化施設のほとんどがホールや美術館など発表のため

の施設である。 しかしアーティス トに「今後、企業にどのような芸術文化施

設を設置してほしいか」とたずねたところ、「劇場」以外は発表のための施

設を求める声は少なく、むしろ「稽古場」「ア トリエ」といった制作のため

の施設や「倉庫 。保管所」という要望が目立った (図 27)。

これは「企業に最も望むメセナ活動は何か」という問いに、「公演や展覧

会への援助」という発表活動への支援 とほぼ同じ割合で「創作活動の支援」
が求められていることに呼応するものである (図 28)。 またここで「芸術文

化施設の設置・運営」よりも「鑑賞者の啓発」を望む声が多いのは注目に値

する。

―[企 業に設置 して欲しい芸術文化施設]図 27 MA N‐ 314

90

179

劇場

稽古場

倉庫 保管場

ア トリエ

ギヤラリー

多目的スペース

美術館

コンサー トホール

多目的ホール

音楽スタジオ

その他

無効・無回答

24

■舞台芸術N=141 視寛芸術N=107■ 音楽N=67



180

第3章 1特集

…
[企 業に最 も望むメセナ活動]図 28 MA N=314

100

公演や展覧会への援助

創作活動の支援

育成・奨学

鑑賞者の薔発

芸術文化施設の設■・運営

作品の購入

特に望まない

その他

無効・無回答

28

2

13 2

■舞台芸術N‐ 141  視覚芸術N=107■ 音楽N=67

上記以外の施設では、全分野のアーティストが「専門の図書館やビデオラ

イブラリー」「情報基地」を挙げている。また舞台芸術 と視覚芸術では「研

究機関」および「宿泊施設」が求められている。視覚芸術では「アーティス

ト・ イン・ レジデンス」を望む声が多数あり、「サロン」とともに交流の場

の必要性が感じられる。

展望一一各方面の期待と現実のギヤップ、今後の課題

以上の結果から、さまざまな個性で日本の文化シーンを彩る企業の芸術文

化施設は、その多くが財政的な問題を抱えながらも、それぞれがたゆまぬ経

営努力を続け、広 く社会に受け入れられ、高い評価を得て、所有者である企

業の期待に応えていることが概観される。

しかし地域密着型や貸館型、コレクション常設型など「とくに問題はな

い」と答えた施設はともかく、自主事業に力を入れる文化発信型の施設の現

実をより詳細に観察すると、「公共施設より斬新な企画」を求める観客の期

待に応えつつ、親会社の望む「企業イメージの向上」をもめざすことは容易

ではないことが想像される。パー トナーであるアーティストたちは、まだ芸

術に対する企業の姿勢に半信半疑の者も多い。また「とくに問題はない」と

いう施設でも、観客に「よりきめ細かなサービス」を提供 して企業の望む
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アンケート調査の結果から

「社会貢献」を達成するにも、経費削減の折り、「少数精鋭」の陣営で臨むこ

とを余儀なくされている。

多くの経営課題の解決の鍵を握るのはスタッフの充実である。用途があい

まいで設備が不十分といわれる多目的施設のハー ド面の制約も、企画力があ

れば個性 として生かすことが可能であろう。また、企業の体質とアー トの性

質を熟知したアー トマネージャーにこそ、両者の接点を見いだし、ともすれ

ば分離しがちな芸術 と一般社会を近づけることができるはずである。柔軟な

対応で経営に当たり、企画力にも優れたアートマネージャーは、すでに多く

の企業の芸術文化施設に育っているようだ。

経営課題の筆頭に挙げられるのは経営の安定化である。公共施設に比べて

企業施設は継続性が懸念されるという印象は、観客やアーティストのみなら

ず、先に見たように施設自体もが抱いている不安だ。たしかに惜しまれなが

らも廃止されてしまった芸術文化施設もある。が、幸い企業のメセナ活動の

理念そのものが、バブル崩壊後、単発の華やかなイベントよりも一貫性や継

続性を重視する傾向にある今日、こうした心理的な不安が克服されることが

期待される。施設側も、その存在意義にさらなる公共性を付与しようと努力

をしている。

経営安定のための資金面の課題は、まず、親会社への依存度を減らし独立

採算という自立をめざして経営の多角化を図ることにあるようだ。しかし税

金を投入できる公共施設に比べ、まだまだ一企業の利益に頼らざるをえない

企業施設には、アーティストや観客が望む「低価格化」の実現は難しい状況

である。低価格化の実現には他企業の協賛や公的補助など、別途財源を考え

る必要があろう。

以上は施設の内的要因であるが、ひるがえって芸術文化施設全般の状況に

照らした外的要因を見ると、公共施設の飛躍的増加で、乱立による競争の激

化が今後ますます問題 となることが考えられる。そうした状況での第一の課

題は公共施設との差別化だが、企業施設には規模は小さくても独自の輝きを

持ったものが多く、機能 も多様で、ショップやレストラン、接客などサービ

ス面でも着実に成果をあげている。第二の課題は施設間の競争から提携へと

向かう協力関係の樹立である。コストダウンのために公共施設とも共同製作

が推進されつつあるのはすでに見たとおりだ。しかし、そのなかで企業施設

独自の大胆な姿勢や斬新さを保ち続けることもまた新たな課題 となる。

日本の芸術文化施設が「ハコ」ばかりの乱立期から「ソフト」や「ヒト」

を醸成する成熟期に向かいつつあるいま、「ハコ」という大きな資源を「生
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きた場」とする鍵は、まさに官民の提携だと考えられる。施設に生命を吹き

込むには、ハコのほかに資金やマンパワーなどほかのさまざまな資源が必要

だが、行政、企業、市民 と文化支援の担い手が多角的に育ちつつある今日、

すべての資源の「自給自足」はかならずしも絶対条件ではなくなりつつある

のではなかろうか。

今後設立される芸術文化施設は、官民を問わず、さらに多くの「芸術享受

の場」を求める観客の声と、「発表の場」はそろそろ十分と考えるアーティ

ス トの要望 との間で難 しい選択を迫 られることになろう。「創作の場」や

「研究機関」は広 く消費者にアピールするものではなく、企業のメセナ活動

としては遺巡があるかもしれない。しかし文化支援のパイオニアとしてつね

に独創的な挑戦を重ねてきた日本の企業メセナの伝統は、今後も「独自性 と

独創性 と継続性」(INAX)を武器に、「創作」や「研究」の要素をも盛 り込

んだユニークな「場」を数多く生み出してくれるにちがいない。

(企業メセナ協議会調査部会)
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企業色を生かした独自のアートスペースを

美術 ジャーナ リス ト

村田 真

企業美術館の前身は実業家のコレクション

世界に名だたる美術館の多くは、もとをただせば王侯貴族らによるコレク

ションを起源としている。そのコレクションを建物ごと一般市民に公開した

のが、ルーヴルやウフィッツィなどのヨーロッパの大美術館だ (市民のため

と称してまず建物を建て、あとでコレクションを補っていく日本の公立美術

館 とはまったく逆)。

それに対してアメリカの美術館は、裕福な実業家やその親族たちの寄贈コ

レクションによって成立したものが多い。グッゲンハイムやホイットニーと

いった創設者の名を冠した美術館はもちろんのこと、MoMAも メトロポリ

タンも、ロックフェラー家をはじめとする富豪たちの尽力によって設立、運

営されている。ワシントンのナショナルギャラリーでさえ、実業家として財

を築いたアンドリュー 。W・ メロンの寄贈コレクションと寄付金によって成

立したというから驚きだ。新興アメリカでは、実業界で成功をおさめた富豪

たちが社会貢献の一環として美術館の陣頭指揮をとったのである。

日本でも戦前には、こうしたパ トロン精神 (「旦那」気質 というべきか)

を持った実業家が少なくなかった。大倉集古館 (1917)を 設立した大倉喜八

郎をはじめ、大原美術館 (1930)の 大原孫二郎、自鶴美術館 (1934)の 嘉納

治兵衛ら、まだ国公立美術館の少なかった時代に、自分のコレクションをも

とに美術館を建てた実業家がいたのだ。

なかでもスケールの大きかったのが、松方コレクションで知られる松方幸

次郎だ。川崎造船所 (川崎重工の前身)社長だった松方が、ヨーロッパで豪

快に美術品を買いまくったという逸話は有名だが、彼は自分の趣味としてコ

レクションしたのではなく、西洋美術を知らない日本国民に見せるために集

め、「共楽美術館」なる美術館構想まで抱いていたという。しかし、業績悪

化のため実現しなかったばかりか、コレクションも散逸。戦後、フランスに

残されていた作品が返還され、それを核に国立西洋美術館が建てられたこと

は周知のとおりだ。

岩淵潤子編著『「旦那」と遊びと日本文化』によると、このように戦前の

実業家には、世のため人のため散財する「旦那」気質を備えた豪傑が少なく

なかったが、戦後になると企業の トップといえども一介のサラリーマンにす

ぎなくなり、おまけに税制の壁もあって、スケールの大きなコレクターは育
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ちにくくなった。

とはいえ、戦後、実業家のコレクションをもとにした私立美術館は、数の

うえでは急増する。1952年 開館のプリヂストン美術館を皮切 りに、逸翁美術

館、五島美術館、高輪美術館 (現セゾン現代美術館)、 原美術館など続々と

誕生。ただし、これらはすべて財団法人のかたちをとっていることに留意し

たい。もちろん、個人もしくは企業の財産を公共の利益に役だてたいとの願

いもあっただろう。だがそれより、先代の築いたコレクションが相続税で散

逸するのを防ぐため、公益法人化せざるをえなかったという切実な理由のほ

うが大きいのではないか。

いずれにせよ、これらの美術館は企業が直接運営にあたるわけではないの

で、いまここで問題 とすべき企業の文化施設 (企業美術館)と いえるだろう

か。少なくとも、その歴史的背景や基本理念を考えるうえでは参考になるは

ずだ。

メセナを目的としたアートスペース

ここからようやく本題。

企業の文化施設というとき、その目的として市民 (社員を含む)の文化振

興と、アーティストに対する支援の両面がある。戦前の「旦那」はその両面

をカバーしていたものだが、戦後はもっぱら前者に偏っていたようだ。 とこ

ろがここ10年 ほどの間に、アーティス ト支援つまリメセナのための文化施設

が急増している。

ここで企業の文化施設 (美術関連)を整理してみよう。

①財団法人の美術館

②百貨店系の美術館

③メセナのためのアー トスペース

この 3本に大別できそうだ。

①はすでに書いた。②の百貨店系美術館は日本独自のもので、財団法人化

されているものはほとんどない。戦前から三越など大手百貨店では、しばし

ば新聞社の企画による美術展が開かれてきた。これは、百貨店のイメージア

ップと集客効果 (いわゆるシャワー効果)を狙った商業戦術 ともいえるが、

まだ美術館の少なかった時代には文化の啓蒙に大きく貢献したことは事実で

ある。現在では西武 (セ ゾン)、 そごう、伊勢丹、東急 (Bunkamura)、 三

越、東武など多くの百貨店が美術館を構えている。しかし美術館 とは名ばか

りで、実際にはコレクションも学芸員も置いていないところも少なくない。
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もっとも重要なのが③のアー トスペースだ。これには、自社ショールーム

に併設された小展示場から独立して建てられた複合文化施設まで、規模 も形

態もさまざまある。注目したいのは、こうしたアー トスペースを持つ企業の

多 くが、なんらかのかたちで美術分野 (デザイン、建築、写真など)にかか

わっていたり、ことのほか美的イメージを強調していることである。つまり

これらは、アー トがその企業の根幹を支えるものであることを理解している

ため、アー トを支援する明確なモティベーションを持っているということだ。

美術に関連する企業のアー トスペースとして、色を扱う大日本インキ化学

工業の川村記念美術館 (財団ではない)、 大日本印刷のギンザ・ グラフィッ

ク 。ギャラリーや現代グラフィックアー トセンター、ル・ コルビュジエのコ

レクションで知られる大成建設のギャルリー・ タイセイ、大林組の TNプ
ローブ、INAXの INAXギ ャラリー、東陶機器のギャラリー間などがある。

ニコン、キヤノン、富士フィルムなど写真関連企業によるフォトサロンも含

めていいだろう。

また、美的イメージを大切にし、広告宣伝にも力を入れている企業では、

資生堂ギャラリーや資生堂アー トハウス、サントリー美術館やサントリーミ

ュージアム [天保山]、 キリンプラザ大阪やキリンアー トスペース原宿、ワ

コールのスパイラル、ベネッセ・ コーポレーションの直島コンテンポラリー

アー トミュージアムなど、文化施設も充実している。

これらのほとんどが (1919年開設の資生堂ギャラリーは別格として)80年

代後半以降に設立されているのは、バブル景気と無関係ではないことを示し

ている。おりしもバブルまっさかりの時期、仮設 とはいえ、いち早 くアーテ

ィスト支援を打ち出したハイネケン・ ジャパンのハイネケンビレッジと、東

高ハウスの東高現代美術館の存在も思い出しておきたい。この両者はその後

のメセナ 。ブーム (!)の火つけ役ともなったのだから。

美術館より制作 。発表 。保管の場を

最後に、アンケー トの調査結果を見ながら今後の傾向と対策を考えてみた

い 。

企業の持っている文化施設のうち、最多は「ギャラリー」の11.2%で、

「美術館」はその半分の5.6%に すぎない。その理由を邪推すれば「ギャラリ

ーならコレクションがなくてもスペースさえあれば開けるし、相手が生身の

人間ではなくものいわぬ作品だからめんどうも少ないし、ランニングコスト

もかからない、いざとなったらツプシもきくし……」てなところか。このこ
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とは、コンサー トホール (3.6%)や 劇場 (2.2%)な ど設備投資のかかる施

設より、多目的ホール (7.5%)、 多目的スペース (5.6%)と いったフレキ

シブルな施設のほうが倍以上多いことからも明らかだ。要するに、文化施設

は欲しいけれど深入りはしたくないという、なかば逃げ腰の企業姿勢による

(も のではないと思いたい)。

実際にギャラリーを持った企業は、スタッフの人件費から作品の搬入出、

広報宣伝費まで予想以上に手間がかかり出費が多いことに驚いたはずだ。そ

のことは、企業がこうした施設の問題点として「資金がかかる」ことを第一

に挙げ、また、アーティス トが感 じる問題点 として「専門スタッフがいな

い」と答えていることからもうかがえる。

では、アーティス トは文化施設になにを望んでいるかというと、まず「ス

タッフの充実」と「企画内容の充実」であり、「設備の充実」は二の次とな

っている。一言でいえば、ハー ドよリソフトの充実である。具体的に企業に

つくってほしい施設 としては、「ア トリエ」「ギャラリー」「倉庫 。保管の場」

の三本柱がほぼ同数で トップに並び、「美術館」は望まれていない。これは

アーティストにとって死活問題である「制作」「発表」「保管」の場が足らな

いということであり、巨費を投じて美術館をつくるより、未来の巨匠たる自

分たちに投資せよという希望の表明にほかならない。

いささかムシのいいアーティスト側の主張ではあるが、しかし、アーティ

ストを支援することによって企業が芸術文化にかかわり、それが結果的に企

業の発展をうながすことに思いいたるならば、彼らの言い分も一聴に値する

はずだ。

企業が文化施設を持つ目的では「社会貢献の一環」(83.7%)と 「芸術文

化の振興」(80.6%)が 「企業イメージの向上」(78.6%)を上回っている。

もし本当に企業イメージより社会貢献や芸術振興を願っているのであれば、

美術館やギャラリーといった対外的に目立ちやすい発表の場だけではなく、

アーティストの制作支援や作品保管の場の充実もはかるべきだろう。ちなみ

に、アーティス トにア トリエを提供している一例 として丸沼倉庫の丸沼芸術

の森アーティス ト・ イン。レジデンスがある。

さて、現代では、企業の トップがかつての「旦那」のように個人の趣味で

コレクションを築 くことはもはや望むべくもないし、またその必要もなくな

った。もしこれから企業が文化施設をつくるとしたら、ただ作品を購入して

展示するだけの美術館ではなく、ギャラリーであれア トリエであれ、アーテ

ィス トとの相互交流ができるような場を設けるなど、オリジナリティのある
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施設にするべきだろう。そして、そのオリジナルな発想のヒントを与えて く

れるのが、ほかならぬアーティス トなのである。
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“民間芸術機関"と してコンサートホールを

188
ニッセイ基礎研究所

吉本光宏

もし、サントリーホールやカザルスホールがなかったら、現在の東京の音

楽シーンはどうなっていただろう。

東京に存在する民間企業のコンサー トホールは、もちろんこれだけではな
い。ざっとリス トアップしただけでも10件 を超えるホールが民間の手によっ

て建設、運営されている (表 )。 現在の東京、いや日本の音楽シーンは、お

そらく、これら民間企業のコンサー トホールを抜きにして語ることはできな
いだろう。しかも、そこでは来日アーティス トの演奏会が連日のように開催
されており、いまや日本の民間コンサー トホールは、国際的な音楽マーケッ
トのなかでも無視できない存在になつている (注 1)。

[東京都内の主な民間コンサー トホール ]

名称 座席数 運営母体等

人見記念講堂

サントリーホール

オーチヤードホール         1989

2230 昭和女子大学

大 2006

りヽ  368

サントリー[株 ]

511    [株 ]主婦の友社

[財]津田塾会

800

1980

音楽の友ホール

津田ホール 1988

浜離宮朝日ホール           1992        552    [株 ]朝 日新聞社

王子ホール              1992        315     新王子製紙 [株 ]

紀尾丼ホール

」Tアートホール

1995 [財]新日鐵文化財団

1日
本たばこ産業 [株 ]

[財 ]東京オペラシティ文化財団
東京オペラシティアーツ[株 ]※

東京オペラシティ
コンサートホール、リサイタルホール

1997 1632
288

※設立母体は、日本生命、N‐

「

、小田急百貨店、第一生命など

さて、冒頭で二つのホールの名前を挙げたのにはそれなりの理由がある。
施設としては、それぞれオーケストラ対応の大型コンサー トホール (サ ント

リーホールには小ホールも併設)と 室内楽専用ホールの代表格 ということな
のだが、この二つのホールが、じつは10年 ほど前のクラシックブーム、そし
て最近の室内楽ブームの火つけ役になったと思えるからである。民間、公共
を含め、昨今のクラシック音楽専用ホールの急増にも、この二つのホールは

少なからぬ影響を与えているはずだ。
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サントリーホールがオープンしたのは1986年、いまからちょうど10年前で

ある。当時、都内でクラシック音楽が (優れた音響条件のもとで)聴けるホ

ールといえば上野の東京文化会館 (1961年開館)ぐ らいだったのではないだ

ろうか。ただし東京文化会館はバレエやオペラなども上演する劇場で、クラ

シック専用のホールということになると、首都圏では神奈川県立音楽堂

(1954年開館)がほとんど唯一の存在であった (注 2)。

そして、サントリーホールのオープンと呼応するように、クラシックブー

ムが訪れる。実際、クラシックの演奏会数をみると、とくに来日演奏家の演

奏会数は、サントリーホールのオープンを境に急増した。オーケス トラ公演

のうち、来日アーティス トの割合は、1986年 まで10～15%で推移していたも

のが、87年以降は20～30%を 占めるようになっている (注 3)。 この現象がす

べてサントリーホールによってもたらされたとするのは、あまりにも一面的

な見方かもしれないが、この民間ホールのオープンとそこで催された華やか

な演奏会が、クラシックブームに大きな影響を与えたことは間違いのない事

実だろう。当時ささやかれた “サントリーホール現象"と いう言葉がそのこ

とを物語っている。

一方、カザルスホールのオープンは翌年の1987年。こちらは、一気にブー

ムが訪れるほどのインパクトではなかった。が、それまで一般には馴染みの

薄かった室内楽という音楽分野で大きな功績を残している。ホール専属の演

奏団体としてレジデントカルテットを導入した (日 本ではおそらく初めて)

ほか、数々の優れた企画によって室内楽の魅力を浸透させ、いまでは室内楽

はすっかり市民権を得てしまった。その後、民間の室内楽専門ホールがあい

ついで開設されていることからも、その影響の大きさがうかがわれる (表参

照)。 ちなみにぴあのデータによれば、1992年から94年 までの 2年間で室内

楽の年間公演回数は363回 から581回 (東京23区内)と 、他のジャンルを圧倒

する勢いで増加しており、昨今の室内楽ブームのルーツをたどれば、間違い

なくこのカザルスホールにたどりつくに違いない。

これら民間のコンサー トホールが、音楽シーンに大きな影響を与えること

ができたのは、まず、ホール独自の企画を前面に打ち出したことによる。貸

ホール主体の公共ホールと違い、ホールが自ら企画 。主催するコンサー トに

よって独自のカラーやイメージづくりを行ったのである。やがて貸ホール事

業としてもその特性に合致した企画が持ち込まれるようになり、コンサー ト

ホールとしてのイメージや活動が一般の間に定着していった。いわゆる “ホ

ールにお客が着 く"と いう現象は、とっかえひっかえ毎日違う催し物が開催
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される公共の多目的ホールではなかなか望めないことであろう。公演内容だ

けではなく、いまやそのホールのイメージによって演奏会は選択 されている

のである。

その傾向に拍車をかけたのが文化施設の質やサービス水準の向上であり、

それをとりいれたのもこれら民間のホールや劇場である。公共ホールでは、

一
そもそも公演を “お客様に見ていただ く''と いう発想すらなかったかも

しれないが
一

いわゆるお役所的な運営から、観客に対するサービスには限

度があった。ホールの友の会に入会して電話でチケットを優先予約・ クレジ

ット購入し、公演当日は「いらっしゃいませ」 とにこやかな女性に迎えられ、

幕間にはじゃれた雰囲気で ドリンクを楽 しむ。こうした聴衆へのサービスは、

民間ならではのものであるが、いまでは公共ホールでもあたりまえになって

きた。 ときにはあまりにも丁寧すぎる対応に辟易 とするようなこともあるの

だが……。

どちらかというと少しマニアックで格式張った雰囲気のあった (反論され

る向きもあろうが、少なくとも私にはかつてそう映っていた)ク ラシック音

楽の演奏会に、華やかさや心地 よさを与え、コンサー トを聴 くだけではなく、

ホールに行 くこと自体が一つのオシャレな楽 しみとして意識されるようにな

った背景には、こうしたサービスの充実 も見逃せない。その結果、クラシッ

クの演奏会など行ったこともないような人が、コンサー トホールに足を運び、

そのことが観客層の拡大に結びついているのも事実だろう。

こうしてみて くると、民間企業のコンサー トホールがクラシック音楽鑑賞

の普及に果たしてきた役割はきわめて大きいことがわかる。むしろ最近では、

民間ばか りか公共でもクラシック専用ホールが急増 し、施設的には過剰 と思

われるほどの状態になっている。いつかのメセナ誌でも「企業はクラシック

がお好き」 という特集があったが、多少 うがった見方をすれば、企業 も地方

自治体 も、この “クラシック音楽''と いうものになんだかコンプレックスで

もあるかのように、盲目的に参入しているのではないかとさえ思えるほどで

ある。

そのことはさておき、では、これからの民間企業のコンサー トホールは何

をめざしていけばいいのだろうか。

そのためには、企業が文化施設を開設 してきた背景を簡単に整理 してお く

必要がある。今回の調査結果にも表れているように、民間企業が設立・運営

する文化施設 といえば、近年 までは企業資料館や産業博物館などが一般的だ

ったように思う。オーナー社長の収集した美術品を保存 。公開する美術館を
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設立する例 も多い。しかし、これはある意味で企業の本業、あるいはオーナ

ー社長の個人的な嗜好と結びついた文化施設である。

それに対し、コンサー トホールや劇場などはどうだろう。デパー トなどの

商業施設に、集客を目的として設置される例はかなり前からみられたとして

も、本業とは直接的に関係のない芸術の分野で民間企業が文化施設を建設・

運営することは、一部の例外を除いてここ10年 ぐらいの新しい傾向である。

そしてこれらの民間文化施設が、質の高い芸術鑑賞の機会を私たちに提供し

ているのである。

このように考えてくると、大ざっぱにいってこれまでの企業の文化施設は、

つぎのように二つの世代に整理できそうである。とすれば第 4世代は何をめ

ざすべきなのだろうか。

●第 1世代

●第 2世代

●第 3世代

●第 4世代

企業の本業 と結びついた社会還元や産業界の PR的な要素も兼ねた

博物館的施設の設立。企業博物館、産業博物館など。

芸術的なイベントの集客効果を視野に入れた文化施設の設置。デパ

ー ト、商業施設等に併設された美術館、劇場 。ホール。

本業とは直接的には結びつかない芸術文化施設の設置。芸術作品の

プレゼンテーションを主な目的とした劇場、コンサー トホール、美

術館など。

?→新しい芸術表現の創造、新 しい社会的価値の創出。民間芸術機

関 としての文化施設。

あらためて述べるまでもないが、クラシック音楽は西洋にルーツを持つ芸

術表現である。日本では明治以降、その西洋音楽 (う ―む ! なんたる響

き)を ｀
輸入

″
し、学校教育のなかでも何か特別の尊い音楽

一
｀
偉―い芸

術
″

といったほうがイメージがピッタリするだろうか
―

としてたてまつら

れてきたように思う。そのクラシック音楽が、一部のマニアだけではなく私

たちに広 く受け入れられ、コンサー トを聴 く楽しみがより身近なものになっ

てきたのは、ここ10年 ぐらいのことだろう。そして、それを可能にしたのは

民間企業のコンサー トホールだといっても過言ではない。

しかし、この西洋にルーツを持つ音楽芸術を、本当の意味で私たちの同時

代の芸術 として消化していくためには、19世紀に確立された集団的授受の関

係をベースにした現在のコンサー トではなく、作曲家と演奏者、聴衆が一体

となって新しいスタイルの音楽的体験を生み出していくような試みにもチャ

レンジしていく必要があるだろう。素晴らしいコンサー トを提供するだけで
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はなく、これまでにはない社会的な価値を持った芸術作品を生み出していく、

あるいは新しい才能を見いだし、育成していく。これからの民間文化施設に

そんな未来像を期待しているのは私だけではないだろう (注 4)。

それは単なる文化施設ではなく、ひとつのヴィジョンを持った芸術機関と

して機能することを意味している。コンサートホールに独自の企画力とサー

ビスを導入したのと同じように、政府や地方自治体などの公共セクターでは

できない、自由な発想を持った “民間芸術機関"。 第 4世代の民間文化施設

には、そんな役割が求められているのではないだろうか。そして、それはと

りもなおさず、21世紀に始まる企業の新しい社会貢献のあり方を提示するも

のであってほしい。

注 1 実際今回の調査でも、音楽部門の自主事業企画数は∞3件、公演日数は1,122日 、貸事業企画数は2,884

件、公演日数は3,052日。合計で4,174日、つまり毎日10件以上の演奏会が民間のコンサー トホールで開

催されているという結果が出ている。

大阪では、サントリーホールに先だち、ザ・ シンフォニーホールがい朝日放送の手によって1982年 に開

設されている。

日本演奏年鑑に掲載されたデータの分析による。

今回のアーティストに対するアンケート調査でも、「企業の文化施設が新しい才能の発掘・育成に貢献

しているか」という問いに対して、半分以上が否定的な回答を寄せている (全ジャンル)。

注 2

注 3

注 4



[ジヤンル別の来日演奏家による演奏会回数の割合の推移 ]
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資料 :「演委年鑑/各年版」より作成
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194 劇場 コンサルタン ト

草加叔也

舞台芸術施設の設置

昨今、公立の劇場 。ホールの設置数が1500施設を超えたとか2000以 上にな

るのではないかと話題になることが多い。この公立施設は、その設置数だけ

ではなく、設置の動機や個々の施設規模、組織、運営といった点で欧米の類

似施設と大きく異なることから、さまざまと議論の対象とされている。

この公立施設の対極に位置づけられるのがいわゆる民間施設である。ここ

でいう民間施設とは、民間の資本により設置された舞台芸術施設のことで、

公立でないものの総称、つまり建物の設置主体が地方自治体ではないものを

すべて含むことになる。

このなかには、舞台芸術の創造組織あるいは集団が作品上演のために設置

した施設、個的な財力の範囲で設置した施設、また舞台芸術 とのかかわりを

直接営利目的としない企業や組織により設置された施設などが含まれる。

今回ここでいう企業による舞台芸術施設とは、最後に示した属性を持つ施

設で、興業を営利目的としない企業により設置、運営されているものをいう。

ただし、施設の設置主体がどのような組織であろうと、そのこと自体が施

設の形態に直接影響することは少ない。むしろ施設の構成に影響を及ぼすの

は、そこで行われる活動であり、運営にある。

舞台芸術施設の運営

施設設置主体の違いにかかわらず、舞台芸術施設を設置する母体 と運営す

る母体が同一でない場合が多々ある。つまり、施設運営を担う組織が、施設

を設置した組織と異なる場合である。

公立施設は、通常地方公共団体によって直接施設が設置される。しかし、

より長期的な展望を持ちさらに自由度の高い活動を行っていくためには、直

営でなく、財団運営を選択するケースが今日では増加しつつある。

同様に民間の企業が設置する施設の場合には、二つのケースが考えられる。

その一つは株式などによる営利法人格による運営 (施設設置主体と同一の場

合もある)であり、もう一つは公立施設同様に財団など公益法人格による運

営である。ただし、ここにも日本の特殊性がかいま見られる。

まず株式などの営利法人格を持つからといって、かならずしもコマーシャ

ルベースの興業を行うことを意味しない。本来の営利法人の姿とは、営利を
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得ることを前提に活動が行われるべきである。ところが、運営施設規模が比

較的小さい場合や興業などによるリスクを最小限の範囲で止める方策 として

施設設置主体 とは別格の営利法人格を取得するという選択が行われている。

また公益法人についても同様で、法人設置母体 と完全に距離を隔てた運営

(公立施設でも同様)が行われているかというと、一概にそうとはいえない。

一般に公益法人による舞台芸術施設の運営が行われているのは、施設規模が

比較的大きい場合や複数の公益的事業を行っている企業が考えられる。その

場合には、母体企業の巨大な基礎体力に負うことが多くなる。

このような現状から考えられることは、日本の舞台芸術によってもたらさ

れる営利の産業構造がいまだに未成熟で、未確立なこと。さらには、本来営

利法人の対極 として位置づけられるべき非営利法人の必要性 と理解が、積極

的に認知されていないことなどである。

企業による舞台芸術施設の建設

企業による舞台芸術施設の建設が始められたのは決して昨今のことではな

い。第 2次世界大戦が終戦 (1945)を迎えたその年から、民間の劇場施設が

東京、大阪、名古屋といった都市部を中心につぎつぎに建設されるようにな

る。ただし当初は、ここでいう企業による舞台芸術施設 ということではなく、

いわゆる興業を営利目的とした商業劇場であった。

しかし戦後も10年 を過ぎるころになると生保、メディア、物販、公共交通

など企業が舞台芸術施設を建設するようになってくる。この頃の施設は、一

様にプロセニアム形式の舞台を持つ演劇系の劇場構造を持ち、事務所や物販

などをコンプレックスした複合文化施設として建てられている。ただし、か

ならずしも舞台芸術の上演のみを目的としたものでない場合が多い。

この機運は60年代半ばまで続 く。その後少し間隔をおいて、消費活動が活

発になるにつれ70年代後半からまた新たな施設計画が起こる。いわゆる平土

間型の多機能ホールの登場である。その多くは物販系の施設を中心に、複合

化されるようになる。続いて80年代に入ると、より特化された文化が注目さ

れるようになる。クラシック専門ホールの登場である。

その後も特定の都市部に限ったことであるが、80年代の終わり頃まで毎年

のように企業による舞台芸術施設がつくられることになる。

いつの時代においても舞台芸術施設の建設には、きわめて巨大なイニシャ

ルコストの投下が必要となる。あくまでも一例であるが、約1000席収容程度

の劇場を単独で建設するには約40億円程度を必要とする。この投資金額は
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年々増加する傾向にあったが、90年代初頭の市場メカニズムの乱調により、

大きく圧縮されることになる。むしろ昨今では公立施設の初期投資が民間の

それを大きく上回るようになってきている。

企業による舞台芸術施設の組織

舞台芸術の興業を専業としない企業にとっては、舞台芸術の制作や上演を

司る人材、組織 というものをまったくゼロからつくり始めなければならない。

また、特定の舞台芸術団体にそのすべてを付託することは少なく、多くの場

合自前の組織を確立することになる。このことは公立施設とて同じことで、

建築計画以上に組織計画の議論が重要になるゆえんである。

この施設の運営で最も安易な方法は、業務委託に頼ることである。まった

く畑違いの企業戦士を送 り込むよりは、その道に明るい専門家あるいは専門

会社にすべてを託す方法は当然のことながら無難に違いない。

大別してこの舞台芸術施設の運営に必要となる職能 とは、制作を担当する

表方と技術を担当する裏方である。このうち、舞台技術にかかわる職能 とい

うものは、専門的な知識 と技術に加え、一定期間の経験が重要になる。この

ため少なくとも施設設置当初には企業外部からの人材雇用が必要となる。

では制作者についてはどうか。昨今アー ト・マネージメントという職能が

注目されるようになってきてはいるが、舞台技術者ほどに職能としての評価

が定まっていないのが現状である。また舞台芸術施設では、上演される作品

の評価もさることながら、施設利用者に提供するホスピタリティーが施設評

価に大きく影響する。その点でも、業務委託という手法が施設設置後の運営

を無難に乗 り切る手段 として有効な場合も考えられる。しかし、施設を設置

した企業の意思を表現する方法として、組織のあり方については議論される

必要がある。

企業による舞台芸術施設の事業

舞台芸術を上演する器と組織が整ったとしてもまだこれでは十分ではない。

そこに観客を迎え入れることができてはじめて、この種の施設は生かされる

ことになる。つまり具体的な事業を展開していくことが必要になる。

今回の調査にもあるように施設側が自主的に催す事業というのは、音楽と

舞台芸術を加えて全企画数の 3分の 1程度。つまり年間の 3分の 2以上の事

業が貸館事業で占められているのが実情である。この状況は多 くの公立施設

でもまったく同じ状況にある。



50企業支援による舞台芸術施設

しかし、施設が企画した事業であろうと貸館 として催される事業であろう

と、一般の観客には同じ尺度での評価でしかありえない。つまり貸館事業 と

して行われた催 し物の評価 も自主事業 と同じように施設は負う必要がある。

たとえば、世界的クラシックの殿堂カーネギーホールでカラオケ大会が催

されたことへの批判が海の向こうから聞こえて くるように、施設が独自に催

す事業の色に加え、貸館 としてどのような色に塗っていくのか、そして一体

として劇場・ ホールがどのよヽうな色に仕上げられるのかがこの事業計画にか

かって くる。 この彩色には、少なくとも5年あまりの歳月が必要になること

だろう。当然色を塗 り変えるためには、さらにそれ以上の月日が必要になる。

企業による舞台芸術施設の課題

企業が設置する舞台芸術施設では、柔軟な組織構造や特色のある事業など

を背景に、日本の舞台芸術の一端を強力に牽引する役割を担ってきている。

さらに、文化ストックの蓄積、地域文化の育成などインフラ整備にも重要な

役割を担う活動も行われている。

このような個々の活動に対する評価は高いものの、母体企業のネガティブ

な経営環境の影響を直接受けやすく、中長期にわたる事業計画の信頼性には

若干懸念される要素がないわけではない。このため、安定的な施設経営が可

能になる組織環境の整備が今後求められることになる。

つぎに人事についてである。一般に企業が類似の舞台芸術施設を複数以上

所有することはない。そのためまず経験豊かな人材を育てるための人的な交

流が組織的に起こり難い。舞台芸術を支えていくうえで最も重要なのはこの

人材であり、豊かな経験である。そのためこの財産を育て生かす策を早急に

検討する必要がある。この課題は多くの類似施設が現実的に抱えている問題

であり、公立施設ではさらに深刻な課題である。このような現状を考えると

人材の移動が民間だけに止まるのではなく、民間組織と公立組織間の人材交

流を可能にする方策を積極的に検討すべき時期に来ていると考える。

さらに活動の結果についてであるが、企業が支える施設での活動は芸術文

化支援、社会貢献、あるいはマーケティング戦略とさまざまな場面でさまざ

まに評価されている。しかし、これまでに舞台芸術 と取 り組む企業自身がそ

の姿勢や得られた結果あるいはその評価について自ら明らかにしていく機会

があまりに少なかったのではないだろうか。企業は、施設設置の責任者とし

てその活動を明らかにしていくことが必要であり、そのことにより企業によ

る舞台芸術支援のあり方と今後の展望を見きわめる必要がある。
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戦後、企業が舞台芸術 と関わりを持ちはじめて30年あまり、われわれはさ

らにこれからの30年 を考える時期にさしかかっている。
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企業の芸術文化施設要覧

設立経緯、活動分野などを掲載

●回答をいただいた施設の設立経緯・ 目的、企業の方針・活動分野などを芸

術文化施設名の五十音順に掲載した。

●施設はそれぞれ、美術館、コンサー トホール、劇場、ギャラリー、多目的

ホール、多目的スペース、複合文化施設のいずれかに分類している。同一建

築物内に複数の用途の施設を有する場合は、編集部の判断で複合文化施設と

したものもある。

●田|は設立会社名、12は設立年月 (西暦)、 1日は所在地、回は電話番号、を

それぞれ表す。

●同じ企業によって全国に類似の施設が複数設立および運営されている場合、

また、同一施設内に複数の芸術文化施設を有する場合、代表すると思われる

施設に調査票を送付し、回答いただいた。
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■三菱商事(株涯Ю2年10月日〒140東京都品川区東品川2-3-lα家)3-5460-8511

::黎:毅立経緯。目的

天王洲アイル(東京・品川区)の複合都市開発における核として設立。
1::::苺 ::企画方針・活動分野

複数の企業で構成されるグループ「東京オピニオンズ」か主催する自主企画公演「東京オビニオンズフェスティバ
ル」を中心に、新しい作品やアーティストによる幅広いジャンルの公演を実施。

ロセゾングループ[(株 )西武北海道I薬)0年6月日|〒 060北海道札幌市中央区北四条西3丁目西武B館7間口011
-215-3475

癬設立経緯・目的

1990年 6月百貨店五番館西武開店とともに、店舗内「多目的文化ホール」がS:拠点としてオープン。本格的展覧
会、世界の遺品展、絵画展をはじめとして、地域運動催事、組織催事、フアミリー向けイベントや映画、演劇、コンサ
ート等開催。

蕊企画方針・活動分野

あくまでも百貨店内施設として、店舗企画との運動、店鋪ターゲットの情報発信を核としなから、「地域」とのコミ
ュニケーションも重視した企画展開をはかり、特色であるスタジオ機能およびフォーラム機能を生かした活動を
実施。

■ (株)朝 日新聞社厖B4年 10月 日|〒100東京都千代田区有楽町2-5-1有楽町マリオン1■撃【)3-3284‐ 0131

:|::11::毅 立経緯・目的

1984年10月6日、旧朝日新聞東京本社と日劇があった有楽町・数寄屋橋に有楽町センタービル、愛称「有楽町マリ
オン」が誕生した。この施設内の朝日新聞社のスペースに、朝日新聞の文化発信の場として、ホール、ギャラリー、会
議室を設置。

華|::企画方針・活動分野

朝日新日の紙面と運動した催し。たとえば、ホールで行った国際シンポジウム「21世紀フォーラム「¬核拡散を防ぐ
―」の討餞内容は、ほぼそのまま、紙面に収録された。また、読者に好評の「新・折々のうた」の筆者、大岡信氏の講演
会など。

ロアサヒビール(株涯聰7年 1月日|〒130東京都墨田区吾妻橋1-23-■Ⅸ)3-5608-5391

アートスフィア 劇場

赤れんがホール 多目的ホール

朝日新聞記念会館 複含文化施設

AsahiスクエアA 多目的スペース

|=設立経緯・目的

:豪
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多目的なレンタルスペースであるが、音楽、演劇、パフォーマンスなど、タイアップ催事も年間10～20日間実施。文

化活動への助成イベントを行っている。

口朝日生命保険(相 厖聰1年4月日|〒 163-06東京都新宿区西新宿1-25-1新宿センタービル51階留Ю3-3349
-0151

201

朝日生命ギャラリー ギャラリー

華:穀立経緯。目的

朝日生命の文化。芸術面での社会貢献。芸術愛好者への作品発表の場を提供する。

奨:企画方針・活動分野

書道、水墨画、絵画、その他多くの団体の作品発表の場として地域社会に貢献。

朝日生命ホール(東京) 多目的ホール

田朝日生命保険(相涯ら3年11月日|〒 163-06東 京都新宿区西新宿1‐7-a薇〕3-3342-3164

li:::毅立経緯・目的

本社ビル建設時に地域に密着することを目的として、多数の方の利用と社のイメージアップを考えて、一般に開放

された多目的ホールとしてスタート。

彗ヽ::企画方針・活動分野

開館以来33年間、朝日新聞と共催で毎月1回「朝日婦人教養のつとい」(講演と映画)を続けている。また、年4回の

「楽しい室内楽のタベ」は、室内楽を中心として若い層がクラシック音楽に親じめるよう企画している。

田朝日生命保険(相 涯お0年 9月日〒541大阪府大阪市中央区高麗橋4-2-16朝 日生命館8階ビЮ6-202-3919

警設立経緯・目的

都市の活性化、機能の充実、魅力づくりという観点から文化の振興は不可欠であり、歴史と伝統のある関西を中心

として芸術文化の継承、発展と新たな創造に中核的役割を果たすことを目的に設立。

朝日生命ホール (大阪) 多目的ホール
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ロアサヒビール(株沌薬)6年4月日|〒 618京都府乙訓郡大山崎町字大山崎小字銭原5‐3■)75-957‐ 3121

幸|::設立経緯・目的

貴重な文化財と自然環境の保存と活用。財団か寄贈を受けたコレクションおよび社有コレクションの展示公開。
:々企画方針・活動分野

伝続と現代精神の日和。自然環境と文化の共存。生活のなかから生まれる美。

田嘔原産業(株通襲)3年9月日|〒 550大阪府大阪市西区江戸堀1-3-15新石原ビル櫂Ю6‐449-1276
雛設立経緯・目的

創立70周年(1990年 )を目念し、新本社ビル建設の際、その中に地域の芸術文化活動を支援することを目的とした
質の高い小コンサートホール(250席 )を付設した。これは創立者の思想である「利益の地元への選元」に起因する
ものである。

経企画方針・活動分野
地域に密着し、クラシック音楽を中心に文楽、狂言等を加えて観害および出演者の双方に満足される企画を心かけ
る。また国際交流の一つとして定期的に′マレギー王国大使館または総領事館との共同主催の番組、米国クリーヴラ
ンド国際ビアノコンペティション優勝者の日本デビューコンサートを開催している。

アサヒビール大山崎山荘美術館 美術館

イシ八ラホール コンサートホール

澪
理五丁「_

●日' ■ .
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田l住友生命保険(相 )口ЮO年4月日〒540大阪府大阪市中央区城見1‐ 4‐ 70(住友生命OBPプラザビル3階 )

Z]D6-944-2828

口設立経緯・目的

創立60周年記念事業の一環。ホールを通して、音楽文化とりわけクラシック音楽の普及。発展に貢献する。

■企画方針・活動分野

年間シリーズのほかに、オープン以来継続中の「音楽の原点への旅」(古楽、バロック)、「未来への旅」(現代音楽)シ

リーズ、日本人演奏家とくに着手を登用する「日本の■」シリーズなど年間約40回の自主企画公演を行う。

口阪急電鉄(株沌ら7年7月日|〒563大阪府池田市建石町7-17□Ю727-51‐〔B65
|::毅 立経緯・目的

小林一三(阪急東宝グループの創始者、雅号「逸翁」)の収集にかかる美術工芸品をもとに、1都市1美術館という逸

翁の遺志を生かすべく設立。

精企画方針・活動分野

収蔵品は、茶掛・茶陶をはじめとする広汎な茶道美術品を中心とし、とくに蕪村・呉春のコレクションは有名。本館

は逸翁の旧邸「雅俗山荘」をそのまま展示の場としている。茶室や庭国とあわせて、風格ある「住まい」の雰囲気のな

かで美術品の鑑贅ができる。

田出光興産(株涯お6年10月日〒100東京都千代田区丸の内3-1-■K)3‐3213-9402

=,設
立経緯・目的

創業者である出光佐三が70有余年にわたって収集、愛蔵した美術品を公開するため1966年 に開館。「美術館は独

創と美と努力が結集したひとつの美術品でなければならない。そして、優れた美術品の収集をつねに心かけ、これ

をもって時の人の教学の資となし、のちの世の人のために手厚く保存し、これを伝えることは、美術館の最も重要

な使命である」(出光佐三)を信条とし、展示活動・美術研究に努力している。

キ企画方針・活動分野

館蔵品による企画展を中心に、外国から美術品を招いての展覧会や、館蔵品による海外展(ヨーロッパ、アメリカ、

オーストラリア、中国、トルコなど)も開催し、国際交流と日本文化の海外への紹介にも力を注いでいる。

203いずみホール コンサートホール

逸翁美術館 美術館

出光美術館 美術館

.1・ ―t ri 
」

L露
・‐
習日



第3章 1特集

田 (株 )イ トーキロB9年12月 日〒541大阪府大阪市中央区淡路町1‐ 6‐11屁Ⅸ)6-223-3181

イトーキ大阪ニューオフィスギャラリー 多目的スペース

::::|::融 立経緯・目的

企業文化、情報発信の場として幅広く利用できるよう、関西着手アーティストに作品展示の場を提供。
|:::`:|:::企画方針・活動分野

着手の現代アート・建築セミナー。

INAXギャラリー1、 2 ギャラリー
田 (株 )INAXl口 81年4月日〒104東京都中央区京橋3-6-la■)3-5250-6530

群::設立経緯・目的

東京で初のショールームを開設するにあたり、業態とは違う分野で広く社会に貢献したいという主旨のもと、一つ
は建築に関する文化史をテーマに(ギャラリー1)、 一つはコンテンポラリー・アートを中心に展開する場(ギャラ
リー2)と して設立した。

書1企画方針・活動分野

他の美術館・ギャラリーなどであまりとりあげられないテーマを2DK(独自・独創的・継続)の方針で展開。東京の
上記ギヤラリー1、 ギャラリー2のほか、!NAXギ ャラリー名古屋(デザインを通して人ともののつなかりを考え
る)、 INAXギ ャラリー大阪(東京ギャラリー1からの巡回展開催)があり、ギャラリー1、 名古屋ギャラリーの企画
展では、ブックレットも発行。また小規模なから、札幌・広島・金沢・高松のショールーム内に地域に密着した企画展
を開催するスペースを持つ。

田 (株)伊予銀行口Ю2年 10月日|〒 794愛媛県今治市常盤町4-2‐ 1伊予銀行今治支店内□Ю898-23-3511

襟設立経緯・目的

地元の人々の文化活動の発表の場であるとともに、来店した人々の憩いの場として設立。
林企画方針・活動分野

地域文化振興の支援活動の一環として、日頃文化活動を続けているグループ(含む個人)の発表の場としての施設
貸与が主体。各種の絵画展、写真展、書道展、手芸品展、俳旬展等を各自の企画で発表、地元の文化交流の場として活
用されている。

いよぎんギヤラリーどんどび ギャラリー
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60企業の芸術文化施設要覧

田九州電力(株厖聰9年4月日|〒810福岡県福岡市中央区天神1-7-11イ ムズビル6階置Ю92-733-2090

■設立経緯・目的

1)メ インターゲットを女性(若年～熟年各層)と し、女性のための魅力あるフロアとする。

2)カ ルチャー情報の提供 (カルチャー・スタジオ、ライプラリー等)、 電気に関する生活情報の提供 (クッキング・ス

タジオ)お よびコミュニケーションスペースの提供(ギャラリー、ラウンジ等)を主な内容とし、知的文化的な女性

のニーズに応えるフロアとする。

3)女性が自主的に利用できる、参加・体験型施設とする。

瀧企画方針・活動分野

できるだけ多くの人が参加できる企画、活動の展開を行う。

口岩波不動産(株厖Ю8年2月日〒101東京都千代田区神田神保町2-■■)3‐ 3262-5252

彗:::'設立経緯。目的

19C8年2月、岩波神保町ビル完成とともに最上階に設置。学術的。芸術的であればどのような制約も受けずに活動

できる空間として設けられた。

:奎:企画方針・活動分野

現在、世界の埋れた名画を発掘・上映する 〈エキプ・ド・シネマ〉運動を通して、一般的に非商業的と考えられてい

る芸術映画作品の上映に力を入れている。

205イリス (九電コミュニティプラザ) 複含文化施設

岩波ホール 劇場

仁
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田吉川紙商事(株 涯憂)0年5月日|〒103東京都中央区日本橋蠣殻町1-36‐71Ⅸ)3-3665‐1834

■設立経緯。目的

生活文化に安らぎと彩りを添える紙の可能性を追求することをコンセフトに設立。以来、紙と人とが出会う場とし

て、紙に関するコンサルティングおよび紙を素材とした現代美術をはじめ、数々の企画展を開催している。現在、環

境保護等の見地から紙の利用を再考する機会がふえているか、紙は必要不可欠な存在である。いつぼう、日本をは

じめとする各国の紙漉きの技術は、後継者不足と消費量の減少で伝承が危ぶまれている。このような現状で、紙が

本来持つ性格を理解し、現在に通じるその適切な利用を考えることが、活動の主目的である。

1::企 画方針・活動分野

美術館や画廊とは趣を異にする特異な空間で、来場者に作品や紙との新たな出会いの体験を提供。したかって、作

家に、全面的に紙を提供し(と くに、特色のある紙)、 その紙の可能性を引き出してもらうと同時に、今まで使うこと

のなかった素材を通じて作家の新たな表現方法の開発のキッカケとなることを望む。空間に合わせ、新作を制作す

るため、若手の作家(現代美術およびデザイナー)の起用が多く、年に1～ 2度は海外の作家の展覧会も開催。

■フジサンケイグループロBl年 6月 l口l〒 386-05長野県小県都武石村美ケ原高原台上□Ю268-86-2331

琴設立経緯・目的

彫刻芸術の振興とその大衆化によつて日本文化の向上に寄与することを念願に、1981年、箱根彫刻の森美術館の

姉妹館として開館した。

豊企画方針・活動分野

彫刻芸術の振興を目的とし、その育成、普及につとめる。

インフォミューズ 多目的スペース

日臓彎
齢
美ケ原高原美術館 美術館
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60企業の芸術文化施設要覧

■(株)朝 日新聞社・阪急電鉄(株沌薬)2年 11月日|〒 565大阪府豊中市新千里東町1-5-3千 里朝日阪急ビル4階
Z〕06-873-2607

II:設 立経緯。目的
「地域のよりよい文化情報の発信基地」をメインコンセプトに、ビアノ発表会、演劇、講演、展示会等を実施。地域文

化のサポートを積極的に行い、人と人のぬくもりを大切に事業を展開する。

::::企画方針・活動分野

地域の子供たちのビアノ発表や中小の劇団の公演などを重視している。また地域の人々が楽しめるものを企画
し、導入している。

l■1朝 日放送(株 )・近畿日本鉄道(株)285年 10月口|〒 543大阪府大阪市天王寺区上本町6-5‐ 29口 106‐ 773
‐6111

111:編腱立経緯・目的

朝日放送の基本理念である文化事業への社会還元、社会貢献を目的として、恒久的な文化事業とすべく、近畿日本
鉄道(株)の協力で設立された。

漱企画方針・活動分野

力のある新進作家の育成。ABc美術コンクールも10回を数える。近年「民間活力」による美術文化の発信基地とし

て無料で開放している意義は大きく、文化拠点の一つとして定着しつつある。

ロジャバンエンバ(株涯聰0年6月日〒659兵庫県芦屋市奥池町12-■【)797-38-0021
i鸞設立経緯・目的

当財団理事長植野藤次郎が個人的に収集してきた近・現代中国の工芸品を永久保存・展示・公開するべく、財団を

設立するとともに美術館を建設した。収蔵品は陶磁器を中心に絵画その他よりなってしヽる。日本では未・元時代の

陶磁器が重要視され、清代以降のものの収蔵が少ないのが一般的である。その点を補うべく近。現代物の収集にカ
をそそいでいる。

|=::企画方針・活動分野

l)1994年の第17回まで、若手現代作家の発掘・育成のため、毎年エンバ美術コンクールを実施した。
2)1991～ 94年にわたり、中国景徳鎮市に赴き、日本人の審査によるエンバ陶磁美術コンクールを実施し、入選入

費品を日本で展示した。

3)中国にとどまらず、ひろくアジア各国との文化・美術の交流に資す催しを今後とも実施する予定。

207A8Hホール 多目的ホール

ABCギャラリー ギヤラリー

エンバ中国近代美術館 美術館
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口:大 阪ガスグループロB5年3月 l口l〒 530大阪府大阪市北区神山町1-11□Ю6-361-0088

||:|:設 立経緯。目的

大阪ガスの北支社移転で、空きビルになった遊休不動産を有期限暫定利用として「若者文化の情報と人材の発祥拠

点」というコンセプトで再開発。設立当時、全国でもあまり例を見ない、劇場、映画館、飲食、物販、ギャラリー、劇団

稽古場等の複合文化施設としてスタートした。関西における若者文化(と くに小劇場演劇)の中心となることをめ

ざし、同時に扇町地区の活性化、大阪ガス(グループ)の若年層へのイメージアップを目的としている。

|#::企画方針・活動分野

演劇 →菊西を中心にした演劇界の活性化のために、年間60‐ 70劇回の公演を行うと同時に、稽古場の提供、劇作

家育成のための「OMS戯曲賞」の制定(94年～)、 若手劇団応援企画「扇町アクト・トライアル」(92年～)の実施

等、各層のレベルアップに資するよう、多彩な活動をしている。

映画―――――大阪で数少ないミニシアターのひとつとして、洋邦、新作・旧作を問わす、高品質で、映画フアンのニーズ

に合致するプログラムを心かけている。とくに日本の若手監督の作品上映に力を入れている。

■新王子製紙(株通薬)2年10月 日|〒 104東京都中央区銀座4-7-ヨⅨ)3-3564-0200

1導設立経緯・目的
本社ビルを建て直すに当たり、地域社会に役だつ設備を設けることを検討し、①地域冷曖房エネルギー供給設備、

○駐車場、③音楽ホールの3つか実現。音楽ホールとしたのは、銀座に音楽専用ホールがなかったため。

口大倉喜八郎(ホテルオークラ設立者の父)口17年8月日〒105東京都港区虎ノ門2-10-3Ⅸ〕3-3583-0781

舞設立経緯・目的

1915年 11月 大倉喜八郎が授爵の折、明治維新当時から50余年にわたり収集、蓄積した多数の文化財を、公共に寄

付し永久に保存すべく渋沢栄―、石黒忠懸ら朋友と相談し、美術品に土地、建物、維持資金を添え設立。

昔企画方針・活動分野

美術品1706点 、漢籍3万5560冊を所蔵している。国宝木遺普賢書薩騎象像(平安時代)、 重要文化財石造如来立像

(北魏時代)など、一部常設展示のほか、年5～6回にわたリテーマ別に展示替えを行う。

田日本生命保険(相 )他16社 ならびに1財団口71年 3月日〒565大阪府吹田市千里万博公園10-5□06-877
-1971

#設立経緯・目的
1970年に開催された日本万国博覧会にパビリオンとして日本民芸館を出展。博覧会終了後は民芸館として運営。

扇町ミュージアムスクエア 複含文化施設

王子ホール コンサートホール

大倉集古館 美術館

大阪日本民芸館 美術館
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6● 企業の芸術文化施設要覧

柳宗悦の唱えた民芸論を基に収集した諸品を陳列、民芸運動普及のための拠点として設立された。

耕企画方針・活動分野

柳宗悦の収集した作品(民衆的工芸品)の持つ美しさを一般に紹介することを通じて、市民の日常生活のなかに美
を持ち込み、健康な生活、素朴な味わいの感受に資することか企画のベース。

TI馬

209

OXYギャラリー ギャラリー
田 (株)ライカロЮO年日〒559大阪府大阪市住之江区南港北1-6‐ 3∝Ⅸ)6-614-3311

識1毅立経緯・目的

新社屋の建設にともないC!の一環として設立。地域社会への還元と社内文化向上を目的としている。

田日本オリベッティ(株)E要)2年7月日〒224神奈川県横浜市都筑区新栄町13-2(■Ю45-593-7200

暴設立経緯・目的
地域住民との文化交流のため設立。
議企画方針・活動分野
当面は独自の企画。いままでの企画は、「オリベッティの十二支展」「オリベッティのカレンダー・ダイアリー展」「オ
リベッティのノベルティデザイン展」「オリベッティ・コレクション版画展」「オリベッティ広報文化誌 SPAZ:025
年の歩み展」など。

轟穀立経緯。目的

音楽専門出版社として、コンサートホールを持つことにより、広く音楽文化の振興に寄与する。また、一流の録音機
材を入れ、音源制作に役立てる。

奮企画方針・活動分野

小ホールということもあり、音楽出版社の特色を生かした、ユニークな催物を企画。たとえば「日本歌由の歩みと調

オリベツテイ アートギャラリー ギャラリー

音楽の友ホール コンサートホール

====コ
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べ」「音友版モーツアルト・オペラ・シリーズ」など。

田 (株)リ クルートロЮO年12月 日〒104東京都中央区銀座8‐8-18ギ ンザ・ガーディアン・ガーデンビルBl日К)3
-5568-8818

華設立経緯・目的

1962年 、大学生向け就職情報誌の創刊以来、就職・転職・住まい・旅行・アルバイトと、人生のきまざまな節目に役立

つ情報を提供し、人々を応援し続けてきた本業に加え、別のかたちでも若者を支援していきたいと、1990年12月

東京渋谷にガーディアン・ガーデンをオープン。1993年 5月、銀座に場所を移し活動を続けている。

|■ 1企画方針・活動分野

コンペティションギャラリーとして、若しヽクリエイターの表現活動を応援。主に、グラフィックアート・写真・演劇

等を対象にジャンル別に公募を行い、審査に通過したアーテイストに無償で表現の場を提供している。審査は、各

界の第一線で活躍するクリエイターによって、長期的視点にたった新人の発掘・育成をかんがみて行われる。審査

の過程は基本的には応募者だけでなく一般にも公開し、議論を共有する公開審査を実施している。

田!主婦の友社(株)E豪)7年10月日〒101東京都千代田区神田駿河台1-6お茶の水スクエア内□Ю3‐3294-1229

豊:::設立経緯・目的

創業者石川武美の生誕100年を記念し、創業の精神を刻みつつ、将来にわたって文化創造に寄与すべきことを願っ

て建設された「お茶の水スクエア」の中心施設として誕生。室内楽の振興を大きなテーマとする。

■企画方針・活動分野

優れた演奏家たちによる、室内楽を主とした公演を中心に、さらに若い音楽家たちの育成の場としても機能するこ

とをめざす。具体的には、

1)レ ジデントクアルテットを持ち、定期的に演奏会を実施

2)内外の有望な新人の発掘と育成

3)チェロおよびヴイオラ音楽の振興

4)アマチュア音楽の活性化

5)マスタークラスの実施、等。

口大日本インキ化学工業(株通薬)0年5月日|〒 285千葉県佐倉市坂戸63■K)43-498-2131

:単設立経緯・目的

大日本インキがその関連グループ会社とともに収集してきた美術品を公開するため、1990年 5月、千葉県佐倉市

ガーディアン・ガーデン ギャラリー

カザルスホール コンサートホール

川村記念美術館 美術館
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6● 企業の芸術文化施設要覧

の郊外に開館。以来、所蔵作品のなかから代表作百数十点を選りすぐって常設展示を行うとともに、年に数回、特別
展・企画展を開催している。

革企画方針・活動分野

17世紀のレンプラントから現代美術に至る多彩なコレクション、展示作品に最もふさわしい空間づくりをめざし
た建物(海老原―郎氏設計)、 四季折々の変化が楽しめる美しい自然環境

―  

「作品」「建物」「環境」の三要素を調和
させることによって、理想の美術館を実現させようと努力している。

口 (株 )換乎目日四年2月日|〒371群馬県前橋市本町1-2-lattD272‐ 35-8111

211

換手堂ギャラリー・ホール 複含文化施設

議設立経緯・目的

4階ギヤラリーのフロア(70坪 )と 5階の165席のホールを活用して地域住民の文化活動をする。
■企画方針・活動分野

1)とこも行っていない新企画。

2)地域文化に根ざした企画の展開。

紀尾井ホール コンサートホール
■断日本製鐵(株沌襲)4年11月日|〒102東京都千代田区紀尾井町6-"■)3-5276-4500

轟設立経緯。目的

創立20周年の記念事業として設立。企業イメージを発信するための道具としての文化施設ではなく、施設の提供
を含め音楽を通した文化活動により、社会に貢献する。

華企画方針・活動分野

クラシック音楽と邦楽の二つを柱に、音楽家と音楽愛好家のために「発掘・創造・育成・交流」を基本コンセフトとし
て、これを具現化する。レジテントオーケストラによる品質の高い音楽の提供、幅広い音楽関係者への金銭的支援・

施設の提供等、助威活動もしている。

‐‐■醸
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田北野建設 (株 )口Ю2年 12月日〒380長野県長野市県町5242【)262-33-5111

1癬姜設立経緯・目的

地元企業として芸術・文化を通じて地域に貢献するという当社のメセナ活動の一つとして設立。

肇|:企画方針・活動分野
「国際都市」をめざす長野にふさわしいスポツトとして一般の人に気軽に美を鑑賞する機会を提供すべく優美にし

て快適な空間を心かけ、入場は自由開放としている。

田北野建設 (株 )[婆)4年7月日〒380長野県長野市西後町162"【 )262-33-3111

北野建設彫刻ギャラリー ギャラリー

北野文芸座 劇場

墨設立経緯・目的

企業文化の創造と確立。地域文化、地域社会への貢献。古興・伝続芸能の普及。

華|:企 画方針・活動分野

地方では鑑■できない一流の古典伝続芸能の上演。
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北野美術館 美術館 213
■北野建設(株涯Ю7年11月日〒381-01長野県長野市若穂綿内796"Ⅸ)262‐82-3450

鎌設立経緯・目的

美術館を建設し文化財を広く公開することで、地域文化の向上に貢献しようと、北野吉登、次登2代にわたる社長
が収集した美術品を礎に財団法人として開館された。

書::企画方針・活動分野

近。現代の日本画、洋画、秦西名画、彫刻等を中心に各時代の代表作家の名品を美術史的変通かわかるように100点
前後常識展示している。また3、 4年に1回長野県在住または出身者の優秀な新人を発掘し、発表の場を提供する北
野美術館大貴展を開催。

田 (株)紀伊國屋書店264年 3月日〒163‐ 91東京都新宿区新宿3-17‐4Ⅸ)3-3354-0141

:|■設立経緯・目的

(株)紀伊園屋書店のビル建設(1964年3月竣工)にあたり、現代文化、芸術の交流の場とすることを念願してホー

ルを設置し運営を開始。演劇文化の向上に貢献することを趣旨とする。

繁i企画方針・活動分野

新宿の一等地にありなから使用料を低料金に設定し、優れた劇団に貸し出すことによって、つねに良質の演劇を提
供する。また若手劇団を登用して世に送り出し、ホール設立の趣旨である演劇文化の向上に貢献する。また同一方
針にて1996年10月 新宿南口に紀伊國屋サザンシアターを設立。

同ホールは、紀伊園屋画廊を併設している。

紀伊國屋ホール 劇場
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口 (株)ジ ャバンエナジーロD年4月日〒105東京都港区虎ノ門2-10-lEK)3-5573-6644

茶|:i:1設 立経緯・目的

創業80周年配念事業の一環として設立。目的は、1)芸術家支援、2)社員や芸術愛好者への芸術鑑貴の機会提供、3)周

辺地域への社会貢献である。

:繊企画方針・活動分野

書、生け花を除く美術各分野の展覧会を開催している。メセナ活動なので入場は無料。アーティストも会場使用料

は無料、さらにポスター、口M、 バンフレット等の印刷費、会場設営費も施設側が相当負担している。

口 (株)八十二銀行日B8年10月口|〒 380長野県長野市岡田178-la賓)262-24-0511

::葉設立経緯・目的
「地域の発展に寄与」という経営理念を文化活動を通して実現すべく、地域の芸術文化振興と豊かで潤いのある個

人生活づくりに寄与することをめざす。

攀:企画方針・活動分野

絵画、工芸、陶芸などの企画展を通じて、長野県出身者か長野県にゆかりのある人に発表の場を提供する。また、貸

しギャラリーは、地域のコミュニケーション・スペースの一翼を担う。

ギャラリー日鉱 ギャラリー

ギャラリー82 ギャラリー
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■東陶機器(株)2B5年10月日|〒107東京都港区南青山1-24-3TOTO乃 本坂ビル3階□Ю3…3595‐ 9398

蒙設立経緯・目的

ギヤラリー・間運営委員会 (メ ンバー :田中―光、杉本貴志、川上元美、黒川雅之、安藤忠雄)の発案により、TO丁0
の文化活動の一つとして誕生した。開設の目的は、自主企画による建築・インテリアデザインの作品展。講演会等を

通じて質の高い情報の発信地となることにある。

11=企 画方針・活動分野

作品展は年間4～6回、1か月ほどの会期で開催。会場の展示は単に図面模型を展示するだけでなくインスタレーシ

ョンデザインも一つの空間表現として位置づけている。同じ空間が各々の作家によってきまざまに変化する展示

内容は大きな特徴。またギャラリー空間としてはめずらしく中庭の外部空間を有しており、展示に変化を与えてい

る。さらに作品展開催作家による東京および地方主要都市での講演会・シンポジウムも開催している。

口藤田観光 (株)E憂〕6年 1月日|〒604京都府京都市中京区堀川通二条城前口Ю75-222-1111

|::段 立経緯・目的

ホテルの正面玄関からフロントに続く通路にギャラリースペース「ギャラリーラポ」を設置。「ラポ」はフランス語

で「憩い」の意。京都へのこだわりをコンセフトに展開。京都在住あるいは、京都を題材にしている新進作象をクロ

ーズアップし、発表の場を与え、京都の文化を育てることが目的。1か月ことに作品を替える。

苺1企画方針・活動分野

スペースの関係で、絵画、版画などの平面作品に限られているが、季節に合わせた内容で構成。あくまでも京都のホ

テルらしく、“京都"に こだわり“京都らしさ"を感じていただきたい。

215ギャラリー・間 ギャラリー

ギャラリーラポ ギャラリー
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田大成建設(株 )EK)2年 11月日〒163-06東京都新宿区西新宿1-25-1新宿センタービ朋 7闊鳳Ю -5381-5510

:|:::毅 立経緯・目的

20世紀の巨匠と呼ばれるル・コルビュジエの、建築の枠にとらわれない広範な造形活動の調査研究を行い、作品を

収集、保存、管理しなから広く一般に公開し、多くの人々にル・コルピュジエの芸術を理解してもらうことを主たる

目的とする。また、建設とは芸術と生活を結びつけ総合していく活動であることを認識し、芸術とのかかわりをよ

り深めていく企業となることをめざし、その一環としてギャルリー・タイセイの活動をすすめていく。

1■企画方針・活動分野

1)所蔵品であるル・コルピュジエの作品を、さまざまな切り口から見せる展覧会。

2)ル・コルピュジエを取り巻く建築家、画家、文学者たちの当時の文化潮流を紹介する展覧会。

3)現在活躍している建築家や画家などのアーティストの優れた作品を紹介する展覧会。

口山一證券(株涯お4年3月日〒600京都府京都市下京区四条通堺町東入ル京都山一證券ビル内口075-221
-5517

:::筆設立経緯・目的

京都支店のビル建築にあたり、当時京都市内には中・小型の貸劇場がなかったため、ビル内部(6-7階 )に賃費用の

劇場を設け、地元文化活動の場を提供する。

::髪:企画方針。活動分野

賃賞を中心にしており、自主的企画、興行は行っていない。催事内容は邦楽・洋楽の音楽会議演会が中心で、日舞等

もある。

田キリンピール(株厖Ю6年3月日〒150-11東 京都渋谷区神宮前6-26-1キ リンピール原宿本社ビル1闊四Ю
-5485-6321

1妻設立経緯・目的

社会貢献活動の一環として、1996年3月に開設。キリンプラザ大阪での9年間の芸術文化支援活動の経験と実績を

生かし、東京での情報発信基地として、芸術文化支援活動をより充実。強化するための施設。

帯企画方針・活動分野

現代アートを主軸に、現在活躍中の優れたアーティストや着手で今後活躍か期待されるアーティストの展覧会を

開催する。340m2の 広さとシンプルな内装により、アート作品を十分に生かせる空間である。また、「キリンコンテ

ンポラリー・アワード」の受費者には、従来の「キリンプラザ大阪」に加え、「キリンアートスペース原宿」を発表の場

として提供。

ギャルリー・タイセイ 美術館

京都山一ホール 劇場

キリンアートスペース原宿 多目的スペース
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キリンプラザ大阪 多目的ホール 217

田キリンビール(株通聰7年 11月日〒542大阪府大阪市中央区宗右衛門町7-2猛Ю6-212-6578

●設立経緯・目的

社会貢献活動の一環として、大阪における新しい文化の情報発信基地をめざして開設された。日本を代表する建築

家、高松伸氏の設計による「キリンプラザ大阪」は、「未来が見える広場をつくる」ことを目標に、幅広いジャンルの

優れたイベントを提供。

12企画方針・活動分野

現代アート、音楽、映画、演劇など幅広いジャンルの優れたイベントを提供している。企画・運営についてはコミッ

ティ制を採用し、さまざまなジャンルの専門家との交流を積極的に持ち、イベントの質的向上、円滑な運営をはか

っている。また、キリンコンテンポラリー・アワードの受賞者の発表の場として、多数の若手のオ能あふれるアーテ

ィストを紹介してきた。

田大日本印刷(株涯聰6年3月日|〒 104東京都中央区銀座7‐ 7‐2DNP銀座ビル1階□Ю3-357●5206

書設立経緯。目的

設立当時はグラフィックデザイン専門のギャラリーは皆無に等しく、グラフィックデザイン界からも専門ギヤラ

リーを欲する声が多く聞かれた。そこで、印刷会社として最もかかわりの深いグラフィックデザイナーの人々に作

品発表の場を提供し、一人でも多くの人がグラフイツクデザインのすばらしさと出会い、現代の印刷技術にふれら

れることを目的とし設立した。

諄企画方針・活動分野

アート情報の受発信スポットとして、国内外の作家の新作を中心に毎月企画展を開催、出展作家によるレクチャー

も実施している。また、グラフィックデザイン界の情報センターとなるべく、現在、過去の展覧会記録や出展作家の

データベース化をはかり、インターネットでの発信も行っている。

田 (株 )小松ストアーロB7年3月口|〒104東京都中央区銀座6-9-5ギンザ・コマツ4F観]D3-3571-5051

l::設 立経緯・目的

1987年、店舗リニューアルを機に小売のみでなく、幅広くターゲットにしている女性にライフスタイルを提案し

ていくなかでアートもその一部だと認識し、設立された。

‖企画方針・活動分野

当店の取り扱い商品と同じく、“今"を感じさせるアートの紹介。

1階のウインドウもアート・スペースとして作品発表に使われている。

ギンザ・グラフィック・ギャラリー ギャラリー

ギンザ・コマツ 多目的スペース

33`

“
倒
理
懸錮
難



第3章 1特集

218
ロセゾングループ((株 )セ ゾン劇場通聰7年3月日〒104東京都中央区銀座1-1lEK)3-3535-0481

義設立経緯。目的

大劇場と同様の機能を持つ774席の中規模劇場として、1987年3月 に開場し、演劇を中心とした文化活動の国際
的な拠点として、現代か要求する多様な作品を上演してきた。1996年 1月までに99作品の公演を行い、輸入場者148
万人の実績で今日にしヽたっている。

華企画方針・活動分野

世界の演劇界に大きな影響を与え続けているピーター・ブルックの演出による数々の作品 (「 カルメンの悲劇」「マ
八―バーラタ」「桜の国」「テンペスト」)や、英国RScによる作品(「冬物語」「恋の骨折損」)などの海外名作品の招
聘公演、日本の優秀な演出家、作家、俳優たちによる作品、また海外の優秀な演出家を招聘し、日本の俳優による作
品など、ジャンルを問わす、新しい試みをとりいれなから、自主企画制作による作品の上演を行っている。

口 (株 )ポーラ化粧品本翻囲褐年4月日〒104東京都中央区銀座1-7-7□Ю3-3563-5501

♯設立経緯・目的

“心化粧のアトリアム 銀座ラ・ポーラ"は、広く生活文化の発表の場として、美術展をはじめ各種の展示等を通し、
心の若き、豊かさ、そして美しさを創造することを目的に、1978年 (昭和53年 )開設した。
■企画方針・活動分野
企業理念「美と健康にかかわる事業を通して、豊かで平和な社会の繁栄と文化の向上に寄与すること」にもとづ
き、銀座らしい内容の活動を企画。すてきな器でお茶を飲みなから、おしやべりを楽しめるティーラウンジ、化粧品
が自由に試せる化粧品お試しコーナー、映画会、展覧会、セミナーなどオリジナルな企画でいっばいの催しサロン
などがある。

田 (株)近鉄百貨店□B8年11月日〒545大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1-1‐ 43近鉄百貨店阿倍野店9間鳳Ю
-625-2222

精設立経緯・目的

1988年 、阿倍野店リニューアルオープンにともない、多目的文化施設として設立。従来の百貨店の物販機能に加え
て、文化的催事を提供し、地域の文化活動の一端を担うことを目的とする。
:‖企画方針・活動分野
基本的には美術展と演劇・ダンス・音楽等のパフォーマンスで構成されている。美術展は近代からモダンアート、写
真展など幅広い観客が鑑賞できる企画を実施。パフォーマンスでは、小劇場演劇や一人芝居など小ホールならでは
の舞台と観害が一体化する作品を中心に企画されている。また、伝続芸能をモダンな空間で気軽に楽しみ、古奥の
持つ魅力を再発見する活動も特色の一つである。

撫設立経緯。目的

現在地の天王寺区上本町6丁目は近鉄の発祥地であり、現在も本社か所在している。ところが大阪で万博が開催さ

れた年、路線をなんばまで延長、途中駅になったためにきわいを失つた。その失われたものを取り戻し、大阪の東に

銀座セゾン劇場 劇場

銀座ラ・ポーラ ギャラリー

近鉄アート館 多目的ホール

近鉄劇場/近鉄小劇場 劇場

]
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位置するこの地に文化の拠点を甦らせるべく設立されたものである。

■1企画方針・活動分野

主として濱劇、ミュージカルの舞台を中心に上演、ターミナルにふさわしい若者の集害を企画の中心におしヽてい

る。この方針は自主、提携、費館のいずれの公演についても同様である。

田 (株 ) ベネッセコーボレーションロЮO年11月日〒700-88岡 山県岡山市南方3-7-17EЮ 86-221-2100

=:設
立経緯・目的

岡山出身であり、アメリカの近代絵画の先駆者の一人である国吉康雄の存在および作品を、地元岡山をはじめ、よ

り多くの方に知ってもらうために設立された。また、オフィスの中に美術館を設けることで、社員ひとりひとりが

感性を豊かにし、自分の生き方や仕事をより充実させることも目的である。

:=企画方針・活動分野

年2回の美術館報発行、年2回の美術館内展示替え、海外美術館交流(国吉作品を通して)。

■東北電力(株)口71年11月日〒980宮城県仙台市青葉区一番町3-7-■■)22-225-2969

:=設立経緯・目的

社内施設の開放による市民の交流の場、文化活動の発表の場の提供および施設運営を通じた地域の芸術文化活動

の支援などを目的に、地域に対する社会貢献活動の一環として本店グリーンプラザをはじめ、管内の支店、営業所

にコミュニテイ・スペース等を設置している。

|■1企画方針・活動分野

市内コンサート、クラフトワーク、陶芸、織物など、幅広いジャンルにおける地域の芸術文化活動の紹介や発表の場

を提供するとともに、市民か楽しみなから気軽に参加し、地域の芸術文化に対する関心や市民サークル活動の活性

化につなかるよう企画・運営面において留意している。

田 (株 )リ クルートロ笙も年1月日〒104東京都中央区銀座8-4‐ 17リ クルートG8ビル1階□Ю3-3575-6918

■::設立経緯。目的

1985年 1月、文化の発信地である銀座で、地域への還元を目的としてグラフィックデザインとコミュニケーショ

ンをテーマに活躍中のクリエイターを紹介するスペースとして、7丁ロビル2階に常設ギャラリー「G7ギャラリー」

を開設。1989年12月 、場所を本社に移し、「クリエイションギャラリーG8」 としてあらためてスタート。ギャラリ

ーとしては11年目に入った。

|■1:企画方針・活動分野

ファインアートの画廊が多いなか、デザイン専門のギャラリーとして銀座の新しい顔となっている。企画展のみの

219

国吉康雄美術館 美術館

グリーンプラザ (東北電力本店) 複含文化施設

クリエイションギャラリーG8 ギャラリー
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ギヤラリーで弊社刊の「クリエイション」(1994年3月完結)の掲載作家を織りまぜなから、先鋭的な送り手の作品
を紹介。また企画展ことに「クリエイティブサロン」を開催するなど、作品だけでなく送り手の発想や行動の背景、
過程をわかりやすく伝えるスペースをめざしている。

口 (株 )京都放週口創年4月日|〒 602-88京都府京都市上京区鳥丸上長者田■Ю75-431-7350
1熱設立経緯。目的

地域の文化、経済の発信ホールとして設立。

1器企画方針・活動分野
プライグルフアッションショーから講演会、音楽会が中心。京和装関係の展示販売会を多数実施。また、Tv、 ラジ
オ中継が可能である。

田大日本印刷(株沌整)5年4月日|〒 962-07福島県須賀川市塩田宮田■質)248-79-4811

♯::設 立経緯・目的

1992年に本社が取得したアメリカの版画工房タイラーグラフィックス社のアーカイヴ・コレクションをもとに、
現代版画を中心としたグラフィックアートの普及・振興を目的として1995年4月に設立された。
1'I企 画方針・活動分野
アメリカ現代版画を軸に、優れたグラフィックアート作品および関連資料の収集・保存を進めなから、展覧会・講演
会の開催、出版事業を通して普及・振興を行う。また将来的には、版画工房の併設も計画している。

KBSホール 多目的ホール

現代グラフィックアー トセンター 美術館

|∠
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五島美術館 美術館 221

口東京急行電鉄(株涯お9年11月日|〒158東京都世田谷区上野毛3-9-2■■)3-3703-0661

井:設立経緯・目的

美術に関する作品・資料の収集、保管、公開、調査研究。

1:::企画方針・活動分野

ありきたりの展示ではなく、年に1、 2回の特別展では切り口を変えた、わかりやすい企画を心かけている。

口 (株)ヤマウラロЮ3年4月口l〒 399-41長 野県駒ヶ根市赤穂8(理K)265-83-5100

11設立経緯・目的

まだ評価が定まっていない現代の作家たちや、優れた芸術性を持ちなからも地方に住んでいるという理由で評価

されにくい作家などにスポットを当て、芸術文化の向上に寄与、加えて現代美術への関心が高まってほしいとの思

いから計画か浮上。館長松井と(株)ヤマウラが音から懇意だったことからそのコンセプトに贅同を得、資金協力を

得てスタートした。作品収集はすべて館長松井が担当。

■|1企画方針・活動分野
「生きている美術館」という基本方針に添い、企画展でとりあげる作家は現在活動中の現代美術の作家。開館当時、

常設作家の一人である池田満寿夫氏を迎えて地元の子供たちと絵画教室を開いたこともあり、いま現在動いてい

るアートにつねにふれる場としての活動を続けている。キャッチフレーズは「であい。いのち・ふたたび」。展示作品

は、生きものすべてに共通する「生」と「死」を真正面から見つめており、その普遍的なテーマを改めて見つめる場と

しての企画に心かけている。

口 (株 )資生堂國b年4月日〒104東京都中央区銀座7-8-10ザ・ギンザビルBl口Ю3-3572-2121

姜::設立経緯・目的

1975年 に、トータルで個性的なフアッションを提供することをめざし、ザ・ギンザがオープン。その5階に設けら

れたザ・ギンザホールが、現アートスペースの前身である。ザ・ギンザホールは店のコンセフトと一体化した展示空

間となることをめざし企画・運営され、その10年にわたる実績にたち、より独自のコンセプトを鮮明にし、本格的

活動へ入っていくために、1985年 にザ・ギンザアートスペースと改称し、新しいスタートを切った。

■企画方針・活動分野

隣接する資生堂ギャラリーが、ファインアートを扱うのに対し、ザ・ギンザアートスペースはサブカルチャーを対

象とする。インテリア、映画、写真、イラストなどの「生活とフアッションの結びつき」とアートとの「曖味な領域」、

また、アウトサイダー・アートのような「周縁」文化を積極的にとりあげていくことを方針とする。

駒ケ根高原美術館 美術館

ザ・ギンザアートスペース ギャラリー

銀
啜 ごI「硼
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田中部電力(株通聰6年7月日|〒460愛知県名古屋市中区栄2‐ 2‐5電気文化会館B2□Ю52-204-1133

|"設立経緯。目的

地域文化の振興に寄与し、電気と電気事業に対する理解を得ることを目的に、1980年 に中部電力内に電気文化会

館建設事務局か設置された。1983年に子会社、電気文化会館が設立、着工され、1986年 に完成、開館した。

譜企画方針・活動分野

設立目的に従って、主として地元演奏家を起用、手づくりのコンサートを行っている。

口朝日放送(株沌聰2年 10月日〒531大阪府大阪市北区大淀南2□Ю6-453-1010

華設立経緯・目的

創立30周年記念事業として設立。放送は免許事業であり、地元への利益還元の一つとして、コンサートホールの建

設・運営が立案された。コンサートホールを選んだのは、それまで日本になかったものをつくりたいという考えか

ら。

11企画方針・活動分野
「より良い音楽を、より良い環境で」がモットー。多くの人々に音楽を楽しんでいただけるように、クラシック音楽

を中心に多様なコンサートを低料金で主催している。またプロ・アマを問わす、広く利用してしヽただき、音楽の輪が

広かるように心かけている。

難設立経緯・目的

美術に関する創造および調査研究活動に対する助成、美術を専攻する学生への奨学金援助、美術館の運営などを目

的とする。

ザ・コンサートホール コンサートホール

ザ・シンフォニーホール コンサートホール

佐藤美術館 美術館

‐1噸目圏
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口l同和火災海上保険(株沌婆)5年5月日|〒 530大阪府大阪市北区西天満4-15-10同 和火災フェニックスタワー内
□Ю6-363-7999

,11設 立経緯・目的

1994年 3月に創立50周年を迎え、その記念事業の一環として、同地に新本社ビル(同和火災フェニックスタワ

ー、地上29階建)を建設。このビルを人々が集い、楽しく語らうことのできる暖かみのある場所としたいとの思い

から、3階にイベントホールを設けて、市民か広く親しめるよう設立した。

|‖ 1企画方針・活動分野

クラシック音楽、なかでも室内楽を中心としたホールに、ジャズや伝続音楽の演奏会、小演劇や講演・展示などきま

ざまな催物に利用できるようホール設備を整えている。オープンステージのホールで固定の舞台かない代わりに、16
パートに分割された床面全体を組み合わせて、公演内容にマッチしたステージづくりと客席づくりができる。さら

に八イビジョン・プロジェクターを備え、大画面スクリーンによる八イビジョン・シアターとしても利用可能。また

連光壁を上げれば、ガラススクリーン越しに、街を眺望しなから、公演を楽しむことができる。

田朝日生命保険(相涯Юl年 5月日〒206東京都多摩市鶴牧1‐23朝日生命多摩本社4階□Ю423-38-3192

常設立経緯。目的

多摩本社ビルに地域の人々の文化活動の発表の場として総称サン・サンプラザ(ミーティングルームSAN、 ギヤ

ラリーSAN、 カフエドSAN)を 開設。

墨企画方針・活動分野

ギャラリーSANはオープンスペースでカフェドSANに隣接しており、絵画展、写真展、書道展など気軽に利用

できる。催物がない場合は世界の名画(複製)を展示しており、地域の憩いの場として提供されている。

223ザ・フェニックスホール 多目的ホール

サン・サンプラザ ギャラリー

:画頸 ロ

―

′ヽ
「

「
日
日
コ

”，　
，、
‐　
こ

Ｆ

」
豊ヽ

一



224

第3章 1特集

田サントリー(株 厖お1年 11月日〒107東京都港区元赤坂1-2-3サントリービル11闊鳳Ю-3470-1073

111設立経緯・目的
「私たちの祖先の生んだ優れた伝続美術をもっと身近に鑑賞し、親しんでいただける場所を提供したい」という佐

治敬三社長(当時)の発意により創設。

:111企画方針・活動分野

開館以来、「生活の中の美」をテーマとして、日本古来の美術・工芸品の収集と展覧に力を注ぎ、幅広い展示活動を展

開。収集品は江戸時代までの絵画、陶磁、漆工、染機、ガラスなど、日本人の生活に密着した作品を主体としている。

常設展示は行わす、毎回ユニークな視点で企画展を開催。

ロサントリー(株沌聰6年10月日〒107東京都港区赤坂1-13-11■)3-3505-1001

華設立経緯・目的

本社のウィスキーづくり60年、ビール発売20周年を記念して、東京で初のコンサート専用ホールとしてオープ

ン。大ホールは「世界一美しい響き」をめざし、日本で初めてワインヤード形式を採用するなど、音響を最優先し、ス

テージと害席か一体化した臨場感あふれる響きを実現している。また、「音楽の幸せな体験」をより多くの方にして

いただくために、バーコーナーや、レセプショニストの導入など、ソフト面、八―ド面にさまざまな工夫をしてい

る。

■1企画方針・活動分野

独自の方針を持つ情報発信基地として、音楽文化の発展に参画していくという考えのもとに、自主企画のコンサー

トを年間約80公演開催。世界を代表する作曲家に新作を委嘱、世界初演する「国際作曲委嘱シリーズ」や若手実力

派アーティストをいち早く紹介する「ニューアーティスト・シリーズ」など国内外で高く評価されている企画や、オ
ペラの新しい可能性を示唆するものとして話題を呼んでいる「オペラコンサート・シリーズ」など、音楽フアン層の

拡大と音楽文化の発展に貢献することをめざして、意欲的な活動を展開している。

ロサントリー(株涯Ю4年11月日〒552大阪府大阪市港区海岸通1-5-1〔洒Ю6-577-0001

筆設立経緯・目的
創立90周年を記念して、創業の地、大阪・天保山に設立。「ギャラリー」と巨大立体映像上映の「!MAxシ アター」を

中核に、「ミュージアムショップ」「レストラン・サンテンポ」「スカイラウンジ」の各施設を集め、新しいタイプのミ
ュージアムをめざす。
:黎:企画方針・活動分野
ギャラリーでは、「アート&デザイン」をテーマに、生活や時代のなかで息づくアートシーンをとらえ、わかりやす

サントリー美術館 美術館

サントリーホール コンサートホール

サントリーミュージアム [天保山] 複含文化施設

~裏

Fす
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く楽しい企画展示を行う。IMAXシ アターでは、世界でも数少ない常設3D劇場として、大自然や宇宙の壮大なド

ラマなどの最新作を上映する。入場者はレストランやスカイラウンジで海を眺めながら語らい、オリジナルグッズ

のショッピングを楽しむなど、複合文化施設としてのユニークなホスピタリティを満喫できる。

口TOA(株 )口B9年5月日|〒 650兵庫県神戸市中央区港島中町7-2-■■)78-303-5600

様設立経緯・目的

親会社が音響機器メーカーであるため、音の文化を推進する目的で設立された。

毎企画方針・活動分野

音をテーマにさまざまな領域の専門家、あるいは音に興味のある一般の方々とのコラボレーションを重視した実

験的活動を行う。音楽に限定していないため、ジャンルを超えた、さまざまなスタイルの催しを行つている。

田 (株 )ジ ェイブ厖Юl年 1月日|〒 133東京都江戸川区篠崎町6-1-22■)3-3678-9966

無|1設 立経緯・目的

創立30周年の記念事業として、新しい文化と憩いの場を創設。コンサート、フアッションショー、ディナーショ
ー、芝居、パフォーマンスなどの楽しいひとときを提供する。

:ヽ企画方針・活動分野
壁だけの美術館、ループル編でループル美術館所蔵の作品の80%あ まりの模写をベースにトリックアートとして

新しい価値を創成した美術館。世界で初めて触れたり、写真の撮れる美術館で、人間の感性で楽しめる参加型の美

術館でもある。ビジュアルコミュニケーションとして完成した作品は環境。人間関係にさまざまな影響力を秘めて
いる。

225

XEBEC(ジーベック) 複含文化施設

ジェイブ美術館 美術館

l

JTアートホール アフィニス 多目的ホール
口日本たばこ産業(株涯裏)5年5月日|〒105東京都港区虎ノ門2-2‐ lJTビル2階躙K)3-5572-4945
||11設立経緯・目的

,藝
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本社ビルの建て替えにあたって、「J下の文化発信拠点を」との考えにより設立。

世企画方針・活動分野

J丁が自ら情報を発個していく拠点と位置づけ、音楽支援活動をはじめとするさまざまな文化イベントを行う。

口 (株)静岡銀行厖Ю4年4月 l口l〒 420静岡県静岡市追手町1-13アゴラ静岡ビル覆K)54-250‐ 8777
しずぎんホール(ユーフォニア)、 しずぎんギャラリー四季 複合文化施設

|=段立経緯。目的

創立50周年記念事業として設立。

111:企画方針・活動分野

1)市民に文化活動の場を提供する。2)企画・プロデュースなどは行わない。

資生堂アートハウス 美術館

田 (株)資生堂厖78年 11月日|〒436静岡県掛川市下俣751-■■)537-23-6122

:::設 立経緯・目的

大正8年以来、銀座の資生堂ギャラリーにおける芸術支援活動を通して収集してきた数々の美術品コレクション

さらに明治5年の資生堂創業以来、企業活動を展開するなかで社内に蓄積されてきた商品やポスターおよび新聞・

雑誌広告などを自社の文化遺産として一元的に収集し、将来に向けて保存する。資料の展示一般公開は副次的な活

動として位置づけられていたが、昨今は調査研究結果も含め積極的に公開活動を実施している。
:::企 画方針・活動分野

化粧品パッケージデザインなどの変遷展などのほか、自社所蔵美術品についての企画展の開催。また、地域コミュ

ニテイとの積極的融合を目的とした地元演奏家によるコンサートの開催。

同じ施設内に資生堂企業文化の歩みや、女性の風俗の変遍など日本の近代文化の流れを展示している資生堂企業

資料館がある。

||
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田 (株)資生」219年 12月 日〒104東京都中央区銀座8-8-3資生堂パーラービル9口配薇)3-3572-2121

諄:::設 立経緯・目的

初代社長・福原信三により、無名の新進作家に作品発表の場を提供することを目的として開設された。美術のみな
らず舞台美術、写真、服飾など幅広いジャンルの、その時代で最も新しい表現を紹介してきた。
1睾 1企画方針・活動分野

上記の開設主旨にもとづき、“まだ評価の定まらない"新しい表現を紹介することに努めている。日本の現代美術を

代表する作家16名のグループ展「椿会展」、中堅クラスの作象を紹介する「SHiSEIDO GALLERY
ANN∪ AL」 、海外在住の若手作家を発掘する「海外新進日本人作蒙紹介展」を定期的に開催、また海外の新しい動
きを紹介する国際交流展にも力を入れている。

|■ :設立経緯・目的

創業100年記念事業の一つとして、中部本部ビルを建設するにあたり、地域への社会貢献を重視し、地元から要望
の強かったクラシック音楽専用の中規模ホールを併設することとした。

犠1企画方針・活動分野

クラシックコンサート専用ホールとして、ホールの特性を生かした室内楽中心の自主企画を開催。地域に根づいた

文化情報の発信地となることをめざす。

田 (株 )神戸セントラル開秘 8年9月口|〒 650兵庫県神戸市中央区北野町1{□Ю78‐291-1100

|■設立経緯・目的

文化、情報は東京―極に集中する傾向が強く、日本文化の大半は東京から発信されるといわれている。そんなな
か、地域との結びつきを大切にしながら神戸の持つ先取り精神や国際的な開放気質、ノヽイセンスでスマートな土地
柄を基盤に新しくユニークな文化育成に積極的に取り組んでいる。
11企画方針・活動分野

新しい文化・情報発信の活動を京阪神地区のみならず、全国へ展開。オリジナル作品を神戸で幕開けしたあと、全国
でツアー公演を行い、従来の「東京から全国へ」という流れを「神戸から全国へ」という流れに変えつつある。

227資生堂ギャラリー ギャラリー

しらかわホール コンサートホール

新神戸オリエンタル劇場 劇場

裏
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田朝日生命保険(相通薬)0年11月日〒163-91東京都新宿区西新宿1‐ 7-3新 宿西ロギャラリー通り□Ю3-3342
‐3111

櫂設立経緯・目的

道行く人々が絵画芸術を身近に鑑賞できるよう朝日生命本社ビル北側壁面を改装し、プロムナードギャラリーを

開設。

:1攣::企 画方針・活動分野

世界の超一流名画(複製画)等を「美術の流れ」「世界の美術館巡り」などのテーマに沿って展示。

■セゾングループ((株 )西友厖聰6年11月口〒130東京都墨田区江東橋4-27-14錦 糸町西武ザ・プライム6間口Ю
‐3846-0258

葺穀立経緯・目的

錦糸町西武の6階にある多目的ホールとしてオープンしたのが、1986年11月 5日。以来下町錦糸町の文化の拠点と

して精力的な活動をして今年11月 で開設10年 となる。

苺企画方針・活動分野

開設当初はセゾングループの下町拠点として下町の見直し(下町ルネッサンス)をテーマに地元と密着した企画を

中心に展開して知名度のアップをはかり、時間の経過とともに各種企画(音楽・美術展示・芸能・演劇・パフォーマン

スほか)に取り組み、現在にいたる。

新都心プロムナードギャラリー ギャラリー

スタジオ錦糸町 多目的ホール

い
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ストーンミュージアム 美術館 229
口 (株 )石の店山田口9年4月日〒761-01香川県本田部庵治町丸山6390-842Ⅸ)878-71-2200

:1::設立経緯・目的

三大石材産地の一つ庵治石材産地に立地。経営ビジョンである「石を通して社会へ貢献できること」を実践できな

いかと考えていたところ、1989年庵治、牟ネL両町で開かれた「石と上のフェスティノUレ石の彫刻国際シンポジウム」

で彫刻蒙たちの作品を作ったり、展示したり、発表したりする場所が少なしヽという声を聞き、何かサポートできな

いかと設立した。

:ヨ :企画方針・活動分野

テーマは「石」で、石を素材とした彫刻を展示。

3月 石と花展

5月～6月 ストーンミュージアム石の彫刻展

8月 夏休み企画展(大恐竜、化石鉱物展)

10月  三枝惣太郎展(庵治町出身彫刻家)

田(株 )ワ コールロB5年10月日〒107東京都港区南青山5‐6-2(XЮ3-3498-5793

緋設立経緯。目的

「文化の事業化」をめざしてオープンした複合文化施設。

'|さ企画方針・活動分野

テーマは「生活とアートの融合」。生活とアート(芸術)が美しく溶け合った、豊かなライフスタイルの実現をめざし

てきまざまな提案を行っている。それは美術・演劇・音楽・映像・フアッション・デザインなど質の高い芸術活動を

日常生活のなかで気軽に楽しむための提案であり、また、暮らす、食べる、装うといった日々の生活そのものをより

アーティスティックに演出するための提案である。

スパイラル 複合文化施設

l

機
躍 5 圏糠漁饉

電爾 |

■ ・

・ .層



第3章 1特集

230
ロセゾングループロЫ年日〒389-01長野県北佐久郡軽井沢町長倉芹ケ沢214(■Ⅸ)267-46-2020

率設立経緯。目的

1962年に設立された(財)高輸美術館を母体として発足。1981年 に現在の地である軽井沢に移転し、活動方針の根

幹を「現代美術」に定め、時代のさまざまな実験的創造の場としての美術館活動をめざす。

11:企 画方針・活動分野

現代美術の収集と展示を国際的視野をもって本格的な美術館の活動として継続していくこと。

ロセゾングループ((株 )西友泡r75年10月日〒171東京都豊島区南池袋1-28-■■)3-5992-0155

碁設立経緯。目的

芸術文化を通して、つねに時代精神の場でありたいという思想のもと、芸術文化と生活感覚を断絶させてはならな

いという発想を基盤に、現代の芸術文化のあり方を日常生活のなかに顕在させることを使命と考えなから、その活

動を展開している。

=:::企

画方針・活動分野

大きく分けて3本の柱から成り立っている。

1)時代の精神である現代美術の紹介。

2)美術の枠を超えた各ジャンルの優れた表現活動。
一

建築、デザイン、写真、音楽など。

3)すでに美術史のなかで確固たる評価の定まったものや、人類の文化遺産を新しい目で構成しようという試み。

セゾン現代美術館 美術館

セゾン美術館 美術館

|
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千疋屋ギャラリー ギャラリー 231

田 (株)京橋千疋屋塑B2年 5月日〒104東京都中央区京橋1-1-9千 疋屋ビル2闘鳳Ю‐3281‐ 0320

菫

'1:設

立経緯。目的

創立100周年と社屋の改築にともない、スペースができたため、京橋という場所で地域の文化に貢献し、なおかつ

女性のための作品発表の場として設立。

輩企画方針・活動分野

ファイバーワーク、染織、クラフト等の小規模な作品発表の場としてとくに女性の利用を歓迎。

口相模鉄道(株 )厖襲)0年2月日
‐〒245神奈川県横浜市泉区緑園4-3-2鍼K)45-813-1515

=:設
立経緯・目的

創立70周年記念事業の一環として開館。沿線の方々に気軽に芸術を楽しんでいただくスペースとして親しまれて

しヽる。

:=企画方針・活動分野

主催の企画展のほかに一般からの出展者を募り、「相鉄奨励展」として個展開催のサポートをしている。

田 (株 )横浜そこう口B5年9月日〒220神奈川県横浜市西区高島2-18-1横浜そこう6固Ⅸ)45-465-2361

III設 立経緯・目的

横浜・神奈川での文化施設の一つとしてより地域文化に貢献すると同時に、広く世界の文化にも目を向けたいとい

う考えから、百貨店内では全国で初めて、博物館法に則った本格的な美術館として、横浜そこうの開店とともにオ

ープンした。

薫企画方針・活動分野

洋画、日本画、工芸、彫刻、版画、書、写真など幅広いジャンルから、国内・海外の芸術品、また21世紀へ向けての新し

い芸術等の鑑貴啓蒙の場とする。また小ホールを使い、美術講演会等の活動も行う。

相鉄ギャラリー ギャラリー

そこう美術館 美術館

` ‐
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llllllllllllllllllllllllllllillllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

ヽ
「

L雷

盛置L

鵬 =

'1

t



第3章 1特集

232
ロソニー(株連聰9年7月日〒104東京都中央区銀座5-3-1ソニービル8階□Ю3-3289-5310

|#設立経緯・目的

音楽イベントをはじめとして多種・多様なソフトをソニーの最先端の八―ドを通じて提供する場として設立し

た。

業企画方針・活動分野

多種・多様なソフトをとりいれることであらゆるジャンルの方々に来館していただく場にする。とくに近年は、デ

ジタル回線を使つたマルチメディアイベントの強化をはかっている。

田第一生命保険(相 )E憂)5年9月日〒100東京都千代田区有楽町1-13-lEI)3-5221-3242

喜設立経緯・目的

本社改修工事にともない、1階を公開空地とすることになり、多くの人々に現代美術の鑑費の場と憩いの場を提供

するため一般に開放するスペースとして設立した。

こ企画方針・活動分野

北ギャラリー…脇田和画伯の作品を常設し、年に数回作品の入れ替えを行う。

南ギャラリー…VOcA展 の入賞作品の常設展、VOCA展 入賞作蒙の個展、年に数回の企画展を開催。

SOMIDO HALL 多目的スペース

第一生命ギャラリー ギャラリー

だいしホール コンサートホール
田 (株 )第四銀行□Ю2年11月日〒951新潟県新潟市東堀前通七番町 071-1日質)25-229-4111

華:::設立経緯・目的

1992年、本店の増改築時に地域貢献施設として建設。

1,i企 画方針・活動分野

方針…新潟県内の音楽家に演奏の場を提供し、育成の一助とする。質の高い演奏会を行い、地域住民に鑑賞の場を

提供する。

特色…ホールの特性を最も生かすことのできる生音楽(と くに室内楽)の コンサートを中心としている。

酢豪.騨彗
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大丸ミュージアム・梅田 美術館 233

口 (株)大丸口B3年4月日〒530大阪府大阪市北区梅田3-1-1大丸大阪梅田店12階□Ю6-343-1231

華:設立経緯・目的

幅広い分野における有意義な話題性に富む展覧会を企画することにより、芸術に接する楽しさへの人々の期待を

十分に満たす役割を果たす。

■企画方針・活動分野

著名な芸術作品を展覧すると同時に、今日の芸術尿たちを紹介し、地域社会の人々に知的刺激にふれる楽しみと情

報を提供する。

口田崎真珠(株通聰3年11月日〒650兵庫県神戸市中央区港島中町6-3-2田崎ビル創望Ю78-303-7666

:11設 立経緯・目的

地域住民の文化活動の向上、促進のため。

|=企画方針・活動分野

一般利用を中心に、多妓、多種にわたるイベントの実施、および音楽発表会等で利用しやすいような運営。

田 (株)千葉銀行日90年 6月口〒103東 京都中央区日本橋室町1-5-3千 葉銀行日本橋支店2階□03‐ 3231
‐2735

r子:設立経緯。目的

日本橋支店ロビーにてお客様の作品展を開催していたが、支店の改装を契機に千葉県美術会の協力を得て、千葉県

の芸術文化振興の一助となることを願って1990年6月、日本橋支店の2階に常設の画廊「ちばぎんアートギャラリ

ー」を開設した。

:基1企画方針・活動分野

千葉県在住の作家を中心に、洋画・日本画・彫刻・工芸などの優れた作品を展示。これまで百十数回の絵画展等を開

催し、延べ約4万5000名のお客様にこ鑑賞いただいた。毎年6月 に開設記念展、年末・年初に準企画展を実施して

いる。

田 (株 )千葉銀徊國Ю年5月日〒266千葉県千葉市緑区椎名崎町992-αⅨ〕43-292-8471

:11設 立経緯・目的
「ちばぎんひまわリコンサート」は、地域の皆様とのふれあいと、爽やかなひとときを過ごしていただけるよう、1989

年5月より当行おゆみ野センター(電算センター)敷地内の「ちばぎんおゆみ野ホール」にて発足した。

|=:企 画方針・活動分野

毎年5月に開催。おゆみ野周辺を中心とした地域社会への貢献およびイメージアップをはかることを主旨とし、1996

年度は、女性4人組によるサクソフォーンの四重奏、昨年度は「ハープトリオクラシックコンサート」を行った。

田崎ホール 多目的ホール

ちばぎんアートギャラリー ギャラリー

ちばぎんおゆみ野ホール コンサートホール

l
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田中部電力(株通弱3年5月日|〒461愛知県名古屋市東区東新町■■)52-951-6908

希設立経緯・目的

主に社内行事に利用し、支障かないかぎリー般にも開放し、利用していただく目的で中電ホールが設目された。
華企画方針・活動分野

営利を目的としない地域の文化振興に寄与する行事に優先的に貸し出す。とくに学生、アマチュアのグループ、公
益的な団体を優先する。

田 (株 )中 日新聞社口Ю6年5月日|〒460愛知県名古屋市中区栄4-1-1中日ビル9階置Ю52-263-7171
‐

'ヽ

|:設立経緯。目的

1996年 、直営の演劇専用劇場として生まれ、地域文化の向上をめざす。
1■企画方針・活動分野

商業演劇を中心にミュージカルから歌舞伎、舞踊、コンサートまでバラエティに富んだ公演で演劇フアンに親しま
れている。今後は車椅子の拡大、聴覚障害補助装置など、障害者に優しい劇場づくりを推進していく予定。

ロフジサンケイグループロЮ9年8月口〒250-04神 奈川県足柄下郡箱根町ニノ平1121EK)460-2-1161

轟設立経緯・目的

産経新同社、フジテレビ、ニッポン放送を中核とするフジサンケイグループが彫刻芸術の振興と日本文化の向上に

寄与したいとの理念から設立。現在、自然と彫刻芸術の日和、豊かな環境芸術を創造していくことをめざしてい
る。

:書:企画方針・活動分野

主に彫刻展を企画開催する。1994年 に25周年を迎え、今後、今まで所蔵してきた作家たちの個展やグループ展を
企画したいと考えている。

中電ホール 多目的ホール

中日劇場 劇場

′r・

れ '

彫刻の森美術館 美術館
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田大日本印刷(株)口91年 11月日〒530大阪府大阪市北区堂島浜2-2‐ 28堂島アクシスピル1階□06-347
‐8780

詳:設立経緯・目的

これまでのギャラリーの概念にとらわれることなく、ワールトワイドな視点に立ってグラフィックデザインのジ

ャンルで活躍する作家を紹介していく展覧会活動を通じて、グラフィックデザインを多くの方々に楽しんでいた

だき、各種の情報交流の拠点をめざす。

|=企画方針・活動分野

国内外から気鋭のデザイナーを招聘。レクチャー・ギャラリートークあるいはオープニングパーティを通じて、企

業・文化・教育に携わる方々から学生まで幅広く交流を深めていく。また最新の印刷技術とともに伝続的な技術に

も目を向けて印刷とデザイン・素材に関するさまざまな情報を提供していく。

田 (株)東遡医2年 11月日〒206東京都多摩市落合1-33‐ 1日■)423-38-1048

‖設立経緯。目的
テクノアート・ミュージアム「T―BRA!N CLuB」 I劇 992年11月東京国際美術館(多摩市)の開設と同時に同美

術館の5階に「テクノロジーとアートの出会い」の名のもとに設立。

■企画方針・活動分野
150イ ンチの人イビジョンシアターやその他のハイビジョンギャラリー等で国内外の美術作品を映像として鑑賞

できる。さらにAVエデイティングラボ。CGラボ・DTPラボ等を備え、「丁ECHNO‐ ART SCH00L」 とし

て、セミナーを行うほか、丁―BRA!N CL∪ B会員にオリジナル作品の創作の場を提供する。そのほかにビデオ

アート、メディアアート等の分野における学生の作品の展示会等のイベントを行う。

235DDDギ ャラリー ギャラリー

T―BRAIN CLUB 美術館

―
円
「
＝
‐ 一繊



第3章 1特集

田帝人(株)274年6月日|〒 541大阪府大阪市中央区南本町1-6-71賓 )6-268‐ 3131

蕪設立経緯・目的

当初は会社の福利厚生施設として設立し、株主総会、文化祭、コンサート等に利用されていたが、その後帝人セント
ラル興産(株)が運営を受話し、社内および一般にも貸ホールとして営業を開始した。
華企画方針・活動分野

邦楽・演劇。講議会等に最適な多目的ホール。演劇の若手育成援助という主旨で、2月、8月を演劇祭りとして、費用
を割安で提供。

口東海テレビ放送(株厖聰9年 11月日〒461-01愛知県名古屋市東区東桜1-14‐271Ⅸ)52-954-1165

テイジンホール 多目的ホール

テレビアホール 多目的ホール

1喜設立経緯・目的

企業のイメージアップをはかるとともに、地元の文化発展に寄与。

TOKYO FMホ ール 多目的ホール
口 (株)FM東京辺B5年10月日|〒107東京都千代田区麹町1-71致〕3-3221-0880

236
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東京ガス・銀座ポケットパーク 多目的スペース 237
■東京ガス(株 )□B4年4月日|〒104東京都中央区銀座7-9-1[燿 K)3-3573‐1401

1'1:設立経緯・目的

都市生活に深いかかわりを持つ企業であり、「アーバンライフ・クリエーター」としての企業姿勢を具体的に示すた

めに、広い切り□から生活文化情報を発信する拠点として設立。

1:企画方針・活動分野

事業色を出さすに、1階～3階を使用して「オリジナルな生活文化企画展示」「建築・都市情報」「コンサート」「食、カ

ルチャーセミナー」をバランス良く実施。

田 (株)ベネッセコーボレーションロЮ4年4月日|〒 206東京都多摩市落合1-34ベネッセコーボレーション東京支

社 1陣望目0423-56-1049

書設立経緯。目的

東京支社多摩ビル建設にともない、地域に開かれた文化施設として開設。企業哲学Benesse(ラテン語のbene+
esseの造語で「よく生きる」の意)を表現するコーボレートコミュニケーションの場。

|=企画方針・活動分野

企業内美術館ではあるか、企業所有の美術品展示ではなく、優れた商品、サービスや広告等の企業活動そのものを

アートととらえて社会に発信していくのがコンセプト。第1回「ベネトンの広告展」から第5回「Weicome to
Machintosh clasSr00m展」まで、2年間で5つの企業をとりあげ、10万人以上の入館者を迎えている。

東京コーポレートアート・ミュージアム 美術館

IL
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■東日本旅客鉄道(株涯聰8年4月日〒100東京都千代田区丸の内1-9-■質)3-3212-2485

輩設立経緯・目的

駅という最も身近で便利な環境を生かしなから、さまざまな芸術を紹介することで地域に根づいた文化活動を支

援していくことを目的に設立した。

,::::企画方針・活動分野

東京駅赤煉瓦駅合の皇居を望む眺望、風合い豊かな赤煉瓦壁の空間という恵まれた環境を生かし、「小さくとも本

格的な美術館」をめざして幅広いジャンルの企画を行つている。また、将来を担う若い芸術家の支援を進めてい

く。

■東京電力(株 )[姜〕6年3月日〒104東京都中央区銀座8-8-■■)3-3501-8111

|1設立経緯・目的

“明日をひらくエネルギー"の スローガンのもと、豊かな暮らしや文化の創造に向けて積極的な活動を行う。その一

環として、ジャンルにこだわらない“時代をひらくアート"を紹介する空間を開設した。当ギャラリーを媒介にし

て、未来に向かって羽ばたくアーティストたちとお客様との出会いがひろがり、深まっていってくれればと願う。
そして、それによつて21世紀が文化の薫りあふれる時代になればと。

■企画方針・活動分野

1)芸術文化発展へ寄与するとともに若手アーテイストの育成を支援する。
2)銀座における独自性のあるギャラリーをめざし、芸術を通したお客様とのふれあいを実践する(立体造形作品の

展示を中心とする)。

3)ビジネスと本格アートとの融合・調和を実践するギャラリーをめざす。

東京ステーションギャラリー 美術館

東京電カプラスマイナスギャラリー ギャラリー
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排設立経緯・目的

良き企業市民として地域社会と共生する企業をめざし、1975年から9年間一般の方々が無料で利用できる展示専
用スペース「トウキョウ マリン テラス」を設けていたが、ビル建て替えにともない体館となった。1990年 12月 よ
り本館ビル1階に新たにバブリックスペース「トウキョウ マリン ギャラリー」(約 170m2)を 開設し、現在にいた
ってしヽる。

#1企画方針・活動分野

東京丸の内という立地条件を生かし、広く市民に絵画・写真・書道・手芸・工芸などアマチュアグループの発表の場
として無償で利用されている。ただし、宣伝営利を目的とするもの、政治・宗教・思想に関するものは利用できな
い。

口東武鉄道(株 )。 (株)東武百貨店口Ю2銅日〒171東京都豊島区西池袋1-11-■【)3‐ 5391-3220
||:設立経緯・目的

東京のターミナル拠点のなかで開発の遅れていた池袋駅西口再開発に際し、新しい拠点計画の文化的中核として
設立。東武グループの文化活動の結晶である同館は、文化庁の指導のもと、商業ビル内では初の本格的美術館とし
て誕生し、国宝や重要文化財など内外の超―級の美術品も展示可能である。

奪:企画方針・活動分野

池袋という立地条件を生かし、大勢の人々か気軽に、便利に、快適に本物の芸術を堪能できる美術館をめざしてい

る。また、その規模や近代的設備をもって、内外の美術館や収集家の信頼を得て作品を貸与してもらい、質の高い、
国際的に通用する展覧会を開催する。またコレクションの充実もはかる。

239トウキョウ マリン ギャラリー 多目的ホール

東武美術館 美術館

-2-1ビ]D3-3212‐ 6211
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口同和火災海上保険(株 涯K)2年 8月日〒104東京都中央区日本橋茅場町3‐9-10プ ロードスクエアビル1日配Ⅸ)3
‐5641‐ 1382

1ヽ1設立経緯。目的

芸術文化に対する関心かちょうど高まってきている時期、企業として社会への貢献も不可決と考え、才能を秘めた

若い芸術家たちに創作活動の展示発表の場を無料で提供する支援目的で開設。

i輩企画方針・活動分野

才能ある着手芸術家(20代～30代前半)に無料で発表展示の場を提供する。

口佐藤工業 (株涯ら7年12月 日|〒930富山県富山市本丸1-3"K)764-32-9031

同和火災ギヤラリー ギャラリー

富山美術館 美術館

=設
立経緯・目的

美術品の収集・保存および公開を行い、もって日山県文化の向上発展に寄与する。

■1企画方針・活動分野

茶の湯の美術を中心とした東洋の古美術に関連する展観・収集・調査研究。

口 (株)ベネッセコーポレーションロЮ2年7月口|〒 761-31香川県香川郡直島町夢弾地□Ю878-92-2030

1鷲設立経緯・目的
ベネッセコーボレーションの企業哲学である“Benesse"(よ く生きる)を、実際に体験して感じていただくた

め、瀬戸内海の自然と現代アート、建築か調和・対比した施設として設立。

磐企画方針・活動分野

直島という地域に根ざしつつ、国際的なスタンスで活動する。ヨーロッパ、アメリカの1950年 代以降の現代美術作

品、および現代の若手作家の作品の収集。展覧会より、作品収集を中心とした活動を行う。

直島コンテンポラリーアートミュージアム ギャラリー

遍島■■■

甲躍霊
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長島美術館 美術館 241
1田[長 島商事(株 )□B9年 10月日〒890鹿児島県鹿児島市武3-42-だ痙Ю99-250-5400

華::設立経緯。目的

収蔵美術品は長島企業グループ創立者、長島公佑が永年にわたり収集したもので鹿児島市制施行100周年のな
か、これを記念して地域の発展に貢献できればと開館した。

熱企画方針・活動分野

地元出身の作家を中心とした作品をはじめ外国作品は教材などでなしみのある絵画および彫刻。陶磁器は薩摩焼
を中心に地方の窯別に展示している。

田南海放送(株涯聰8年10月日〒791-11愛媛県松山市井門町113∝家)89-958‐ 1711

華:'設立経緯・目的

創立35周年記念行事として地域文化に貢献。睦地梅太郎作品と資料の収集・展覧。地域の文化向上のため、版画作
家展以外に現存・故人を同わす作品展をする。

辮企画方針・活動分野

建地梅太郎の作品・資料の収集。作品の展覧。国内、県内の版画作家、また者い作蒙の作品を展示し、その活動を一般
に知らせる。焼物展、お香の会、能楽の企画を年1回のペースで企画している。

南海放送サンパーク美術館 美術館

■■■
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242
■日本生命保険(相 涯Ю3年10月 日〒100東京都千代田区有楽町1‐ 1-1口Ⅸ)3-3503-3111

:=設立経緯。目的

創業70周年を記念して、舞台芸術の普及と振興を通して心豊かな社会づくりの一助となるべく建設された。現在

でこそ企業の文化支援活動・メセナは、国民の総意を得て、企業に要請があるか、60年代においては、企業利益を文

化へ還元することにつしヽて、社会一般の認知度は低く、多くの理解を得ることは困難であった。しかし、日本にメセ

ナという概念すらなかった時代に建設されて以来、日生劇場は内外の質の高い舞台芸術、音楽を世に送り出し続け

ている。

,1,企 画方針・活動分野

管理運営は、事業の公共性に鑑み、財団法人ニッセイ文化振興財団がこれにあたっている。同財団は、広く国民の情

操を養い教養を高めるため、優れた舞台芸術を提供するとともにその向上をはかり、もってわが国の芸術文化の振

興に寄与することを目的としている。その目的達成のため、子供のためのミュージカル「ニッセイ名作劇場」、青少

年のための「日生劇場オペラ教室」、「日生劇場国際児童フェスティヴアル」の主催、海外舞台芸術の招聘等ひたすら

優れた舞台芸術の公演に努力してきた。また、舞台技術者を育成し支援する「日生劇場舞台フォーラム」の開催、さ

らに舞台を裏から支える「裏方さん」の育成。支援が目的の「ニッセイ・パツクステージ賞」の表彰を行っている。ま

た、以上の自主事業のほかに一般演劇に月極めの劇場貸与も行っている。

田日本信販(株通黎)2年6月日|〒113東京都文京区本郷4-1-1日本信販第3ビル1日配I)3-3817-1444

,::11設立経緯・目的

文化支援の一つとして発足。地元文京区民や、若手のアーティストらに作品の発表の場を提供すべく、「人々に開か

れたアートスペース」を目的として運営を開始。

滋企画方針・活動分野

年間、12回展覧会を開催している。すべて、企画展で国内外のアーティスト(若手中心)や文京区に暮らす人々の作

品を展示している。絵画・アート展のみではなく、伝続芸術や工芸・写真など幅広い内容の展示会を心かけている。

■1嘉納治兵衛(白鶴酒造七代目)【X34年 5月日〒658兵庫県神戸市東灘区住吉山手6-1-■■)78-851-6001

:::設立経緯・目的

茶人であり美術愛好家であった白鶴酒造の七代目嘉納治兵衛(鶴翁と号す、1862-1951)は 、半世紀にわたって収

集した美術品が、将来散逸したり、死蔵されることを憂え、古稀を記念して美術館を建設し、収集品の保護と、社会

一般に公開して美術思想普及の役に立てたいとの趣意により、1931年財団法人白鶴美術館を設立。住吉川のそば

の景勝の地を選び美術館の建設に着手した。設計施工は竹中工務店に委嘱し、昭和の代表建築たるに恥じない白鶴

美術館が1934年5月 22日竣工し、5月 26日 に開館した。

日生劇場 劇場

Nippon Shinpan NICOS Ca‖ ery ギャラリー

自鶴美術館 美術館
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60企業の芸術文化施設要覧

奪企画方針・活動分野

美術および考古学上の什宝の収集、保存、展観ならびにこれに関する研究、調査をなし、あわせて美術工芸に関する
指導奨励を行う。

■(株 )博品館本社口78年10月 日|〒 104東京都中央区銀座8-8-1■К)3-3571‐ 1003
li::毅立経緯・目的

オーナーの考えにより、銀座という国内一の立地条件に、いわゆる大劇場でも単なる貸しホールでもない、オフ・プ
ロードウェイを意識した商業ベースが基本の劇場を設立。
蜂企画方針・活動分野

演劇、ミュージカルが中心だが、とくにジャンルを問わすコンサートから落語、古奥まで公演は多岐にわたる。基本
的には大人が楽しめるエンターテイメントを中心に企画・製作している。

口 (株)横浜銀行□Ю3年 12月日|〒 220神奈川県横浜市西区みなとみらい3-1-1□Ю45-225‐2173

1華設立経緯・目的

本店移転にともない、みなとみらい地区の街づくりに協力して本店内に文化施設を建築。地域の方々に文化芸術に
親しむ場を提供することを目的としている。

ii企画方針・活動分野

広く地域の方々に親しんでいただけるもの。

243

博品館劇場 劇場

はまぎんホール ヴイアマーレ 多目的ホール

零琴奮
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■ (株)朝 日新聞社2Ю2年11月日|〒104-11東京都中央区築地5-3-2Ⅸ )3-5541-8710

浜離富朝日本一ル コンサートホール

:諧設立経緯・目的

東京本社の文化発信基地として設立。

業企画方針・活動分野

クラシック、邦楽、ポピュラーなど音楽公演。

林原美術館 1美術館

□1(株)林原厖64年10月 日〒700岡山県岡山市丸の内2-7-1●蟹)86‐223‐ 1733

番設立経緯・目的

岡山の実業家で東洋古美術の熱心な収集家であり、美術館建設の志なかばに逝去した林原―郎の遺志を具現し、氏

の多彩な収集品による、年数回のテーマ別企画展と、年1～2回の名品による特別企画展を開催することにより、地

域文化の発展に寄与。

il聡:企画方針・活動分野

東洋の古美術をいろいろな角度で紹介し、古来先人の残した民族の伝承文化と東洋文化の精神を提示、これら文化

を継承する人たち、および一般の愛好家に資することを願う。

ロセゾングループ((株 )パルコルシ3年 5月日〒150東京都渋谷区宇田川町15-1渋谷パルコパート1・ 9階口Ю3
‐3477-5858

:|::::11設 立経緯。目的

商業施設の付加価値づくりの一環として劇場運営をスタート。単なる付加価値づくりではなく、日本濱劇界の新し

い波をつくる。

米企画方針・活動分野

時代のマーケットの感性を反映したテイストを持つ作品づくりを通して、広く海外のスタッフとの共同プロデュ

ースワークを活性化し、日本の劇場シーンを世界的レベルのものにしていく。

パルコ劇場 劇場
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ひろしま美術館 美術館 245
l■ (株)広島銀行厖78年11月日〒730広島県広島市中区基町34猛Ю82-223-2530

鋼設立経緯・目的

創業100周年記念事業として設立。

華企画方針・活動分野

19世紀半ばのロマン派からエコール・ド・パリまでの外国作品コレクションより、約90点を美術の流れにそって展
π「:。

本館 第1展示室 くロマン派から印象派まで〉ドラクロワ、コロー、クールベ、ミレー、マネ、モネ、ルノワール、ビ
サロなど。第2展示室く新印象主義と後期印象派)スーラ、シニヤツク、ゴッホ、ゴーギャン、セザンヌ、ロートレッ
ク、ルドン、ポナールなど。第3展示室 〈フォーヴィスムとピカソ〉マチス、ヴラマンク、トラン、デュフイ、マル
ケ、ビカソ、プラック、レジェなど。第4展示室 〈エコール・ド・パリ〉ローランサン、ユトリロ、モディリアーニ、パ
スキン、フジタ、シャガールなど。

口 (株)朝 日ビルディング四粥年4月日〒530大阪府大阪市北区中之島2-3-1〔 燿Ю6-231‐ 2221

奪1設立経緯・目的

国際的な音楽祭を行うために設立、以来今年の春でフェスティバルは38回を数える。

毒企画方針・活動分野

1958年 、日本初の本格的コンサートホールとして開館し、国際的な音楽祭を開催しようと命名されたフェスティ
バルホールは、創設以来、毎年春に「大阪国際フェスティバル」を開催。カラヤン、バーンスタイン、ベルリン・フィ
ル、ウィーン・フィルなど世界の一流の音楽家がこぞつてこの舞台を踏んでいる。

口 (株)佐多商会厖79年4月日|〒105東京都港区虎ノ門2-5-1〔稟Ю3-3501-9123

締設立経緯・目的

フアインアートとしての写真を普及させ、写真文化の向上と情操に貢献する。
:::企 画方針・活動分野

写真を技術と表現との両面から評価し、展示と販売を目的とする。オリジナルプリント(写真)の市場の確立と同時
に、写真作家の育成と支援を心かける。ギャラリー独特の企画展を開催し続ける。

フェスティバルホール コンサートホール

フォト・ギャラリー・インターナショナル ギャラリー
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■(株)福岡銀衝 5年8月日〒810福岡県福岡市中央区天神2-13-■Ⅸ)92-723-2801
1鰐

::設 立経緯・目的

地域とともに生きる地方銀行として、地域の文化活動に貢献する。

■企画方針・活動分野

自主企画は、行員・取引先などを招待する無料コンサートのみ。貸事業は、銀行の公共性を損なうことのないよう催

し物の内容を厳選している。

■飛島建設(株厖Юl年11月日〒102東京都千代田区三番町6-1日Ⅸ〕3-3288-6505

挙|::設 立経緯・目的

グループとして絵画のコレクションを保有しており、これらの一般公開。社会とのコミュニケーションの場の提

供。
11:企画方針・活動分野

1)「 見る美術館から楽しむ美術館」のモットーのもと「生活のなかにアートを定着させ、豊かな社会づくり」。

2)活動分野は、シャガールを中心にした展開と地球環境と美術シリーズの二つ。

■1石橋正二郎((株 )プリヂストン創業者通ら2年 1月日〒104東京都中央区京橋1-10-1プ リヂストンピルF観凛〕3
-3563-0241

纂:設立経緯・目的

石橋正二郎の美術コレクションを一般に公開するために設立。56年に文化・教育事業を目的とするけ石橋財団が

つくられ、美術館の運営を継承。都心のオフィス街の憩いの場と、ヨーロッパおよび日本の近代美術の流れを楽し

く概観・比較できる社会教育機関を提供する。

手企画方針・活動分野

所蔵美術品の常設展を原則とする。第1室…古代エジプト、ギリシャ、ローマの工芸品等。第2室…フランス印象派

とその周辺の絵画。第3・ 4室…ポスト印象派からエコール・ド・パリヘ続く20世紀前半代のヨーロッパ絵画。第5室

…明治以降の日本の代表的洋画家の作品。ロピ……西欧近代彫刻の代表的作品。

福岡銀行本店地下ホール コンサートホール

プティ ミュゼ 美術館

ブリヂストン美術館 美術館

・
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要設立経緯・目的

モノの豊かさから心の豊かさへ移行する時代に“文化発信基地"をつくり渋谷を発展させたいと願つて、日本初で

最大規模の複合文化施設を設立。良質の文化の育成、新しい可能性の支援、人、芸術、物の交流を促進する双方向文

化の追求を目的としている。

姜企画方針・活動分野

独自のプロデューサーズオフィス、フランチャイズ・オーケストラと劇団、オフィシャルサプライヤー、春秋2シー

ズン制、ソフト重視の機構と設備、「オーチャードホールアワート」「シアターコクーン戯曲賞」「Bunkamuraド
ウマゴ文学賞」などが特色。オーチャードホール、シアターコクーンでは「定期・定位置。同企画」を実践。

田 (株)紅三厖B3年 5月日|〒135東京都江東区新大橋2‐17‐12Ⅸ)3-3634-4141

247Bunkamura 複合文化施設

べニサン・ビット 多目的ホール

書:設立経緯。目的

大勢の演劇人の実験劇場を作ってほしいとの要望により設立。

#企画方針・活動分野

地域住民に受け入れられる演劇を中心に企画。

l口l野村不動産(株涯憂)2年3月日〒240神奈川県横浜市保土ケ谷区神戸町134横浜ビジネスパニク内□Ю45-333
‐6611

:二1設立経緯・目的

横浜ビジネスパークのアート空間の充実。

||=企 画方針・活動分野

(財)野村国際文化財団とタイアップしての若手芸術蒙支援。

ベリーニの丘ギャラリー ギャラリー

■
１
日
■
１
１

１
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l口K株)スルガ銀行口73年 11月日〒411静岡県駿東部長泉町駿河平□Ю559-86-1300

撃企画方針・活動分野
ベルナール・ビュフェ(1928～ :仏)の作品のみを約1,500余 点所蔵する、世界最大、唯―のビュフェ専門美術館。3
つのセクションがあり、優れた初期作か―堂に並′3ヽアネツクス、最新作のある本館、版画のみを展示するウイング

に分かれ、約300点か常設されている。

田旭光学工業(株)口Bl年10月 日|〒 163-04東京都新宿区西新宿2-1-1新宿三井ビル1階にЮ3-3348-2941

黎1讐設立経緯。目的
一眼レフ生産1000万 台突破の記念事業の一環として、1981年 10月 24日 にオープン。併設されているショールー

ム、サービスセンターとギャラリーで、「見る、触れる、語るイメージスペース」として、最新の写真映像の情報を提

供することを目的としている。

嗜企画方針・活動分野

独自の企画による内外著名写真家、新人写真家の写真展を、2週間単位で常時開催。また、出展作家を講師に招き、

月1本の割合で作家の講演やスライド映写による解説を行う写真教室を開催し、写真家の考え方や、ノウハウ、撮

影時の苦労話等の披目を行って、たいへん好評を得ている。別に栃本県益子町には、古今東西のカメラの,8機を集

め、写真発展の歴史を一望できるベンタックスカメラ博物館がある。

l■K株)松坂屋2劇 年3月日〒460愛知県名古屋市中区栄3-16-1

織設立経緯・目的

地域文化の担い手、情報発信機能の一環として位置づけ、地域文化への貢献を目的とし「生活と文化を結ぶマツザ

カヤ」のキャッチフレーズにマッチした姿勢を広くアピールする。

業企画方針・活動分野

百貨店内に位
=す

る美術館の特性を生かし、絵画作品を中心に多様なジャンルの企画展を展開する。

田 (株)グリーン・キャИ□Ю年7月日〒391-03長 野県茅野市蓼科高原4035アートラントホテル蓼科□Ю266-67
-2626

華:設立経緯・目的

館長高野の個人コレクションを公開する目的で高野所有のリゾートホテルに隣接して美術館を建設。その後美術

館の名にふさわしくあるべく施設の増築、専門職員の配E、 有議者による運営委員会の開設、またコレクションの

拡充を行う。

ベルナール・ビュフェ美術館 美術館

ベンタックス フォーラム ギャラリー

松坂屋美術館 美術館

マリー・ローランサン美術館 美術館

難
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奪企画方針・活動分野

世界唯―のマリー・ローランサンの作品のみを展示する美術館として、日―ランサン芸術の普及をはかり、広く理

解を求める。

田三井グループ三井物産他30社口B5年 5月日|〒164東京都中野区上高田5‐16-■■)3-3387-2211

請1設立経緯・目的

1965年 設立の本館の社会経済史研究所 (三井家300年の事業に関する資料13万点を収蔵)に続き、同家伝来の美

術工芸品約4000点 を収集、保管、公開し、調査研究を行うため1985年 に美術館である別館が設立された。
11戯企画方針・活動分野

別館は、茶道具では東京の5指に入る美術館である。ちなみに、本館の社会経済史研究所は江戸時代における商業・

金融、明治以降における財閥資本の動向につき研究図書を発刊している。

口 (株 )三越29年 10月日〒160東京都新宿区新宿3‐29-1新宿三越新館8口割薇〕3-3354-1111

華:設立経緯・目的

企業としての文化貢献、社会還元。三越各店の文化活動推進のための基幹としての役割(C.L)。

♯:企画方針・活動分野

絵画のみならす工芸、写真、フアッション、アートその他現代人のライフスタイルに合ったイベントを開催。ただ作

品を並べるだけではなく、会場デザイン、映像展示、解説パネルなどあらゆる手法を使ってわかりやすい「エンタテ

イメントミュージアム」を志向。

田三菱地所(株厖B9年4月日〒810福岡県福岡市中央区天神1-7-11イ ムズ8闊口
"2-733-2050

249

三井文庫。別館 美術館

三越美術館。新宿 美術館

三菱地所アルティアム ギヤラリー

傘穀立経緯。目的

文化支援事業の一環として設立。

■企画方針・活動分野

現代アートを写真、建築、デザイン等、幅広いジャンルで紹介。

哺椰
「

■躍‐
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口 (株)村内ファニチャーアクセスロB2年 11月日|〒192東京都八王子市左入町78■薇)426-91-6301

|:1設立経緯。目的

家具店を営んでいた村内道昌が、インテリアの総仕上げとしての絵画の販売を提案し、“ギャラリーむらうち"をオ
ープン。そのなかでバルビゾン派の絵画と出会い、研究、収集を始める。ある程度のコレクションのまとまつた1982
年、地域社会に根づいた企業の文化施設として、美術館を開館した。

|||1企画方針・活動分野

バルビゾン派と印象派を中心とした、19世紀フランス絵画の常設展示。より深く、展示絵画に親しんでもらうため

に、ギャラリートークを開催。

田日本メナード化粧品(株)口B7年10月 口〒485愛知県小牧市小牧5-25∝ K)568-75-5787

:|1設 立経緯。目的

創業者・野々川大介夫妻が中心となり収集した美術作品を広く一般に公開するため、1987年 10月 に開館した。化

粧品による女性の美に携わるうち、精神に真の豊かさをもたらす美術品への興味を深め収集を始めるようになっ

た夫妻の、美にふれる歓びを多くの方に感じてもらいたいとの思いか活動と運営の基盤となっている。

■企画方針・活動分野

所蔵作品はおよそ1100点 、内外の近。現代絵画を中心としたさまざまなテーマによる所蔵品展や特別企画展など

をほぼ2か月単位で開催し、所蔵作品をいろいろな角度から鑑賞できるよう独自の企画づくりを行っている。来館

者の安らぎのスペースであり、美と文化創造の場であることを望んでいる。

■1名古屋鉄道(株)2Юl年 1月日〒500餃阜県岐阜市徹明通1‐ 15岐阜メルサフアッション館8階□1058-266
-3030

||ヽ 1般立経緯・目的
岐阜地区に文化施設としてホールをつくり、地元に文化的還元をはかるとともに「多目的ゆえの不完全さ」の不満
をなくし、とくに音響的に充実した「音への配慮のあるホール」をめざし設立した。
11:企画方針・活動分野
「貸ホール業務」と「メルサホール主催の自主企画事業」の2本立てで地元演奏象のために「MELSA～街の音楽家
たち―シリーズ」を企画するなど、新鮮で魅力的な企画を打ち立てていく。

村内美術館 美術館

メナード美術館 美術館

メルサホール コンサートホール

◆   
“"
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ヤクルトホール 多目的ホール 251

田 (株)ヤクルト本社辺72年10月日〒105東京都港区東新橋1-1-1∝賓)3‐ 3574-7255
||::設立経緯・目的

1972年 10月 、社屋建設にあたり、事業収益の社会への選元を目的として設立した多目的貸しホール。

安田火災東郷青児美術館 美術館

田腱田火災海上保険(株涯ク'6年 7月口〒160東京都新宿区西新宿1-26-■Ⅸ)3‐3349-3081

=:設
立経緯・目的

新宿新都心の超高層本社ビル建設を機会に美術館の開設を計画し、1976年 6月に財団法人安田火災美術財団を設

立して同社の42階 に開設。社会公共のため広く一般に芸術鑑賞の場を提供し、文化向上の一端に貢献したいとい

う安田火災の美術館設立の願いに、同社とゆかりの深い東郷青児画伯が共鳴され、所蔵の自作約200点と同画伯収

集の内外作家の作品約250点を寄贈した。1976年 7月に、東郷青児美術館として一般公開。

|11企 画方針・活動分野

1)美術作品の収集、保存、公開。2)展覧施設の運営管理。3)優秀な美術家の表彰。4)新進美術家の育成援助。

田安田火災海上保険(株涯B9年10月 日〒460愛知県名古屋市中区丸の内3-22-2セЮ52-953-3717

:|■設立経緯。目的

当社は、地域の拠点となる自社ビルには地域貢献の施設を設置することを社是としており、からくり人形の伝続を

持ち、現在も非常に人形劇のさかんな中部地区にふさわしい施設として人形劇場を設立した。

■企画方針・活動分野

劇場の設置という八―ド面にとどまらず、地元の人形劇関係者のネットワークを組織し、共同できまざまな事業を

展開している。活動は、上演だけでなく、講座や脚本公募を通しての人形劇のレベルアップ、ジョイント公演などを

通じた県下の人形劇関係者の交流、ホールでの作品創造、月刊の情報誌の発刊など多岐にわたる。

安田火災人形劇場ひまわリホール 劇場
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田陵田生命保険(相 涯お1年10月日|〒160東京都新宿区西新宿1-9-■K)3-3342-6705

安田生命ホール 多目的ホール

八ヶ岳高原音楽堂 コンサートホール
ロセゾングループ((株 )西洋環境開発連聰8年9月日〒348‐ 13長野県南佐久郡南牧村大字海ノロSEIYO八ヶ岳
高原海ノロ自然郷内□Ю267-98-2131

菫設立経緯・目的

1974年 当別荘地のオーナーたちが自慢のレコードをホテルに持ち寄って鑑賞会を開いたのが発端。ホテルのロビ
ーでのサロンコンサートが内外の演奏家を招聘して毎月のように開催されるなか、専用ホールを要望する声が高
まり、たまたま演奏家として訪れたスヴャトスラフ・リヒテル氏のアドバイスもあり本の書きを生かした音楽専用
ホールが誕生した。

墨企画方針・活動分野

隔年のリヒテル氏、武満徹氏の監修による音楽祭(毎年9月に7～ 12コ ンサート)を核として、文化事業室で選んだ
(内外の一流もしくは有望な若手)演奏家、ジャンルにとらわれないか主としてクラシックを中心に、月に1度程度
の演奏会を開催。250席程度で一流の音楽をと頑張ってきたか、演奏蒙のギヤラを少人数では負担しきれなくなっ
ているのが現状。多目的ホールヘの移行を考慮中(ホテルの付属施設として)。

山口蓬春記念館 美術館
■東海旅客鉄道(株沌憂)2年10月 日|〒 240-01神 奈川県三浦郡葉山町―色232∝Ⅸ)468-75-6094

1,:設 立経緯・目的

山口蓬春夫人より山国家蔵の美術品および施設の提供を受けた(財)JR東海生涯学習財団が、画伯の偉業を後世
に残すために設立。

薙企画方針・活動分野

年5回の展示替えにより、画伯の人となりを紹介しなから美術品を楽しんでもらう。とくに吉田五十八氏設計の画
室には実際に入室可。日本庭国の維持につとめ、四季折々の自然を楽しんでもらっている。また、母屋部分では、日
本画教室、水彩画教室を開催し生涯学習活動を行っている。

田山崎種二(山種証券・山種産業創業者涯お6年7月日|〒103東京都中央区日本橋兜町7-12猛Ю3-3664‐6749

=,設
立経緯。目的

近。現代を中心とする日本画専門の美術館として、創立者山崎種二によって設立さオk今年度(平成8年度)で開館30
周年を迎えた。コレクションは、重要文化財・重要美術品十数点を含む2000余点を擁し、これまで300回を超す展
覧会を開催、開館以来、累計二百数十万名の入館者を数える。当財団の目的は、日本画を中心とする美術作品の収
集・保存および公開と日本美術や関係資料に関する調査・研究を行い、あわせて美術に関する知識の普及をはか

山種美術館 美術館

σ晰濶舅鐵
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り、社会教育機関としての役割を果たすことにある。

薫企画方針・活動分野

展覧会はすべて企画展で、毎年6回ないし7回開催され、10万名以上の入館者を見込んでいる。平成8年度は、4月 6
日より10月 27日にわたって、創立30周年記念展として「所蔵名品展 I～ΠI」および特別展「三人の巨匠たち――御舟・

古径・土牛」など、当美術館ならではの事業を展開中。また、日本画家新人の豊竜門として社会的評価が定着してい

る山種美術館費展を、隔年で開催している(次回は平成9年度)。 このほか、公共および民間芸術施設とも提携し、当

館所蔵品の移動展を開催し、その全国的普及を果たしてもいる。

口睡畿日本鉄道(株厖お0年10月日〒631奈良県奈良市学園南1-11-αⅨ)742-45-0544

琳設立経緯・目的

日本美術および関係諸文化に関する資料を収集し、その研究および鑑賞を奨励し、国民の教養と新文化の創成に資

するとともに、世界の文運に寄与し、人類の平和と親睦とに貢献するをもつて目的とする。

1::企 画方針・活動分野

年8回の展観。特別展は他施設から美術品を借用し展示。7回の所蔵品展はテーマを定めて展示する。(たとえば「江

戸時代の絵画」「中国の陶磁」等)。毎週土曜日学芸員による列品解説を行う。1展観に1回 日曜美術講座を開催す

る。
「ヽ

253

大和文華館 美術館

多目的ホールヤマハホール
■ヤマ八(株涯お4年4月日〒104東京都中央区銀座7-9-14ビЮ3-3572-3139

1:::::::設 立経緯・目的

東京に理想的な音楽堂をという願いをもとに設計され、コンサートを主体としなからも、各種イベントの利用機能

をも持つホールとして設立された。
:摯企画方針・活動分野

設立当初より独立法人としての形態をとっているため貸館業務を主としているか、自主企画を行う場合には、クラ

シックのみならず、ポピュラー全般をも視野に入れ、銀座という地域性や感性にマッチした音楽をと心かけてい

る。また採算性は無視できないものと考える。

i■]目|

鼎
Ｊ

Ｉ
‐

,,縦



254

第3章 1特集

田匡井不動産(株 )。 相模鉄道(株通整)4年3月日|〒 221神奈川県横浜市神奈川区栄町5-1ヨ コハマクリエーション

スクエア1階□Ю45-461-3033

:14設 立経緯・目的

横浜駅東口にあるポートサイド地区において、「アート&デザインの街」という地域開発のコンセプトに合わせ、三

井不動産株式会社と相模鉄道株式会社により20階建てのビル「横浜クリエーションスクエア」が誕生し、地元の人々
へのメセナ活動を目的として、「ヨコ八マ ポートサイド ギャラリー」がその1階に設立された。

熱企画方針・活動分野

上記2社、および(株)東京画廊、(株)佐谷画廊、(株)南天子画廊、(有)上田カルチャープロジェクツ、(有 )ヒ ノギャ

ラリーの5画廊で構成するYCSアート委員会が企画・運営にあたつている。年間5～6日程度の企画展を行い、欧

米・アジアの作家展、写真展、日本の現代美術展など、社会性、公共性のある幅広い視野をもって活動している。

田 (株)北海道銀行日u年3月日|〒 060北海道札幌市中央区大通西4北海道銀行本店ビル1階□Юll-261-7111

=設
立経緯。目的

1986年 優れた芸術活動を続けている地域の方たちに発表の場を提供する目的で、道内金融機関としては初の常設

ギャラリーとして設立したものを、1991年道銀文化財団設立時よりひきついで運営。

輩:企画方針・活動分野

絵画、版画、彫刻、陶芸、工芸およびこれらに類するもの(入場料の徴収や販売を目的とする展示には使用不可)。

田森ビル流通システム(株厖聰2年4月日〒150東京都渋谷区神宮前1-11-6EЮ 3-3475-0411

:諄設立経緯・目的

街づくりには文化が重要であり、また、新しいアーティストの発掘を目的としている。

無企画方針・活動分野

フアッションにかぎらず、文化面でも一歩進んだ企画を発信していきたい。とくに、新しいアーティストの育成。

ヨコハマ ポートサイドギャラリー ギヤラリー

らいらっく。ぎゃらりい ギャラリー

ラフォーレミュージアム原宿 多目的ホール

晰
墨
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60企業の芸術文化施設要覧

ロセゾングループ((株 )リ ウボウイングストリー)口Юl年4月日l〒900沖縄県那覇市久茂地1-1… 1リ ウボウ7階
□(〕98-867-1303
1兼設立経緯。目的

沖縄県内では初めての多目的ホールとして設立。ギャラリー、映画上映、ビデオシアター、講演会、ミニコンサート

等の会場として、自由な発想で使いこなせる空間を提供。地域に貢献するデバートの文化事業の一環として、地域
の活性化と情報の発信をはかることを目的とする。

輝企画方針・活動分野

1)地方の特色を出した企画―――――島唄の若手アーティスト、沖縄芝居から発展した新芝居等の定期公演を開催。沖縄
の優れた伝統芸能を現代的に解釈、アレンジしていく試みを応援する自主企画事業。
2)世界の映像芸術の紹介

―
アジア、ヨーロッパ、ロシア映画の話題作の上映。監督特集の映画上映。地元の映画フ

ァンのニーズに対応。

3)貸ホール事業――――多目的ホールとして、地域の方々へ表現のスペースを提供。

25うリウボウホール 多目的ホール

，ユ
|
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国・地方自治体の芸術文化支援

芸術文化政策の 6年
一

結果 と展望

電通総研研究部部長・チーフプロデューサー

伊藤裕夫

1990年代をふりかえる

平成 2(1990)年は、わが国における芸術支援元年とも呼ぶべき年であっ

た。芸術文化振興基金が創設され、企業メセナ協議会が誕生し、また毎年市

の予算の 1%を運営費に充てるという水戸芸術館が設立された。

そして 6年
一

。その後も、いくつか芸術文化をめぐって、新たな動きが

あった。とくに今年からは、文化庁の新しい施策「アーツプラン21」 もスタ

ー トする。

この 6年間に、芸術文化を取 りまく環境はどのように変わり、また変わら

なかったか ?

本稿では、この90年以降の文化支援 。文化政策の進展を検証することによ

り、前進した点といまだ解決していない問題点を摘出し、これからの文化支

援・文化政策の課題を考えてみたい。
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1990.2.14

2.20-22

3.22

3.28

3.30

4.24

企業メセナ協議会設立

文化政策国際会議 (文 化庁主催 )

水戸芸術館開館 (水戸市 )

シンボジウム「芸術援助政策を考える」 (芸 団協主催 )

芸術文化振興基金創設

経団連、i%クラブ設立、「企業の社会貢献活動推進委員会」設置 (5.25)

1991.2.3

4.1

4.25

第1回 全国文化の見えるまちづくり政策研究フオーラム (徳 島市 )

経団連に社会貢献部設置

慶応大学でアー トマネジメン ト講座始まる

1992.3.28   文化経済学会設立

1993.1

10.29

第 1回全国公立文化施設アー トマネジメン ト研修会

慶応大学アー トセンター設立

1994.2.15

4.1

7

9.30

11.25

企業メセナ協議会、特定公益増進法人認可 (寄 付斡旋事業 )

昭和音楽大学に音楽芸術運営学科開設

文化政策推進会議「新しい文化立口をめざして」提言 (文 化庁 )

財団法人地域創造設立 (自 治省 )

「音楽文化の振興のための学習環境の整備等に関する法律」公布・施行

19956.26   全国公立文化施設協議会が法人化 (社団法人全国公立文化施設協会 )

1996.4 文化庁、「アーツプラン21」 スタート



第4章 1国・地方自治体・財団等のメセナ活動 10国・地方自治体の芸術文化支援

国による芸術文化支援のスタンス

文化庁では、芸術文化支援における国の役割を「芸術文化活動は、もとよ

り国民自らの主体性 と創意にもとづいて行われるものであり、国の役割は、

広 く国民が芸術文化を享受するための条件整備をはかるとともに、個人や芸

術文化団体等の活動を側面から援助することによって、全体 として調和のあ

る芸術文化の振興をはかることにある」とし、そのための具体的な施策 とし

て、以下のような支援策を挙げている。

〈芸術文化の基盤の整備〉

①芸術文化振興のための制度やシステムの整備

②芸術文化振興に関する情報の収集・提供

③文化施設等の物的基盤整備

④芸術家等の人材養成など

〈芸術活動そのものに対する支援〉
国際的、全国的観点から、わが国の芸術文化の水準を高めることに資する

ような中核的な芸術団体の基幹的な活動や、高度かつ野心的な活動に対する
助成

〈国民の芸術文化活動への参加機会の拡大と、地域における文化の振興〉

各種の芸術公演等の振興、地方公共団体等が行う文化事業に対する支援

(以上、有松育子「国の芸術文化支援 調和のある芸術文化振興をはかる」
『メセナ自書1993』 所収より)

「調和のある」とは、「芸術文化」にかかるのか「振興」にかかるのか、ま

た「調和」 とはどういうことなのか、気にならないわけではないが、以下、
こうしたスタンスに即して、この間の国 (文化庁)の施策を点検したい。

増加する文化予算とその内実

まず文化庁の予算の推移を見てみると、1980年代を通 じて300億円台で横
ばいであったのが、80年代末以降伸びはじめ、最近は一般歳出が抑制されて
いるなかで10%を超える高い伸び率を示している。なお90年からは、これに

加えて、芸術文化振興基金による芸術文化活動への助成も始まつているが、
こちらは年間20億～25億円でほぼ一定である。

このように文化庁予算自体は増えてはいるものの、問題はその内容である。

文化庁予算は、大きく文化財保護の充実にかかわる予算と芸術文化の振興
にかかわる予算に分かれ、両者の比率はほぼ3:1である。文化財保護の内

訳は、史跡等の整備・活用、国宝 。重要文化財等の保存、伝統芸能等の伝承、

259
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[文 化庁予算の推移]図表 1
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そして国立博物館整備運営からなり、芸術文化振興は、芸術創作活動等の推

進、地域における文化活動拠点の整備、第二国立劇場 (新国立劇場)の整備

促進、国立美術館整備運営からなっている。ちなみに、1996(平成 8)年度

文化庁予算案は総予算は約750億円で、これは前年度当初予算に比べ約82億

円増、伸び率は12.3%増 となっているが、このうち重点事項 として挙げられ

ている6項目の予定額 と内容はつぎのとおりである。

[1996年度文化庁予算の重点事項]図表2

●項             1996年 度予定額 [億円]内 容

アーツプラン21

[芸術創造活動の推進]

32.06 新しい文化立国にふさわしい創造的な芸術活動への支援

一
芸術文化のソフ ト期 の飛躍的拡充

―

文化のまちづくりの推進 6.47 地域の文化財や、多彩に展開される文化活動を

総合的に組み合わせた「文化のまちづくり」

文化財の保存 公開活用 24269 文化財を次世代への撻承と積極的な公開活用

11.25 若手芸術蒙等の養成、文化財保存技術等の継承

5.55 文化遺産の保存修復協力などによる国際貢献

国民文化の国際交流の推進

文化発信のための基盤整備 13277 国立博物館・美術館の整備拡充

新 しい国立文化施設の整備 [新国立劇場など]

文化情報総合システムの整備

―」
|

―

「

文化を支える人材の養成・確保

文化の国際交流・協力の推進



1● 国・地方自治体の芸術文化支援

アーツプラン21

さて、1996年度において最も注目されるのが「アーツプラン21」 と名づけ

られた芸術創造活動への支援である。これは従来からの、民間芸術等振興費

補助、舞台芸術高度化・発信事業、優秀舞台芸術公演奨励、日米舞台芸術交

流といった区分けで行われていた支援を、芸術創造特別支援事業、国際芸術

交流事業、芸術創造基盤事業と、芸術文化振興基金への補助金である舞台芸

術振興事業に組み直して、予算 も50%近 く増額 したものである (図表 3参
照)。

しかし金額が10億円増えたといっても、よくみればこの10億円は、芸術文

化振興基金への補助金で、これは後でみるように、最近の低金利で目減 りし

た基金の補填 といっていえなくはないものである。アーツプラン21の最大の

特徴は、予算が増えたということよりも、「わが国の舞台芸術の水準向上を

はかるうえで、直接的な牽引力となることが期待される芸術団体を対象に、

年間の公演活動を総合的に支援」 (文化庁)と される芸術創造特別支援事業

の新設にある。

[芸 術創造活動の推進事業の変化 (ア ーツプラン21の4事業)]図 表3
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民間芸術薔振興■補助

芸術創作活動促進

脅少年等芸術普及

その他

[1995年 :6億 96(Ю 万円]

舞台芸術高度化・発信事業

舞台芸術創作活動公演

海外フエステイバル等
への参加

[1995年 :13億 32∞万円]

優秀
=台

芸術公演憂励

[1995年 :1億 300万 円]

芸術目造特別支援事織

舞台芸術の水準向上の牽引

力となる団体への活動支援

[1996年 :10億 1700万円 ]

国際芸術交流事業

海外フエステ ィパル参加

[1996年 :8億 7400万 円 ]

芸術

“

造墨目亭業

若手芸術家姜成など

[1996年 :3億 14∞万円]

小計 :22億 5(Ю 万円

菫台芸術振興亭菫

芸術文化振興基金への補助金

[1996年 :10億 100万円 ]

日米舞台芸術交流
[1995年 :8500万円〕

i995年合計 :22億 1600万 円 1996年合計 :32億 6()()万円
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この特別支援事業とは、芸術文化振興基金のように多くの団体を対象に単

発的な事業助成を行うというのではなく、特定の芸術団体に対し、年間の自

主公演活動に対し、総合的・継続的 (原則として 3年間)に支援するという

もので、従来の支援策からは一歩踏み込んだものである。支援を受けるにあ

たっては申請を出す必要があり、音楽・舞踊・演劇の 3部門、各 7名の評論

家で構成される審査会によって選定される。この点も、従来の活動費補助が、

各分野の関係団体の推薦で決められていたのに比べれば、公開制 ということ

で一歩前進したといえよう。しかし申請要件や審査基準をみると、たとえば

音楽の場合は自主公演の数、団員の数などに一定の数値基準があり、基本的

には中堅以上の、ある程度評価の定まった団体でないと支援は受けにくそう

である (現に今年 5月 中旬に発表された対象団体
―

申請114団体に対し、

音楽 6団体へ約 5億円、舞踊 4団体に2億円、演劇 5団体に2億円
―

は、

ほとんどがそうであり、またすべてが在京の団体であった)。 審査基準など

は固定されたものでなく、今後、適宜見直しを行い改善するといわれている

が、いずれにせよ「特別支援」の意義が曖味であり、また 3年間という期間

もどんな根拠から出てくるのか、疑間とする声もなくはない。

芸術文化振興基金の 6年

1990年 に、政府が500億 円を出資し、また民間から100億円余を集めて創設

された芸術文化振興基金は、幅広い芸術文化事業を対象にした、公募方式に

よるわが国初の芸術基金として、芸術団体からも大きな期待が寄せられた。

これまでの助成実績 (1996年 は決定額)を挙げるとつぎのとおりである。

[芸 術文化振興塁金の分野別助成金額の推移]図表4

助成対象分野              1990  1991 1992   1993   1994   1995   1996

芸術創造普及活動 音楽 575    859    764    745    708    645    390

舞踊 76    142    146    112     93     80     60

演 劇 285    498    463    433    378    316    319

美衛 19     36     47     44     53     48 53

先駆的 実験的芸術

芸術の国際共同・交流

94    189    174    136    138    119    121

58    146    162    161    105     196    114

映画の製作 280   354   345   304   236   228    85

伝統芸能の公開

地域文化振興活動 [文化施設活動など]   430  482  440  408  263  249  262

文化振興薔及団体 [アマチユア活動など]  215  283  316  287  219  194  214

合計 [百万円]             2111  3134  2974  2753  2309  2078  1728

79    145    117    123    116    103    111
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助成総額は、初年度を別にすると、金利の低下もあって、91年の31億円余

をピークに年々減 り続け、96年度は17億円となっている。助成内訳は、職業

芸術団体の創造普及活動に対する直接助成が70～75%を 占め、ほかには文化

会館や美術館等の事業や、歴史的町並みや民俗文化財の保存、アマチュア文

化団体活動、伝統工芸等の保存伝承等にも出されている。総応募件数は全体

でほぼ1500件前後、うち 5～ 6割に交付されている。このうち、音楽と演劇

について、助成額の変化とともに、応募件数と実際の助成交付件数をグラフ

にしたのが図表 5である。

[音楽 演劇に関する助成額と応募件数・助成件数の推移]図表5

■音楽[助 成額]=‐ 演目[助成額]

演劇 [応募件数 ]

′′
/~~~~~~~~
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[百万円〕

200

助成額で見ると、ともに91年をピークに下がっている点では変わらない。

しかし応募件数をみると、音楽は150～200件 とこの間あまり変化はないが、

演劇は当初は少なかったのが92年以降急増し、現在250件を超えている。一

方助成件数は、音楽は助成額にほぼ比例して減っているのに対し、演劇は応

募件数が増えていることもあって横ばいである。そのため 1件あたりの助成

額は、音楽は650万～700万 円と安定しているが、演劇は当初は400万 円を超

えていたのが、最近は300万 円を切るまで下がってきている。

設立当初から、芸術文化振興基金の助成には、赤字事業を義務づけるもの

(事業経費から収入予定額を引いた額の半分ないし3分の 1と いった助成基

準のため、赤字が前提になる)と いう批判があったが、これがアーツプラン

21の舞台芸術振興事業でどのように変化するのか、注目されるところである。
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地方自治体の文化予算

つぎに、地方自治体による芸術文化支援について、この 6年間を振 り返る

ことにする。

昨年の当コラムで、日本文化行政研究会の中村順氏は、「文化行政は、こ

の20年間、自治体が主導的役割をになって切 り開いてきた行政領域である」

と書いている。たしかに地方自治体の文化行政は、1970年代、それまでの経

済成長がもたらした歪みから、地域社会の再生をめざして産声をあげた。文

化行政は、それまで教育委員会の下にあった文化担当の一部を首長部局に移

し、文化の視点から地域を見直す、総合行政的なものとして捉えられた。そ

れゆえ、それは芸術文化支援 というものではなく、むしろ余暇行政、生活行

政ともいうべきものであった。

それが80年代後半になり、地方自治体の文化予算 (文化財保護経費を除

く)が急激に増加しはじめる。80年代半ばには全都道府県・市町村あわせた

文化予算が2000億円程度だったのが、90年 には5000億円近 くなり、93年には

8000億円を突破する。94年は、景気後退による税収減もあり若干減ったが、

それでも文化庁予算の12倍 を超えており (文化財保護経費を含めると94年度

は9000億円近い数字になり、それは文化庁予算の15倍弱になる)、 予算額に

みる限りは、日本の文化行政は地方中心型であると言うことができる。

[地方自治体の文化予算(文化財保護経費を除く)の推移]図表6

■都道府県  罐市町村

[●円〕

1000

38お 8885388

l

祖

■

|



10国・地方自治体の芸術文化支援

しかし、地方自治体の文化予算の内訳をみるならば、その 3分の 2前後が

文化施設建設費で、また残 りの大半も文化施設の維持管理に使われており、

87年以降の文化予算の伸びは、文化施設建設費の伸びであったことがわかる

(図表 7参照。ただし、このデータは都道府県の予算のみであるが、市町村

も概ね同じである)。

[都道府県の文化予算の内容別推移]図表7

■文化施設建設贅 お
'文

化施設経費  |1芸術文化事業員

1500

88お 8885888

とはいえ、これはあくまで平均的な数字で、地方自治体の場合、都道府県

だけで も50近 く、市町村 となれば3000を超える数の自治体が存在する。その

なかには、きわめてユニークな文化行政を行っている例は、冒頭に記 した水

戸市をはじめ、少なくない。また自治体職員を中心に、文化関係者や市民を

交えた「文化の見えるまちづ くり政策研究フォーラム」 も、91年から毎年開

催され、自治体の枠を超えた文化行政のあり方の検討が始 まっている。国に

おいてもこの 2～ 3年は地域文化振興が大きな柱 となりつつあり、文化庁に

地域文化振興課が、また自治省が核 となって財団法人地域創造が設立 され、

パソコン通信による地域文化情報の交流 も始められるなど、これからの地方

の文化行政の展開には期待されるところが大きい。
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アートマネージメント研修

ところで、この 6年をふりかえるならば、文化政策の世界では「メセナか

らアー トマネジメント」への流れが、はっきり出てきたと総括できる。

わが国の文化行政関係者の間では、アー トマネジメントは文化施設の事業

促進のためのノウハウといった捉え方がいまだに強いが、しかしこの間、国

や地方自治体のみならず、大学やその他の民間機関でアー トマネジメント研

修が多数開かれ、それに対する認識も徐々に変わりつつある。

アー トマネジメントは、アメリカでは、社会が芸術文化に対しメセナを行

った際、それに対する芸術文化サイドのアカウンタビリティとして求められ

てきたものである。アカウンタビリティとは、単に助成金をどのように使っ

たかという会計責任だけでなく、文化活動がどのように社会に役にたったか

を説明する責任で、ここに芸術文化と社会との接点が問われるわけである。
一方、ヨーロッパではアー トマネジメントは、80年代の財政危機のなかで、

それまでの多大な文化予算を減額させることと、より広範な人々に身近な今

日的な芸術文化を創出することをめざして普及されてきた。

わが国にあっても、昨年年初の阪神淡路大震災で、一部の関係者の間では

文化行政の意味が問い直されたこともあり、また行財政改革のなかで、今後

地方自治体では文化予算はこれまでのように順調な伸びを示すことはないで

あろうことから、アー トマネジメントが単なる文化施設の運営術から、芸術

文化の社会的存在意義をめぐる論議へとシフトしていくことは間違いないと

思われる。

芸術文化と NPO問 題

最後に、先にも述べた大震災以来関心が高まりつつあるNPO(民間非営

利組織)と 芸術文化に関する動きにふれたい。

芸術団体の法人格については、90年の企業メセナ協議会発足の段階から、

メセナ関係者の間では税制問題 とからんで回はしにはあがっていた。という

のは、わが国の芸術文化団体は公益法人格をもっているものがきわめて少な

く、多くは任意団体か株式 。有限会社の形態で活動していたからである。先

ごろ、PAN(芸術文化振興連絡会議)が行った調査では、任意団体75%、

営利法人16%、 公益法人 4%と いった内訳で、それでも音楽団体では公益法

人は13%あ るが、演劇団体では営利法人が46%と いった数字である。メセナ

を拡大するためには、メセナに対する税制優遇は必要であり、税制優遇を制

度化するには芸術文化団体の法人格の再編は必須である。メセナ問題では、
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結局企業メセナ協議会が94年、特定公益増進法人に認定されたことで一応の

解決をみたこともあって関心は薄れたが、しかし問題はこれでなくなったわ

けではなかった。

震災以来、さまざまな分野で活動するNPOへ の関心が高まり、またそう

した NPOの 間でも法人問題が熱心に議論されるなか、芸術文化分野ではも

う一つ盛 り上がりに欠けた。芸術文化団体において NPO問題に関心が低い

のは、一つにはNPOと いう言葉にはボランティアというイメージが強 くあ

り、とくに職業的な芸術団体にとっては自分たちの世界 とは違うという感じ

をもたれること、ならびに芸術文化の社会性 。公共性の問題
―

芸術文化の

個人性や趣味性 と、福祉や環境問題等との違い
一

などが作用しているもの

と思われる。しかし芸術文化にかかわる人の多くは、金銭的な利益を追求し

ているわけではなく、また義務で活動しているわけでもなく、明らかに非営

利かつ非政府で、しかも自発的 (ボ ランタリー)。 自己決定的に芸術文化活

動を行っているわけで、これは立派にNPOの資格をみたしている。

ただ、誤解のないようにいっておくなら、NPO法人 とは、何も補助金や

寄付を得やすくするためのものではないということである。むしろ法人格の

必要性は、社会的信用であったり、非営利目的への理解であって、その上に

立って、活動の社会的意義が認められて、寄付金を受けやすいことや、委託

事業を受けやすいといったメリットが生まれてくる。NPOと は、社会から

援助を受ける資格ではなく、社会に援助を与える資格なのである (社会に援

助を与えるがゆえに、社会からそうした活動を継続していくための資源が託

される)と いうことを忘れてはならない。

いずれにせよ、NPO法人化問題については、昨年末新進党案が国会に上

程されたものの、与党案は紆余曲折のあげくまとまらず、つぎの国会に継続

審議となっている。今後の芸術文化政策を考えるうえでも、この問題はさけ

て通れない問題であることを、強 く認識すべきである。

明日の芸術文化支援に向けて

以上、90年代を中心に、国および地方自治体の芸術文化支援をふりかえっ

てみたが、筆をおくにあたって、明日の芸術文化支援に向けての課題 と方向

を簡単に提起しておきたい。

課題の第一は、何のための芸術文化支援か、という政策ビジョンの確立で

ある。これは、今日の社会にとって芸術文化とは何か、また「支援」とは何

なのかを明らかにすることであり、こうした議論を芸術家や市民を巻き込む
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かたちで起こしていく必要がある。

課題の第二は、誰に対し芸術文化支援を行うのか、という対象の把握であ

る。具体的には、芸術家 (団体)を直接支援するのがいいのか、享受者であ

る市民・住民を支援すべきなのか、あるいは仲介的な機関を育成すべきなの

か、これらを上記のビジョンの実現という点から検討する必要がある。

課題の第二は、どういうかたちで支援するのか、という支援の主体・方法

の問題である。国 。地方自治体が直接行うのがいいのか、それとも民間の営

利・非営利の機関を通じて行うのがいいのか、また後者の場合は、財政的な

負担は行政が担うべきか、それも (税制優遇等を通して)民間のメカニズム

に任せるべきか、といった問題が検討されなければならない。

90年代前半、わが国の芸術文化支援が大きな前進を遂げたことは歴然とし

た事実である。しかし、これをより確かなものとしていくためには、以上の

ような課題の検討を通して、文化支援をより社会に根づいたものとしていか

なければならない。
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企業財団・公益信託の芸術文化支援

財団法人セゾン文化財団事務局長

片山正夫

はじめに

「安定性」「恒常的」といった形容詞をもって語られることの多い財団や公

益信託 (以下財団と総称する)の活動も、実は (当然のことながら)さ まざ

まな外部の要因によって影響を受ける。たとえば、芸術界の状況が変化すれ

ば、これを支援しようとする財団のプログラムもそれにつれて変化するのが

普通であろう。これなどは、企業がマーケットの変化に対応して商品やサー

ビスの内容を変えていくのと同じで、ごく自然なことである。

だが一方で、ある種の大きな環境変化は、そういったことを超えて、財団

の活動のあり方の本質的意味を問い、決断を迫ることがある。その意味で

1995年 は、いくつかの外部要因が、芸術を支援する財団に対してラディカル

な問いをつきつけた年といえそうである。

ここでは、なかでも大きな二つの要因に注目し、それによって財団活動が

直面することになった問題について述べてみよう。

歴史的低金利

要因の一つは低金利である。90年に6%であった公定歩合は、95年の秋日、

ついに0.5%と いう歴史的水準まで低下し、定期預金や貸付信託の金利も夏

には1%を割 り込んだ。このことが及ぼした影響は軽微ではない。

第一にこのような状況では、新たに基金を積んで財団を設立することの相

対的魅力が低下してしまう。今回の調査から財団の設立年度をピックアップ

すると、89年から91年までの 3年間で実に31財団が設立されているのに対し、

以後95年 までは年間 2～ 3財団しか設立されていない。これは「不況でメセ

ナどころではなかった」というだけでなく、同時に低金利が財団設立のディ

スインセンティブになった結果とみるべきであろう。

だがそれより深刻なのは、いうまでもなく現存する財団の運営である。財

団には大きく分けて三つの収入源がある。基金の運用収入、寄付収入、そし

て事業収入である。この二つの比率は財団によって大きく異なる。もともと

財団は基金の運用益で運営されるのが本来の姿であろうが、とくに企業財団

などでは、出捐企業から毎年受け入れる寄付が収入の一定のウエイトを占め

ることも多い。また、財団によっては収益事業からの事業収入で不足分を補
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填 している場合もある (美術館などのいわゆる事業型財団では、「本業」で

ある非営利事業からの収入が高い比率を占めることもある)。 今回の低金利

はこのうちの運用収入の減少要因であるが、ではこの減少を企業からの寄付

金や事業収入の増額で補えたかといえば、経済環境を考えると答えはおのず

と明らかであろう。

そうした八方ふさがりのなかで浮上してきたのが、財団にとって「最後の

手段」ともいえる、基本財産の取 り崩しの可否に関する議論であった。現在、

財団の基本財産を事業費や管理費で「使ってしまう」ことは、原則として認

められていない (公益信託はこの限 りではない)。 財団は安定して存続する

ことに意味があり、簡単に基本財産の取 り崩しを認めると、財団の意味がな

くなってしまう (あ るいは不正の温床になる ?)、 というのがその趣旨なの

であろう。ただ、明治時代に民法で財団法人が規定され、以後主務官庁によ

って管理運営に関する指導ガイドラインが形づくられていくなかで、おそら

く今回ほどの金利の極端な変動は想定されていなかったと思われる。その意

味で今回の局面は、財団にとっても主務官庁にとっても、初めて遭遇したに

等しい事態であるともいえるのである。

この低金利は、組織の安定的継続と、活動の安定的継続 と、最終的にどち

らに優先順位を置くべきかという問いを、財団に対してつきつけるものであ

った。実際、このような選択に迫られた一部の芸術支援財団と主務官庁との

間で、基本財産の取 り崩しに関するかなり具体的な協議が行われたとも聞 く。

今回の調査では、事業費について 2年連続で回答のあった45財団のうち、

事業費を昨年度に比べ増加させた財団と減少させた財団は、数のうえではほ

ぼ拮抗しており、総額においても6%ほ どの減少をみただけであるから、各

財団はそれなりに健闘している。しかし内情はこの数字以上に厳しく、また

今後仮に金利が反転 したとしても、 (財産運用は通常長短期を組み合わせて

行っていることもあり)す ぐに財団の危機が去るわけではない。

組織の継続か、活動の継続か
―

これは、わが国の社会が、財団にどちら

をより期待するかという問題でもある。

公的支援の拡大

二つめの要因は、芸術活動に対する公的支援の拡大である。わが国の文化

庁の予算はここ数年、年率10%を超える伸びを示しており、これは地方自治

体においても同様である。そのようななか、文化庁は95年に「アーツプラン

21」 と呼ばれる、総予算32億円 (実質増額分は約10億円)の芸術支援策を発
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表した。 とりわけ注目されたのは、「芸術創造特別推進事業」と呼ばれるも

ので、特定の芸術団体に対し複数年にわたって相当額の支援を行う運営助成

(に近い)プログラムであった。

このような公的支援の増大は、むろん歓迎すべきことであるには違いない

が、財団の立場からいえば、必ずしも喜んでばかりもいられない。それは、

官民の事業規模が大きく違うからである。

公的な文化予算の規模はざっと見ただけでも、文化庁予算が約750億円、

芸術文化振興基金が約20億円、国際交流基金の展示・公演予算が10億円強、

(財)地域創造が6.5億円で、これに各地方自治体の文化予算数千億円が加わ

ることになる。これに対して、民間財団のこの分野に関連した事業費の規模

は、すべてを合算しても数十億円といったところである。

このような数字上の比較は、たとえば政府 。自治体の文化予算には多額の

施設建設費が含まれているなどの理由で、単純に行えないとの批判もあるか

もしれないが、仮に同じ芸術団体を官民が同時に支援するケースを考えてみ

れば問題はいっそうはっきりする。たとえば先の「芸術創造特別推進事業」

の場合、助成額は 1団体につき年間数千万円の規模であるが、対する民間財

団などからの一般的な助成額は、 1件当たりそのひとケタ下である。財団に

してみれば、年間5000万 円の公的支援を受けている芸術団体に、なけなしの

200万 円を助成して、いったいどれだけのインパクトがあるのかと考え込ん

でしまうことになる。

ただ考えようによっては、これは財団の果たすべき役割、そして官民のパ

ー トナーシップのありかたを再考する絶好の機会であるともいえる。芸術支

援財団はこの先、うかうかしていると単にアンデンティティの希薄な、政府

の補完機構 (そ れも弱体な)に身を落としてしまうことになるだろう。そう

ならないために必要なのが、独自の着眼にもとづいたプログラムづくり、特

定分野の深耕、先進的な問題意識の追求であることはいうまでもない。

公的支援の拡大は、民間財団のアイデンティティの再考をも促さずにはお

かないのである。

阪神大震災

さて財団に問題をつきつけたもう一つの要因は、阪神大震災である。あの

局面で何度も指摘されたのは、ボランティアグループなどの民間団体が柔軟

で迅速な対応をなし得たのに対して、硬直化した「官」 (行政)は後手に回

ってしまった、という点である。これをきっかけに民間非営利団体の重要性

271



272

第4章 1国・地方自治体・財団等のメセナ活動

が再認識され、NPO法制化に向けた議論が活発化したことも記憶に新しい。

そのなかにあって財団はどうであったか。残念ながら一般的に対応は鈍か

ったといわざるをえない。芸術支援財団がこの件で、なんらかの緊急のアク

ションをとった例はほとんど報告されていない。むろんすべての財団が震災

復興に資源を振 り向ける必要はないであろう。だが看過できないのは、その

気のある財団であっても志を断念せざるをえないケースが少なくなかったこ

とである。それは財団特有の「壁」に阻まれたからである。

たとえば芸術支援財団が、被災地の救援や復興になんらかの貢献をしたい

と考えたとしよう。この希望は残念ながら簡単には実現しない。なぜなら寄

付行為 (会社における定款にあたる)に定められた目的にそわないからであ

る。寄付行為に書かれていないことをどうしても行いたいなら、主務官庁に

掛け合ってそれ自体を変更するしかないが、これは大変な手続きである。ま

して今回の場合、官庁をまたいでしまうのでなおさらであろう。

では仮に、寄付行為の範疇で、たとえば芸術団体の機能の復旧を支援しよ

うとした場合はどうか。これも実は簡単にはいかない。財団は毎年理事会に

よって承認された一定のプログラムにそって活動している。ましてこの低金

利であってみれば、危急の事態に対応できる予備財源を用意していないのが

普通である。それでもなお行おうとすれば、これはトップの強力なリーダー

シップによるしかない。ところが一般に財団はそのような形でのリーダーシ

ップが機能しにくい機構になっているのが現実なのである。

芸術支援財団が今回のような突発的なアクシデントにどう対応すべきか

(あ るいはしなくてよいのか)についてはさまざまな見解が取 りうるであろ

うし、それは各財団それぞれであってよいであろう。だが、こういった制度

面における柔軟性のとぼしさを容認し続けることは、本来「官僚的な」とい

う形容詞から最も遠い場所にいなくてはならないはずの民間財団にとって、

自己否定にもつながる問題 とはいえないだろうか。

以上みたように、95年は芸術支援財団にとって、いくつかの外部要因によ

って、いままでさほど気にとめずにすんでいた重要な問題に気づかされた年

といえる。そして、その問題 とはつきつめていえば、財団は社会においてど

ういう存在であるべきか、という問いであったように思われる。
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財団調査の結果から

芸術関連プログラムの増加

芸術文化事業を実施している企業財団/公益信託の個々の活動の報告に先

だち、掲載団体の全体傾向を表すポイントを簡単に整理した。

・掲載した83団体の内訳は、財団法人が80、 公益信託が 2、 外国法人が 1で

あった。なお、1995年度に表立った事業が行われなかった 2団体も、その

まま掲載した。

・掲載団体を設立年代順にみると、1960年以前は5団体、1960年代は8団体、

1970年代は17団体、1980年代は27団体、1990年代は26団体であった。芸術

文化財団の設立数および芸術文化関連のプログラム数は、年を追うごとに

増加する傾向にある。

・掲載団体のうち75団体より芸術文化事業費の記入があった (非公開希望お

よび一部記入の団体も含む)。 75団体を芸術文化事業費別に分類したとこ

ろ、図 1の とおりとなり、75団体の芸術文化事業費の総額は56億1725万 円

であった。

・回答が寄せられた総数300の プログラムを芸術ジャンル別に分類 したとこ

ろ、表 1の結果となった。音楽や美術に支援が集中する傾向は、企業によ

る支援活動ジャンルの傾向と類似している。

・総数300の プログラムを「助成」「顕彰」「奨学」「自主事業」というように

事業の種類別に4分類したところ、図 2の結果となった。さらに、芸術文

化事業を「助成型事業 (助成と顕彰 と奨学)のみ」、「自主事業のみ」、「両

者の組み合わせ」に3分類したところ、「助成型事業のみ」は34団体、「自

主事業のみ」は11団体、「両者の組み合わせ」が36団体であった。
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[芸 術文化事業菫別分類による団体数]図 1

i∝Ю万円未満

lⅨЮ万円以上5αЮ万円未満

5∝Ю万円以上 1億 円未満

l億 円以上1億 5∝Ю万円未満

1億 5(ЮO万 円以上2億 円未満

2億円以上

無回答

11

5

6

[芸 術ジヤンル別分類によるプログラム数および財団数]表 1

芸術ジヤンル 実施プログラム数   プログラム数比率[N=3∞ ]実施財団数

24

財団数比率 [N=83]

26

音 楽 117 3900′o 48 57.80′ b

97 32.30′ o 46 55.40′ o

演劇 舞踊 42 1400′ o 24 2890′o

37 1 2 30Иo 17 2050ん

文化財 34 113%o 21 25.30′ o

民 俗 24 8.00′ o 17 20.50/o

全 般 21 700b 14 16.90/o

文 学 17 5 70И o 14 16.90′o

映 像 13 430′o 11 13.3。,6

その他 32

[事 業形態別分類による事業数 ]図 2

助成

自主事業

顕彰

奨学

1070′ o 14 1699ん

18

32

109

144
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1 _
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4
企業財団・公益信託のメセナ活動一覧

事業方針 と活動内容

● …̈¨̈ ……………ここに掲載した財団および公益信託の活動は、日本の企業財団および公益僣託のなかで芸

術文化との関連のある団体、針150団体を対象に調査票を郵送し、回収したものである。

回答をいただいた企業財団および企業公益信託を五十音願に掲載した。

●……………………団体名の下(羽口lは設立年月、口は主たる出捐者、日は主務官庁、四は資産総額、日は財団

全体の総事業費、日は代表者名を示している。

●………………・……掲載した事業は1995年度のものである。フログラム名は、助威金を提供した個別の事業名

や自主事業として行つている個々の小さな事業名を 1件 1件記述するのではなく、たとえ

ば「〇〇セミナーシリーズの開催」や「音楽活動への助成」のように、大枠のプログラム

名を記入してもらった。

●… …̈………………芸術分野の襴では、“音楽"“美術"“劇/舞 (演劇/舞踊)"“映像"“文学"“民俗 (民俗

芸能)"“文化財"、 以上のジャンルに該当している場合は、その項目を表配した。とくに

ジャンルの指定かない場合は、“全般"と し、また国際芸術交流に関連するフログラムと

して “国際"を設け、以上に該当しないフログラムは “その他"と表配した。

●¨̈ …̈………………分類の欄では、そのプログラム名の性質を、“助成"“奨学"“顕彰"“ 自主 (自 主事業)"

に分類した。

●…………………… 分̈類の項目では、“助成"“奨学"“顕彰"のいすれかに該当する場合、その件数 (ま たは

人数)を記入。“自主"に該当する場合でも回答があった場合はそのまま掲載した。

●………¨̈ …̈……掲載したプログラムは各財団および公益信託の判断によるメセナ活動であるか、芸術文化

と関連の薄いスポーツや科学技術などのプログラムは一覧から削除した。
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〒凝Ю 愛知県名古屋市中区栄314‐ 12 愛知銀行本店内 容α22(2-9∞ 1

田 199咋 4月 口株式会社愛知銀行 日愛知県教育委員会 □閣詔5∞万円 1日 1311万 円 【シ」ヽ出員市

芸術文化事業方針

愛知県内の各地域における教育。文化活動に対して援助を行い、教育・文化の振興に寄与することを目的とす

る。
1 地域における教育・文化活動にかかわる個人および団体への助成

2 高校生の文化および体育活動への援助

3 その他、機関誌 “あゆち"の刊行

プログラム名                   芸術分野       分類  件数  事業費(万円)

音楽活動への助成 音楽 助成   5 180

財団法人愛銀教育文化財団

郷土史研究への助成 民俗 助成   2 70

美術工芸活動への助成 美術 助成   3 ∞

演劇活動への助成 劇/舞 助成    3 100

文化財等保存活動への助成 文化財 助成   2 ∞

高校生の文化活動等への助成 その他 助成   6 270

総 計 7〔X)

財団法人赤澤記念財団
〒X9‐ 26香川県大川郡大内町三本松57 8087,2レ 221
■198鮮 8月 口帝國製薬株式会社 |口香川県教育委員会 ヒ膊億∝∝万円 口767万円 口赤澤庄三

芸術文化事業方針

香川県 (郷土)の文化 (芸術)発展に寄与することを目的とする。

プログラム名                   芸術分野 分類  件数  事業費(万円)

文化講演会 その他 助成    1 100

図書出版(歴史) その他 助成    1 ∞

山びこコンサー ト 音楽 助成    1 ∞

総計 180

財団法人朝日新聞文化財団
〒lCЮ 東京都千代田区有楽町2-91 有楽町マリオン13階 容時 32135885

■ 19∞年5月 口株式会社朝日新聞社 日文部省(文化庁)□ 10億円 1日 1億37∝万円 固中江利忠

芸術文化事業方針

当財団は、芸術の諸活動に対する助成ならびに若手芸術家の創作発表の場を広げるために助成を行うととも

に、文化。学術等に貢献した者に対する顕彰等を行い、もってわが国の文化の向上発展に寄与することを目的と

している。

プログラム名                   芸術分野      分類  件数  事業費(万円)

助成活動 音楽・美術 助成  24 7600

朝日賞 文学・その他 顕彰   6 12∞

アサヒ・フエローシツプ 美術 。その他 奨学   2 1∝0

企業の社会貢献度調査 1(χЮ

総 計

その他 自主   1
108∞
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〒130東京都墨田区吾妻橋1-231803‐ 駁Ю針〔2(2
口198昨 3月 ロアサヒビール株式会社 口文部省(文化庁)|四0億 8∞万円 口

“

∝万円 口樋口廣太郎

芸術文化事業方針

設立目的

美術・音楽を中心とした芸術文化活動を助成し、かつその国際交流を支援するとともに美術館を運営して、わ
か国の文化の向上発展に寄与することを目的とする。

事  業
1 国公私立の美術館・博物館等が開催する美術展覧会への助成
2 ォペラ、オーケストラ等音楽を中心とした舞台芸術の公演への助成
3 美術・音楽にかかわる日本人学生の海外研修への助威
4 美術・音楽を専攻する外国人留学生への助威
5 美術館の運営
6 その他目的を達成するために必要な事業
プログラム名                   芸術分野       分類  件数  事業費(万円)

美術展 美 術 助成    6 6∞

277財団法人アサヒビール芸術文化財団

音楽会 音楽 助成   15 1390

日本人の海外研修 音楽 奨学    1 2〔Ю

日本人の海外研修帰国発表会 音楽・美術 奨学   3 ∞

外国人留学生スカラーシップ 音楽・美術 奨学   16 1910

外国人留学生音楽会 音楽 奨学   1 【Ю

その他 自主 【Ю

総計 56∞

財団法人あさひ 。ひむか文化財団
〒&2宮 崎県延岡市旭町641∞ aα渇2‐ 22‐ 2(X4

■ 1985年 11月 口旭化成工業株式会社 日自崎県教育委員会 □5億 円 |口 13∞万円 0米川滋

芸術文化事業方針
1 音楽・芸術・演劇等の芸術文化に関する行事の開催
2 地域社会への幅広い文化活動の振興および後援に関する事業
3 郷土文化への親しみ 。理解の促進に寄与する事業
プログラム名                   芸術分野 分類  件数  事業費(万円)

芸術文化に関する事業 音楽 自主   1
地域文化活動に関する事業 音楽 威

主

助

自

5

財団法人アフィニス文化財団
〒105 東京都港区愛宕1-1-11 虎ノ門八東ビル印皆 aG331-4211
田檜隧年3月  21日 本たばこ産業株式会社 l口l文部省(文化庁)□田億9321万円 口 1億 7437万円 口1長岡買

芸術文化事業方針
「クラシック音楽の普及活動」「音楽家の研鑽に対する援助」「芸術文化の調査研究」を三本柱とした事業を行
い、とりわけわか国のプロ・オーケストラの発展向上に資する活動を行う。
プログラム名                   芸術分野       分類  件数  事業費(万円)

プロ・オーケストラが主催する演奏会等への助成  音楽 助成  21 9925

楽団員の海外研修に対する助成 音楽 助成   5 2074

「第7コ アフィニス夏の音楽祭」の開催 音楽 自主 4108



第4章 1国・地方自治体・財団等のメセナ活動

芸術文化の調査研究に対する助成 音楽 助成   4 865
278

「アフィニス・サウンド・レポート」の発行 音楽 自主   2 457

総計 17429

財団法人石川文化事業財団
〒101 東京都千代田区神田駿河台1-680)3294-22(Ю
田 1941年 9月 口匿川武美 日瞑部省 |四 50億 78“万円 □p億騎

“

万円 口匿川晴彦

芸術文化事業方針

山本有三記念・路傍の石文学貴、幼少年文学費、郷土文化賞の顕彰

プログラム名                   芸術分野 分類  件数  事業費(万円)

路傍の石文学賞 文学 頭彰   2
郷土文化賞 民俗・文化財 顕彰   2
総 計 1266

財団法人逸翁美術館
〒駁途 大阪府池田市建石町7‐ 17 80727-51■駁渇

田 1957年 7月 l口阪急電鉄株式会社 口l文部省

“

シ」ヽ林公平

芸術文化事業方針

当館は、小林一三 (阪急東宝グループの創始者、雅号「逸翁」)のコレクションを収蔵し、その旧邸「雅俗山

荘」を展示の場として、美術館事業を行っている。

美術工芸品および庭口を含む施設の公開によって、茶道美術を中心とする日本文化を味わっていただく場とす

るとともに、一都市―美術館という逸翁の遺志を生かすことを旨としている。

プログラム名                   芸術分野      分類  件数  事業費(万円)

展覧会の開催 美術・文化財 自主   4
講演会の実施 美術 自主   8
館蔵美術品の貸出 美術・文化財 自主   9

財団法人伊藤忠記念財団
〒173 東京都板橋区大谷口236 aG:Ю 74″2"1
口 1974年 9月 2伊藤忠商事株式会社 日総務庁 □r臆【Ⅸ万円 |口 1億蘭∝万円 口

「

崎誠喜

芸術文化事業方針

脅少年の健全育成を目的とし、四つの助成事業と表彰、施設提供事業を行っている。内容は、青少年問題をと

りあげ有働者の方に研究していただく調査研究事業、子ども文庫助成事業、海外・日本留学助成事業、子ども文

庫功労賞、そして東京小中学生センターという社会教育施設を運営、プログラムサービスや野外教育活動を推進

し、ポランティアリーダーの養成を行っている。

プログラム名                   芸術分野       分類  件数  事業費(万円)

劇/舞・映像・文学  助成   II)子ども文庫助成事業 3XЮ

子ども文庫功労費 文学 顕彰   2 2∞

総計

芸術文化事業方針

32α D

財団法人植野アジア芸術文化振興財団
〒6" 兵庫県芦屋市奥池町121 80797媚 Oα21

口 19田年 10月 口植野藤次郎 日兵庫県教育委員会 □30應∞51万円 口2500万円 口植野藤次郎
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1 エンバ中国近代美術館の維持運営。
2 当財団か建設してつ

"年
に寄贈した氷上町立植野記念美術館の受話運営。

3 近来の低金利で利子収入が大幅に減少しており、17年間続けた「エンバ美術コンクール」、4年間行った「景

徳鎮陶磁美術コンクール」などは中止し、もっと低コストで国際的芸術交流の可能な方法を模索中。

4 地震によって損傷した収蔵品の修復。

ブログラム名                   芸術分野       分類  件数  事業費(万円)

美術展覧会の開催 自主   2 8∞
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小学生のための夏期陶芸教室 助成   1 ∞

総計 &Ю

財団法人エー・ビー・シー音楽振興財団
〒田 1-01 大阪府大阪市北区大淀南2-2‐48朝 日放送内 8… 53Ю

田 199鮮 9月 2朝日放送株式会社 日皮部省(文化庁)四 4輸 21∝万円 1日5214万円 口藤井桑正

芸術文化事業方針

音楽文化の振興・育成を趣旨に「より良い音楽をより良い環境でより多くの人々に」をモットーに設立され

た。とくに若手音楽家の発掘・育成支援に力を入れている。

プログラム名                   芸術分野      分類  件数  事業費(万円)

第ヨコA∝新人コンサートオーディション 音楽 3142自主   1
A〔℃国際音楽賞(準備段階) 音楽 顕彰   1 243

AE(】国際交流 コンサー ト 音楽 自主   1 292

ザ

成

シンフォニーホールユースオーケストラヘの助  音楽 助成   1 100

日本のオペラシリーズヘの助成 音楽 助成   1 2αD

総 計 397

財団法人エネルギア文化・スポーツ財団
〒7〔Ю 広島県広島市中区小町準〔Ю 中国電力内 容α2-542-3αЮ

口 1∝И年 1(月 口中国電力株式会社ほか関係 13社 □文部省 |四情億730明円 【

“

071万円 口多田公照

中国地域在住者による美術の展示発表活動 助威   9 α D

中国地域在住者による音楽の公演活動 音楽 助成  20 &Ю

中国地域在住者による伝統文化の活動 民俗・文化財 助成   10 ∝Ю

エネルギア美術賞 美術 顕彰    3 〔X)

エネルギア音楽賞 音楽 顕彰   1 Ю

エネルギア伝統文化賞 民俗・文化財 顕彰    3 ∞

財団ニュース「えねるぎあ」の創刊 全般 自主 214

総 計 2514

公益信託愛媛出版文化賞基金
[受託者]〒 7GЮ 愛媛県松山市大手町1-12-1 80∝卜93)23〔Ю

田 198鮮 1月 口1株式会社愛媛新聞社 口1愛媛県教育委員会 □5787万 円 膨

“

万円 □り井琉璃男

芸術文化事業方針

中国地域在住の団体または個人による美術・音楽・伝続文化・スポーツの活動に対して、助成および顕彰を行

うことにより、地域文化・スポーツの振興と発展に寄与する。

プログラム名                   芸術分野      分類  件数  事業費(万円)
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芸術文化事業方針

地域における優れた著作物の刊行の促進および文化事業の振興か地域文化の発展にとって重要であることに鑑
み、愛媛県内におしヽて、優れた刊行物を著したものを顕彰するとともに、文化活動に関する事業を助成すること
により、愛媛県の出版文化の発展および地域文化の創造に寄与するため。
フログラム名                   芸術分野       分類  件数  事業費(万円)

政治・経済・社会全般・自然科学・文化芸術・その  全般

他文化全般について優れた刊行物を著したものへの

顕彰

願彰   7 150

営利を目的としない文化活動・出版文化活動への助  全般

成

助成   4 16

総 計 1“

財団法人大分放送文化振興財団
〒870大分県大分市今津留31-1(株 )大分放送内 8097558‐ 1111

■198昨 9月 口,株式会社大分放送 口大分県教育委員会 □
"71万

円 日3Ю万円 □出蔵司真―

芸術文化事業方針

大分県内における教育・文化・芸術および学術の振興をはかり、

することを目的とする。

プログラム名                   芸術分野

もって大分県の文化の発展および育成に寄与

分類  件数  事業費(万円)

大分県内の芸術・文化活動への助成 音楽・劇/舞。映像

文化財・全般

助成   9 2α)

総計 2(X)

財団法人大桑教育文化振興財団
〒641 和歌山県和歌山市中島134-3 80734‐ 2)3摂4
田 19α葺ヨ9月 la大桑勇(株式会社チェーンストア オークワ代表取締役会長)日和歌山県教育委員会 ZIB億
円 i口2田8万円 口床桑勇

芸術文化事業方針

和歌山県指定無形文化財保持団体およびその他芸術文化団体を支援する。この分野の事業費はIЮ万円であ
る。なお、当財団の事業は大学生に対する奨学金の綸付と、教育・文化振興のための援助と寄贈の二つの柱から

成り立っている。

プログラム名                   芸術分野      分類  件数  事業費(万円)

文化団体助成 音楽・美術・劇/舞
文化財・全般

助成   5 gD

総 計 gD

財団法人大阪日本民芸館
〒565 大阪府吹田市千里万博公園 10‐ 580卜 877-1971

■ 1971年 3月 口日本生命保険相互会社をはじめとする関西系企業全 16社 口大阪府教育委員会 □7億&:()万

円 口383衝円 口森本省三

芸術文化事業方針

民芸の保存、普及ならびに発達をはかり、もって大阪府下の教育文化の発展に寄与することを目的とし、つき
の事業を行う。
1 民芸に関する施設の管理運営および民芸品の公開展示
2 民芸品および民芸に関する資料の収集整理ならびに調査研究
3 民芸に関する普及啓蒙活動の推進
4 民芸に関する印刷物の刊行



5 民芸に関する関係団体との連絡協力

6 その他目的を達成するために必要な事業

プログラム名

40企業財団・公益信託のメセナ活動一覧

分類  件数  事業費(万円)
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芸術分野

展示「フィリピン先住民の工芸」 自主   1
展示「現代の手仕事」 自主   1
展示「芹沢錐介展」 自主   1
総計 1231

財団法人音楽教育振興財団
〒164 東京都中野区中野2-7-6 803‐ 538レ7737

田 1991年 2月 2三浦規 口文部省 ZЮ億円 1日 11∝万円 口三浦規

芸術文化事業方針

高等学校、中学校、小学校、幼稚園等における音楽教育に功績のあつた指導者、研究者またはそれらの団体に

対する顕彰および音楽教育の発展に役だつ諸活動に対する助成等を通じて、音楽文化の発展に寄与することを目

的とする。助成については地域における音楽教育の振興、音楽教育の国際化等、音楽教育に役だつ諸活動も含

む。

ブログラム名                   芸術分野      分類  件数  事業費(万円)

音楽教育振興賞(顕彰部門) 音楽 顕彰   4 ∝Ю

音楽教育振興賞(助成部門) 音楽 助成    2 3∞

総 計 9αD

財団法人花王芸術文化財団
〒lC3 東京都中央区日本橋茅場町1‐ 14‐ 108036∞ 7α渇

■199咋 10月 口花王株式会社 口文部省(文化庁)■ 21億 円 |口 57∞万円 □中川弘美

芸術文化事業方針

美術・音楽を中心に芸術文化活動を助成し、かつ、これらの分野にかかわる国際芸術文化交流を支援すること

により、わが国の文化の向上発展に寄与する。

ブログラム名                   芸術分野      分類  件数  事業費(万円)

芸術文化活動への助成事業 音楽・美術 。国際  助成  ∞ 駁XЮ

総計 ⅨXЮ

財団法人北野生涯教育振興会
〒18 東京都目黒区五本木1‐ 12‐ 16 容G3711-1111
田 19憂年 6月 口北野隆春 口文部省 ■7億91侵万円 日21∝万円 口北野隆興

芸術文化事業方針
一般人を対象に美術を中心とした文化への参加、きっかけづくり。

プログラム名                   芸術分野 分類  件数  事業費(万 円)

彫刻奨学金 奨学  10 377

美術め ぐり 自主   2 91

城めぐり 文化財 自主   2 2〔XD

総計

民俗 自主   4
804

「語り部」講習会

“

美術

美術

美術
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[受話者]〒《Ю 愛知県名古屋市中区栄4‐ 1-1 住友信託銀行株式会社名古屋支店 8曖 -261-1351

田 19■年 5月 口株式会社名古屋テレビ事業 □曖1知県教育委員会 □I窺万円 Ep∝万円

芸術文化事業方針

愛知県民か優れた演劇に接する機会を増やし、もって愛知県の社会教育の振興をはかる。
プログラム名                   芸術分野       分類  件数  事業費(万円)

愛知県内における優れた演劇活動に対する助成   劇/舞 助成    3 〔X)

公益信託キャンドル演劇奨励基金

総 計 ∞

財団法人京都服飾文化研究財団
〒∝)1 京都府京都市南区吉祥院中島町29 807)661‐ 5604

■ 19■年4月 口株1式会社ワコール 回文部省(文化庁)口 18億 140明円 !口鍵92万 円 口塚本幸―

芸術文化事業方針

世界の各時代の衣服・装身具等の収集・保存・公開を行い、これらの資料にもとづく衣服と文化の関連につい

て調査研究を行うとともに、生活と芸術のなかで服飾文化の占める存在意義についての深い理解を助長し、あわ

せて大衆の美意識の高揚をはかり、もってわが国の芸術文化の普及向上に寄与する。なお、9鮮度の展覧会に

備える準備期間として、95年度はプログラムを実施していません。

〒

“

0和 歌山県和歌山市本町 1‐35 紀陽銀行調査部内 80X4・ 267133
田 1995年 8月 口麻1式会社紀陽銀行 日閑歌山県教育委員会 □ 1億円 口 100明円 口西達司

芸術文化事業方針

音楽・美術等、芸術を通して文化の向上をはかり、心豊かな地域づくりに寄与することを目的とする。この目

的を達成するために、つきの事業を行う。
1 芸術文化に関する事業の実施
2 芸術文化活動に対する支援
3 芸術文化の鑑賞機会の提供
4 その他、上記の目的を達成するために必要な事業

プログラム名                   芸術分野       分類  件数  事業費(万円)

紀陽文化財団設立記念公演 音楽 自主   1

財団法人紀陽文化財団

紀陽文化財団室内楽コンサート 音 楽 自主   1
美術鑑賞の支援 美術

総 計 1∝0

財団法人矯正福祉会
〒1∞ 東京都千代田区丸の内1-91 新丸ビル鐸瓢株)日立製作所内 aα}32121111
日 1971年 9月 2株式会社日立製作所 口法務省 □ 10は 10∞万円 口てま万円 口瞑島敦

芸術文化事業方針

主目的は、犯罪のない明るい社会を築くために、犯罪・非行を犯し刑務所や少年院に収容された人々への更正・

嬌正教育に、民間からの協力をすること。事業では、この人たちの文芸活動 (絵画・書・持歌・随筆などのコン

クール、出版)に継続して助成している。

プログラム名                   芸術分野       分類  件数  事業費(万円)

文芸作品コンクール・出版事業 【Ю

総計

全般 助成    1

IЮ
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〒104 東京都中央区新川2‐ 191 803‐ 5引0-352
■ 1981年 7月 ロキリンピール株式会社 口厚生省 |四 53障4g万円 |口 1億

“

∝万円 口床山英世

こどもの国における行事への援助 助成    1 ヌЮ

283財団法人キリン福祉財団

コーラスミュージカル「未薔か来た日」チャリティ  音楽
―コンサート

助成    1 100

こどもの城における行事への援助 劇/舞 助成    2 9∞

児童福祉文化普及事業への援助 劇/舞 。文化財   助成   3 125D

「キリンフアミリー賞」作品募集・表彰事業 文学 顕彰   1 《 Ю

総計 32“

財団法人熊本放送文化振興財団
〒8∞ 熊本県熊本市山崎町3)(株 )熊本放送内 8000〔23■α)

田Ю

“

年4月 口麻式会社熊本放送 口熊本県教育委員会 |口 1億 1000万 円 口310"円 【シ」ヽ堀富夫

芸術文化事業方針

熊本県内における教育・文化および学術に関する研究および振興の事業を行うものに対して、経済的援助を行

うことにより、文化の振興に寄与することを目的とする。

プログラム名                   芸術分野      分類  件数  事業費(万円)

音楽活動への助成 音楽 助成   4 115

文化活動への助威 音楽・美術・劇/舞
文化財・全般

助威    3 110

美術活動への助成 美術 助成   3 ZЮ

総 計 265

財団法人五島記念文化財団
〒150東京都渋谷区道玄坂1-21-2 新南平台東急ビル硼旨 a∝卜鉾77-6671

田 199鮮 3月 l口東急グループ(東急電鉄、東急百貨店、東急不動産、東急建設、東急バス)日皮部省(文化庁)

■ 11億36勁円 口850萌円 口横田二郎

芸術文化事業方針

優れた人材の発掘と育成を通じて、真に豊かな社会実現のお役に立ちたいという故五島会長(前東急電鉄会長)

の遺志に添い、芸術文化の分野での有能な新人および地域において創造的で優れた芸術文化活動を行っている方々

の顕彰、助成を目的とする。

プログラム名                   芸術分野      分類  件数  事業費(万円)

オペラ公演への助成 助成  10 1550

オペラ新人賞 顕彰   3 1〔Ю

美術新人賞 顕彰   3 150

オペラ新人賞受賞者海外研修 助成    5 1∝0

美術新人賞受費者海外研修 助威   6 1∝0

オペラ新人賞受賞者研修成果発表 音楽 助成    2 734

総計

美術 助成   4
7497

美術新人賞受賞者研修成果発表 1513

芸術文化事業方針

障害者および老人の福祉向上ならびに青少年の健全育成に関する諸活動に対し援助を行い、社会福祉の発展お

よび青少年の育成 。充実に寄与することを目的としています。

ブログラム名                   芸術分野      分類  件数  事業費(万円)

音楽

美術
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財団法人佐賀銀行文化財団284
〒80佐 賀県佐賀市唐人2-7-208∝E2-26観3

田 199咋 12月 日株式会社佐賀銀行 日佐賀県教育委員会 口3億円 :日2415万円 口脂山弘養

芸術文化事業方針

美術・音楽・濱劇等を通して文化の向上をはかり、より豊かな地域社会づくりに寄与することを目的とする。
プログラム名                   芸術分野       分類  件数  事業費(万円)

若手芸術蒙によるメモリアル事業 音楽・美術 自主 410

コンサートの開催 音楽 自主 570

ミュー ジカルの開催 劇/舞 自主 756

地域芸術活動への助成 音楽 助成   1 IЮ

若手芸術家への支援 音楽・美術 助成    3 324

総計 2300

財団法人佐藤国際文化育英財団
〒1∞ 東京都新宿区西新宿}22 ●G3412-αЮ2

口 199咋 3月 口睦藤行雄 □反部省 □ 18億

"∞
万円 1日

“

29万円 D佐藤行雄

芸術文化事業方針

美術に関する創造および調査研究活動に対する助成、美術を専攻する学生への奨学金援助・美術館の運営など

を目的とする。

プログラム名                   芸術分野       分類  件数  事業費(万円)

奨学金支綸事業 美術 。国際 奨学  :4 2CンЮ

総 計 2CンЮ

財団法人三銀ふるさと文化財団
〒515 三重県松阪市京町510(株 )第二銀行内 容叫 2)∝は3

口 199に 1月 口麻式会社第三銀行 日三重県 □ 1億α万円 口7“万円 E北田榮作

芸術文化事業方針

二重県の文化振興、地域文化の商成、県民文化の高揚と潤いのあるふるきとづくりに資するため、芸術文化支

援活動を行う。
プログラム名                   芸術分野       分類  件数  事業費(万円)

文化講演会 全般 自主   1 130

定期コンサート 音楽 自主   1 &Ю

三銀ふるさと二重文化賞 全般 顕彰    2 ∞

総計 レ喀

財団法人サントリー音楽財団
〒107 東京都港区赤坂321-4 サントリービル分室 803‐3589‐3694

口Ю∞年 12月 ロサントリー株式会社 口文部省(文化庁)□ 2億 56明円 口佐治敬三

芸術文化事業方針

洋楽の普及振興のための事業、洋楽の分野における優秀な音楽家への顕彰を行い、もって洋楽界の水準の向上

に資し、わか国の音楽文化の発展に寄与することを目標とする。この目標を達成するため、
1 洋楽の普及振興のためのコンサートの開催
2 音楽に関する出版物の刊行
3 邦人作曲活動の奨励、援助
4音 楽団体の洋楽普及振興活動への助成



5 サントリー音楽賞、芥川作曲賞の授与

などの事業を行っている。

プログラム名
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分類  件数  事業費 (万円 )

28う

芸術分野

各種コンサートの開催 音楽 自主  13
音楽賞の贈呈 音楽 顕彰   2
音楽に関する出版物の刊行 音楽 自主   1
邦人作品を含むコンサートの助成 音楽 助成  20
作曲委嘱(邦人作曲家を対象とする) 音楽 助成    1

財団法人サントリー文化財団
〒5Ю 大阪府大阪市北区堂島2‐ 1-5 サントリーアネックスgtt a時 342-〔逮21

田 1979年 2月 2サントリー株式会社 日文部省 □ 16億212C万円 日 1億

“

〔万円 口鳥井信一郎

芸術文化事業方針

社会と文化に関する国際的、学際的な研究の発展をめざし、これらの分野における独創的な研究の助成および

有能な人材の育成を行い、日本と世界の学術文化の発展に寄与する。

プログラム名                   芸術分野      分類  件数  事業費(万円)

研究助成 その他 助成   21

出版助成 その他 助成   11
サントリー学芸賞 その他 顕彰    7

サントリー地域文化賞 その他 顕彰   6
総計 16〔X】[)

財団法人四国民家博物館
〒761‐01 香川県高松市屋島中町91 8∝ 78433111
■1975年 11月  21カ トーレック株式会社 口香川県教育委員会 □針謳6砺円 日3億 617万円 口

"口

藤達雄

芸術文化事業方針

文化財の有効利用ということで、文化財をふさわしいものに無料で使っていただく(歌舞伎舞台、ギャラリ

ー、民家等)。

プログラム名                   芸術分野      分類  件数  事業費(万円)

日本の伝統行事(どんど焼き、七夕、重陽の節旬)  民俗 10自主   3
森の演奏会 音楽 自主   8 10

子供歌舞伎 劇/舞 自主   2 13

ギャラリー展示 助成   16 15

総計 囀

財団法人十八銀行社会開発振興基金
〒850 長崎県長崎市銅座町1-11 80関卜288178
口 196鮮 10月 2株式会社十八銀行 日長崎県教育委員会 □7億 197万円 |口 19&万円 口野崎元治

芸術文化事業方針

長崎県内地域における教育・科学。文化等の振興をはかるため、必要な助成を行い、もって地域社会の開発に

資することを目的とする。

プログラム名                   芸術分野      分類  件数  事業費(万円)

学校・地方公共団体等の楽器・視聴覚機器の購入  音楽・映像 助成   15 670

学校・各種研究団体の図書購入 。研究誌発行費   文学・民俗・文化財  助成   10 35D
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文化財・ 民俗・歴史等の研究団体の活動費 19D286 文学・民俗・文化財・

その他

助威   4

音楽・演劇・演奏家団体への公演活動費 音楽・劇/舞 。映像  助成   5 140

国際交流団体・地域留学生交流団体の活動 文学・国際 。その他  助成   7 3∞

国際芸術交流の活動 劇/舞・国際 助威   1 Ю

総計 17∞

財団法人松竹大谷図書館
〒1∝ 東京都中央区築地1-135 松竹会館卿皆 8眸 質恩)1694
口19■年12月 2松竹株式会社 日東京都教育委員会 □Ю億2Cま万円 口

“

3(万円 0大谷信義

芸術文化事業方針

社会文化の向上発展に寄与することを目的として、松竹大谷図書館を維持経営し、演劇・映画等に関する調査

研究を行う。

フログラム名                   芸術分野       分類  件数  事業費(万円)

松竹大谷図書館の管理・運営 劇/舞・映像 自主

財団法人新日鐵文化財団
〒lC2 東京都千代田区紀尾井町65 紀尾井ホール 8眸 2704【Ю

口 19%年 11月 口断日本製鋼株式会社 日反部省(文化庁)□ lC臆∞∞万円 1日 12億%α万円 口臨藤裕

芸術文化事業方針
1 音楽家の育成
2 演奏会等の開催
3 優れた音楽活動に対する支援
4 音楽ホールの管理・運営
5 その他目的を達成するために必要な事業
プログラム名 芸術分野 分類  件数  事業費(万 円)

音楽家の育成 音楽 奨学 lαXЮ

演奏会等の開催 音楽 自主 338∞

優れた音楽活動に対する支援 音楽 助 成 3XЮ

音楽ホールの管理・運営 音楽 自主 164∞

総 計 638∞

財団法人末永文化振興財団
〒812 福岡県福岡市博多区博多駅東2-1016 寿軒ビル a∞2-411-2612

田198昨 4弓 口末永文子、末永直行 日幅岡県教育委員会 口団い 172万円 日2∝Ю万円 口陵川寛

芸術文化事業方針

A 音楽練習場の提供
1 九州交響楽団の本拠として、事務室などを固定的に提供し、練習場を優先的に提供するとともに、市民との

交流を支援する。
2 各種団体のオークストラ、合唱、オペラ、その他の音楽や演劇の練習場として開放し、助成する。

福岡音楽学院の協力を得て、音楽教育の振興をはかる。

絵画展示場の提供

郷土芸術家に絵画、彫刻などの展示場を提供する。

国際交流の促進

福岡Yr吹】学日にホール・教室・図書館を優先的に提供するとともに、語学教育を通して国際交流を支援す

３

Ｂ

ｌ

０

１

る
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2 九州自仏学館にホール・教室を優先的に提供するとともに、その事業(フ ランス文化推進・普及)を支援す

る。
3 各種国際交流団体に会場を提供し、隣接する福岡Yほ とともに、多様な国際理解や交流の機会をつくる。
プログラム名                   芸術分野      分類  件数  事業費(万円)

音楽活動への支援(九州交響楽団の練習場としてホー  音楽

ル提供)

自主

287

音楽活動への助成 音楽 助成  lЮ
国際交流の促進と支援 全般 。国際 助威   5
絵画展示場の提供と美術館の運営 美術 自主

総計 駁Ю

財団法人杉本美術館
〒4Ю 愛知県名古屋市中村区名駅 1‐ 2‐48曖 ‐田 1‐2904

口稽

“

年11月 口腐古屋鉄道株式会社 口曖知県教育委員会 口37億 6513万円 E2餌5万円 口梶井健―

芸術文化事業方針

杉本健吉の新平家物語・聖徳太子億の一連の作品はもとより、中心テーマである大和風物・牡丹・海外スケッ

チ等画業のほとんどすべての作品の寄贈を受けるとともに、ほかにもゆかりのある美術資料を収集して、美術館

を設置し、広く一般に公開することにより、当地方はもとより、ひいてはわが国文化の高揚と、社会教育の振興
に寄与せんとするものである。
プログラム名                   芸術分野      分類  件数  事業費(万円)

常設展(代表作品展) 美術 自主   2 131

企画展 美術 自主   3 1〔B
総計 269

財団法人住友財団
〒105 東京都港区芝大門1-12-16住 友芝大門ビル2号館 aC3〔47}0161
田1991年 9月 口住友グループ2C壮 □聡理府 □100障 4∞明 円 日3億 ∞79万円 口永丼道雄

芸術文化事業方針

国際間の相互理解の基盤として、自国および他国の文化に対する認識を深め、また相互の文化交流の歴史を知

るうえで、文化財に接することは最適の方法の一つです。また「心の豊かさ」を考えるとき、文化財は心豊かな

生活の源となるとともに新たな文化の創造の基礎となるものです。これらの点から、文化財を保存してつきの世

代に継承していくことは、いまの世代の責務と考えます。

日本においても諸外国においても、文化財の維持・修復にはかならずしも十分に手が尽くされているという状
況にはありません。住友財団は、文化財を保護し後世に伝える一助として、文化財(美術工芸品、海外は遺跡を

含む)の維持・修復事業と、その事前調査 (海外のみ)を対象とする事業を行っています。
ブログラム名                   芸術分野      分類  件数  事業費(万円)

文化財維持・修復事業に対する助成 文化財 助成   17 2“

海外の文化財維持・修復事業に対する助成 文化財 。国際 助成    6 2CXX)

総 計 7268

財団法人セゾン文化財団
〒104 東京都中央区京橋1-013 アサコ京橋ビル田皆 8035395[65
田 1987年 7月 口堤1清二 日文部省(文化庁)□ 1∝種 791万 円 ロレ億&73万 円 口提清二

芸術文化事業方針
1 現代的かつ革新的な舞台芸術 (演劇・舞踊)に対する支援を中心とする。
2 着手から中堅にいたる芸術家・団体を継続的に助成する。
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3 創造環境の改善、国際交流の促進に寄与するプログラムヘの助成にも重点を置く。
4 金銭的支援にとどまらす、スペースおよび情報の提供等総合的支援を指向。

ブログラム名                   芸術分野       分類  件数  事業費(万円)

現代演劇・舞踊資金助成(創造環境整備活動) 劇/舞 助成   9 1(XЮ

現代演劇・舞踊資金助成(アートマネージメント留学・

研修)

劇/舞・国際 奨学   1 100

現代演劇・舞踊資金助成(年間助成) 劇/舞 助成    4 3(XЮ

現代演劇・舞踊資金助成(共同創造活動) 劇/舞・国際 助成   5 7(X)

現代演劇・舞踊資金助成(若手公演活動) 劇/舞 助成   10 12〔Ю

現代演劇・舞踊資金助成(国際交流活動) 劇/舞 。国際 助成   11 31Ю

現代演劇・舞踊スタジオ助成(創造環境整備活動)  劇/舞 助成    7

現代演劇・舞踊スタジオ助成(共同創造活動) 劇/舞 。国際 助威   6
現代演劇・舞踊スタジオ助成(若手公演活動) 劇/舞 助成   4
特別助成 映像・文学・国際  助成   8 2700

自主制作事業 音楽・劇/舞・映像  自主   5 12(X)D

総 計 24700

財団法人ソニー音楽芸術振興会
〒lC2 東京都千代田区五番町)1 ■市ケ谷ビルη皆 80)3261-9831
口
"“

年 11月 ロソニー株式会社、株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント 1口文部省(文化庁)ロ
13億6265万円 口7鎌3万円 E饉大賀奥雄

芸術文化事業方針

音楽、オペラ、舞踊等の芸術の普及向上をはかるため、国際交流の促進、創造開発の活発化、新進芸術家の育

成等に努め、わか国の文化の発展に寄与すること。
ブログラム名                   芸術分野       分類  件数  事業費(万円)

「第10回全日本大学オーケストラ大会」の開催    音楽 自主   1
“PE閻臥ハNCE~Ю DAY― (今日の演奏)一"の開催  音楽 自主   3
日本演奏連盟「新人演奏会」助成 音楽 助成    1

二期会「新進声楽家のタベ」「フレッシュコンサート」 音楽

助成

助成   2

総計 2927

財団法人第百生命フレンドシップ財団
〒12 東京都調布市国領町4‐ 3■ 1 8∝2489‐ 8191

口19∞年12月 口第百生命保険相互会社 □文部省 口3億 円 E151∝万円 口唐1田博

芸術文化事業方針

地域の草の根団体に対する「生涯学習団体助成」により、生涯学習の振興をはかる。1団体20万 円を毎年1【)

団体に助成。

多様な活動分野を助成対象にしているので、音楽、美術、演劇、映像、文学、民俗、文化財、国際など多岐に

わたっている。

プログラム名                   芸術分野       分類  件数  事業費(万円)

地域の草の根団体か日頃の活動を地域社会へ発表す

る開催事業または刊行・制作事業

音楽・美術・劇/舞
映像・文学・民俗

文化財・国際

1〔XЮ助成   (田

1300総 計
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大和日英基金 289
〒141 東京都品川区西五反田ア1}5 五反田大和ビル甲皆 な03494‐ 7881

田 19“年8月 □大和證券株式会社 □質聴円 日 1億 31∝万円 口ロール卿

芸術文化事業方針

日英間の文化交流を促進し、相互理解をはかる。
プログラム名 芸術分野 分類  件数  事業費(万円)

音楽活動を通じた日英交流としてのセミナー、およ  音楽・国際
び音楽活動への助成

助成   8 331

美術教育、とくに小中学校レベルの展示会、日英交  美術・国際
流に対する助成

助成   2 119

日本独自の劇を英国で、または英国の劇を日本で行  劇/舞 。国際
うための助成

助成   4 247

英国における日本フェスティバルなどへの参加のた  民俗 。国際
めの助成

助成   2 Ю

助成    2 107

総 計 1084

財団法人辰馬考古資料館
〒α逮 兵庫県西宮市松下町228 6079834011)
■1976年 7月 日辰馬悦蔵 口瞑部省 |四 12億462明円 口辰馬寛男

芸術文化事業方針

設立者収集の考古資料および美術工芸品の保存および公開をはかるとともに、これらに関する調査研究を行
い、学術研究の発展をはかり、もってわか国文化の向上と文化財の保護に寄与することを目的とする。
なお、1優)5年度は阪神・淡路大震災の影響のため活動を休止した。

〒186東京都国立市中 1‐ 9‐ 28∝ 2レ 74‐ 13∞

田 1991年 4月 口多摩中央信用金庫 日東京都教育委員会 口8億 1%7C万円 日32∝万円 0中嶋榮治

芸術文化事業方針

東京都多摩地域の文化資料 (歴史・民俗・美術など)の収集・調査・研究・出版も含めた情報の提供、収集し
た資料も含めての展示公開などの各種事業を通し、地域文化の形成に貢献することを願っている。
プログラム名                   芸術分野       分類  件数  事業費(万円)

たましん歴史・ 美術館における企画展示 美術 自主   5 678

財団法人たましん地域文化財団

御岳美術館 (分館)における常設展示 自主   1 527

多摩地域の歴史・民俗などの調査研究と歴史資料室  民俗・文化財
機関誌「多摩のあゆみ」発行            その他

自主   5 1438

多摩地域の歴史・美術などに関する講演・見学会・  美術 。その他 自主   4 10

教室

多摩地域の歴史・民俗などの研究団体、保存団体へ  民俗 。その他
の助威

助成   2
“

たましん財団賞 美術 顕彰    1 Ю

総 計

自主   1

3109

多摩歴史叢書4「土の巨人一考古学を招いた人たち―」 その他
刊行

396

英国の美術館、大学における日本の文化財保護、継  文化財 。国際
承のための助成

美術
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〒∝Ю 京都府京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町91 京都中央信用金庫内 807レ ZB-8385
日 1987年 4月 口京都中央信用金庫 日京都府教育委員会 ■И億

“

α万円 |口 17∝万円 固道端 進

芸術文化事業方針

京都府下における美術の創作活動を奨励し、伝続的文化の継承発展、ならびに京都府民の精神文化向上に寄与

すること。

プログラム名                   芸術分野      分類1 件数  事業費(万円)

京都美術文化貴贈呈 顕彰    3 領Ю

財団法人中信美術奨励基金

京都美術文化費受賞記念展 助成 駈Ю

「美術京都」出版 助成 3Ю

総 計 1520

財団法人東京オペラシティ文化財団
〒151 東京都渋谷区初台 1‐47-3 日本生命初台ビル aG337077∞
田 1995年 12月 口日本生命保険相互会社、Nπ都市開発株式会社、株式会社小田急百貨店、第一生命保険相互会

社、山大鉄商株式会社、相互物産株式会社 口i文部省(文化庁)1肇泰箋2(�万円 日裕∝万円 【シ」ヽ林玉夫

作由貴コンクールヘの応募作品募集 音楽 顕彰   1
総計 16〕D

財団法人道銀文化財団
〒αЮ 北海道札幌市中央区大通西4丁目 8011-20-lα 29

田 1991年 3月 口株式会社北海道銀行 日‖ヒ海道教育庁 ヒr億円 |口 1210万 円 口堀寛

芸術文化事業方針

行政、各種文化団体等とともに民間企業もまた、北海道の地域文化をさらに発展、向上させて、優れた芸術文

化の創造を奨励するとともに、広く道民に芸術鑑■の機会を与えることを目的として活動している。

フログラム名                   芸術分野       分類  件数  事業費(万円)

「北海道演劇名鑑」の編纂 劇/舞 180自主   1
さっぽろ市民コンサート 音楽 自主   1 ∞

第9コライラックコンサート 音楽 自主   1 5[Ю

美術鑑賞会 美術 自主   4 70

第ヨコ道銀芸術文化奨励賞 音楽・劇/舞 学

彰

奨

顕

2 180

音楽、美術、演劇、文学、4団体への連携支援事業 音楽・美術・劇/舞・

文学

助成   4 2∞

総計 1210

財団法人東芝国際交流財団
〒lC5 東京都港区芝浦1-1-1 東芝ビル〔℃-48033陽 7-27〔B
田 19田年4月 2株式会社東芝 □躍産省 □30は円 口7045万円 口青井舒―

芸術文化事業方針

当財団は、新国立劇場など他の施設と連携をとり、お互いに補完・影響しあい、全体として調和のとれた、質

の高い芸術。文化を提供し、また、長期的な視点から、若手芸術家の発掘。育成などにも取り組むことを目的と

しています。

フログラム名                   芸術分野       分類  件数  事業費(万円)

シンポジウム開催「芸術監督の時間と空間」    音楽・映像      自主   1
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芸術文化事業方針

国際交流を進め対日理解の促進をはかること、国際社会への貢献をはかることを前提にして、科学・技術面と
もに芸術面に重点を置く。
ブログラム名                   芸術分野      分類  件数  事業費(万円)

291

海外の大学・美術館の日本研究活動(芸術文化)行事
助成

劇/舞・映像・文学・

民俗・国際

助成   3

美術館・博物館の行事、展示物の案内、図録の作成  美術・文化財
助威

助威   5

国内演劇グループの海外公演支援 劇/舞 助成   1
総計 BIЮ

財団法人東邦銀行文化財団
〒9∞ 福島県福島市大町3258α 24)235日 2

口 199鉾 4月 口麻1式会社東邦銀行 日幅島県教育委員会 口3億804万 円 |口 1億 1“万円 国内池佐太郎

芸術文化事業方針

福島県民の文化活動を支援し、より豊かな地域文化の創造と文化の振興を願い、21世紀を担う人材の青威に
寄与したい。

プログラム名                   芸術分野      分類  件数  事業費(万円)

地域文化活動団体への助成 音楽・美術・文学・

民俗

助成   20 370

県民創作オペラに対する助威 助成   1 ∞

総 計 4∞

財団法人東洋信託文化財団
〒100東京都千代田区丸の内1-43 80(218-0611
田19田年 11月 口陳1洋信託銀行株式会社 口皮部省〈文化庁)□ lC種 350明円 口Iα万 円 口藤田千賀三

芸術文化事業方針

地域における継続的な文化活動に助成
1 アマチュアの音楽団体か開催する公演
2 アマチュアの演劇団体か開催する公演
3 伝統芸能の伝承と保存のための公演
4 美術館等か企画開催する美術展
ブログラム名 芸術分野 分類  件数  事業費(万円)

音楽活動に対する助威 音楽 助成   18 灰Ю

演劇活動に対する助成 劇/舞 助成   9 470

伝統芸能に対する助成 民俗 助成   14 7(X〕

美術展 に対する助成 美術 助成  10 9∞

総計 3XЮ

財団法人徳島新聞社会文化事業団
〒77072 徳島県徳島市中徳島町2)2808805)7365
田 1973年 3月 口徳島新聞社 日朦島県 |四 12億∞0明円 口″37万円 固丼端好美

芸術文化事業方針

地方文化の向上をはかることを目的として各団体への助成を行う。
プログラム名                   芸術分野 分類  件数  事業費(万円)

音楽
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総計 3000
292

財団法人徳島新聞社会文化事業団
〒770-72 徳島県徳島市中徳島町2-5-2 ●0886‐ 55-7365
口 1973年3月 口徳島新聞社 日徳島県 四12億 6000万円 [“737万円 口井端好美

芸術文化事業方針

地方文化の向上をはかることを目的として各団体への助成を行う。

プログラム名                   芸術分野 分類  件数  事業費(万円)

徳島新聞社賞(文化賞) 全般 顕彰    1 50

徳島新聞助威金 音楽・美術・民俗   助成   6 235

障害者芸術祭、エナジー95 美術 自主   1 338

チャリティ絵画展示即売展 自主   1 635

総計 1258

財団法人富山美術館
〒930 日山県富山市本丸1-33 80764-32-9031
口1957年 12月 口佐藤助九郎 ロロ山県教育委員会 |四 18億 3476万円 口5億544万 円 口佐藤助九郎

芸術文化事業方針

美術品の収集・保存および公開を行い、もって富山県文化の向上発展に寄与する。

プログラム名                   芸術分野       分類  件数  事業費(万円)

フアン・ドレヘト・コレクション 750自主   1
泰房奄コレクション 美術 自主   1 530

平常展 美術 自主   3 20

総計 1300

財団法人トヨタ財団
〒163-04 東京都新宿区西新宿2-1‐ 1 新宿三井ビル37階 803-3344-1701
■1974年 10月 2株式会社トヨタ自動車 日総理府 四 114億円 |口7億 7300万円 ロロ田英二

芸術文化事業方針
1 当財団は、助成財団であり、芸術文化事業への助成も、助威活動の対象の範囲には含まれる。

2 当財団は、研究助成を中心としており、芸術文化の領域でも研究的性格のものは対象となりうる(研究助成

プログラム)。

3 当財団は、東南アジアで現地の人々の手によって行われる文化的な事業や研究への助成を行っている(国際

助成)。

4 当財団は、日本と東南アジアの文学等の翻訳を通した相互理解への助成を行っている(「隣人をよく知ろう」

プログラム)。

プログラム名                   芸術分野       分類  件数  事業費(万円)

国際助成 全般 助成  80 8050

「隣人をよく知ろう」プログラム 文学 助成   20 3430

総計 11480

財団法人長島文化財団
〒890 鹿児島県鹿児島市与次郎 1‐7-15 80992‐ 50‐5400

口 1985年 3月 口l長島公佑 (長島商事株式会社代表取締役)日鹿児島県教育委員会 口46億 1978万円 ロ



40企業財団 。公益信託のメセナ活動一覧

8017万円 口長島公佑

芸術文化事業方針

鹿児島県における教育振興、地域文化および学術の振興に寄与すること。
1 地域文化の向上のため、歴史、美術工芸および自然に関する資料の収集、保存、研究および展示に必要な事
業
2 地域の歴史、文化および熱帯植物その他地域の自然に関する学術研究に対する助成金の綸付ならびに地域の
教育文化の振興にかかわる活動に対する奨励金の綸付
プログラム名 芸術分野 分 類 件数  事業費(万円)

29う

長島美術館の管理・運営 自主

助成事業 その他 助成    3 60

奨学金事業 その他 奨学  22 558
総計 618

財団法人三ッセイ文化振興財団
〒100 東京都千代田区有楽町1-1‐ 1 803-3503‐ 3111
田 1973年 11月 口日本生命保険相互会社 口1文部省 四12億 4521万円 口13億 5900万円 ロレ」ヽ林玉夫

芸術文化事業方針

本財団は、ひろく国民の情操を養い教養を高めるため、すぐれた舞台芸術を提供するとともにその向上をはか
り、もってわか国の芸術文化の振興に寄与することを目的とする。この目的を達成するためにつきの事業を行
1)。

1 児童向けおよび一般向け舞台芸術等の開催
2 児童向けおよび一般向け舞台芸術の公演に対する援助
3 児童向けおよび一般向け舞台芸術作品の創作の奨励
4 舞台芸術に関する研究会、講演会等の開催
5 海外舞台芸術の招聘および援助
6 舞台芸術分野における功労者等の表彰
7 その他上記目的を達成するために必要な事業
プログラム名                   芸術分野      分類  件数  事業費(万円)

こどものためのミュージカル・プレイ「ニッセイ名  劇/舞
作劇場」(第 33回 )の主催および感想文集の発行

自主

青少年のための「日生劇場オペラ教室」の主催   劇/舞 自主

第4回「日生劇場国際児童フェスティヴアル」の主催  音楽・劇/舞 。国際  自主

「ニツセイ・オペラ・シリーズ96」 の主催 自主

「ニッセイ・ミュージック・コンサート」の主催   音楽 自主

海外の優れた舞台芸術の招聘 音楽・劇/舞 。国際  自主

「ニツセイ・パックステージ賞」の贈賞 全般

第3回「日生劇場舞台フォーラム」の開催 全般 自主

総 計 93250

財団法人日本生昴財団
〒541 大阪府大阪市中央区,橋 3‐ 1-7 日本生命今橋ビル 806‐204-4011
田 1979年 7月 口日本生命保険相互会社 i口l総理府 口 120億円 |口 6億8030万円 【シ」ヽ林玉夫

芸術文化事業方針

芸術文化面においては、つぎの3点を目標に昭和54年より助成活動を続けております。
1 地方・地域重視の視点から、博物館が展示する歴史・自然・民俗などの郷土遺産を学術的・体系的に解説し
た案内書の出版に助成し、地域文化の振興、青少年の文化教育に資する。
2 日本の文化史・生活史あるいは人間の生活環境。自然環境などの分野において市販性にとぼしいか、学術的・

音楽
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児童・少年の健全育成助成 lαIЮ
294

音楽・美術・劇/舞・  助成  lI)
文学・民俗・文化財・

その他

総計 1613D

財団法人日本テレビ放送網文化事業団
〒1∞ 東京都新宿区新宿027-8 新宿スカイメナービル4皆 803-32α■健01

■1976年 11月 口日本テレビ放送網株式会社 □文部省 |口 15億円 |口∞∞万円 【シ」ヽ林興二次

芸術文化事業方針

日本テレビの社会貢献事業として広範な文化芸術活動のなかから放送事業に関連のある分野での文化活動を実

施。
1 日本語学習ビデオ教材の製作

2 世界児童画展の主催

3 画学研究機関への助威

プログラム名                   芸術分野       分類  件数  事業費(万円)

第25回世界児童画展/東京中央展および4劉道府県  美術 。国際

展

自主   1 axЮ

チュニジア国立民族舞踊団東京公演 助成   1 1∞

劇団扉座公演 劇/舞 助成    1 100

"∞

財団法人日本美術協会
〒祐3 東京都新宿区市ケ谷仲之町2-21 千代田ビル響皆 a鰺 (B51-3206

田1“7年 口企業よりの寄付金 口反部省(文化庁)□ 14億3279万円 日6億 72“万円 口願島龍三

芸術文化事業方針

芸術・文化の振興こそが人類の平和と繁栄に最も資することを確信し、美術館事業においては、若手美術家の

育成と芸術活動の奨励に力をそそぐ。また、財団創立百年を記念して創設した「世界文化貴」は、芸術文化の発

展、普及、向上に顕著な貢献をした世界の芸術家を顕彰。同賞は人類共通の「芸術・文化の広場」で、国際協調

と相互理解、人的交流をめざす。

ブログラム名                   芸術分野       分類  件数  事業費(万円)

第αコ「高松宮殿下記念世界文化賞」 音楽・美術・劇/舞・ 顕彰

映像・その他

291715

第12回 「上野の森美術館大賞展」 美術 助成   14 5(χ28

「V00啜-95」 美術 助威   5 2“

二科展 美術 100

第7コ 「日本の自然を描く展」

「モジリアーニ展」

美術 自主 7`〔Ю

美術 自主 161〔Ю

研究会・講演会・セミナー・アートスクール 。その  美術

他

自主 7123

総計 67246

財団法人野村国際文化財団
〒lC8 東京都中央区日本橋1-,1 86(271‐ 22Ю

■199咋 5月 2野村證券株式会社 □文部省(文化庁)

芸術文化事業方針

口40障 ∝Ⅱ万 円 E′億20∞万円 口田淵義久

総計

顕 彰
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国際社会における真の相互理解の実現のために、音楽・美術分野における人材育成活動および国際交流活動に

対しての助成を行います。
1 音楽などの分野における若手芸術家の育成活動に対する助威

2 芸術文化の国際交流を目的とする情演会、展覧会、シンポジウムの開催などに対する助成

3 社会科学および人文科学の分野を専政する外国人留学生に対する奨学会の交付

4 その他、目的を達成するために必要な事業

上記傾 目について、いずれも原則として明確な教育・育成プログラムを基本にした活動であることを前提と

します。

プログラム名                   芸術分野       分類  件数  事業費(万円)

パシフィック・ミュージック・フェスティパル(m「) 音楽 。国際

に対する助成

助成   1

295

若手芸術家に対する展示スペースの無料提供および  美術

バンフレット等の制作援助

助成   15

外国人留学生に対する奨学金交付 国際 。その他 奨学  10
現代音楽普及のためのCE制 作への援助 助成   2
敦違研究院の研究者受入事業への助成 美術・文化財・国際  助威   2
ローザンヌ国際バレエコンクール交流団体への助成  国際 。その他 助成   1
各種音楽会、展覧会への助成、海外の留学生会のサ

ポート

音楽・美術 。国際

その他

助成   10

総計 2∝Ю

財団法人畠山記念館
〒108東京都港区白金台2‐ 20‐ 12 803〔447-5787

□lЮ

“

年lC月 ロロ山一清 口陳部省(文化庁)□ 唖 ∝5万円 口
"留

万円 口断山定正

芸術文化事業方針

茶道・能楽に関する古美術品の収集・保存 。観覧。

プログラム名 芸術分野 分類  件数  事業費(万円)

お茶の美術館 美術 自主 9年[4

総 計 9454

財団法人八十二文化財団
〒優Ю 長野県長野市岡田178‐ 13 8(2鬱 -240511

田 1985年 3月 口株式会社八十二銀行 日長野県教育委員会 留レ億円 |口 1億 91∝万円 【シ」ヽ林春男

芸術文化事業方針

基本的スタンス

1 伝続文化を後世に伝える。
2 自然環境を守る。
3 人材を育成する。

ブログラム名 芸術分野 分類  件数  事業費(万円)

文化講演会の開催 その他 自主

教養講座の開催 美術・映像 。文学

その他

自主

コンサートの開催 自主

ギャラリー企画展の開催 自主

総 計

その他 自主

19100

出版事業

音楽

音楽

美術
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財団法人東日本鉄道文化財団296
〒1(Ю 東京都千代田区丸の内1-35 803‐ 32133D17
田 1992年 3月 口陳日本旅害鉄道株式会社 口運輸省 ■59應円 |口晴 1∞0万円 口住田正三

芸術文化事業方針
1 鉄道を通した地域文化の振興
2 鉄道経営・鉄道技術に関する調査・研究の促進
3 鉄道にかかわる国際文化交流活動の推進

を事業の3本の柱とし、人間性豊かな鉄道文化・交通文化の醸成に寄与することを目的として活動している。
フログラム名                   芸術分野      分類  件数  事業費(万円)

東京ステーションギヤラリーの運営と展覧会の開催  美術 自主   6
地域文化振興事業への支援 全般 助成   7
各種コンサートの開催 音楽 自主   2
交通研究者への調査・研究助成 その他 助成   17

海外鉄道職員の研修事業 自主  1∞
「第3コ留学生の日本発見」事業 自主   1

財団法人美術工藝振興佐藤基金
〒2“8 神奈川県鎌倉市浄明寺})■)aG(■ 81‐ 1■Ю[連絡先]

口 19κ年 5月 口千住金属工業株式会社、佐藤金属株式会社、佐藤千壽 口反部省(文化庁)□ 6億 92∞万円
日21∝万円 口佐藤千壽

芸術文化事業方針

美術工芸の調査研究および創作活動を奨励・助成するとともに、美術工芸品および資料を収集公開してこれら
の研究に資し、もってわか国文化の発展に寄与する。
プログラム名                   芸術分野       分類  件数  事業費(万円)

創作活動および調査研究に対する助成 美術 助成    2 190

外国人受容に対する助成 美術 助成   2 520

講演会等 美 術 自主   1 110

若手金工家の育成 美術 顕彰   3 100

総計 920

財団法人ビデオ映像文化振興財団
〒lC6 東京都港区六本木3-10200π )ビル 803-3584‐ ■)51

田 198昨 9月 日文部省(文化庁)口晦老名俊則

芸術文化事業方針

映像の製作、映像の利用に関する調査研究、映像に関する事業、技術開発などを行う個人もしくは団体から、
毎年3件を選出し、助威金を支綸する。

フログラム名                   芸術分野       分類  件数  事業費(万円)

映像文化の創造活動を行う個人または団体への助成  映像 助威   3 ∝D

総 計 αЮ

財団法人福岡文化財団
〒812 福岡県福岡市博多区博多駅前31‐ 1 8∞2-472-1676

田 1985年 6月 口株式会社福岡シティ銀行 日幅岡県教育委員会 口6億 【憲万円 口2184万円 □四島司

芸術文化事業方針

地域社会に対して美術・音楽・演劇等芸術の各分野で美的・知的な精神的価値を通して、より豊かな社会づく



りに寄与することを目標としています。

ブログラム名
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分類  件数  事業費(万円)

297
芸術分野

プロムナードコンサート 音楽 自主  13 35D

シルクロード写真展および写真集発行 美術・その他 自主   2 220

ミュージカル「赤毛のアン」支援 劇/舞 助成   1 1(10

アジア国際美術展などの助成 美術 助威   3 3〔X〕

文化講演会など その他 助成   3 2∞

総計 2170

財団法人福銀報公会
〒810福岡県福岡市中央区天神2‐ 1}1福岡銀行広報文化部内 8∞ 2-7232〔 Dl

日 1975年 3月 口株式会社福岡銀行 日幅岡県教育委員会 □鵬罰7∝万円 口8砺 円 口個亮二

芸術文化事業方針

社会に有益な学術・教育・文化。社会事業等の振興助成をはかり、もって地域社会の文化水準の向上に寄与す

ること。

ブログラム名                   芸術分野      分類  件数  事業費(万円)

ふくぎんビルの谷間のコンサート 音楽 自主   12 305

ふくぎんフレッシュコンサート 音楽 自主   1 3Ю

はかた名匠展 文化財 助成    1 ∞

総計 675

財団法人福武学術文化振興財団
〒2(浴 東京都多摩市落合 1‐348042350‐0810

口 198昨 6月 口幅武線―郎、株式会社ベネッセコーボレーション ロ文都省 □鋼曰0明円 |口 18【万円 1固

福武縮―郎

芸術文化事業方針

当財団の寄付行為は、目的として学術研究に対する助成を行い、あわせて学術・文化に関する知識の普及薔発

に努め、もってわか国の学術の振興および文化の発展に寄与するとあり、その事業の一つとして学術文化に関す

る国際的な講演会・展覧会等の開催およびその援助をかかけている。

プログラム名                   芸術分野      分類  件数  事業費(万円)

「トランスカルチャー展」共催(第40回 ヴェニス・ビ 美術
エンナーレ後援企画)

自主   1 〔X)

研究助成 民俗 。文化財 助威   5 3【X〕

総計 ″Ю

財団法人古川美術館
〒44愛 知県名古屋市千種区池下町2■)a曖 -76〔卜1991

■ 1987年 9月 2店り|1篇三郎(日本ヘラルド映画[株]名誉会長)口曖知県教育委員会 □2鑢円 口 1億 1(も万

円 口古川篇之

芸術文化事業方針

古川美術館は、初代館長の故古川篇三郎が長年にわたつて集めた美術品を、私蔵することなく広く一般に公開

するという趣旨で、平成3年に開館。近代日本画をはじめ、油彩画、陶磁器、工芸品、また西洋15世紀の彩飾写

本など、約2800点を所蔵する。この所蔵品を中心に年4回の展覧会を開催している。また独自制作の人イビジョ

ン番組の上映も行われてしヽる。なお、平成7年より新たな美術館活動の一つとして「篇三郎記念館」の公開を行

っている。



第4華 1国・地方自治体・財団等のメセナ活動

プログラム名 芸術分野 分類  件数  事業費 (万円)298
企画展「表装の楽しみ」 美術 自主 100

企画展「―寸の美―虫愛づる日本美術―」 美術 自主 100

特別展「祈りのかたち一日本と西洋一」 美術 助 成 郎 Ю

企画展「額装の楽しみ」 美術 自主 100

総 計 265D

財団法人平和堂財団
〒駁2 滋賀県彦根市小泉町31 8074)234575
口栂瞼年3月 口匡原平次郎(株式会社平和堂代表取締役会長)口滋賀県教育委員会 □2億 63Ю万円 ロ
(214万円 口巨原平次郎

芸術文化事業方針
1 滋賀県の文化・芸術の振興に寄与する文化事業活動に対する助成
2 滋賀県内、滋賀県出身の新進芸術家の活動に対する助成および育英

以上を通して、滋賀県の文化・芸術の振興に寄与する。
プログラム名                   芸術分野 分類  件数  事業費(万円)

海外留学生助成(芸術部門) 音楽 奨学   1 120

郷土図書寄贈(製作助成および寄贈) 文学 助成    1 ∞

文化・芸術公演助成 音楽 。その他 助成    3 2∞

新進芸術家活動助成 音楽・美術 助威   6 120

総計 520

財団法人ポーラ伝統文化振興財団
〒104 東京都中央区銀座 1-7‐ 7 8G3〔61-7《Ю

田 19匹準 12月 la株式会社ポーラ化粧品本舗、ポーラ化成工業株式会社、有限会社忍総業 l団文部省(文化庁)

口αⅡ万円 口康藤憲

芸術文化事業方針

日本の優れた伝統工芸・技術、伝統芸能、民俗芸能および民俗行事等の伝統的文化を映像として記録し、その

公開、頒布を行い、あわせて関係資料の収集、保存および伝続文化に関する普及を行うとともに、伝続文化の後
継者に対する奨励および助成等を行つて、その保存振興をはかり、もってわか国の文化の向上、発展に寄与する
ことを目的とする。

プログラム名                   芸術分野       分類  件数  事業費(万円)

伝統文化ポーラ賞の贈呈 劇/舞・民俗 。その  顕彰   7 310

他

「文化財保存修理用手漉き和紙の備蓄」事業 文化財 助成   1 150

劇/舞 助成    1 120

総 計 駈Ю

財団法人三井海上文化財団
〒101-11 東京都千代田区神田駿河台3980(25,4131
田 19圧年 1(月 2三井海上火災保険株式会社 口文部省(文化庁)□旬¨849万 円 口580明円 口松方康

芸術文化事業方針

地域の文化おこしを支援するために、音楽・郷土芸能の分野において、地域の文化活動を助成することによっ
て、文化の振興および文化の国際交流を活性化し、わが国文化の向上、発展に寄与することを目的とする。
ブログラム名                   芸術分野      分類  件数  事業費(万円)

「―色能の伝承・振興」事業



地域住民のためのコンサートの開催 音楽
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助威  I) 37∞ 299
国際交流活動に対する助成 音楽・民俗 。国際   助成  25 2CXX)

全国高等学校総合文化祭「東京公演」に対する助威  音楽・民俗 助成   1 100

総 計 58∞

財団法人三菱信託芸術文化財団
〒lC3 東京都中央区日本橋2‐ 2‐4日本橋永楽ビル内 容03281-Cttχ

口 1987年 12月 口三菱信託銀行株式会社 口文部省(文化庁)口ν億2312万円 口 1億騨75万円 口林宏

芸術文化事業方針

わか日のプロのオペラ・オーケストラ、その他の音楽団体が主催する公演等のうち、一定の芸術的水準を有

し、経済的支援を要すると認めたものへの助成を行う。

プログラム名                   芸術分野       分類  件数  事業費(万円)

三菱信託音楽賞 音楽 顕彰    1 質Ю

音楽芸術公演活動への助成 音楽 助威  12 80Ю

総計 85Ю

財団法人明治村
〒4Ю 愛知県名古屋市中村区名駅 1-2‐48醸 田1-29α

■Ю舵年7月 口名古屋鉄道株式会社 日文部省 |四∞億8113万 円 聯 ∝〔万円 口鵬井健―

芸術文化事業方針

日本の隆盛期であった明治時代の各種資料を収集管理して、広く一般に公開するとともに、明治の新しい精神

に立脚した社会教育の振興により、国民大衆に歴史の指針を与え、その一般教養の充実をはかることにより、社

会文化の向上に寄与することを目的とする。

プログラム名                   芸術分野      分類  件数  事業費(万円)

第21回明治村賞 全般 顕彰    1 100

第29回明治村茶会 美術 自主   1 2(XЮ

特別展 全般 自主   5 2〔XⅨ〕

呉服座公演 全般 自主   10 &Ю

ミュージアムコンサート 自主  19 IЮ

総 計 能 |∞

財団法人ヤギメセナフアンデーション
〒920石川県金沢市間屋町2a)80762‐ 37-1122

■1991年 3月 口1株式会社ヤギコーボレーション ロ石川県教育委員会 口198明 円 口体陣靖司

芸術文化事業方針

1 芸術文化に関する行事の開催等に対する助成

2 国際文化交流に対する助成

3 大学高校および専門学校における産業デザイン教育に対する助成

4 その他この法人の目的を達成するために必要な事業

ブログラム名                   芸術分野 分類  件数  事業費(万円)

総計

劇/舞 自主

∝Ю

ヤギスクールシアター 駁Ю

音 楽
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〒lα)東京都新宿区西新宿1-201 ●α卜
"鵜

〔θЮ

l■ 1976年 6月 口陵田火災海上保険株式会社 □皮部省(文化庁)□ 12億4∝Ю万円 口2億 565萌円 口後藤
康男

芸術文化事業方針
1 展示会の内容および展示品の多様化を進め、多くの人々に親しまれる美術館として観害層の幅を広げて入館
者の増加をはかる。
2 優れた美術家の表彰ならびに助成によって美術界の発展に寄与するよう支援事業を推進する。
ブログラム名                   芸術分野       分類  件数  事業費(万円)

安田火災美術財団奨励賞 助成  
“

'

財団法人安田火災美術財団

安田火災東郷青児美術館大賞 威

彰

助

頭

安田火災東郷青児美術館の運営・管理 自主 24617

総計 2“

“

財団法人安田生命クオリテイ オブ ライフ文化財団
〒lCO東京都新宿区西新宿1-98 6… 6194

口 1991年 6月 ロロ田生命保険相互会社 日文部省 □ 15億ω∞万円 |口752万 円 口大島雄次

芸術文化事業方針

当財団は、音楽における人材育成ならびに地域の伝続文化の継承、とくに後継者育成に対する助成等を行い、
もつて国民生活の質的向上ならびにわが国文化の発展に寄与することを目的としています。
プログラム名                   芸術分野       分類  件数  事業費(万円)

日本音楽コンクール開催助成 音楽

海外音楽コンクール参加費用助成 音楽 助成    3 19D

海外音楽研修生費用助成 音楽 助成   12 &XЮ

音楽学生奨学金 音楽 奨学  12 &Ю

地域の伝続文化継承のための助威 民俗 助成   `侶 2〔XⅨ〕

総 計 7120

財団法人山種美術財団
〒lC3 東京都中央区日本橋兜町■12 8¨ ‐6749

口196昨 1月 2_Ll崎種二 日文部省 四田憶

“

α万円 1日 1億

“

74万円 口山崎富治

芸術文化事業方針
当財団が営む山種美術館は、近・現代を主とする日本画2000余点 (内重要文化財3点含む)を所蔵する日本画

の専門美術館で、今年度開館I漏1年を迎えます。この間、ま�回を超す展覧会を開催、入館者は、累計二百数十
万名を数えます。
199鮮度は、開館I)周年記念展として「所蔵名品展」を江戸時代、明治・大正、昭和と三期に分けて展示、

さらに秋の特別展として「三人の巨匠たち――御舟・古径・土牛」など、当館ならではの展覧会企画を開催しつつ
あります。
さらに、「日本画家の青春群像」として、瑠爽画社と一栞社によった画家たち29作家の埋もれた資料を掘り起

こした作品群もとりあげます。
ブログラム名                   芸術分野       分類  件数  事業費(万円)

小野竹喬―その人と芸術他 6342

総計

美術 自主   6
6342

1

助成  1    5駁 )
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財団法人大和文華館 301
〒

“

1 奈良県奈良市学園南1-11-6 80742-4,05斡
田Ю∝年 10月 口1近畿日本鉄道株式会社 la大阪府教育委員会 |口上山善紀

芸術文化事業方針

大和文華館は日本美術および関係諸文化に関する資料を収集し、その研究および鑑費を奨励し、国民の教養と

新文化の創成に資するとともに世界の文運に寄与し、人類の平和と親睦とに貢献するをもって目的とする。
ブログラム名                   芸術分野      分類  件数  事業費(万円)

陳列品解説 美術 自主   【)

日曜美術講座 美術 自主   8
美術論文集発行 美術 自主   2 頃D

文化財展覧会 美術 自主   8 1420

財団法人大和文化財保存会
〒∝Ю 奈良県奈良市登大路町8奈 良県庁内 容0742-24～ ぶ�2

■ 19〔準 9月 口1近畿日本鉄道株式会社 □際良県教育委員会 口 14億 5230万円 口2億 894万円 口:金森茂
―郎

芸術文化事業方針

奈良県下における国宝、その他の諸文化財の保存に関する事業を促進助成し、もって国民文化の向上に寄与す
ることを目的とする。
1 国宝、重要文化財、その他の有形文化財および記念物の修理、復旧ならびにこれらの維持管理に必要な事項
につき、所有者、管理責任者または管理団体に対する援助。
2 その他目的を達成するために必要と認められる事業。

プログラム名                   芸術分野      分類  件数  事業費(万円)

山の辺古墳群保存事業 文化財 自主   2 1“54

文化財保険加入推進助成 文化財 助成   田 1(Ю

県外流出文化財収蔵 文化財 自主   8 754

指定文化財修理援助 文化財 助成  10 1049

未指定(指定候補)文化財修理援助 文化財 助成   3 17[15

文化財調査事業 文化財 自主   3 508

古文書保存事業 文化財 自主   2 1田

総計 1∝81

財団法人ヤマハ音楽振興会
〒13 東京都目黒区下目黒324‐22 ●G37131351
田 196鮮 8月 日ヤマ八株式会社 口文部省 □2億円 口江口秀人

芸術文化事業方針
1 音楽教育活動
2 総合的な音楽力・指導力を持つ指導者の養威
3 音楽普及活動・各種音楽コンテスト・コンサートの実施
4 出版・制作活動

以上4つの活動を柱として21世紀の豊かな音楽文化を創造していくための事業を進めています。
プログラム名                   芸術分野       分類  件数  事業費 (万円)

ユニセフチャリティオリジナルコンサート 音楽 自主   1
ティーンズミュージックフェスティパル 音楽 自主   1
ミュージック・クエスト 音楽 自主   1



第4章 1国
。地方自治体・財団等のメセナ活動

インターナショナルジュニアエレクトーンコンクー  音楽・国際
リレ

自主   1
302

音楽を学ぶ学生のための奨学金 音楽 奨学  1鉾

財団法人ユニオン造形文化財団
〒灰Ю 大阪府大阪市西区南堀江2‐ 1322 8鰺駁2-8764

口19釧年5月 口株式会社ユニオン ロ皮部省(文化庁)□四

“

00明円 口22(万 円 口匡野純三

芸術文化事業方針

空間造形デザイン文化の振興と向上をはかるため、日査研究および国際交流に対する助成を行うとともに、空

間造形デザインにかかわる人材養威および顕彰を行い、もってわか国芸術文化の発展に寄与することを目的とす

る。

プログラム名                   芸術分野       分類  件数  事業費(万円)

空間造形デザインに関する調査研究 全般 助成    5 1(IЮ

空間造形デザインに関する国際交流 助成   3 よ Ю

空間造形デザイン分野で活躍する若手芸術家の在外  全般

研修に対する助成

奨学   3 720

空間造形デザイン分野で優れた創作活動の顕彰    全般 顕彰   1 2αD

総 計 2220

財団法人よんでん文化振興財団
〒7∞ 香川県高松市丸の内2-5 80878-235511

口 1991年 1(月 口四国電力株式会社 口文部省(文化庁)口 1(積24α万円 口∞∝万円 E〕上1本博

芸術文化事業方針

四国地域を対象として、音楽・美術を中心とした芸術活動を主催および助成することにより、優れた芸術文化

の鑑賞機会を提供するほか、顕彰・奨学援助なども行い、地域文化の振興に寄与する。

プログラム名                   芸術分野      分類  件数  事業費(万円)

主催事業 音楽 自主   1 1870

音楽活動への助成 助成  24 1(■0

美術活動への助成 美術 助威   5 3Ю

奨学援助 音楽・美術 奨学  20 12〔X〕

音楽・美術 顕彰   4 470

総計 ⅨIЮ

財団法人ローム ミュージック ファンデーション
〒615京都府京都市右京区西院西中水町1 8075311‐ 7710

口 1991年 2月 口佐藤研―郎 ローム株式会社他 口反部省(文化庁)■ 2嗜 4315万円 1日 1億 1349万 円 |ロ

佐藤研―郎

芸術文化事業方針

音楽活動に対する助成をはかるとともに、音楽を専攻する学生に対する奨学援助等を行い、もつてわか国の文

化の向上、発展に寄与する。

プログラム名                   芸術分野       分類  件数  事業費(万円)

音楽活動助成 音楽 助成  26 2350

音楽セミナーの開催 音楽 自主   2 2(ID

国際交流助成 音楽 助威   12 1190

自主   1京都・国際音楽学生フェスティバル95の開催 音楽 1428

音楽

顕彰
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音楽研究助成 音楽 助成   8 《Ю 303
音楽在外研究援助 音楽 助成    5 1800

奨学援助 音楽 奨学  27 1488

総 計 1(XЮ 5
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１

１

授賞趣旨と受賞企業の紹介

創造性、独創性、質の高さを求める

「メセナ大賞」は、優れたメセナ活動を表彰することによって、企業メセナ

のいっそうの充実と、世論の関心を深めることを目的として1991年 に企業メ

セナ協議会が創設したものである。

「メセナ大賞'95」 は、1994年 度内 (1994年 4月 1日～1995年 3月 31日 )に

日本に所在する企業および企業財団によって行われた、貢献度の高いメセナ

活動を顕彰した。

総合的に優れた活動には「メセナ大賞」を授与するのをはじめ、大賞に匹

敵するほど優れた活動には「審査委員特別賞」、芸術家の育成に貢献 した活

動には「メセナ育成賞」、企画面で優れた活動には「メセナ企画賞」、国際文

化交流に寄与した活動には「メセナ国際賞」、中小企業による優れた活動に

は「メセナ奨励賞」、地域文化の振興に寄与した活動には「メセナ地域賞」、

芸術文化の普及に貢献した活動には「メセナ普及賞」をそれぞれ授与する。

下記の選考基準および審査委員によって、「メセナ大賞'95」 の受賞企業が

決定された。

[選考基準]

・創造性、独創性、質の高さ

。芸術文化を通じて社会に与えるインパクトや貢献度

・継続性や社員参加の度合いなど

[審査委員]

浩 東京国立近代美術館館長

佐賀町エキジビット・ スペース主宰

ピアニスト

ジャーナリス ト/ニ ュースキャスター

小説家

演出家

神奈川大学教授

作曲家/彩の国さいたま芸術劇場館長

①企業メセナ協議会理事長

3o6

木

池

橋

紫

　

川

岡

井

原

植

小

高

筑

辻

蛤

松

諸

福

一 子

ア キ

哲也

邦生

幸雄

紀雄

誠

義春

[五十音順]
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選考経過
社団法人企業メセナ協議会専務理事

根本 長兵衛

創設 5周年を迎えた1995年度のメセナ大賞は、音響機器メーカーTOAい
にすんなり決まった。その子会社ジーベックが自主運営するホールでの、従

来のコンサー ト、音楽イベントとは違う実験的で前衛的な、ジャンルを超越

した独創的な催しが、審査委員一同の高い評価を獲得したからだ。このよう

な独創的な催しを日常的に、かつ継続的に行うホールは、わが国でほかに例

がない。この大賞決定には、日本各地に新しいアー トヘの試みを支援する企

業が増えて欲しいという審査委員諸氏の願いと、阪神地域の芸術 。文化再生

への深い期待が込められている。「メセナ大賞'94」 からはじまった審査委員

特別賞に決まった「モー ドのジャポニスム展」は、その優れた着眼、企画性、

国際性が注目されての受賞である。京都服飾文化研究財団の17年 に及ぶ支援

の継続性、地道な研究実績も評価された。

企画賞 (ア ジア子供アー ト・ フェスティバルー三菱広報委員会)、 国際賞

(ア ジアの現代文芸一大同生命国際文化基金)を はじめ、各賞の受賞事例 も
バラエティに富んだ質の高いものである。≪アジア≫が目立ったのも、本年

度の特色として注目されよう。

「メセナ大賞'95」 には、116企業・企業財団から144件 の事例が全国25都道

府県から自薦 。他薦のかたちで寄せられた。しかもその三分の一が今回はじ

めての応募だったことは、「メセナ運動が全国的に認知され、根を降ろしつ

つある」ことを裏書きしているといえよう。メセナの対象分野も、音楽、美

術、演劇から映像、民俗芸能 。郷土文化、図書館・美術館活動、舞踊、工芸、

服飾、建築 と広範囲に及んでいる。長引 く経済不況下での企業メセナの浮沈

が懸念されたが、今年も質量ともに充実したメセナ各賞を選ぶことができた

と思う。応募企業・財団各位、優れた事例をご推薦 くださった方々、関係者

の皆さんのご努力に心から感謝申し上げる次第である。

今後の課題として、年々増加するボランティア型のメセナ活動をどう審査

していくかという問題 も論議された。〈メセナの松明〉として、「メセナ大

賞」のいっそうの充実 。発展をめざしていきたいと念願している。

307
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業種

本社所在地

創立年

資本金

従業員数

電気機器製造販売

神戸市

1934年

24億円

910名

308

ジーベックホールを中心として行っている音文化啓蒙活動

音響機器メーカー TOAは)は 1989年に、神戸ポー トアイランドの本社ビル竣工 と同時に

「音の情報発信基地」としてジーベックホールをオープンした。事業領域である「社会の

音」を良 くするためのツールの一つとして設置された、自社技術を駆使 した設備を持つ

300人収容のフリースペース「ジーベツクホール」は、人と音 と空間の関係やこれからの

音のあり方を考え、その成果にもとづいて新しい音の世界を創 り出す実験空間である。こ

こでは、単なるコンサー トでなく、イベントでもない、ジャンルを超越 した個性的なく時

間芸術≫が素直なかたちで紹介されている。若手、巨匠を問わず、さまざまな音楽家、と

くに実験的な活動を展開するアーティス トが自由に思うままに活動する空間であり、この

ような独創的な催しが日常的に継続しているホールは、わが国ではほかに例がない。独自

の理念をもって、興行的には成 り立たない実験的、先進的音楽を積極的にとりあげてきた

このホールのユニークな活動が高く評価され、1995年度のメセナ大賞に決定した。

未来の音文化の実験室

このジーベックホールは通常のホールと異なり、周囲の壁全面にスピーカーを埋め込み、

多彩な照明やスクリーンなどを備えて、アーティストの実験精神を刺激するべくつくられ

ている。貸しホールのほか、実験音楽、環境音 (音楽)、 サウンドインスタレーションを

中心とした数々の主催イベントを積極的に開催している。これらの事業を自主運営するた

めに、100%子 会社のは)ジ ーベックを設立し、企画、制作、運営のスタッフを本社から派

遣している。

同社はこれらの活動をメセナと評価されたのは、「うれしい誤算だ」という。こけら落

としのプライアン・イーノのビデオ・インスタレーション以来、単なる音楽イベントでは

なく、これからの「音」のあり方を探る音空間の実験室としてユニークな企画を重ねてき

たが、これらの活動は同社の経営理念である「音の持つ役割を追求することにより、顧客

の期待する価値を実現する」にダイレクトに結びついていると考えてきたからだ。

丁OA株式会社 TOA CC)RPORATI()ヽ
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活動の内容としては、①現代音楽やコンピュータを用いた音楽表現のための実験、音の

役割を再発見するためのパフォーマンスやイベントの自主公演や支援活動 ②民族音楽、
民族楽器の紹介やイベント活動 ③音の役割、音の重要性を、レクチャーと体験 。実験で

学ぶ「サウンド&アートワークショップ」の実施 ④音の役割を意識してもらうため「サ
ウンドスケープ」への関心を高めるためのイベントやコンサートなどの実施など。
神戸独自の、いや、日本独自の、未来に向けての、音文化の発信基地として、今後の活

動が期待されよう。
1995年 1月 の阪神大震災のため、ポートアイランドにあるジーベックホールは休業を余

儀なくされていたが、1995年 6月末からホールを再開することができた。
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1所在地

1設立年

1資産総額

京都市

1978年

16憶 6000万円

310

「モードのジャポニスムーキモノから生まれたゆとりの美一」

展の開催など

国内において服飾文化を歴史的 。体系的に研究・公開している機関がきわめて少ないな

か、京都服飾文化研究財団は、生活文化の一分野として認識されている服飾文化を学術的

な研究対象として見直し、その成果を美術館で公開することによって、芸術文化の一分野

としての認知度を高めたばかりでなく、その独創的な研究・企画内容によって世界の服飾

文化の発展に貢献した。今回の審査対象となった京都国立近代美術館での「モー ドのジャ

ポニスム」展は、日本の美意識が西欧の服づくりに与えた影響を世界で初めて実証 し、国

内外の服飾文化研究に新たな視点をもたらした。財団の17年 にわたる継続的な活動の集大

成として高い評価を受け、審査委員特別賞の授賞となった。

世界の服飾文化研究の発展に貢献

京都服飾文化研究財団は、公益のために服飾文化資料の収集 。保存・研究を行い、その

成果を広 く公開し、国内外の服飾文化の発展に寄与すべ く、(榊 ワコールによって1978年 に

設立された。これまでに収集した服飾資料 。図書文献はともに 1万点近 くを数え、国内外

での展覧会の開催、海外美術館への資料出展、定期的な研究誌の発行などを行ってきた。

これらの活動は、(掬 ワコールからの恒常的な寄付・協賛と社員 9名 による資金 。人材両面

でのバックアップがあつて継続が可能 となっており、まさに(榊 ワコールと財団との二人三

脚の成果といえる。

日本の美術が19世紀後半から西欧美術に与えた影響に関する研究や展覧会は、絵画・工

芸の分野では多く行われてきたものの、服飾分野では注目されてこなかった。同財団では

西欧より収集した服飾資料に、日本独自のデザイン・着装方法等の影響が見られることに

着目し、作品を通じてモー ド史におけるジャポニスムの検証を進めた。その成果が、94年

4月 から2か月間にわたって京都国立近代美術館で開催された「モードのジャポニスムー

財団法人京都服飾文化研究財団 KYOTC)COSTUME INSTITUTI
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キモノから生まれたゆとりの美一」展として結実したのである。

東西文化の相互性に新たな視点を切りひらいたとして、国内外から高く評価された同展

は、開催にあたって海外の美術館等より出展品を借用する必要があったが、各美術館から

寄せられた高い関心によって、国際的な協力関係が実現した。同展と同時に開催された国

際博物館会議コスチューム委員会・京都会議では、同財団がホスト役を果たし、服飾文化

の国際交流の推進に大きな役割を演じた。ちなみに同展は1996年、パリ。東京へ招聘され

ることが決定している。
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1業種

1本社所在地

1創立年

1資本金

1従業員数

小売業/
不動産賃貸業

東京都

1953年

175億9400万 円

562人

株式会社パルコ PARCC)CO.LTDう12

「URBANAR丁」(アーバナート)の開催

「URBANART」 (ア ーバナート)は、URBAN=都 市とART=芸術の合成語。このク

リエイティブなネーミングでヴィジュアルアートの世界に、創作活動への支援体制を確立

した公募展である。単なる門戸開放型ではなく、①パルコの全国ネットを活用した く応募

の便宜さ〉、②海外にまで広げた展覧会の開催 〈表現の場の提供〉、③ CD―ROMに よる完

全な く記録化〉など。その企画の独自性は従来のコンペティションとは一線を画するもの

で、つねに着実に い`ま
″

をキャッチしているのが特色である。通算16年、23回の展覧会

実施、総応募数50000点。数多くの才能が輩出し、その優れた実績が評価され、メセナ育

成賞の授賞になった。

若手・新人アーテイストの発掘と育成に寄与

URBANARTは 、つねに時代を見つめ、変化していく社会の背景のなかで、アー トー

筋の軌跡をつらぬいてきた。

1980年、イラストレーションが大衆レベルの視覚文化として存在感を表 し始めた時期、

「日本グラフィック展」(1980～ 1991)続 いて「オブジェTOKYO展 」 (1985～ 1991)を開

催し、80年代のアー トシーンを切 りひらく先駆的な役割を果たした。90年代に入 り、アー

トは既成の
｀
グラフィック

″
や

｀`
オブジェ″

といった枠組みでは捉えられないという認識

で、先の二つの公募展を統合し、1992年「URBANART」 をスター トさせている。都市

文明のなかで発生してくる表現を広く集めて、 4回の開催で8000点 もの創作応募を数えた。

これらの経緯 。実績から、日比野克彦・タナカノリユキ・谷口広樹 。内藤 こづえ。馬田

純子・長島有里枝ら実力派スターが誕生している。才能発掘の機会均等と幅広い鑑賞の場

を求めて、全国で くエリア展〉を開催。また、ミラノ展覧会を開いたり、シンガポールで

作品公募を行うなど、国境を超えた芸術交流をめざしている。さらにアーティス トの育

成・情報交換の場として
｀`
オークション″

の企画と、つねに多角的な活動を推進 している。

育成賞

l

り

‘

″謹
田
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設立年

1● 授賞趣旨と受賞企業の紹介

東京都

1964年

三菱広報委員会(三菱系企業41社 )
IヽITSUBISHI PUBLIC AFFAIRS COMヽ 41TTEI 313

国際識字年記念・三菱 IMPRESS10N―GALLERY
～アジア子供アート・フェスティバル～の実施

1枚の絵よりも絵日記ならば、心の中や日常生活を表現しやすく、また読む人にも理解

しやすいのではないか、アジア各地の子供たちに絵日記をかいてもらい、そこに描かれた

習慣、風俗、生活、夢、心をとおして、言葉も民族も国境も超えて、子供たちとふれあい、

アジアを識ることができるのではないかとの考えから始められた。応募された優秀作品は、

「アジアの子供たちの絵日記展」として日本各地および参加各国で展示されるだけでなく、

参加国の識字教材をつくり、識字教育にも活用されている。また、来日したグランプリ受

賞の子供たちには日本や日本人を正しく理解してもらう機会となり、子供どうしの国境・

文化・言葉を超えたふれあいの場となっている。このように、国際的、芸術的、教育的視

野に立つ多角的な優れた企画が高く評価され、メセナ企画賞の授賞となった。

子供の絵日記からアジアを識る

アジア23の 国と地域の、 6～ 12歳 の子供たちから「 1作品 7枚綴 りの絵日記」を募集し、

日本国内と参加各国で展示紹介するという活動。三菱広報委員会がアジア太平洋ユネスコ

協会クラブ連盟と日本ユネスコ協会連盟の協力を得て、国連の制定した国際識字年にあた

る1990年 より実施している。1990か ら94年 までの 5年間にアジア各地を3期 に分けて作品

を募集。それぞれの参加国 。地域の選考を経て、東京での最終選考によって、国・地域ご

とにグランプリ各 1作品、各国優秀賞などを選び、各国のグランプリ受賞者を副賞 として

日本に招待し表彰した。優れた作品は「アジアの子供たちの絵日記展」として各地で開催、

展示され、お国ぶり豊かな色彩やタッチで描かれた子供たちの作品は来場 した数多 くの

人々に感動を与えた。

1994年 からは、さらなる発展・充実をめざして、この事業は継続・拡充され、 2年 に 1

回、日本を含む24の 国と地域から1度 に作品を募集・展示することになり、アジアのほぼ

すべての地域の作品と子供が一堂に会することになった。

企画賞
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1所在地

1設立年

1資産総額

大阪市

1985年

15億500万円

314

)i.,1 
.

Itl\\u,

i-.

「アジアの現代文芸」プログラムの翻訳出版

アジアとの国際理解を深めようと、そこに住む民族の考え方、生き方を表したアジア諸

国の現代文芸作品を翻訳し出版している。これまでインド、パキスタン、 ミャンマー、タ

イ、ラオス、インドネシア、マレーシアの 7か国の作品27冊を出版 し、全国の大学、公立

図書館に寄贈してきた。

アジアの文芸作品は欧米の文学と比較して読者数が限られており、商業ベースに乗 りに

くいため、大手の出版社が翻訳出版を試みることは少なく、大同生命の財団の地道な活動

は意義深い。「アジアの時代」を迎えて、その国際性が高 く評価され、メセナ国際賞の授

賞となった。

文学で生きたアジア紹介

この財団は、1985年 大同生命保険相互会社の創業80周 年を記念して、わが国と諸外国と

の人と文化の交流を通じ、国際的相互理解の促進をはかることを目的に設立された。

わが国はアジアの一員でありながら、これまでアジア地域の文化や人々の営みに対する

認識は十分でなかったといえる。そこで、この「アジア現代文芸」プログラムは、「文芸

は民族の心を浮き彫 りにし、それを生んだ国々の姿を映すたしかな鏡である」との考えに

もとづいて、めざましく発展するアジア諸国の今日の姿を小説、詩歌、随筆、戯曲、評論

等々の紹介を通じて、国際理解と身近な交流の促進に資することを目的に財団設立と同時

に始められた。翻訳出版した 7か国の27冊の作品は、大学や公立図書館に寄贈してきたが、

その延べ冊数は 5万9000冊 にのぼる。また、1989年 からは日本の文芸を世界に発信するプ

ログラムもはじめ、タイ語やウル ドゥ語の翻訳本も出版した。

アジア諸国の文芸作品は商業ベースに乗りにくいこともあって出版例は少なく、したが

って翻訳者が育ちにくい状況にある。このプログラムは、そうした人々に出版の機会を提

供することで、あわせて人材の育成にも寄与するところがあった。

財団法人大同生命国際文化基金 DAIDO LIFE FOUNDATION

国際賞
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業種

所在地

創立年

資本金

従業員数

1● 授賞趣旨と受賞企業の紹介

金融業

広島市

1945年

26億6175万円

1235人

広島信用金庫 THE HIROSHlMA SHINKIN BANK 315

「ひろしま平和能楽祭」と

「青少年のための能楽鑑賞教室」の開催

人材や予算、スペースなどの制限から、どの都市でも第一級の能を定期的に鑑賞する機

会があるわけではない。広島市民の声を拾いあげ、能楽祭を誕生された広島信用金庫の活

動は、地域の芸術文化のニーズに応えたものとして意義深い。また鑑賞の機会を青少年に

もひろげたことは、彼らの古典に対する理解を促進し、若い感性を育むうえで評価に値す

る。古典芸能の振興における貢献度の高さ、地元の芸術文化の質の向上にもたらした功績

の大きさが高く評価され、メセナ奨励賞の授賞となった。

能楽の鑑賞機会の提供と観客の育成

「アマチュアによる発表会はあるけれど、プロによる演能を観る機会がない。」1991年、

広島市に本格的な能舞台が完成したことを機に、広島市能楽愛好者連盟を中心とした広島

市民の要望が高まり、広島信用金庫が推進母体 となって「ひろしま平和能楽祭実行委員

会」を組織。同信用金庫内に事務局を設置し、 8名 の職員が中心となって企画・運営のす

べてを手づくりで行っている。毎年、観世・喜多 。金剛・宝生の各流派より出演者を迎え、

質の高い演能を無料で提供しており、過去 5年間に日本・ アジア各国から招待した観客は

総計4000名 にのぼる。また、若い人たちにも能楽に親しんでもらいたい、と「青少年のた

めの能楽鑑賞教室」も開始。広島市および近郊の高校生を、授業の一環 として無料招待し、

解説と実演を通 して能楽のおもしろさを伝える努力を続けている。継続 こそ力なり、と

1995年 3月 には「財団法人ひろしん文化財団」を設立。市民の声を発端にはじめられた同

信用金庫の能楽振興は、資金面での安定も確保され、ますます本格化しそうである。

奨励賞
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業種

本社所在地

創立年

資本金

従業員数

信用金庫

稚内市

1945年

7億2150万円

274人

316

稚内市での札幌交響楽団定期公演の全面的支援など

同信用金庫は、日本最北端にある人口 4万 6000人の稚内市内で、1986年札幌交響楽団

(札響)の定期公演を実現させた。札響が札幌市外で定期公演を行ったのはこの時が初め

てで、同公演以後10年 にわたって継続されてきた。毎年、宗谷管内の中学生を学校単位で

招待し、定期公演が定着するにつれて、近年は入場者もコンスタントに1000人 を超えるよ

うになった。また、学校の吹奏楽団や音楽教室に通う子どもたちが10年 で倍増するなど、
地域への波及効果はきわめて大きい。「稚内音楽文化協議会」という地元企業を中心に継

続性のある独自な支援体制がつくられ、その活動の原動力となった同信用金庫の大きな役

割と、地域文化育成に寄与したその功績が高く評価され、メセナ地域賞の授賞となった。

定期公演の実現が地域住民の音楽フアン育成に寄与

稚内市での札響定期公演は1986年以来毎年 6月 に開催され、1995年で10周 年を迎えた。
この定期公演を実現させているのは、稚内信用金庫を軸とした地元の水産加工企業や建設

会社など15社からなる「稚内音楽文化協議会」である。

きっかけは、1984年の稚内総合文化センターのこけら落としで、札幌交響楽団 と300人

の市民による「第九」の大合唱がたいへんな盛 り上がりを見せ、大きな反響があった折、
「一度きりで終わらせず、札響の定期公演の機会をつくりたい」と動いたこと。同信用金

庫は協議会創設時から理事長が会長をつとめ、現在まで継続して事務局を担当するなど、

活動の中心となり、積極的に運営にあたっている。3000円の入場料、中学校招待や小中学
生 1日 音楽教室の開催なども効果をうみ、住民のクラシック音楽に対する興味や関心はふ

くらみ入場者は年々増えている。また、同信用金庫はほかにも同協議会を通 じて PMFな
ど音楽への支援をしている。

同信用金庫は、1993年北海道が創設した第 1回「北海道地域文化選奨特別賞」および
「企業市民文化賞」を受賞している。

稚内信用金庫 rHE WAKKANAISHINKIN BANK

地域賞



10授賞趣旨と受費企業の紹介

所在地

設立年

資産総額

東京都

1988年

6億5562万円

財団法人三井海上文化財団 MITSUI MARINE CULTLiRAL「 OtiNDAT10N 317

地域住民のためのコンサートの共同主催

近年全国には多数公共ホールが建設されているが、文化の拠点としての役割を十分に果

たしていないところも多い。当文化財団は、地域における文化の振興を支援するため地方

の公共ホールに著名な演奏家を派遣し、都道府県ならびに市町村 と共同主催により地域住

民のために質の高いコンサー トを提供している。

このコンサー トの特徴は、演奏会を準備し開催するまでのノウハウを伝える点で、地域

住民が公共ホールで手づくりの演奏会を開けるように支援 している。このように地域の文

化普及に貢献していることが高 く評価され、メセナ普及賞の授賞となった。

地方の文化ホールの活用と演奏会のノウハウを提供する

同文化財団は1988年、三井海上火災保険株式会社 (当時は大正海上火災)の創立70周 年

を記念して、音楽、郷土芸能などの分野において地域の文化振興および国際交流の促進を

はかることを目的に設立された。

各地の公立文化ホールにわが国の著名なクラシック音楽の演奏家 (独唱から室内楽 ま

で)を派遣し、都道府県ならびに市町村と共同主催により、質の高いコンサー トを提供 し

ている。開催地については毎年10月 末締切で都道府県の文化担当局に案内して、次年度の

開催希望市町村を公募し、年間30市町村で開催している。

財団は音楽家の出演料、交通費、宿泊料を負担し、入場料はできるだけ低 く抑え現地主

催者がポスターやプログラムを作成する費用などに充てている。

また、コンサー ト運営の手引きを作成し、ポスターやプログラムのつくり方、演奏家の

受け入れ方、ステージ上の準備、アナウンスなど自主的な演奏会を開 く際に役だつノウハ

ウを伝えるなど、「音楽を与える人材」づくりに貢献してきた。さらに、コンサー ト終了

後、演奏家を囲んで交流会を行って、アーティストと文化ホール、地元の支援者 との結び

つきを強める一助 とするようアドバイスしている。

普及賞
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応募企業および企業財団とその活動

多彩な活動を展開

[五十音順]

318 蜘アートネイチヤー (東京都) 加藤檄椰記念館の運営

ゆ華録教青支セ壼面(憂知県).|‐
|:|||||||||:|||:|||:||||1蒙書|||=11=動■関する助成tl華

"|||||||||||||||

榊アムス西武三軒茶屋 スタジオams(東京都)   「東京学生映画祭 (7回日)」 の開催

イオングル■フ111´夕|||‖|||(1拳

‐
纂,|||||||||||||:||||||||||||||:||||:||||1華ⅢⅢⅢ華|^|||||||||||||||||||11111111111111111111111111111111111111111111111

出光興産榊 (東京都)               第 5回出光音楽賞の贈呈

'1'||111111111'1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111鶴

1量::彗事業革11常案掘||||1警 |||||:亨 ||::尋
鞠伊藤園 (東京都)                「お―いお茶新俳句大賞」の開催

輸機盛財団|||||(|1華お)|‐ | |■||||||||||||1111:||||||||1崇毒賛」|(精神科|・ 表現IⅢ彗■)||||1華彰|||||:|||:|||||

榊イノアックコーボレーション (愛知県)      New Yearコ ンサート・レニングラード国立バレ
エ「白鳥の湖」協賛

藤彗≡華|||(麦最県)      .||● :|:|:=:=::::::壼

=曇

:ⅢⅢ章文化活動助成制度の運営||:|:=:|三 :=::

団エー・ビー・シー音楽振興財団 (大阪府)    若手音楽家の発掘・育成のための「ABC新入コン
サート」の実施

^章

1本1颯|ンサ■
|卜
支援企業 (神奈

'|1事
'||||||||||六

資ⅢⅢ疇|ン

'■

卜」ヽ●

=秦
||||||||:|:|:||

榊川島織物 (京都府)               綴織り「平成悲母観音」創製、「甦る世界・悲母観音」
展の開催

い継Ⅲ単|(養椰1幕 )||‐
|||||||||‐ ||||||||||||||||‐ 1111111111111111111111111‐ ||||||||||||す 摯Ⅲ単|ネ|,“1帯||||"蕉 |||||||||||||||||||||

榊学習研究社 (東京都)              児童演劇地方巡回公演への支援

いⅢⅢIIイ |(帯中1幕 ,|||||||||||||||||||||||||||||||||||||1博 争||たく着幕||||||1111‖ 棒1111澤 ||||||||||||||‐ |

京都中央信用金庫 (京都府)            祗園祭「函谷鉾」運営への支援活動

垂肇
=撃

中|`泰

"朝日放送鞠|(大阪府)

(東京都)

協和発酵工業蜘 (東京都)

キリンビーブレ・鞠

近畿日本ツーリスト榊 (東京都)

甲管や|11蓄響)

中部ガラスアード94の開催

「ABCギヤラリー」の運営、活動

'94朝 日ヤングセッション平山郁夫講演会「世界の文

化遺跡と日本を考える」開催など

旅の文化研究所による公募研究助威や出版事業など

をテーマとした彫刻運動11「神

榊コスメロール (東京都) サントリーホール「オルガンプロムナードコンサー
ト」への協賛

輌|||,|||`ⅢⅢ早)||||||‐

||||||||||||||||||||||||||||||||||1111111111111111111111111111,411チ ネベ‖|‖|‖‖1粋十1卜|||1棒 |||||||||||||||||||||

五稜郭タワー帥 (北海道) 「市民創作函館野外劇」の支援など

動佐賀銀行文|1財口,(‖鷲祟)|||||||||||||||||||||||||||||||||||||1議大量あ晴単||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||:||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

第 4回 JRPS相 鉄ギャラリー展「季節の中の鉄道」
の開催

相模鉄道榊 (神奈川県)

動京都服飾文化研究財団 (京都府)

「キリンコンテンポラリーアワード」の実施、「キリン
プラザ大阪」の運営



第5章 |メ セナ大賞1995 20応募企業および企業財団とその活動

姉さくら銀行 (東京都)             「貨幣資料室」、「さくら銀行京都文化財展示室」の運

営

サミット佛|(東京1都)|||||||||||:|::|||:|111111:1菫|口大言ノヽ幡宮「杉並夜筆養」‐1開催:|::|:|:'||

サントリー榊 (大阪府)              「サントリー 1万人の第九コンサート」支援

い
=陽

百含|(束

=諄
,|||||||||:||||||||||:|11111111111111'|ン ||ホ■

''ニ

ンサ■卜」||"蕉 ||||:||||||||||

榊しゅんこう (兵庫県)             「和紙ちぎり絵」の芸術文化活動に対する資金・人
的・物的援助

総殖率銀常111ⅢⅢ́暮
'|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11～

美1韓1泰料榊‖|1111111111111111111111111111111111111

帥資生堂 (東京都)                「資生堂ギャラリー」におけるギャラリー活動

■聾1111精 1榊綺||‐

||lt養

"|,||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||:|||||||||1議
``IⅢ

Ⅲ彙|`構単曽業1行1算会1華載|||||||||||||||

真生印刷棘 (大阪府)               第 5回花と緑で結ぶ児童・生徒絵画コンクールの実施

住友生命保険
`オ

働 (大阪府)             「全国縦断チャリティコンサート」の実施

議水化学工桑1藤 (1未崚特|||||||||||||||:|||||||||||ジ |,レ椰団「ミタル餞口111青ⅢIII=崚■摯|::|

セイコー電子工業榊 (千葉県)           エスエスアイ・コンサート「ウィーン弦楽四重奏団」
「オペレッタ・ニューイヤーコンサート」への協賛

朧 鞍 (東京都)  .|■ :■
===■ ==F●

●ぼる北方圏映画祭」薇催、秋 タジオ錦糸睡 :豪

:|■■■ ■
==■

■事 覇 騨 支援など     ― |■ :■
====

佛ゼンリン (福岡県)               「オリジナル地図コンクール」の実施

mツニ
=音

楽芸術振興会,(東京彗,|||||:|||■ ||■||||||1第 |19:回全日本大学オ‐ケストラ大会め藤催|||||:|||:|

締増進会出版社 (静岡県)             「柿田川チャリティコンサート」の開催

檬大光銀行|(議潟壕)||||||||||||||||||||||||11111長 率套響楽■活動へつ車撻||||||||||||||||||||||||

0タイヨー・ムジーク・ジャバン (神奈川県)    「トツカ・ピアノ・メソッド」の開発など

榊竹中工霧店|(大阪府〕||||||‐ ||||||||||||||||111111‐ |||‐ ||「東方道具見蘭銀」1東京機0藤催||||||||||||||||||||||||||||

第一生命保険0(東京都)            V00A展 '95の 開催、東京ゾリステンコンサート支
援、劇団扉座支援

申木口1単帯申1辮燎|1睾楽||||||(大 朦お

'|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||す

′ツア1毎1鷲業|||||||‖ 椰|タラ141諄議ⅢⅢIIIIIIIIIIIIIIIII

ダイムラー・ベンツ基金 [日本](東京都)     「ガスコーニュ・ジャパニーズ・アート・スカラーシ

ップ」の実施
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け中償美術奨励基金/京都中央信■金庫|`■却1着 )|||||「

=却
1美術

=1`賞

」の贈呈と|「京都|●美術文イ●1支1鑑

|‐ ||‐

‐     ‐||||||||||||||:|||||||||||||1清 勲||||‐ ||||||||       ‐||||||||||||||■ |||||

榊千葉銀行 (千葉県)               「ちばぎんアートギヤラリー」におけるギャラリー活

動

千代田火災海上保険輸 (東京都)三■::=|:=:=■ ==:11,代
田火災ニユーイヤーコンサ‐卜の薇催:■

==■
■:

月星化成佛 (福岡県)              第8回「つきほし創作館」(童話、写真、絵画)の運
営

丁OAI榊 |(兵庫県) ||||||||■ |■■
=■

三■■11■ |ジ■ベツタホ■ルを中心として行うてしヽる音文イ|ヒ書蒙
|||||      ||||||||111111111:|||||||■ ■|:||='■|1活動|||||||||||‐   | ‐| ||■■||||||||||||:||||:||||||||

田苑栗源酒造榊 (鹿児島県)            「田苑酒蔵サロンコンサート」の開催

中零,||(事事1響

'||||||||||||||||111111111111111111「

警準||ヤラ||」10年中
=Ⅲ

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

鳥取ガス榊 (鳥取県)               「鳥取ランパル会」への支援
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320 凸版印刷榊 (東京都)

東急広報委員会 (東京都)

東北電力い青森支店 (青森県)

「印刷史料館」の運営、「読書感想画中央コンクール」
の協賛

「丁OKYU“Thanks from the Heart"Con―
Ce蔵」の開催、「東急フォーラム」の開催

「八戸ロビーツアー」の企画・運営

棘栃本銀行 (栃木県) 「下野手仕事会創立20周年記念展」紹介ビデオの作

成・放映

「アジア・アートフォーラム94～ 96」 の開催

|1達自動雲構||||||(1業 景絆,|||||:||||:|||||||:||::|||||:||||||||||||llllll:||||||||:||||||||:||||:11華 ,111,サン議幸|1緯本||グランフ|」 |111彙お|||||||

日本アイ・ビー・エム榊 (東京都) 企業文化誌「無限大」の発行、「日本 !BMパ レエ特
別奨学金」制度の設置など

車Ⅲ
=い

(東京都) |||||||||       _‐ |1幸薄青首舞台」の実施‐ |||||||‐ |        |
榊日本交通公社 (東京都) 「社の賑い」の開催

ⅢⅢ奉韓寿情辮毎|||`華IⅢ

'||||||:||||||||||||||||||||||||:|||||||||||||||||||||||||||||||||||:|||:|||||||:|||:||||||1毒

義||1補講|ン|||||:1111111Ⅲ I1111111111111111111111111111111111111111111111111:||||

日本たばこ産業榊 (東京都) 「生命誌研究館」の活動

鐘≡
=ク

トナルドい11～圭垂,|三■‐  .11:::■羹華||1毒多郎コン
'|:≦

:」奎皇姜||||  11■ :

ハウス食品佛.(大阪府)              ピアノコンサート「こどもたち」協賛、日本における

オペレッタの発展への援助

,111111,||,テ Flllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll議 |す |||lll111FI111毒 :,|||:||:11111111111,|||||||

佛パソナサンライズ アート村設立準備委員会(東京 「第 2回アート村・夢のデザイン大賞/作品展」の開
都)                     催

い

'ヽ''||(薫

景1毒 ,||1111111:|11111111111111111111111111:||:|||:|||||||:|||:|||:IⅢ Ⅲ

=¨

A羹+1111■|ン |ヽ|卜,|1静催|||||||||

嘲東日本鉄道文化財団 (東京都)          東京ステーションギャラリー「墨画から版画―心にし

みる魂の詩 。斉藤清展」の開催

深川製磁帥 (佐賀県) 文化施設の建設・運営、文化イベントの開催、所有コ

レクションの一般公開

働福岡文化財団 (福岡県) 「C:丁 Y・ プロムナードコンサート」の実施

株フジカワ画廊 (大阪府)             公的展覧会への作品貸出しおよび出品協力

|卜●|夕喜動車輌餞毎藁,|||||:||||||||||||||||||||||

|||:|||lillllllllllllllllll‐ |||■
| |■

||||||||||||||:||||||||‐

‐
|||||:||||||||||:||

|||||||:||||:交響詩IF十勝」作由依頼tllll:1特 別轟薬会t CD制作

|「0ろoま平和能楽祭」
|1室」||の錦催    ||||
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榊富士銀行 (東京都)               成人の日コンサートの開催

童
=律

議榊:|||||ltl青
|111111県 ,||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1111111111‐ ||"象自:||||||1義亀茉缶館1議冒|||||1建‖111111111111111111111111111111

帥フジタ (東京都)                文化施設「フジタヴアンテ」の建設・運営、文化イベ
ントや公演の開催

働藤田トイミ
=|ン

″1度自1茉章苺)||||||||‐  | ‐Ⅲ有||夕1幸 |||ン||1公1菫 |||||‐    |||||||:|||

富士通榊 (東京都)                「富士通ドームシアター」の設立・運営

ブラザーエ業鞠 (愛知県〕

榊ベネッセコーボレーション (岡山県) 「ベネッセ八ウス・直島コンテンポラリー・アート
ミュージアム」の運営

榊ホテルオークラ (東京都) ユニセフを支援するチャリティ・イベント「企業の名
品・アートコレクション展」の開催

|1青1輔 111111111春 多1車場||||1礫彙詢||11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111摯 1葺 ,場■||||1春義|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

榊ポーラ化粧品本舗 (東京都) 文化イベント・公演の開催、化粧文化研究 。出版等

励三井海上文化財団 (東京都)           地域住民のためのコンサートの共同主催、文化の国際

交流活動に対する助成

||||(東京都}||||||||||'||||||11111‐    =秦 |卜||ル 1111ヽ|||=,`泰赤活動 ‐|||||||||
三菱広報委員会 (東京都)             三菱 lMPRESS10N― GALLERY～ アジア子ど

もアート・フェスティパルーの実施

い峰蒙鶯需辮綺来141藤 |(茉景苺
':|||||||||||||||||||||||||||||||||||||lilllllllll青

峯IⅢⅢ義

^1継

赫蜂綺咸||||||||||||||||||||1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111:|||

三菱地所榊 (東京都)               「横浜ジャズプロムナード'94」 へのサポート

1奉

=業

機‖(麟卓県
'||||||111111111111111111111111111ラ

イ|||||三|三|||:||||||111111‖帯鞣||||||||

働ヤギメセナフアンデーション (石川県)      ヤギスクールシアター ミュージカル公演の実施

=申

1本贅海
=保

|||1111==苺 11111:||||||111111111111111‐

‐‐|‐ 彙1本1人彰議場||:||11111わ |ホ|''1●浩争|||||||||||||:|||

m安田火災美術財団 (東京都)          「ゴッホとその時代展」開催、「奨励賞」贈与、「奨励
賞展」の開催など

横浜ハイテクプリントい|(擁 111果

'|=:|||‐

|   「横浜ジ||ズ|フ葺

=:委

≡■ :||‐ |ヽサポニト.  ::||

榊ライカ (大阪府)               「木村嘉子展」開催、「AR丁―EX」 芸術家交流事業
への協力

日―ム帥 (京都府) 「京都博物日記 (書籍・CD― ROM)」 の無料配布
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ⅢII信||1津||||||`|1海 清
'|||||||||||||||||||||||||||||||||‐

||||||||1摯

^|||1義 =讐

業晨
=織

公議の全競織彙義凛||1111111

「ブラザーカップ国際青年デザイナーコンタール」の
実施   |  |||             ‐

真綺支庫の設置1蒔 饉)1

読書推進活動|:11■ |||:|||:|:|||||||

|■ |11111111:|||‖ ||||111・ ||111‐
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１
１
１

活字 と電波 [1995年 1月～1996年 3月 ]

新聞、雑誌、テレビに登場 したメセナ

○ここには、1995年 1月 から1996年 3月 にかけて新聞、雑誌、テレビなどで

扱われたメセナ関連記事等を収録した。ただし、厳密な意味でのメセナだ

けではなく、フィランソロピー、企業文化などメセナとも関連が深いと判

断されたもの、政府 。自治体の芸術文化政策、芸術文化施設に関するもの

なども収録している。

○収録は各月別に分けてあり、さらにそのなかで、「新聞社説・雑誌巻頭

言」、「論文・評論」、「解説」、「対談 。座談会」、「インタビュー」、「コラ

ム」、「報道」、「特集」、「単行本」、「電波」の順に収録、「連載」、「専門誌」

は月別とせず、最後に収録した。

○雑誌の場合は混乱を避けるため、実際には前月に発行されても、 1月号は

1月 の項に記載した。また、年報は12月 に収録した。

○各項目内の配列は、新聞 (発売日付順)、 雑誌の順で、雑誌は週 (旬)刊

誌、月刊誌の順 となっている。さらに新聞・雑誌のなかでは、紙・誌名の

五十音順配列となっている。単行本は、著者名の五十音順である。

○単行本の項には、会議記録、講演要旨、小冊子資料なども含まれている。

○原文にタイトル名のないものは ( )内に内容がわかるように表した。

324



46al tEt.i-9 1● 活字と電波 [1995年 1月～1996年 3月 ]

1995年 1月 325
論文・評論    「世界に誇れる日本のFc∨ o』」出口正之(電通報「文化」95.1.16)

「目ざめよ企業財団 :社会貢献活動の中心的担い手に」(日経産業新聞95.1.5)
「メセナ健日 :不況下に知恵絞る活動」(産経新聞95.1.7)
「トップ経営理念か欠かせぬメセナ :神戸経済は今…」(神戸新聞「波濤を越えて」95.1.8)
「あさば旅館 :自然と溶け合う名舞台」(読売新聞「わか社の一番」95.1.9)
「写真通じ世界と交流 :都写真美術館あす新装開館」石黒重光(朝日新聞95.1.20)
「アーティストのお見合いセンター :芸術家データベース」塩谷陽子(AERA95.1.1‐9)

「メセナ活動と地方の時代 :高まる意識『企業市民』」(PRニュース95.1.1)

「文化支援の現在 :オペラ座と宝くじ」菅伸子(AERA95.1.30)
「名古屋の文化向上目指す『ボストン美術館』誘致正式決定までの道程」(実業界95.1)

「マルチメディアと芸術との結びつきの可能性を示したN丁丁」(宣伝会議「業界トビック
ス」95.1)

コラム 「『メセナ』で演劇支援 :第一製薬」(日経産業新聞「創造・人・ファイル」95.1.1)
「現代音楽を一般聴衆の手に :注目すべきフランスの援助団体の努力」(続売新聞「海外の文
化」95.1.5)
「(地域文化と個人メセナ)」 (千葉日報「忙人寸語」95.1.6)
「でんばつふれあいコンサート」近藤郁夫(日本工業新聞「随想」95.1.13)
「地域貢献で副産物」(日本経済新聞「あの人消息この人」95.1.14)
「京都を音楽の都に」(日本経済新聞「あの人消息この人」95.1.17)
「企業ボランティア」(愛媛新聞「四季録」95.1.27)
「(メ セナの行方)」 (神奈川新聞「テスクノート」95.1.28)
「文化による村おこしを」鈴木健二(日経ビジネス「有訓無訓」95.1.23)
「大江氏受賞|ご

1メセナ冥利
″
」高島浩―(日経ビジネス95.1.23)

報道 「文化貢献活動組織を設置 :ユーエスケー」(日刊工業新聞95.1.4)
「『社会貢献型』信託に人気」(日本経済新固95.1.7)

「NPoを知って :活動の可能性など討議」(日 本経済新聞95.1.9)

「障害者、自己表現の場 :六本木にFアート村』誕生」(読売新聞95.1.10)
「道郵政局かメセナ :札幌で古興芸能」(北海道新聞95.1.11)
「地域貢献でF―元組織』:栃木県内の松下グループ」(日刊工業新聞95.1.18)

「県内企業が新メセナ :一流の演奏会無料で」(千葉日報95.1.28)
「紀尾井ホール、4月オープン」(音楽芸術95.1)

「Fフ ォーバルスカラシップ」第2回貸与者決定」(音楽芸術95.1)
「サントリー『120億円美術館』の見所と評判」(プレジデント95.1)

単行本 「美術館の新しい役割」三鷹市政策課題研究(95.1)

1995年 2月

論文・評論 「芸術。文化と市場における企業広告との入り組んだ動的な関係」松原隆―郎(図書新聞「時
調:」 95.2.11)

解 説 「新しい“美術圏"構想 :灰塚ダムプロジェクト」村田真(毎日新聞95.2.6)
「環境に溶け込み、町に表情 :新宿・立川パブリックアート」宝玉正彦(日 本経済新聞「文
化」95.2.25)
「予算カットは『文化」と照準 :強い共和党」塩谷陽子(AERA95.2.27)
「音楽の友ホール・新大阪」美山良夫(音楽の友「ホール探訪」95.2)

対談・座談会 「今なぜフイランスロピーか1:元気がない日本人」渡邊―雄(室蘭日報95.2.11)
「今なぜフィランス回ピーか2:市民か会社支える」渡邊―雄(室蘭日報95.2.12)
「今なぜフイランスロピーか3:私の米国歌に拍手」渡邊―雄(室蘭日報95.2.13)
「今なぜフィランスロピーか4:『人間愛」で社会貢献」渡邊―雄(室蘭日報95.2.14)
「無理せず続けることが大切 :フ ォーラムF明 日の社会貢献を考える』」安井隆豊、富田英之、
内橋克人、田村新次、堀内守(中 日新聞95.223)
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*6=l *p+.7-t

インタビュー   「地域に根ざす文化施設の創造と芸術団体の役割一大和滋さんに聞く」(社会教育95.2)

コラム 「文化の復興、震災をバネに」(日本経済新聞「斜論」95.2.4)
「『第二」、新世界表すリード役」(日本経済新聞「新百科」95.2.5)
「サンダンス、映画

m百
歳
″
機に着手発掘」(日本経済新聞「文化往来」95.2.6)

「(メセナと文化戦略)」 (西日本新聞「気流」95.2.12)
「VOCA賞に三輸美津子氏」(日本経済新聞「賞の消息」95.2.12)

報道 「企業の7割『社会貢献に意欲』」(上毛新聞95.2.9)
「晨災、関西クラシック界直撃 :演奏会を開けすに大幅な減収」(朝 日新聞95.2.14)
「美術品、お寒い地震対策」(朝 日新聞95.2.14)
「被災地での公演や劇団再建話し合う :「関西演劇人会議』が集会」(朝 日新聞95.2.22)
「『美術史講座』が盛況 :来るか

1`芸
術の世紀

″
」(電通報95.2.27)

単行本 「アートマネジメント概論」伊藤裕夫(95.2)

「文化に関する県民・企業意識調査報告書」埼玉県県民部自治文化課編(95.2)

「英国におけるアーツマネージメント教育の現状と課題」(社)日本芸能実演家団体協議会

(95.2)
「異分野コラボレーション」久保田晃弘、藤井浩美((株)ジ ャストシステム95.2.5)
「ザ・オーケストラ」芸団協出版部(丸善95.2.24)
「子どもの芸術文化振興に関する報告書」子どものための芸術文化振興に関する小委員会

(音楽議員運盟振興会議95.2.28)

1995年 3月

綱同社説・雑議螢藤郭企業ポランティアの組織化を」(福井新聞「論説」95.3.9)
「『フイランソロピー』で活性化を」(日刊工業新聞「社説」95.3.17)

論文・ 評論 「企業とアートスペース」林容子(公明新聞95.3.14)
「芸術家救援、日米の落差 :望まれる、緊急時の援助制度」塩谷陽子(朝日新聞95.3.20)
「企業文化の祝祭化―新王子製紙の劇場空間」山口昌男(正論95.3)

解 説 「芽吹いた社会貢献 :企業ボランティア相次ぐ」(産経新聞95.3.6)
「中規模クラシックホール東京に :『紀尾井ホール」2日 開館、専層オケも」(朝 日新聞

95.3.29)
「伝統を守る姿勢に共感し、最先端技術で輝きをもたらす :LOUIS VU!TTONの 企業メ

セナ活動」(日経ビジネス95.3.20)
「公共ホールの稼働性を考える(上):彩の国さいたま芸術劇場の場合」諸井誠(音 楽芸

術95.3)
「芸術団体の理事会メンバーのトレーニング」中山夏織(公益法人「ロンドンだより [番外

編]」 95.3)
「芸術イベントスポンサーシップ効果を調査 〈プリティッシュ・ベトロリアム社〉」(宣伝会

議95.3)

コラム 「企業博物館」(北海道新聞「今日の話題」95.3.11)
「出光音楽費に大西氏ら3氏」(日本経済新聞「賞の消息」95.3.19)
「公益法人、きちんと分類を」(日本経済新聞「新百科」95.3.26)
「『国際美術市場』で日本敗れたリーここにもパブル威金の末路」(週刊東洋経済「怒りの社会
学」95.3.18)

報道 「新日鉄のF音楽ホール」お披露目」(産経新聞95.3.1)
「初のメセナ実現 :道郵政局か古奥芸能会」(北海道新聞95.3.3)
「F国際メセナ会議'95』開催へ :企業メセナ協議会」(電通報95.3.13)
「世界音楽祭実行委に大賞 :山ロメセナ」(読売新聞[小倉]95.3.16)
「企業の社会貢献理解深める :中京で勁労青少年フォーラム」(京都新聞95.3.17)
「6月一斉にロビー展 :水戸芸術館周辺の金融機関」(日経産業新聞95.3.21)
「第一製薬、3000万円贈る :は ばたけ水戸室内管弦楽団」(日経産業新聞95.3.23)
「社会貢献活動を強化 :地域活性化で助成制度」(日刊建設工業新聞95.3.28)
「ABC国際交流コンサート」(音楽芸術95.3)
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特集 「ノンプロフィット・セクターの経済分析」(季刊社会保障研究95.3) 327
単行本 「発信できる文化ホールをめざして」茨城県生活環境部生活文化課(95.3)

「「日の出町アーチストインレジデンス」事業報告書」(有)コ ンテンポラリー・アート・ネッ

トワーク(95.3)
「東海地区メセナフアイル」東海メセナ研究会(95.3)
「芸術と支援」東京都(95.3)
「甦れ、美意識。資生堂ギャラリー七十五年史のあとがきのあとがき」柿崎孝夫(資生

菫室95.3.28)
「資生堂ギヤラリー75年史」富山秀男(資生堂95.3.30)
「海外芸術フェスティパルに参加するには」国際交流基金(95.3.31)

「パフォーミングアーツのマネジメント」昭和音楽大学オペラ研究所(95.3.31)

1995年 4月

新動藍党・黎編提麺醒ヨ「ボランティア社会への転機に」(西 日本新聞「社説」95.4.5)

「メセナ哀歌 :日産『社会文化室』奮闘」(日経産業新聞95.4.6)
「文化に目覚めた中小企業経営者 :空港や市場でコンサート」(日本経済新聞95.4.9)

「定着への模索今も :企業の社会貢献活動」(読売新聞95.4.9)
「公共ホールの稼働性を考える(下):彩の国さいたま芸術劇場の場合」諸井誠(音楽芸

術95.4)
「紀尾井ホール」美山良夫(音楽の友「ホール探訪」95.4)

インタビュー 「“才能の私物化"はいけない一京セラ会長稲盛和夫さん」(毎日新聞「この人と」95.4.25)
「紀尾井ホールかオープン :斎藤裕会長に固く」(日本工業新聞95.4.26)
「動機善なりや④ :社会貢献というのは『利他」―京セラ会長稲森和夫氏(日 本経済新聞「人

間発見」95.4.27)

コラム 「オーケストラキャンプ :年々、レベル上かる青少年」(朝日新聞「音楽の風景」95.4.6)
「(経営と文化)」残間理江子(毎日新聞「読書日記」95.4.12)
「モービル文化■にアニメ昔話」(日本経済新聞「■の消息」95.4.16)
「地域の芸術環境づくり①:怒ることが多すぎる」小暮宣雄(電通報「せみな一る」95.4.17)
「楽団員の福利厚生に一肌」(日本経済新聞「あの人消息この人」95.420)
「趣味の香気感じる75年史 :資生堂ギャラリー75年史」(毎日新聞95.4.24)
「見逃しかちな企業の博物館」(読売新聞「読む」95.4.25)
「文化発展に貢献 :現代グラフィックアートセンター開館」(河北新報「交差点」95.429)

報道 「日本美術修復計画支援進む :フ ィリップモリス」(電通報95.4.3)
「小学生対象に助成 :グローリーエ業が財団」(日刊工業新聞95.4.11)

「『モンプラン・デ・ラ・キュルチュール賞』か決定」(週刊ポスト95.4.21)

1995年 5月

論文・評論 「不況下でも前進する企業メセナ」福原義春(朝日新聞「論壇」95.5.13)
「今こそメセナ振興を」根本長兵衛(日本経済新聞「私の意見」95.5.15)

解説 「メセナと教育訓練①ふれあいキャンペーン実施 :東北電力」(日本工業新聞「企業ドキュメ

ント」95.5.11)
「メセナと教育訓練○固有文化を発掘紹介 :東北電力」(日 本工業新聞「企業ドキュメン

ト」95.5.12)
「総額1000万 ドルかけて現代版画を一般公開する大日本印刷の企業理念」(週刊ダイヤモン

ド95.5.13)
「企業に戻る文化支援 :『 国際メセナ会議・95』を前に福原理事長に固く」(電通報95.5.15)
「メセナと教育訓練③16万編の作品応募 :東 北電力」(日 本工業新聞「企業ドキュメン

ト」95.5.15)
「30esフィランソロピーCLUB:日 本定着図る理論武装」(読売新聞95.5.15)
「英・仏・独の文化政策を比較研究」(電通報「企業文化」95.5.16)
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「メセナと教育訓練④ふれあいの場Fグ リーンプラザ』:東北電力」(日本工業新聞「企業ドキ
ュメント」95.5.16)

「メセナと教育訓練⑤人間尊重の能力開発 :東北電力」(日 本工業新聞「企業ドキュメン
ト」95.5.17)

「メセナと教育訓練◎大規模・集中化で充実 :東北電力」(日 本工業新聞「企業ドキュメン
ト」95.5.18)

「ガラス張り財団情報、築いたある男の信念」(日本経済新聞「マイセリフ」95.5.21)
「子会社作りF東響』支援 :すかいら一く」(読売新聞「わか社の一番」95.5.29)
「メセナ方式で上演 :皓川幸雄演出の『夏の夜の夢』」(読売新聞[大阪]95.5.31)
「美術館・ギャラリー・雑誌などを通じて地域文化への貢献をめざす :た ましん地域文化
財団」(企業福祉「ふくし」最前線95.5.1)
「九代目女将のF芸術的」経営学 :浅羽愛子」(イ ンフォーダイヤ95.5)
「カザルスホール」美山良夫(音楽の友「ホール探訪」95.5)

コラム 「地域の芸術環境づくり○ :地域を創造するもの」小暮宣雄(電通報「ぜみな一る」95.5.1)
「復興へ被災地のアーチストたち結東」(日本経済新聞「文化往来」95.5.1)
「大阪ボランティア協会① :NPoと 企業の懸け橋に」(産 経新聞[大 阪]「企業市民」
95.5.10)
「手拍子を誘う楽しい公演を」(岐阜新聞「立ち話」95.5.12)
「ポランティア・メセナ:今の世界の重要テーマに」(日本経済新聞「マイセリフ」95.5.14)
「(障害者絵画展開催)」 (日刊工業新聞「産業春秋」95.5.19)
「流行と無縁なメセナを地道に」道端進(日本経済新聞「波動」95.5.21)
「地域の芸術環境づくり◎ :アーツの架け橋」小暮宣雄(電通報「ぜみな一る」95.5.22)
「メセナ」小林悟(新潟日報「晴雨計」95.5.24)
「サントリー地域文化賞決まる」(日本経済新聞「■の消息」95.5.28)
「(国際メセナ会議)」片山薫(神奈川新聞「デスクノート」95.5.29)

報道 「企業、団体の社会貢献活動事例集を創刊」(日刊工業新聞95.5.2)
「求む資金援助 :憾川演出の喜劇上演へ」(朝 日新聞[大阪]95.5.6)
「被災市民励ます無料コンサート:武田薬品」(日本経済新聞95.5.11)
「三陽商会の名物企画に常連アーチストが集合」(流通サービス新聞95.5.12)
「メルシャン軽井沢美術館が7月開館」(産経新潤95.5.17)
「6団体に地域文化賞 :サントリー文化財団」(朝 日新聞95.5.19)
「F国際メセナ会議』始まる」(朝 日新聞95.5.23)
「F国際メセナ会議』3分科会で討護 :マルチメディアもテーマに」(日本経済新聞95.5.24)
「県企業メセナ協が発足 :芸術文化活動など支援」(読売新聞[佐賀]95.5.24)
「国際メセナ会議定期開催で一致 :3日 間の日程終える」(日本経済新聞95.5.25)
「ローザンヌ国際バレエコンクール理事長、札幌市長と歓談」(北海道新聞95.5.26)
「『バックステージ賞」を創設 :ニッセイ文化財団」(東京新聞95.5.30)
「中小企業の社会貢献支援 :東商」(日本工業新聞95.5.30)
「社会貢献活動7割が前向き :群馬県か企業調査研究」(上毛新聞95.5.31)
「セゾン文化財団今年度の助成事業」(東京新聞95.5.31)
「阪神大震災の義援金を寄付 :英ロイヤル・パレエ団」(読売新聞95.531)
「第5回 F出光音楽貴』受賞者決定」(自由時間95.5.18)
「第五回出光音楽賞受費者発表と受費式」(音楽芸術95.5)

特 集 「国際メセナ会議'95:文化の国際交流へ、多様性生かす支援」(朝 日新聞95.6.29)
「国際メセナ会議'95:メ セナは世界の必需品 困難越え新企業像探る」(日 本経済新聞
95.5.29)

単行本 「英国の民間非営利セクター」笹川平和財団(95.5)

1995年 6月

論文・評論 「F新国立劇場」への問題点を提起する」村井健(テ アトロ95.6)
「時代閉塞のいまこそ経済と文化を見直そう」福川伸次(週刊朝日「日本エコノミヤ
記」95.6.9)
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解 説 「メセナと本業両立に挑む :ワールドの環境デザイン部」(日経流通新聞95.6.1)
「アイデア・メセナ繁盛記 :三陽商会」(読売新聞95.6.14)
「バトロンの夢メセナに結ぶ」(日本経済新聞95.6.18)
「曲かり角迎えたジャズ祭 :これからは地元の支援を」(産経新聞95.6.22)
「民間非営利セクター① :企業のフィランソロピー」山内直人(日本経済新聞「やさしい経済

学」95.6.23)
「民間非営利セクター◎ :マ クロ規模と構造」山内直人(日 本経済新聞「やさしい経済

学:」 95.6.24)
「民間非営利セクター◎ :非営利組織の行動原理」山内直人(日 本経済新聞「やさしい経済

学」95.6.25)
「民間非営利セクター④ :寄付とポランティア」山内直人(日 本経済新聞「やさしい経済

学」95.6.26)
「民間非営利セクター⑤ :企業のフィランソロピー」山内直人(日本経済新聞「やさしい経済

学」95.6.27)
「社会貢献活動は曲かり角 :米国の日系企業」(AERA95.6.19)
「宗教と芸術 :民音は文化のガリバーだ」伊藤百合子(AERA95.6.28)
「いまなぜ芸術経営学か :『芸術経営学」を学ぶ学生の視点と反応」佐々木晃彦(社会教

鴨F95.6)
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インタビュー 「受容側の畑を耕す―アリオン音楽財団理事長。江戸京子さん」(産経新聞「話の肖像

画」95.6.5)
「無駄を省けぱメセナはできる一―未来工業株式会社」寺島秀樹(エ グゼクティブ「強小企業に

学べ」95.6)

コラム 「“裏方大賞"イ キなメセナ :ニ ッセイ・パックステージ賞」(読 売新聞「フロッピー」

95.6.2)
「百回目を迎えるメセナの草分け的コンサートを企画。制作した松角妙子さん」(読売新聞
「1頃」95.6.3)
「地域の芸術環境づくり④ :同志が出会う場を」小暮豊雄(電通報「せみな一る」95.6.5)
「関西音楽界、経営難で空洞化も」(日本経済新聞「文化往来」95.6.7)
「芸術でアピール :泉陽信用金庫」(日本経済新聞[大阪]95.6.16)
「心強い県内企業メセナ :ク ラウン・クラシック・コンサート」(神奈川新聞「ステージ素

摘」95.6.17)
「「舞台の裏方』賞、ニッセイ財団が年金」(日本経済新聞「文化往来」95.6.19)
「地域文化の担い手

｀
後押し″:サ ントリー文化財団」(産 経新聞[大 阪]「企業市民」

95.6.21)
「首都日のイベント回復 :『冠』もやや持ち直す」(日経流通新聞95.6.29)

報道 「世界的不況の中メセナ活動どう展開?:27カ国集い国際会議」(神奈川新聞95.6.1)
「『第17回地域文化賞』決まる :サントリー文化財団」(東京新聞95.6.1)

「交響楽団に協賛 :吉忠120周年記念事業」(織研新聞95.6.6)
「セゾン『年間助成』に『青年団』新たに選出」(朝日新聞95.6.8)
「芸術文化活動を助成します :第一印刷が『メセナ委』」(大分合同新聞95.6.9)
「首都圏の文化イベント:びあ調査」(日本工業新聞95.6.14)
「舞台を支える『裏方さん』に光 :ニ ッセイ文化財団が賞創設」(産経新聞95.6.15)
「企業博物館を紹介した史料を刊行 :企業史料協議会」(毎日新聞95.6.15)
「1000円 コンサート:福岡の市民グループ企画」(読売新聞[小倉]95.6.15)
「『国際メセナ会議'95』開く」(電通報95.6.19)
「人材育て地方活性化 :博報堂、文化イベント支援」(日本経済新聞95.6.19)
「首都圏のイベント数、昨年は1万3338件 に1ぴあ」(流通サービス新聞95.6.23)
「秋月美術館が財団法人に :東洋電機工業所」(日刊工業新聞95.6.23)
「中埜酢店が協賛 :絵画・写真コンテスト」(日 本工業新聞95.6.29)
「『出光音楽賞』受費者決定」(日経トレンディ95.6)
「桜とともに花開いた紀尾井ホール」(音楽の友95.6)

特集 「文化事業とアートマネージメント」(月刊社会教育95.6)
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330 単行本 「文化イベントデータフアイル年鑑1994」 びあ(株)(95.6.1)
「ザ・展覧会」野田泰通(東方出版95.6.10)
「スーパースタッフ1～アートマネージメントの現場」(ペヨトルエ房95.6.20)

1995年 7月

新聞社説・雑覇望藤雪「『日本型』企業メセナの構築を」(神奈川新聞「社説」95.7.2)

論文・評論 「『メセナ活動」に期待」星亮―(福島民友新聞「論壇」95.7.18)
「メセナのゆくえ :グリーンコンサーツ」吉竹達雄(フ ィランソロピー95.7)

解説 「長引く不況、制作費高騰 ・̈:中劇場の主催公演か減少」(毎日新聞「芸能時評」95.7.4)
「大型行き詰まり手作り型か主流 :野外ジャズイベント“変身"」 (日本経済新聞95.7.11)
「文化復興へ社会的支援を :阪神大震災」霊山智彦(読売新聞95.7.20)
「「阪神大震災」に学ぶ文化施設」諸岡博熊(電通報「文化」95.7.31)
「財団活動の成否はプログラムスタッフの育成にかかっている」林雄二郎(エグゼクティ
ブ95.7)

「国際メセナ会議からのリポート(上 )」滴水柳―(テアトロ95.7)
「プロジェクトを応援するメセナ :日本電池(株 )」 (フ ィランソロピー95.7)
「大田区の街全体をステージに :ASCA」 (フ ィランソロピー95.7)
「国際メセナ会議'95」 (フ ィランソロピー95.7)

インタピュー 「危機乗り越えて強く――福原義春」(読売新聞「わたしの道」95.7.23)
「『社会還元』から、自立した『社会貢献』へ…―林雄二郎」(宝石95.7)

コラム 「モービル音楽賞に藤井さんら」(日本経済新聞「賞の消息」95.7.2)
「生活文化企業に挑戦 :サントリー」(日本工業新聞「戦後の企業50社」95.7.4)
「文化の・不易流行"追求 :サントリー鳥井信一郎社長」(産経新聞95.7.6)
「実験的なものにメセナの注目を」(日本経済新聞[大阪]「ひと抄録」95.7.8)
「日本企業のメセナの成熟」(毎 日新聞「らんだむ批評」95.7.14)
「増える

｀
ポランティア社員

″
」(産経新聞[大阪]「企業市民」95.7.19)

報道 「第25回モービル音楽貴」(朝 日新聞95.7.4)
「スペシャリスト育成を :県産業教育審議会」(下野新聞95.7.5)
「うっとり“世界の音":大分銀行とNHK大分文化サロン実行委員会によるメセナコンサー

ト」(大分合同新聞95.7.17)
「ウイスキー庫改築 :メルシャン美術館」(産経新聞95.7.23)
「原文学振興基金の助成先を募集」(上毛新聞95.7.24)
「社会貢献小冊子、大成建設が再編集」(産経新聞95.7.26)
「首都日のろう学校生徒ら招待 :日生が手話劇F野に咲く花』に」(日本工業新聞95.7.28)
「芸術文化見えない被害 :大晨災で文化人らか調査報告」(朝 日新聞95.7.29)
「中止や延期は合計163件 :芸術文化のソフト被害深刻」(産経新聞95.7.29)
「神戸の芸術か失われていく :阪神大震災被害報告書」(東京新聞95.7.29)
「小樽運河沿いに美術館 :丸井今井が開館」(日経流通新聞95.7.29)
「蒸留所の中で絵画鑑賞 :メルシャン、軽井沢に美術館」(日経流通新聞95.7.29)
「震災被害額は100億円 :兵庫県内の文化財」(日本経済新聞95.7.29)
「平山郁夫氏、"モンプラン・デラ。キュルチュール賞"受貴」(ミセス95.7.6)
「若いアーチストを支援する賞を創設」(週刊ダイヤモンド95.7.8)
「第5回出光音楽貴受費者の演奏会を「題名のない音楽会』で6月に放送」(音楽芸術95.7)

特 集 「よき企業市民をめざして:キ リンピールの社会貢献・環境保全から」(週 刊東洋経済
95.7.15)

単行本 「21世紀の産業構造における有望成長分野としての音楽産業に関する調査研究」(財)産業研

究所(95.7)
「新市民時代の文化行政」中川幾郎(公人の友社95.7)
「新しい文化立国をめざして」文化政策推進会議(95.7)
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論文・評論 「感心した“九電"の文化支援」岩井宏之(神奈川新聞「かなかわの音楽時評」95.8.29)

「企業の文化性を高めていくこと :産 業と文化の融合―電通総研社長福川伸次氏」

(REPORT JAR095.8)
解説 「都市復興に文化のともしびを :阪神大晨災被書状況調査から」(毎日新聞95.8.4)

「元気印かいっぱい、ASCAメ セナ活動 :大田まちづくり芸術支援協会」(流通サービス新

聞95.8.15)
「地元と歩く哲学を :メ セナ、未熟な社会貢献の理念」(西 日本新聞「検証 :企業と地域」

95.8.18)
「1億8000万 円集め10年で幕 :広島の音楽祭」(朝 日新聞「アートの視点」95.8.22)
「国際メセナ会議からのリポート(下 )」 清水柳―(テアトロ95.8)

インタビュー 「人間くささか肝心や :企業と文化―サントリー会長佐治敬三氏」(日 経産業新聞「新バラダ

イムを求めて」95.8.18)

報道 「親子でクラシック :Fお しゃべり好きなコンサート』」(朝 日新聞95.8.1)

「芸術、文化財も被害深刻」(毎日新聞95.8.2)

「震災幼稚園に支援を :慰間ショー主催者たち資金集めにF原画展」」(毎 日新聞95.8.2)
「樽貯蔵庫改修した『メルシャン軽井沢美術館』」(産経新聞95.8.6)
「創立100周年で文化財団設立 :紀陽銀」(日刊工業新聞95.8.8)
「文化財団を設立、音楽・美術事業を実施 :紀陽銀行」(日本経済新聞[大阪]95.8.9)
「藤沢市民オペラなど11件か助成対象に :アサヒビール芸術文化財団」(産経新聞95.3.16)
「こけしメセナ順調 :東邦銀行文化財団」(河北新報95.8.19)
「楽器産地に音楽文化 :浜松で国際管楽器セミナー」(日刊工業新聞95.8.19)
「3団体に100万円 :中津の第一印刷が助威」(大分合同新聞95.8.20)
「二期会オペラ振興会のプッチーニ公演に :三菱信託音楽賞」(毎日新聞95.8.24)
「おらかまち京都 :ロームが地元でメセナ活動」(日本工業新聞95.8.29)
「震災、芸術に深刻な爪痕 :コミュニティ財団等か調査」(大商ニュース95.85)
「F京都・国際音楽学生フェスティバル95』 :(財 )ローム・ミュージック・フアンデーショ

ン主催」(音楽芸術95.8)

単行本 「『アーティスト・イン・レジデンス研究会」報告書」アーティスト・イン・レジデンス研究
会(国際交流基金95.8)
「地方行政活性化講座 地域文化・情報化戦略」小暮宣雄(ぎようせい95.8.25)
「エンターテイメントの罠」曽根香子、小原恒之、重田樹男、福井健策(第一印刷95.8.20)
「企業博物館」諸岡博熊(東京堂出版95.8.25)

1995年 9月

新鋤f党・雑議墨藤罰文化への支援は『バント作戦』で」(神奈川新聞「社説」95.926)

論文・評論 「『文化立国』へ人材育成」遠山敦子(日本経済新聞「私の意見」95.9.4)
「企業内部でこそメセナ精神を」竹内洋(毎日新聞「私言/直言」959.14)

解説 「阪神大震災を機に変わり始めた企業のフィランソロピー活動」(オッジ95.9)
「阪神大震災と音楽界(上 )」 内田洋一(音楽の友95.9)
「来春の日本公演に向けて大きな成果 :モスクワ、東芝グランドコンサート」藤原順(音楽の

友95.9)
「室内楽・器楽の若手を長期的に紹介し続けるシリーズ企画に注目」奥田佳道(音楽の

友95.9)
「広報部の枠を超えた社会貢献活動」(宣伝会議「業界トビツクス」95.9)

コラム      「Fフ アンタジーノベル』に2作」(日本経済新聞「賞の消息」95.8.6)
「文化振興を問う震災被害調査」(日本経済新聞「文化往来」95.8.7)

「阪神大震災の芸術文化被害 :建物同様にソフト面も深刻(読売新聞「手帳」95.8.8)

「赤字覚悟で大阪文化に貢献 :同和火災海上保険」(読売新聞95.8.13)

「洋酒の樽貯蔵庫改修 :メルシャン軽井沢美術館」(日本経済新聞「名所新景」95.8.24)
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「新しい芸術文化施設の運営をめざして一水戸芸術館」大津良夫(文部時報95.9)
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インタピュー 「企業市民当然の義務 :社会貢献と経営(景気)――山本兵議」(日本工業新聞「トビックインタ
ピユー」95.9.19)

コラム 「企業は文化に熱意持って」吉井亜彦(京都新聞「音楽通信」95.9.9)
「芥川作曲賞に伊左治氏」(日本経済新聞「賞の消息」95.9.10)
「生活者の発想を社会貢献から」(産経新聞[大阪]「企業市民」95.9.13)
「『キリン・アワード」受貴決定」(日本経済新聞「賞の消息」95.9.17)
「メセナの新しい段階」辻邦生(信濃毎日新聞「今日の視角」95.9.29)
「欧州は社会貢献で企業評価」(毎 日新聞「WATCHING 世界経済」95.9.29)
「『地元の演奏家による地元の人々のためのコンサート』を企画、運営する」(文藝春秋95.9)

報道 「豊田英二氏夫人が『社会貢献』を講演」(中国新聞95.9.2)
「業務地域の特性生かし文化・社会貢献を」(神奈川新聞95.9.7)
「『メセナ白書'95』発表 :“地域密着型"に増加傾向」(電通報95.9.25)
「神奈川芸術フェス、仏バレエの公演中止へ :核実験に抗議」(神奈川新聞95.9.26)
「メセナでビアノリサイタル開催 :ローム」(日刊工業新聞95.9.23)
「J丁アートホール室内楽シリーズ」(音楽芸術95.9)
「ネスカフェ・ゴールドブレンドコンサート'95」 (音楽芸術95.9)
「(財 )ローム・ミュージック・フアンデーションが新進ピアニストを中心にした室内楽コ
ンサート」(音楽芸術95.9)

単行本 「地域文化発信の新視点」市町村アカデミー(ぎ ようせい95.9)

1995年 10月

論文・評論 「メセナ活動とコマーシャリズム」丹下博文(政府刊行物新聞「社会貢献活動の新展開」
95.10.20)
「国内外の芸術フェスティバルに関する実態調査から」(調査月報[ニ ッセイ基礎研究

所]95.10)

解説 長期メセナ活動を実証 :話題呼ぶ『資生堂ギャラリー七十五年史」(電通報「企業文化」
95.10.16)
「良き企業市民を目指す :アムウエイ」(日本工業新聞95.10.16)
「阪神大震災とポランティア :企業人『地域』と接点探る」(朝 日新聞95.10.24)
「質か問われる時代がきた :メ セナ、地方で支援活動広かる」(西 日本新聞「時代天気

図」95.10.29)
「F栄華の象徴』修築ままならず、資金、メセナ頼り:英のロイヤル・オペラ八ウス」(日本経
済新聞「世界の街角」95_10.29)
「阪神大量災と音楽界(下 )」内田洋一(音楽の友95.10)

インタビュー 「情熱のないメセナが不況のあおりを受ける―-4生 治敬三さん」(朝 日新聞「テープルトー

ク」95.10.28)
「5年目を迎えた「メセナ白書」―根本長兵衝」(経済広報95.10)

コラム 「(フ イランソロピーは企業の生き残りの必須条件)」 (北 日本新聞「天地人」95.1012)
「第10回京都音楽賞大賞を受賞した湯浅譲二さん」(東京新聞「この人」95.10.12)
「メセナハ幡浜」山本数道(愛媛新聞「四季録」95.10.13)
「「メセナ」旗振り役は社長」(日本経済新聞「DA〒Aアイ」95.10.26)
「24カ国をレポート:メセナ白書1995」 (電通報「出版あらかると」95.10.27)
「企業メセナ協議会の創立5周年と国際メセナ会議」西尾信一(月刊金融ジャーナル95.10)

報道 「24カ国の報告収めたメセナ白書」(朝 日新聞95.10.1)
「障害者のミュージカル育った :企業30社も協力」(朝 日新聞95.10.3)
「諏訪響に心強い『浄財』:エプソン・中村さん申し出」(信濃毎日新聞95.10.5)
「フィリップモリスの日本向け美術支援計画」(産経新聞95.10.8)
「関心集める映像ソフトビジネス :東京国際映画祭、フォーラム開催」(電通報95.10.9)
「『グロープ座』の経営再建、主役に劇団四季」(日本経済新聞95.10.14)
「劇団四季の指導で再建へ :赤字経営続くグロープ座」(朝 日新聞95.10.19)
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「京都市交口楽団にコスチューム贈呈 :吉忠120周 年記念で」(日本工業新聞95.10.24)
「デュッセルドルフに日本文化センター建設 :ミツトヨ」(日刊工業新聞95.10.26)
「世界24カ国とEUのメセナレポートを掲載 :メ セナ白■1995」 (新美術新聞95.10.1)
「三菱信託芸術財団第17回助成と第3回三菱信託音楽貴」(音楽芸術95.10)

「楽しく親子で過ごす夏の演奏会 :『おしゃべり好きなコンサート」から」山田治生(音楽の

友95.10)
「音楽祭に名称を改め、市民への浸透を図る :第7回アフィニス音楽祭」(音楽の友95.10)
「F阪神・淡路大震災 芸術文化被書状況調査』認者発表報告」(美術の窓95.10)
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「鉄とクラシックの40年 :新日本製鉄」(週刊東洋経済95.10.21)

単行本 「助成財団決定要覧1995」 (財 )助成財団資料センター(95.10.1)

1995年 11月

新聞社説・黎編提麺醒言「文化をもっと楽しむために」(読売新聞「社説」95.11.3)
「企業メセナはソフト時代」(日本経済新聞「社説」95.11.19)

論文・評論 「フイランソロピーの灯守ろう :資産の安定よりも事業の継続に価値」田島政雄(産経新

固95.11.11)
「『目に見えない部分』への配慮を :阪神・淡路大震災芸術文化被害調査研究から」伊藤裕夫

(電通報95.11.12)
「冒山県内における公立文化ホールの活性化のために一『公立文化ホール等活用検討調査報

告書」(富山県)よ り」(北陸経済研究95.11)

解説 「踊り子は哀しからすや :ダンスの経済学」伊藤百合子(AERA「文化支援」95.11.6)

「自治体の文化行政支援する『地域創造」、広かる自治体スタッフの交流」(日 経地域情

報95.11.6)
「再開発事業と景観―フアーレ立川アートプロジェクト」北川フラム(新都市95.11)

「クラシックフアンを支え続けて40年を迎えた「新日鉄コンサート」」(婦人公論95.11)

コラム 「メセナ陰り、震災追い打ち :新神戸オリエンタル劇場」(神戸新聞「演劇ノート」95.11.1)
「平和にメセナ重要 :佐賀県企業メセナ協議会世話人、村岡安廣」(佐賀新聞95.11.4)

「酒場のメセナ」(朝 日新聞「窓」95.11.11)

「rアート・エイド・神戸』の活動続く」(日本経済新聞「文化往来」95.11.25)

「メセナ大賞'95に TOA」 (日本経済新聞「貴の消息」95.11.26)

「陣書持つ子と蒙族をミュージカルに招待 :札幌信金ポランティアスタッフ」鶴岡美樹(北

海道新聞95.11.30)

報道 「三菱、華人音楽祭を支援 :グループで中国重視訴え」(日本経済新聞95.11.6)

「文化イベントで集客 :福岡県行橋に丸和が大型SC」 (日経流通新聞95.11.7)

「バックステージ■に床山の那須氏ら3氏 :ニ ッセイ文化振興財団」(朝 日新聞95.11.9)

「中国音楽祭に社員を派遣 :大成のイベント活動」(日刊建設工業新聞95.11.13)

「企業メセナ協がインターネットに情報欄」(毎日新聞95.11.13)

「サントリー学芸費に奥本大三郎氏ら」(産経新聞95.11.14)

「音楽活動などの助成金対象を公募 :ローム・ミュージック・フアンデーション」(日刊工

業新聞95.11.14)
「メセナの意義再検討 :文化の県づくり懇話会」(北 日本新聞95.11.21)

「稚内信金にメセナ地域賞 :札響公演支援で」(北海道新聞95.11.22)
「メセナ大費に丁OA」 (朝 日新聞95.11.23)
「メセナ大賞にTOA:前衛的な音楽ホール活動を評価」(神戸新聞95.11.23)
「メセナ大貴はF丁 OA』が受賞」(産経新聞95.11.23)

「グランプリに音響機器のTOA:メ セナ大賞'95」 (日本工業新聞95.11.24)
「メセナ大賞'95:丁 OAの多目的ホールに」(日本経済新聞[大阪]「 メセナ情報」95.11.25)
「廃業の銭湯『帯広湯』六花亭が移転復元へ :昭和初期の重厚な石造り建築」(北 海道新

ロロ95.11.25)
「メセナ大賞に丁OA」 (読売新聞95.11.27)
「日本lBMな ど8社に朝日新聞文化財団の社会貢献賞」(朝 日新聞95.11.30)
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「第23回ジロー・オペラ賞発表」(音楽芸術95.11)
「ローム主催の熊本マリコンサート・ツアー」(音楽芸術95.11)

単行本 「海外企業博物館サマリー集」(財)経済広報センター(95.11)
「芸術文化の振興に関する行政監察結果に基づく勧告」総務庁(95.11)
「芸術文化の振興に関する行政監察結果報告書」総務庁行政監察局(95.11)

電波 「「メセナ・文化支援に何が必要か①芸術のパトロン」(NHK教育「ETV特集」95.11.2)
「「メセナ。文化支援に何が必要か○新しいメセナヘの模索」(NHK教 育「ETV特集」
95.11.3)

1995年 12月

論文・ 評論 「企業の社会貢献に新展開 :「不況だから」と活動切り捨てない」出口正之(読売新聞「文
化」95.12.9)
「曖昧にはすまされない問題発言」村井健(テアトロ95.12)
「企業とアーティストはいかに刺激しあえるか」村田真(BT95.12)
「芸術文化への公的支援の根拠」片山泰輔(日本経済政策学会年報95)
「芸術文化事業による地域づくり」丸茂弘幸、高橋昭子(技苑95)

解説 「大正・昭和の企業メセナ :仁丹の町名表示板」岡本健―(毎 日新聞「歴史万華鏡」95.12.1)
「「音楽の街」の顔さっそう :アクトシティ浜松」(日本経済新聞95.12.2)
「世界各地の企業博物館集う」諸岡博熊(日本経済新聞95.12.2)
「試行錯誤の米企業博物館 :面白く楽しい展示の努力を」(日 本経済新聞「マイセリフ」
95.12.3)
「活路探リアジア連携 :国際演劇祭」(朝 日新聞「アートの視点」95.12.5)
「役割や権限、理念欠く :芸術監督巡りあつれき」(日 本経済新聞「検証 新国立劇場1」

95.12.5)
「劇団四季快進撃に秘策あり」今村修(朝 日新聞95.12.6)
「社会活動うますたゆます :花王」(日経産業新聞95.12.6)
「“不平等条約"の撤廃急務 :「象の墓場』脱却できるか」(日本経済新聞「検証 新国立■場2」

95.12.6)
「知恵も資金も絞ってます :不況下のメセナ長続きの秘けつ」(日経産業新聞95.12.7)
「安全管理・演出支援に不安 :舞台技術陣の充実遠く」(日本経済新聞「検証 新国立劇場3」

95.12.7)
「お役所的楽観ぬけす :霧の中の資金計画」(日本経済新聞「検証 新日立劇場4」 95.12.8)
「才能・観客の育成法学べ :地方の頑張りを視野に」(日 本経済新聞「検証 新目立劇
場5」 95.12.9)
「阪神大震災と美術館事情」伊藤照哉(新美術新聞95.12.11)
「公立美術館、地道さに開眼:常設展示・教育活動に力」(日本経済新聞「話題探検」95.12.17)
「鉄鋼王が遺した100年 の伝続 :カ ーネギー美術館F現 代アー ト展」」田中弘子
(AERA95.12.18)
「「超豪華』芸術家の蒙 :バブルビル再利用」塩谷陽子(AERA95.12.25)
「新日鉄コンサートの40年」(音楽の友95.12)
「王子ホール」大山真人(音楽の友「ホール探訪」95.12)
「東武美術館の農示で独自の領域を拓いた東武グルーフ」(宣伝会議「業界トビック
ス」95.12)
「企業メセナの現在 :ダイムラー・ベンツグループ アートスコープ」(BT95.12)
「阪神アートフロジェクトの軌跡」岡部あおみ(BT95.12)

インタビュー 「いい絵は日にも心にも教育者一大川栄二氏」(日本経済新聞「人間発見」95.12.6)
「日本では美術館の評価が表面的一大川栄二氏」(日本経済新聞「人間発見」95.12.7)
「文化への配慮は国際常識―堤清二氏」(読売新聞95.12.7)
「日本は文化を数字でしか判断しない一大川栄二氏」(日本経済新聞「人間発見」95.12.8)
「社会貢献活動、生活者の支持大切に一岡田卓也」(読売新聞「わたしの道」95.12.25)

コラム 「大阪ふいらんそろび―マップ :大阪の社会貢献の歴史」(日 本経済新聞[大 阪]「メセナ情
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報」95.12.2)
「企業メセナに支援必要では」(産経新聞「談話室」95.12.4)
「偉人の旧居保存、世界各国で広がる」(日本経済新聞「文化往来」95.12.4)
「“定番"打ち破るJYACMS演奏会」(毎 日新聞「クラシツク」95.12.4)
「地方音楽祭とは :音楽家との交流や人づくり」(朝 日新口「音楽の風景」95.12.7)
「根づき始めるメセナ」(神奈川新聞「コラムらんだむ」95.12.7)
「新たな助威や研究会が発足」服部東平(朝日新聞「邦画はどこへ」95.12.8)
「写真新世紀大賞に利川氏」(日本経済新聞「■の消患」95.12.10)
「この■を、裏方さんの励みや目標に育てていきたい :ニ ッセイ・パックステージ賞授貴
式」(朝日新聞「ことば抄」95.12.12)
「社会貢献、今後も持続を :阪神大震災、目覚めた企業市民意識」(産経新聞95.12.19)

「音のメセナ継続 :TOA」 (日刊工業新口95.12.19)
「ビール文化を発信 :ア サヒビール文化講座、河村めぐみさん」(産経新聞「ひと広場」
95.12.25)
「紀伊口屋演劇贅、団体は地人会」(日本経済新聞「■の消息」95.12.31)
「演奏者の息遺いか聴こえる :J丁アートホールのオープニング」(音楽の友95.12)
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報道 「フランス滞在制作を支援 :ベンツグループが現代美術展」(電通報95.12.4)
「“新しい音"に栄冠 :『 メセナ大貴'95』決まる」(電通報95.12.4)
「県内企業の社会貢献活動、不況で消極派6割 に :熊本経済経営研究所まとめ」(熊本日日新

聞95.12.7)
「県企業メセナ協11日 に講演会 :全国協専務理事招く」(佐賀新聞95.12.9)
「異色‖舞踊で演芸の大賞 :不況下、メセナもかんばる」(東京新聞95.12.16)
「ポランティア専門に支援 :肥後銀「地域文化課』新設」(西日本新聞95.12.16)
「フレッシュアートにソフラノの菅英三子さん :新日鉄音楽贅」(東京新聞95.12.20)
「『メセナ大■'95」決定する」(PRニュース95.12.1)
「フィリップモリスアートアワード1996開催」(新美術新聞95.12.11)
「インターネット上にホームベージ開設 :企業メセナ協議会」(新美術新聞95.12.11)
「(社)メセナ協議会が選ぶメセナ大■'95決まる」(音楽芸術95.12)
「「ザ・シンフォニーホール国際音楽賞』から「ABC国際音楽賞」へ」(音楽芸術95.12)
「日本の優れた伝統文化の保存・振興に貢献 :ポーラ伝統文化振興財団」(月 刊経営塾

95.12)

特 集 「文化は平和の源になりうる :広島国際会議『希望の未来』」(朝 日新聞95.12.8)

単行本 「戦後日本の芸術文化史」文化庁(ぎようせい95.12.28)
「阪神大震災は演劇を変えるか」国際演劇評論家協会(晩威書房95.12.30)

1996年 1月

鋼聞社説・傘擦提麺履三「多様な文化のまちづくりを」(産経新聞「主張」96.1.7)

解 説 「毎日芸術貴を受賞して」(毎日新聞96.1.16)
「舞台助威に期待と不信 :アーツプラン21」 (朝日新聞「アートの視点」95.1.23)
「芸術に関わる法律問題」(産経新聞96.1.26)
「弁護士が守る芸術蒙 :法律蒙の文化支援」(AERA96.1.1-3)
「米国文化を育むメセナが日本のアートシーンに新風」林容子(ブルータス96.1.15)
「本社社屋にアートギャラリーを開設した第一生命の社会との関係づくり」(宣伝会議「業界

トビックス」96.1)

インタビュー 「市民の力でメセナ活動応援―伊達メセナ協会・尾上明美さん」(室蘭民報「胆振をみつめ
て」96.1.8)

コラム 「企業のメセナ :地域に根差し文化活動展開」(沖縄タイムス「けいざい教室」96.1.7)
「音楽を通しF人間性への回帰」を守っていきたしヽ :サントリーホール総支配人、渡壁さん」

(朝日新聞「ことば抄」96.1.9)
「ポランティア・プロフェッサー制度で企業の社会貢献を考える・大原謙―郎さん」(毎日

新口「ひと」96.1.9)
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336 「メセナは大切 :チャコット社長」(日刊工業新聞「ターミナル」96.1.16)
「劇場、身近な小屋からメセナまで :『 20世紀の表現』をサポート」(産経新聞「ダンスのある
風景」96.1.23)
「Fセゾン文化財団』:体制はまだぜい弱」(産経新聞「ダンスのある風景」96.1.26)
「音楽情報にデータベース化の波」(日本経済新聞「文化往来」96.1.27)
「バレエのプロ化“振り付け"―新国立劇場の芸術監督島田広」(朝 日新聞「聞く」96.1.29)
「神戸の芸術文化の復興を目指す詩人、伊勢田史郎さん」(筋売新聞「顔」96.1.31)
「不況はねのけ、芸術・文化へ支援の輸定着 :メセナ大賞'95」 (経済界96.1)

報 道 「芸能文化の支援へ情報センター発足 :芸団協」(日本経済新聞96.1.3)
「劇場開設、文化にカー弘世氏」(朝 日新聞96.1.11)

「経営で常に新しい工夫、社会貢献にも力を注ぐ――弘世氏を悼む」(産経新聞96.1.11)
「社内オーケストラ初のアメリカ公演 :東芝」(日刊工業新聞96.1.12)
「「モードのジャポニズム』展を再び :京都服飾文化研究財団」(電通報96.1.15)
「東芝の企業内オーケストラ :米国公演、入場料も全額寄付」(日本工業新聞96.1.16)
「校舎の中に「美術館」、生徒の「見る目』養う :豊島の大塚中」(朝日新聞96.1.21)
「スロバキアから楽団迎え華やかに :日 立プラント協賛のコンサート」(日 刊建設工業新
口]96.1.22)
「「ジーベック」がメセナ大費に :理想的音空間が評価」(夕刊フジ96.1.23)
「テレビマンユニオンに決定 :新人監督の製作活動への助成金」(産経新聞96.1.24)

「国際アートフェス中止 :NICAF」 (日本経済新聞96.1.26)
「モーツアルト住家復元 :企業・愛好者が寄付、博物館に」(朝 日新聞96.1.27)
「モーツアルトの家日本企業出資で再建 :記念館として公開」(日本経済新聞96.1.27)
「子供たち70人が出演 :関西電力北陸支社ミュージカル開催」(電通報96.1.31)
「第1回ニッセイ・バックステージ賞贈賞式」(音楽芸術96.1)

特集 「毎日デザイン賞」(毎 日新聞96.1.28)
「毎日映画コンクール」(毎 日新聞96.1.31)

単行本 「助成団体要覧民間助成金ガイド1996」 (財)助威財団資料センター(96.1.10)
「ポランティア革命」本間正明・出口正之(東洋経済新報社96.1.11)

「文化行政の現代と課題」総務庁行政監察局(大蔵省印刷局96.1.16)

「96クラシック音楽マネジメントガイド」(社 )日 本クラシック音楽マネジメント協会

(96.1.20)
「これからの芸術文化政策」芸術文化振興連絡会議(芸団協出版部96.1.25)

1996年 2月

論文・評論 「神戸F復興 。再生』ルネサンス :力を結集する市民と企業」高島博(電通報「文化」96.2.5)
「『第三次美術館ラッシュ」の惨状 :無用の長物が続々」(選択96.2)

解説 「文化、スポーツなど活発に :大 手小売業の社会・地域支援活動」(繊研新聞「企業市
民」96.2.1)
「波立つ芸術団体新助成策 :『アーツプラン21」 4月 スタート」(日 本経済新聞「文化」
96.2.3)
「世界の舞台で舞え、パレエ学校に活気 :新国立劇場のダンサー大量募集か刺激に」(読売新
聞96.2.10)
「「免税」必要F規制」は困る :法人格の与え方でズレ」(朝 日新聞96.2.10)
「「世界に紹介』へ思返し:海外の日本美術品の修復」(産経新聞96.2.15)
「文化や芸術も提供、多彩な地域貢献活動 :岐阜信用金庫」(日本工業新聞96.2.16)
「「日伊交流』密度深めて :「日本の信仰と美、四千年展」西本晃二(読 売新聞「文
化」96.2.16)
「住家復元、日本企業が“協奏":モ ーツアルト博物館に」(日 本経済新聞「話題探検」
96.2.18)
「著作隣接権WTOで係争へ :日本の業界は米に賛意」(日本経済新聞96.2.23)
「写真美術館、各地で“市民権"」 (日本経済新聞「N!KKEI X」 96.2.24)
「地方自治体、海外の芸術家に創造の場」(日本経済新聞96.2.25)
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「偉大なバトロネージュ、渋沢敬三」佐野員―(日経ビジネス「快臣伝」96.2.12)
「民俗博物館から鉄道経営まで」佐野員―(日経ビジネス「快臣伝」96.2.19)
「インターネット上の未来型イベントで企業の方向を見せるNT丁」(宣伝会議「業界トビッ
クス」96.2)

「国際メセナを推進するダイムラー・ベンツグループ」(宣伝会議96.2)
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インタビュー 「「音のもつ役割」のさらなる追求めざして :メ セナ大■に輝いた音の専門メーカー
TOA」 (週刊朝日96.2.2)

コラム 「安定財源で活性化の一翼、地域らしさ発揮を目指す :自治体」(産経新聞「ダンスのある風
景」96.2.1)
「著名パイオリニストが指導」(日本工業新聞「知っ得コーナー」96.2.1)
「紀伊國屋演劇賞の功績」(毎 日新聞「らんだむ批評」96.2.2)
「芸術データベース、戦前にも」(日本経済新聞「百科専科」96.2.4)
「来秋の開場へ急ビッチ、年間契約ダンサー募集 :新国立劇場」(産経新聞「ダンスのある風
景」96.2.16)
「データ整備に在野のパワー」青柳潤―(日本経済新聞「百科専科」96.2.18)
「ダンサー募集は民業圧迫、運営方針に厳しい批判も :新国立劇場」(産経新聞「ダンスのあ
る風景」96.2.20)
「『アーチスト育成は林業』:倉本聰」(毎日新聞96.2.20)
「ダンサーの門戸は外国にも、世界が注視する日本の文化 :新国立劇場」(産経新聞「ダンス
のある風景」96.2.21)
「銀座物語 :福原義春」島森路子(毎 日新聞「わたしの生き方」96.2.21)
「地域産業振興に貢献、教育・文化にも積極協力 :稚内信用金庫」(日本工業新聞96.2.22)
「文化の潮流映す助成団体要覧」青柳潤―(日本経済新聞「百科専科」96.2.25)
「現代美術品、人生のカンフル剤に :京阪百貨店社長中西徹氏」(日 本経済新聞「ヒトし
な」96.2.26)
「メセナの原則を堅持 :り ゆうせき美術費」(琉球新報「あしゃき」96.2.29)

報道 「企業の86%が 社会貢献活動、地域の一員と自党 :青森県のアンケー ト調査」(東 奥日
報96.2.2)
「9割か社会貢献活動、地域参加前向き :青森県、情報提供で支援」(陸奥新報96.2.2)
「日本出版文化史展 :大成建設が協賛」(日刊建設工業新聞96.2.6)
「フランス映画祭援助にためらい :横浜市核実験反発の声考慮」(朝 日新聞96.2.8)
「個性ある地域目指し、創造フォーラム開催 :四国経済連合会」(電気新聞96.2.8)
「来月『企業市民の会』:長岡、小千谷商議所社会貢献活動へ」(日経流通新聞96.2.8)
「NPo法案に理解を :ボランテイアの活発化めざし」(読売新聞96.2.8)
「アサヒビール、京都に美術館」(日本経済新聞96.2.9)
「ロングラン公演で演劇発信 :能登の週疎地、小さな町の大きな挑戦」(毎日新聞96.2.13)
「企業メセナバブルのことし?:“三セク"方式に活路」(毎日新聞96.2.13)
「都東部の芸術・文化の発信基地へ :来秋オープンのトリフォニーホール」(産経新
聞96.2.14)
「ダンサー契約方式に既成団体が物言しヽ :新国立劇場」(毎 日新聞96.2.15)
「文化交流事業継続に前向き :経団連代表団か帰国」(産経新聞96.2.15)
「平成8年度の助成額6.5%減 の8千 500万 円 :ア フィニス文化財団」(日 本経済新
聞96.2.21)
「マルチメディア、現代芸術と融合 :大田区が展示会」(日本経済新聞96.224)
「伝続工芸をDB化 :石川県が構想」(日本経済新聞96.2.25)
「貧弱 企業の支援態勢 :従業員のポランティア活動」(信濃毎日新聞96.2.28)
「第6回新日鉄音楽賞受賞者決まる」(音楽芸術96.2)
「第25回モービル音楽賞贈賞式」(音楽芸術96.2)
「トヨタ・コミュニティ・コンサート500回記念に大作 〈七つの封印の書〉を公演」(音楽
芸術96.2)
「第2回おきでんシュガーホール新人演奏会オーディション」(音楽芸術96.2)
「第8回 KDDクラシックフェスティバル」(音楽芸術96.2)
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「第6回新日鉄音楽賞決定 !」 (音楽の友96.2)
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特集 「第3回読売演劇大賞」(読売新聞96.2.7)

単行本 「神戸からの伝言 瓦れきに響いたバッ八」河内厚郎(東方出版96.2.7)
「世界劇場会議国際フォーラム96」「世界劇場会議 国際フォーラム96」事務局(96.2.10)

「民間非営利組織 NPOとは何か」電通総研(日本経済新聞社96.2.23)

1996年 3月

解説 「流通システムー本化狙う :舞台芸術の見本市計画」(日本経済新聞「文化」96.3.2)
「公的援助削減時代の英国の実術館」菅伸子(朝 日新聞「アート・アトラス」96.3.2)
「異文化の刺激 作品に結実 :地域で根広げるAIR」 (日本経済新聞「話題探検」96.3.3)

「グロープ座再興、寄付続々 :シ ェークスピアは“千両役者"」 山形優子(日 本経済新口「世界

の雀鼈角」96.3.3)
「倉敷父子のロマン(上):気骨の大原、情熱の児島、西洋美術館に友情実る」(日 本経済新聞

「美の故郷」96.3.3)
「現代アートと企業メセナのいい関係 :色染まらす型はめす」(日 本経済新聞「NIKKEI
X」 96.3.9)
「倉敷父子のロマン(下):花開く「大原ルネサンス」、美の調べに町は色づく」(日 本経済新聞

「美の故郷」96.3.10)
「多彩なジャンルからプロを招いて本物の良さを地域の人達に提供 :四国電力Fヨ ンデンプ

ラザ池田」」(電気新聞96.3.11)

「信頼回復へ画商も,入 :オークション」(読売新聞「美の価格」96.3.13)
「幹都就任前に作品購入 :都現代美術館」(読売新聞「美の価格」96.3.14)
「F新空間』にすきま風 :画廊」(読売新聞「美の価格」96.3.15)

「無名作家地道に支援 :コ レクター」(読売新聞「美の価格」96.3.16)
「後継者探しか難航 :劇場の芸術監督」(日本経済新聞「文化」96.3.23)
「NPoも組織管理の視点を」(日本経済新聞「経済教室」96.3.23)
「重点支援受ける団体、文化庁の選考が問題に :ア ーツプラン21」 (毎 日新聞「芸能時

評」96.3.26)
「顔の見える地域活動 :北陸電力」(電気新聞96.3.28)
「音楽とふれあい 輸広かれ :住友生命「全国縦断チャリティーコンサート」」曽根三枝(日

本経済新聞「文化」96.3.28)
「地方発のオペラいよいよ盛んに」(読売新聞96.3.30)
「アートを通して安らきの時間を :飛島建設・プティミュゼ」(プラスアルフア「PRスペー

ス」96.3.1)
「JTアートホール・アフイニス」美山良夫(音楽の友「ホール探訪」96.3)

「国際性・地域性ある活動にスポットライトを当てたメセナ大賞」(宣伝会議「業界トビック

ス」96.3)

インタビュー 「学生時代、ビアニストの夢捨て、ラジオ修理のアルバイトから起業一佐藤研―郎氏」(日 本

経済新口「人間発見」96.3.18)
「経営はオーケストラと同じ、音楽支援財団で世間へ思返し―佐藤研―郎氏」(日本経済新聞

「人口l発見」96.3.22)
「音楽著作権料は離のものか――小林亜星」(放送文化96.3)

コラム 「役に立つ助威データ集」青柳潤―(日本経済新聞「百科専科」96.3.3)
「地域へ密着 重要な責務 :ひろしん文化財団」(中国新聞「素顔のバンク」96.3.4)

「底辺支える研修生の情熱 :伝統芸能」(朝 日新聞「アートの視点」96.3.5)

「アーティスト育成は、農業より林業に近い」倉本聰(朝 日新聞「ことば抄」96.3.7)

「(シ ンポジウムF震災と芸能人」:芸団協)」 (毎日新聞「余録」96.3.7)
「メセナスタッフ :メセナ八幡浜」山本数道(愛嬢新聞「四季鎌」96.3.8)
「草の根団体の活動報告」青柳潤―(日本経済新聞「百科専科」96.3.10)

「日本のメセナ」山本数道(愛媛新聞「四季録」96.3.15)
「アーチスト育てたい :三浦工業」(日本経済新聞「あの人消息この人」96.3.15)

「文化と草の根が手を結ぶ」青柳潤―(日本経済新聞「百科専科」96.3.17)



10活字と電波 [1995年 1月～1996年 3月 ]

「草の根活動、予算は50万円未満」青柳潤―(日 本経済新聞「百科専科」96.3.24)
「地方での文化活動必要な公的資金」土田芳孝(朝 日新聞「ミニ時評」96.3.25)
「国立劇場30周年で記念公演続々」(日本経済新聞「文化往来」96.3.30)
「子ども文化のNPO各地に」脅柳潤―(日本経済新聞「百科専科」96.3.31)
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報道 「地域の芸術活動活性化など協議 岐阜市でメセナ企業関係者懇」(岐阜新聞96.3.1)
「オペラ公演など47件 2270万 円を助威 :エ ネルギア文化・スポーツ財団」(電 気新
聞96.3.5)
「18楽団へ助威 :アフィニス文化財団」(毎日新聞96.3.5)
「サントリー音楽賞 :今井氏に決定」(日本経済新聞96.3.6)
「メセナの全国連発足 :文化活動支援で佐賀など11組織」(佐買新聞96.3.7)
「ホールに響く優雅な調べ :NEC」 (産経新聞96.3.7)
「文化活動を支援、全国メセナ発足 :伊達も参加」(北海道新聞96.3.7)
「近代建築物も保護 :文化財保護法改正案」(日本経済新聞96.3.8)
「山梨でのジャズフェスタ :日テレ、横浜開催を打診」(日本経済新聞96.3.9)
「湖風会など11団体で :全国メセナ組織連絡会発足」(長野日報96.3.12)
「ゴッホをCGで :東芝、電子美術館を公開」(電気新聞96.3.13)
「メセナ組織の連絡会が発足」(日本経済新聞96.3.13)
「地方文化育成へ結東 :全国11のメセナ組織が初会合」(中国新聞96.3.14)
「伝続芸能の研修生を募集 :国立劇場」(日本経済新固96.3.14)
「出光音楽賞に自井光子さん」(日本経済新聞96.3.15)
「75メートルのアート壁 :地下鉄南北線NTTなど4社協賛で完成」(電通報96.3.18)
「『留萌岩戸神楽』など47件 に伝続文化助成 :安田生命文化財団」(日刊工業新聞96.3.20)
「障害を持つ人たちがつくる :関電『かかやきフェスティパル」」(電気新聞96.3.25)
「国際美術館運営支援で財団法人設立 :ダイキンエ業」(日本工業新聞96.3.25)
「新たなF美』発掘 :アート・アワード」(産経新聞96.3.26)
「原宿本社ビルに展示会場 :キリンピール」(日 本工業新聞96.3.26)
「地方文化の育成目指し:全国11のメセナ組織が初会合」(神奈川新聞96.3.28)
「六本本に新国立美術館構想」(産経新聞96.3.28)
「老人施設で『芸術療法」:絵・歌・俳旬…心身の機能回復」(朝 日新聞96.3.29)
「横笛演奏会恒例行事に :大田まちづくり芸術協」(日本経済新聞96.3.29)

単行本 「企業の文化スポットマップ」(財)経済広報センター(96.3)
「芸術・文化の振興とまちづくリ ヨーロッパ視察調査団報告書」((財 )地域活性化センタ
ー96.3)
「アートマネジメント 機能と効果に関する総合研究」守谷秀夫(96.3)
「国際文化交流に関する外国人有議者との懇議会」(内閣外政審議室96.3.6)
「アートマネジメント」佐谷和彦(平凡社96.3.13)
「ネットワークの中のミュージアム」N丁丁/!CC推進室(N丁丁出版96.3.22)

連載

「お聞きします」(産経新聞93.10.18よ り95.3.27まで)

95.1.9   「協同募金利用で税制優遇 :阿部陽―郎さん(中央協同募金会企画課長代理)」

1.23   「自主プログラムで地域文化育成 :岡部修二さん(ト ヨタ自動車社会文化室課長)」

1.30   「イベント主催で意志表示を :金子秀雄さん(日 本ダイナースクラブカルチャーセンター所
長)」

2.6   「発展途上国の人材育成に重点 :重松昌美さん(東京銀行広報部審議役社会貢献担当)」

2.20   「地方のオーケストラに助成 :大久保泰秀さん(日本たばこ産業企業文化部課長)」

2.27   「無料のギャラリーを運営 :小野塚昭三郎さん(大成建設社会交流室室長)」

3.6   「環境保護の推進拠点としての役割 :鈴江恵子さん(アムウェイ・ネーチャーセンタースタッ
フ)」

3.13   「欧州から造形作家招き、交流 :福岡重隆さん(lNAX経営企画部C!セ ンター長)」

3.27   「グループ各社と連携し活動に広かりを :直木純二郎さん(三菱商事社会環境室室長)」
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「企業市民」(産経新聞92.2.4より毎火曜、93.4.5よ り毎月曜/95.3.27まで)

95.1.9   「社会参加の新しい形提示 :慶応大学の社会貢献講座」

1.23   「企業の関心は“草の根活動"へ :経団連の『社会貢献。国際文化交流活動実績調査』」

1.23   「若い才能に『ストラディヴアリウス」を :情報総合商社『フォーバル』」

1.30   「活動の議続かF意識」を変える :スミセイ・ヒューマニー推進運動」

2.6   「FV00A展'95」 :若手美術家の育成を」

2.6   「日本文学通して外国と相互理解」

2.20   「陣害者へ心の窓開く:NECの点字名刺を作る講座」

2.27   「企業のパツクアツプ続々 :震災ボランテイア団体『応援する市民の会』」

3.6   「“研究者の卵"応援します :設立から35年の「東レ科学振興会』」

3.13   「配達かね独り暮らしのお年寄りに『声』:ヤクルトの「愛の訪間活動」」

3.27   「「社員の価値観信じ支援を」:企業の方向性探るシンポも」

3.27   「この秋、ソウル近郊で“量山交流":日韓の障害者と企業人」

「北風南風」(産経新聞92.2.4よ り毎火曜、93.4.5よ り毎月曜/95.3.27まで)

95.1.9   「日本の伝続文化伝えたクラフト」山田美和子

1.23   「フィランソロピーー トツプのことば」渡邊―雄

1.30   「大震災で口見した“リーダー不在"」 新井喜美夫

2.6   「企業犯罪による株価への影薔」坂野友昭

2.20   「希望について語る野村仁の作品」加藤種男

2.27   「災書時こそ芸術で心の援助を」市村作知雄

3.6   「―極集中やめFプルーラリズム」の社会に」松岡紀雄

3.13   「バリアフリーの社会を目指して」立石信雄

3.27   「納税者に伝えたい美術館の現状」大島清次

「個別研究」(産経新聞92.2.4よ り毎火曜、93.4.5よ り毎月曜/95.3.27まで)

95.1.9   「東京ガス○ :脚光浴びる個人的ポランティア」

1.23   「東京ガス◎ :手替え品替え社員を『後押し』」

1.30   「東京ガス④ :『体験コース」で視野広がる」

2.6   「東京ガス⑤ :他の企業と・清掃の会"結成」

2.20   「東京ガスC):入浴介護でお年寄りと交流」

2.27   「東京ガス② :企業文化の変更は現実認識から」

3.6   「ダスキン :下着の無料洗濯サービスも」

3.13   「ダイエー :被災者の立場で復興支援」

3.27   「雪印乳業 :社員が自主的にホットミルク配布」

「文化を支える」(日本経済新聞92.10.3よ り毎土曜、93.7.4よ り毎日曜/95.4.2まで)

95.1.8   「地域文化、地域の日で創造 :湘南に研究・交流の拠点育つ」

1.15   「日本文学、米国で“夜明け前":評論の英訳、ようやくスタート」

1.22   「国際協力、F固有文化」視野に :アジアの開発、西洋化以外も」

1.29   「「写真美術館」台頭、個性光る :保存技術・データ化など課題」

2.5   「『鑑賞か防災か」悩む美術館 :両立へ被書公開、対策蓄積を」

2.12   「非営利セクター国際調査から① :予想越すパワー浮き彫り」

2.19   「非営利セクター国際調査から○ :資金独立の“神話"崩れる」

2.26   「企業財団は今① :辞書・遺跡…『隣人』を手助け」

3.5   「企業財団は
'②

:“足長おしさん"地域振興」

3.12   「企業財回は今◎ :実務のプロ、確立に遅れ」

3.19   「企業財団は今④ :NPOの活動拡大へ提言」

3.26   「独歌劇、邦人のタクト舞う :ただいま5人、器用さ開花」

4.2   「メセナ浸透、社会の課題に :円滑推進の仕組みを模索」

「メセナ」(日本経済新聞92.10.3よ り毎土曜、93.7.4より毎日曜/95.4.2ま で)

95.1.8   「東京ガス :庶民の家と生活漫画で戦後追う」
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「長銀国際ライプラリー財団 :『昭和経済史」など英訳刊行」
「国際交流基金・企業メセナ協議会 :美術企画の着想企業向けに講座」
「大林組 :建築・都市などの情報空間、東京に」
「日本国際パフォーマンス・アート祭 :15カ国・15組のアーチスト参加」
「みどり教育財団 :公開レッスンで今年は奨励賞も」
「メルシャン :タル貯蔵庫を西洋美術館に」
「国際交流基金 :アジア文化紹介対象地域広げる」
「三菱信託芸術文化財団 :27団体を助成オペラに10件」
「企業メセナ協議会 :芸術文化復興へ被災状況を調査」
「日本芸能実演家団体協議会 :22楽団の実態「生の声」を本に」
「キヤノン :アートラボの芸術家を発掘」
「住友財団 :文化財補修など内外助威決まる」
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「実業家かつくった美術館」(F石垣』)

95.1    「ひろしま美術館」
2     「サ八ラガラス・平泉び―どろ佐原美術館」
3     「佐野美術館」
4     「古代地中海美術館」
5     「久保惣記念美術館」
6     「山綺美術館」
7     「名都美術館」
8     「ベテルブルグミュージアム」
9     「ベルナール・ビュフェ美術館」
10     「大和文華館」
11    「山種美術館」
12     「大原美術館」

96.1    「サントリー美術館」
2     「出光美術館」
3     「古川美術館」

「企業・団体の文化活動」(「経済広報』)

95.1    「ドウ。フアミリィ美術館 :株式会社ドウ。ファミリィ」
2     「キリン横浜ビアビレッジ :キリンピール株式会社
3     「第2回地域伝続芸能公演開催 :イオングループ1%クラフ」
4     「メナード美術館 :日本メナード化粧品株式会社」
5     「第4回住友銀行スプリングコンサート:株式会社住友銀行」
6     「めかねの博物館 :株式会社アイリスメガネ」
7    「第46回ワールドビジネスガーデン(WBG)アトリウム・コンサート:三井不動産株式会

社」
9     「夏休み親子見学ツアー全国7工場で開催 :アサヒビール株式会社」
10     「三菱みなとみらい技術館 :三菱重工業株式会社」
11    「メルシャン軽井沢美術館 :メルシャン株式会社」
12     「コロナ歴史ホール :株式会社コロナ」

96.1    「高木盆義美術館東京分館 :株式会社明光商会」
2     「エスアイアイコンサード96:セイコー電子工業株式会社」
3     「相鉄ギヤラリー :相模鉄道株式会社」

「企業の文化活動」(「レジャー産業資料』94.4よ り95.7ま で)

95.1    「企業文化とレジャー」
2     「企業文化とレジヤー [2]」

3     「豊かな社会のエンターテインメントに向けて」
4     「グローパル社会のエンターテインメント」
5     「メディア・イベント 文化のこれから」
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「スポーツ文化とビジネス」
「メディアとしてのチケツトビジネス」

専門誌

F芸団協」月刊 社団法人日本芸能実演家団体協議会

「公益法人」月刊 財団法人公益法人協会

「地域創造」 財団法人地域創造

『地域創造レター」月刊 財団法人地域創造

「フイランソロピー」月刊 社団法人日本フィランソロピー協会

「文化経済学会」季刊 文化経済学会

F文化庁月報」月刊 文化庁

「メセナ」季刊 社団法人企業メセナ協機会



ヽ
Ｊ
′
　

一

ｒ
‘∠

メセナ年表

メセナ関連セ ミナー開催、施設のオープンなど

1995年
343

1月 9～ 11

16

「21世紀アジア太平洋の文化の課題―一国際文化協力を考える」開催(東京 トヨタ財団)

「メセナ大賞」授賞式(山 口 山ロメセナ倶楽部)

2月 11～12 「世界劇場会議国際フォーラム95」開催(名古屋 世界劇場会議国際フォーラム95実行委
員会)

4月 「紀尾井ホール」オープン(東京 新日本製鐵)

「現代グラフィックスアートセンター」開館(福島県 大日本印刷)

5月   22～ 24「国際メセナ会議95」開催(東京 企業メセナ協議会)

月

月

６

７

30～   文化経済学会年次大会開催(高崎 文化経済学会)

7月 20～ 21 第5回全国文化の見えるまちづくり政策研究フォーラム(中村市ほか 高知県)

23  「メルシャン軽井沢美術館」オープン(長野県 メルシャン)

27  「ベテルブルグミュージアム」開館(小樽 丸井今井)

28  「阪神・淡路大晨災 芸術文化被書状況調査 報告書」発表 (阪神・淡路大震災芸術文化被
害状況調査研究プロジェクト委員会)

8月 1   「芸術情報プラザ」オープン(東京 全国公立文化施設協議会)

7   「財団法人紀陽文化財団」設立(大阪 紀陽銀行)

20  「よこはまメセナ研究会」発足
24-30「第一回浜松国際管楽器アカデミー&フ ェスティパル」(浜松 浜松市・ヤマ八・ヤマ八音

楽振興会)

9月 12   「メセナ白書'95」刊行(企業メセナ協議会)

19～21「芸術見本市」開催(東京 東京国際舞台芸術フェスティパル'95実行委員会ほか)

26  「フォーラム・未来型アートマネジメント」開催(東京 芸術文化交流の会)

10月   12  「JTアートホール」オープン(東京 日本たばこ産業)

11月 「文化の県づくり懇話会」開催(富山 富山県)

「メセナ大賞'95」贈呈式(東京 企業メセナ協議会)

フォーラム「人間ベートーベンとよみがえる響き」開催(東京 読売新聞社)

「第1回ニツセイ・パックステージ賞」贈呈式開催(東京 ニッセイ文化振興財団)

12月   1    芸術文化情報センター発足(東京 日本芸能実演家団体協議会)

1996年
７

２

2月 「第1回アートフェア」開催(東京 芸術情報プラザほか)

「メセナ企業関係者懇談会」(岐阜 岐阜県産業文化振興事業団)

3月 ６

１８

２‐

「全国メセナ組織連絡会」発足(東京 企業メセナ協議会)

「キリンアートスペース原宿」オープン(東京 キリンピール)

シンポジウム「地方におけるオペラ振興の現状と課題」(東京 新国立劇場運営財団)
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世界のメセナ機関

I)irectory of Business Arts Associations

ぅ46
!reland
アイルランド

Cothu-The Buslness Council
for the Arts
64 Lower Mount Street, Dublin 2
Tel.353-1-676-6966
Fax.353-1 -676-6997

Genootschap voor Reclame/Sectie
Sponsors voor Kunst Hocehilwea 8,

Postbus 12876
1 1oo AW Amsterdam-2.0.
Tel. 3 1 -20-697-3701
Fax31-20-691-0433

U雨憂丁3面百憂両T西而面〒百
アメリカ

C石百百コ百
カナダ

Business Committee for the A「 ts,inc.

[BCA]
1775 Broadway,Suite 510 New York,
NY 10019‐ 1942
下el. 1-212-664-0600
Fax.1-212-956‐ 5980

The Oouncilfor Business and the
Arts in Canada[CBAC]
P.lD.Box 7.Suite 1507,
401 Bay Street,丁 o「onto
M5H2Y40ntarlo
■
・
el. 1‐ 416-869‐ 3016

Fax.1-416-869‐0435

U雨而百百膏0百百百び雨
~

イギリス
Korea
韓国

Association fo「 Business S,on30rShip
of the Atts[ABSA]
Nutmeg House,60 01ainSfOrd Street,
But!ers Wharf,London SE1 2NY
‐
r・ el.44-1-71‐378-8143
Fax.44-1-71-407-7527

Korean Business Council fo「 the A「ts

[KBCA]
Dong― Ah Life insurance Building,17th
Floor
33.Da―【Dong,Chung― Ku,Seou1 100-180
~rel.82-2-773-2860

1=ax.82-2-773-2863

lsrael
イスラエル

Greece
ギリシャ

ALMA― Buslness for the Arts
丁he Opera Tower.lA‖ enby Street
丁el Aviv 63321
Tel.972‐ 3-510‐ 7382
,=ax.972‐ 3-510‐ 7380

Austria
オーストリア

Wirtschaft fur Kunst
Kё「tner Strasse 8/6
Wien 1010
T‐el.43-1-512-7800
Fax.43-1-513-8956

OMEPo-Association for the Support
of cultural Activities
69 Kifissias Avenue, 1 15-23 Athens
Tel. 30- 1 -648-0984
Fax 30- 1 -648-28 1 I

FOreningen Kultur och Nё rings‖v
P.0.Box 5574,S‐ 114 85 StOCkhOlm

■
・
el.46-8‐ 670-8515

Fax.46-8-660-7051

~「

ne NetnerlandS
オランダ

sweden
スウェーデン
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Spaln
スベイン

F面〒藉百
‐
師 調 師 1『1コ面 而

‐~~~~~~
ベルギーフラマン語目 347

Asociac16n iEspaら ola para el

Desar「o‖ o de!Mecenazgo
Empresarial[AEDME]
Diagona1 520,2° ,4a

Barcelona 08006
Tel.34-3-200-8325
FaメL34-3-202-2789

StiChting voor Kunstpromotie
Handelskaa1 14.1000 BruSSeiS
T‐el.32-2-219-4080
Fax 32‐ 2-219-0462

Germany
R,l.'.,

Kulturstiftunc Haus Europa
Geschdttsftihruns:
c/o Maecenate Management GmbH
Barer StraSSe 44, 80799 Munchen
Tel- 49-49-284452
Fax49-A9-2A3774

BusineSs for Art[BFA]
1508 Hong Kong Arts Centre.
2 Harbour Road,Wanchal
~rel.852-2802-3008

Fax.852-2824-1719

Frarc百

Association DOur le l⊃ 6Ve10pperTlent
du M6c6natindustriel et Commercial
[ADM!CAL]
16.rue Girardon Paris 75018
丁el.33-1-4255-2001
Fax 33‐ 1‐4255‐ 7132

European∪ n
ヨーロッパ連合

lon

Oomit6 Euro● 6en pourle
Rapprochelment de l'Economie
et de la Culture[CEREC]
60 rue de la Ooncorde,1050日 lruxe‖ es
・
Tel.32‐ 2‐512-6145
Fax.32-2-502-5117

French(3peaking
ベルギー仏語日

BelBium 日uSSia
ロシア

lnternationa:Association fo「
Culture Promotion
35,Arabat Moscow 121835
・
Tel.7‐ 095-248-2389
Fax.7-095-248‐ 3470

Fondation Prom16th6a
60 rue de la(Doncorde,

丁el.32-2-513‐ 7827
:=ax.32-2-502-2657

10501B「uXe::eS

T■5石百 7覆5百E戸
~~~~~~¨ ~~~~~~~

香港
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地方のメセナ組織

.ズ 。    天画まらつてつ要術叉化協会

'■

。      理事長・田中常雅
東海メセナ研究会
会長・下斗米 隆

〒586 大阪府河内長野市西代町12-46(財 )河内長 〒390 長野県松本市大手4¨ 7-14

野市文化振興財国内                Tel.0263‐ 32-1670

Tel.072卜56-6100

〒144 東京都大田区西蒲田7-18-4

Tel.03-3731‐ 4126

画配騒F買ヨ硼究r~~~~¨
~~~~~~~

担当窓口・妻鳥 宏

社団法人企業メ
会長・小関 博

セナ群馬

〒371 群馬県前橋市上小出町1‐ 16-9

丁el.0272-33-1750

湖風会
会長・小口 剛

〒393 長野県下諏訪町高本8955

丁el.0266‐ 28-6472

〒460 愛知県名古屋市中区丸の内3-15‐15 ダイア

パレス丸の内302

Tel.052-953‐ 6264

覆団法入松本芸術文化協会
会長・富地良彦

ヌE戸暉阪
~~~~~~~~~~~~~~~

会壁 坦□豊=藁
_____________

〒796 愛媛県八幡浜市本町1 ハ幡浜市民図書館内

丁el.0894‐ 22‐ 0917

〒753 山口県山口市中市町1‐ 10 山口商工会議所内

Tel.0039-25-2300

硬百顧[]ヨE戸[デ日議会
~~~~~

代表世話人・村岡安廣、杉山願―
よこはまメセナ研究会
事務昼量・増□壼整_

〒840-70 佐賀県佐賀市城内1-1-59 佐賀県企画局 〒236 神奈川県横浜市金沢区釜利谷1-3B400

生活文化朦内                   Tel.045‐ 70卜3660

Tel.0952-25‐ 7“0

蘭 軍 百 用 百

~~~~~~~~

会長・岩本英男

〒052 北海道伊達市松ケ校町34-1

丁el.0142-22‐ 1515

Шロメセす倶乗部
会長・池部 豊
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31 企業メセナ協議会1995年の活動状況

国際メセナ会議の開催 も

1995年 1月～1996年 3月 活動年表 349

1995年

1月 『メセナ」19号 〈特集 :沸き立つアジアは、いま)発行
1994年度第5回助威選考委員会開催
セミナー くアートをまなぶ・美術史請座〉「西洋美術の流れ I」 講師 :森田義之氏 (東

京・国際交流基金国際会議場)

メセナセミナー く番外編〉「テープルトーク :アートとは何か」講師 :福のり子氏 (東

京。東京芸術劇場小会議室)

2月

１

　

２

　

２

セミナー くアートをまなぶ・美術史講座〉「西洋美術の流れ II」 講師 :若桑みどり氏 (東

京・国際交流基金国際会議場)

セミナー くアートをまなぶ・美術史講座〉「20世紀前半の芸術運動 I」 講師 :難波英夫氏
(東京・国際交流基金国際会議場)

セミナー (アートをまなぶ・美術史講座〉「20世紀前半の芸術運動 II」 講師 :井上明彦氏
(東京・国際交流基金国際会議場)

セミナー (アートをまなぶ・美術史講座〉「戦後アメリカ美術」講師 :広本伸幸氏 (東

京・国際交流基金国際会議場)

アート・マネージメント講座「企業とよりよい関係を築くために」講師 :高萩宏氏ほか
(東京 。有楽町朝日スクエア)

3月    2 セミナー (アートをまなぶ・美術史講座〉「現代美術と社会」講師 :安斎重男氏 (東京・

国際交流基金国際会議場)

セミナー 〈アートをまなぶ・美術史講座〉「日本の前衛美術とパトロンたち」講師 :尾

真人氏 (東京 。国際交流基金国際会議場)

理事会・総会・会員懇話会開催

特別公濱「わか社の文化活動とサントリーホール」講師 :稲見宗孝氏 (東京・経団連会
館)

セミナー くアートをまなぶ・美術史講座〉「日本の現代美術 I」 講師 :河崎晃―氏 (東

京・国際交流基金国際会議場)

セミナー くアートをまなぶ・美術史講座〉「日本の現代美術 II」 講師 :正 本 基氏 (東

京・国際交流基金国際会議場)

セミナー 〈アートをまなぶ・美術史講座〉「アジアの現代美術」講師 :黒田雷児氏 (東

京 。国際交流基金国際会議場)

1994年度第6回助成選考委員会開催

‐４

２３

２９

３‐

4月   20   Fメ セナ』20号 〈特集 :激論 !文化政策〉発行

5月    22 国際メセナ会議'95〈 国際文化会議〉「世界的な文化交流、文明の交差からなにが生まれ
るか」(東京。有楽町朝日ホール)

国際メセナ会議'95く 3つの分科会〉「メセナか直面するさまざまな問題」(東京・京王ブ
ラザホテル)

国際メセナ会議'95〈 メセナ代表者会議〉(東京・スパイラル)

1995年度第1回助威選考委員会開催

２３

　

２４

３‐

6月   21   アート基礎講座 (音楽編)講師 :秋山晃男氏 (東京・東京芸術劇場)

7月    3 理事会・総会・会員懇話会開催

特別請演「阪神・淡路大晨災による芸術文化被害状況調査報告」講師 :山崎正和氏 (東

京・如水会館)
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Fメ セナ」21号 く特集 :国際メセナ会議95/阪神大震災かメセナに問いかけるもの〉発

行
1995年 度第2回助成選考委員会開催
「阪神・淡路大震災芸術文化被害状況調査」記者発表 (東京・有楽町朝日スクエア)

「阪神・淡路大震災芸術文化被害状況調査」記者発表 (大阪。大阪商工会議所)

8月   20  「阪神・淡路大震災芸術文化被害状況調査報告書」発行

9月 ４

８

７

『メセナ白書1995」 〈特集「世界のメセナ」〉発行

1995年度第3回助成選考委員会開催

メセナ大賞1995第 1回審査委員会開催

10月    2 メセナセミナー入門編「企業メセナの事例から学ぶこと」講師 :柿綺孝夫、加藤種男氏

(東京 。有楽町朝日スクエア)

メセナ大賞1995第 2回審査委員会開催

ギャラリー散歩―東京都現代美術館

『メセナ』22号 く特集 :映画100年と日本映画の現在〉発行

１

２

11月 企業メセナ協議会ホームベージ開設

セミナー くケーススタディ)「NTTのメセナ活動」講師 :中澤豊氏 (東京・NTT宣伝

部 lCC推進室)

メセナ大■1995肥者発表

アート基礎講座 く美術編)講師 :福田美蘭氏 (東京 。有楽町朝日スクエア)

メセナ大■1995贈 呈式 (東京・有楽町朝日ホール)

1995年 度第4回助成選考委員会開催

13

14

22
24

12月     5

1996年

セミナー くアートをまなぶ 。日本の伝続芸講座〉「華」講師 :千羽理芳氏 (東京・国際交

流基金国際会議場)

セミナー 〈アートをまなぶ 。日本の伝続芸講座)「総論 パネルディスカッション」講

師 :千羽理芳、児玉信、後藤静夫氏 (東京 。国際交流基金国際会議場)

セミナー (ア ートをまなぶ・ 日本の伝統芸講座〉「茶 (自然への観照―市中の山居)」 講

師 :宇山康則氏 (東京・国際交流基金国際会議場)

1月    18 セミナー くアートをまなぶ・日本の伝続芸講座)「能 (省略の美―一道成寺に即して)そ
の1」 講師 :児玉信氏 (東京・国際交流基金国際会議場)

Fメ セナ』23号 く特集 :創造体験としてのワークショップ〉発行

セミナー くアートをまなぶ。日本の伝続芸講座〉「能 (省略の美一道成寺に即して)そ
の2」 講師 :児玉信氏 (東京 。国際交流基金国際会議場)

1995年度第5回助成選考委員会開催
セミナー くケーススタデイ)「 トヨタ自動車のメセナ活動」講師 :田中敏久、岡部修二氏

(東京・トヨタ紀尾井倶楽都ホール)

２０

２４

　

２６

３１

2月 セミナー くアートをまなぶ。日本の伝続芸講座)「文楽 (三位一体―誇張と写実)その1」

講師 :後藤静夫氏 (東京。国際交流基金国際会議場)

セミナー くアートをまなぶ。日本の伝続芸講座〉「文楽 (三位一体――誇張と写実)その2
ワークショップ」講師 :後藤静夫氏 (東京。国際交流基金国際会議場)

ギャラリー散歩―宮島達男氏アトリエとAHCUSプ ロジェクト

セミナー 〈アートをまなぶ。日本の伝続芸講座〉「文楽 (三位一体――誇張と写実)その3」

講師 :後藤静夫氏 (東京・国際交流基金国際会議場)
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セミナー くケーススタデイ〉「NECのメセナ活動」講師 :山下紘―、斉藤公治氏 (東

京・NEC本社会議室)
351

3月 ６

７

　

３

４

　

８

２

　

　

２

８

１

１

　

１

２

　

　

２

２

全国メセナ組織会議開催
セミナー くアートをまなぶ 。日本の伝続芸講座〉「歌舞伎 (写実化に見る歌舞伎のイメー
ジ)その1」 講師 :神山彰氏 (東京 。国際交流基金国際会議場)

ギヤラリー散歩一 PGI、 ポラロイド・ギャラリー、ギャラリー日鉱
セミナー くアートをまなぶ 。日本の伝続芸請座〉「歌舞伎 (写実化に見る歌舞伎のイメー
ジ)その2」 講師 :神山彰氏 (東京・国際交流基金国際会議場)

1995年度第6回助成選考委員会開催
理事会・総会・会員懇話会開催
特別講演「TOAの F音 ビジネス』とXEBECの 活動」講師 :植田卵隆、筒猪和夫氏
(東京・如水会館)

ギヤラリー散歩―東京都写真美術館
アート・マネージメント講座「経済か遍迫した時代のアート・サポートのあり方」講師 :

シンシア・マエダ氏 (東京・スパイラル)



1995年度助成認定活動

80件の活動を認定

352 社団法人企業メセナ協議会は、1994年 2月 、文化庁より特定公益増進法人

の認定を受け、同年 4月 より芸術文化活動への助成事業を開始しました。

この助成事業は、助成選考委員会の認定を受けた芸術活動に対し、企業等

が協議会経由で寄付をするという「スルー方式」をとっています。この「ス

ルー方式」を利用した寄付者は納税の際、特定公益増進法人へ寄付したもの

として税制上優遇されます。

1995年度は80件の芸術活動を助成対象として認定いたしました。また、そ

の助成認定事業に対 し、1995年 度中に333社 (法人/個人含む)よ りご寄付

いただきましたので、あわせてご報告申し上げます。

※ ( )内 は助成認定対象団体

助成認定の対象となる活動

①芸術家/芸術団体の国内外における公演および展覧会等

②芸術家/芸術団体の年間活動

③その他、芸術文化の振興にかかわる諸活動

第1回認定活動(1995年5月 )

'95子ども演劇祭 IN岸和田

(全国児童・青少年演劇協議会関

西ブロック)

第 1回北とびあ国際音楽祭

(北 とびあ国際音楽祭実行委員会)

ミクル劇団ミュージカル 3タイ

トル公演

(0ミ クル劇団)

ピープルシアター公演「幻影のム

ーランルージュ」

(ピープルシアター)

津久井'95～野外展・シンポジウ

ム・パフォーマンス

(津久井
.95実

行委員会)

A―フムーン・シアター・カンパ

ニー 95年度年間活動

(八―フムーン・シアター・カン

パニー)

モーツアルト劇場 5大オペラ連

続公演第 5作 :歌劇「魔笛」

(モーツアルト劇場)

奥田宗宏 Jr.8ブルースカイ・オ

ーケストラ 米国コンサート・ツ

アー

(奥 田宗宏 J「 .&ブ ルースカイ・

オーケストラ)

第 5回中部日本 (全国)パレエコ

ンクール

(cJB 中部日本バレエ団)

座・キュービー・マジツク 第20

回公演「愛をあたえることに疲れ

た天使と愛を奪うことに疲れた魔

女の物語」

(座・キューピー・マジツク)

舞踊集団 Nomade～ S第 4回
国際交流公演

(舞踊集団 Nomade～ S)

第2回認定活動(1995年 7月 )

中村明―尺八の世界第 6回リサイ

タル

(オ フィス・サウンド・ポツト)

波瀬満子のやってきたアラマせん

せい

(ウ リポ・はせ・カンパニー)

山海塾 韓国・インドネシア公演

(山海塾)

EARTH CELEBRA丁 !ON
'95

(アース・セレブレーション実行

委員会)

中山ダイスケ個展

(中山ダイスケ・アート倉庫プロ

ジェクト実行委員会)

第12回 インターリンク1995～ジヤ

スト・ストリングス

(イ ンターリンク実行委員会)

創造する伝続～現代の音楽コンサ

ート

(動 日本文化藝術財団)

インスタレーション「工場見学

2」 ～自動車業界とファッション

業界のメディアミックス

(0浜丼ファクトリー)

新 宿 梁 山 泊 カ ナ ダ 公 演

〈TODAY'S JAPAN1995参
加〉

(新宿梁山泊)

三重県総合文化センター開館 l周

年記念事業「秋のコンサートシリ

ーズ」

(働二重県文化振興事業団)

パパ・タラフマラ公演「城～マク

ベス～」

(パパ・タラフマラ)

1995年度助成認定活動一覧
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第 4回「外国人の為の歌舞伎教

室」

(外国人の為の歌舞伎教室実行委

員会)

現代詩フェスティパル・95時の外

出～21世紀へ、身体/映像/音楽
とともに

(鞠 |ア トリエ・エルスール)

劇団態変 東京公演「ダ・キ 。シ
。メ・タイ‖」

(イ マージュ)

組オペラ「隅田川」「茸」公演

(帽)日本芸能実演家団体協議会)

国際アートフォーラム「アジア・

エッジ1996/東京」

(ア ジア・エッジ・プロジェクト)

京都コンサートホール オープニ

ング記念「日立パリ管弦楽団」演

奏会

(動京都市音楽芸術振興財団)

第3回認定活動0995年9月 )

「共 嗜 す る 場 へ～without
identity Without frontier」
～日仏現代美術交流

(芸術計画 ZA)
■団影ほうし公演「竹取物語」ア

メリカツアー'96

(勝)劇団影ぼうし)

]団目覚時計公演 フアンタジー

「青いガラスとエメラルト」

(榊 1劇団目覚時計)

「伊藤キム+輝く未来」第 2回ダ
ンス公演「フィエスタ 。人間脱

出」

(伊藤キム)

西川千麗 舞の夕「いろはにほヘ

と」

(西川千麗)

第 7回京都フランス音楽アカデミ

(京都フランス音楽アカデミー実

行委員会)

「日本に生きるアメリカンスピリ

ット展」～ 3つの F.L.ライトの

建築～

(「 日本に残るライトの建築展」海
外展実行委員会)

国際青年演ロセンター公演 トラ
マ「決田」の日本上演

(国際青年演劇センター)

関西二期会 第44回/第45回定期

オペラ公演

(関西二期会)

ミクル劇団ミュージカル「Let'

sウ ェディング」

(0ミ クル劇団)

第4回認定活動(1995年 ll月 )

アイルランド映画祭

(アイルランド映画祭実行委員会)

日中オペラ・ガラコンサート

(0日 中青年研修協会)

「Ambition/Field C‖ mb―

ing(大志/大地登り)」

(シ ユウゾウ・アツチ・ガリバー
‐
Ambition′/Field Climb―
ing実 行支援東京委員会)

首都オペラ 第 4回公演「万里長

城」

(首都オペラ)

日本美術展カタログ収集プロジェ

クト

(日 本美術展カタログ収集推進委

員会)

連帯の日 :アクト・コウベ

(アクト・コウベ実行委員会)

「根の回復として用意された12の

環境」日本オランダ現代美術交流

展199トー1996

(ICAE巨 国際現代美術交流展実

行委員会)

第19回 ミラノ・ トリエンナーレ日

本館展示作品制作

(第 19回 ミラノ・トリエンナーレ

実行委員会)

シリーズ映像による身体性の追求

(C丁 プロジェクト)

舞踊集団 Nomade～ s第 1回
横浜ダンスコレクション参加作品

「ZAI EXISTENCE」
(舞踊集団 Nomade～ s)

第5回認定活動(1996年 l月 )

今日の日本美術展II～天と地の間
:こ

(今 日の日本美術展II実行委員会)

扉座特別公演「夢の海賊」

(夢の海賊上演実行委員会)

国際アマチュアオーケストラフェ

スティパル・96イ ン東京

(0日 本アマチユアオーケストラ

連盟)

4● 1995年度助成認定活動

'96イ ラン映画祭

(・ 96イ ラン映画祭実行委員会)

第 6回「●・制作フェア」

(日 本筆曲会連盟関東地区)

「イタリアの 7人」展

(「イタリアの 7人」展実行委員

会)

菊本千永 モダンダンスステージ

1

(藤田佳代舞踊研究所)

ギイ 。フォワシイ 。フェスティヴ

アル

(ギイ・フォワシイ・シアター)

宮崎国際室内楽音楽祭

(m宮崎県立芸術劇場)

つかこうへい作・演出「蒲田行進

曲完結編～銀ちゃんか逝く」札幌

公演

(札幌芸術の森演劇公演実行委員

会)

第6回認定活動0996年3月 )

モーツアルト劇場 5大オペラ上演

完結配念フェスティヴアル

(モーツアルト劇場)

リチャード・プラットショーによ

るシヤドウバベットショウ公濱

(岐阜人形劇センター)

オベラ「カルメン」となみ公演

(オ ペラ「カルメン」となみ公演

実行委員会)

金杉忠男ASS00:ATES 96
年度年間活動

(金杉忠男ASSOCIATES)
ハーフムーン・シアター・カンパ
ニー 96年度年間活動

(八 ―フムーン・シアター・カン

パニー)

中村明― 尺人の世界 第 7回リサ

イタル

(オ フイス・サウンド・ポット)

大田区民オベラ協議会公演 歌劇

「後宮からの逃走」

(大田区民オペラ協議会)

第 6回全国パレエコンクール・名

古屋

(CJB中部日本パレエ団)

高橋靖史新作個展

(高橋靖史)

創立10周年記念 仙台パッ八・ア

カデミーフェスティパル1996

(仙台パッ八・アカデミー協会)
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「学校アーツ・センター構想」展

(lZ∪ MIWAK∪ P「 oJect)
丁heatre mOVement
“UZUME"
(YAYOI THEATttE
MO∨ EMENT)
説経節シリーズ 中西和久ひとり

芝居「しのだづま考」

(0京楽座 )

日欧交流現代演劇公演「青ひげ公

の城」

(E∪ ・ジヤパンフェスト日本委

員会)

城下るり子展～スウェーデンのア

ート・フェスティパル参加と帰国

展～

(城下るり子)

「アジアの民族遺形」晨

(m川崎市市民ミュージアム)

L:FE～古屋チルー今を生きる

(LIFE実 行委員会)

●根裕「S000P」 展

(曽根裕展実行委員会)

ω教育濱劇研究協会・設立40周年

記念事業

(0教育演劇研究協会)

第 3回 HAGl世界映画芸術祭

(HAGI世界映画芸術祭実行委員

会)

ノール室内合奏団 96年度年間活

動

(ノ ール室内合奏団)

ピープルシアター公演「阿時薔
～愛と勇気のフアンタジー」

(ピープルシアター)

1995年度中に、企業メセナ協議会経由で助成認定活動にご寄付いただいた

方はつぎのとおりです。 (五十音順/敬称略)

榊あさひ銀行

アサヒビール佛

佛愛染蔵

足立孝雄

佛アニエス ペー サンライズ

佛ア・ファクトリー

阿部公照

医療法人社団阿部小児科

阿都目胤

阿部裕三

荒井真

佛アルトコーボレーション

佛アルフア

アンダーソン毛利法律事務所

飯田悦子

飯田保

飯塚より子

飯野不動産ω

池田幸子

池野通建い

いすず自動車佛

イタリヤード佛

佛イタルグルメ

佛イチケン

佛イトーキ

榊伊藤■

伊藤七郎

伊藤忠燃料佛

稲畑産業佛

井上葵

佛井の頭会館

岩井二郎

岩崎轟

佛岩佐鉄工所

因藤生郎

上野製薬佛

同永善
エイトレント(梯

江崎グリコ蜘

越井木材工業榊

榊 NTTフ ァシリティーズ

榊エルモ クリエイテイブ

遠藤陶

佛オーキット

い王子信用金庫

榊大川クラフト館

大本節

学校法人大阪音楽大学

大阪ガス榊

大阪ヒルトン榊

大関佛

太田産業榊

太田博

佛大手饉頭伊部屋

伸大林組

岡田敏

岡情純男

岡洋瑚

奥村組土木興業榊

奥村まこと

佛小倉屋山本

小原二郎

小測恵三

オムロン佛

鹿島建設備

勝見はな子

香取純―

神奈川トヨタ自動車佛

カネダ佛

川口泰助

同川田太鼓工房

関西電力佛

(旬ガバンツア

京セラ佛

協同広告佛

キッコーマン佛

佛北―硝子

北第百通信電気佛

キリンピール佛

近畿日本鉄道佛

近鉄観光佛

佛近鉄百貨店

近鉄不動産佛

榊きんでん

久家道子エンプロイダリー

エ藤―枝

久野雄―郎

榊久保工務店

榊クボタ

いクリエイティフアイデンテイテ

イー

栗山口良

黒川乳業佛

(荀クロストーク・スタジオ

京北産業佛

剣菱酒造佛

コークステップホール

佛コーノリサーチ

佛講談社

1995年度支援者一覧



榊鴻池組

河野登記測量事務所

國分公認会計士事務所

国宝商事佛

小谷公穂
コニシ佛

コンクリート破砕処理工業榊
コンパック株)

0札幌映像社
サッポロビール佛

才門正男

相谷寿―

榊きくら銀行

佐々木公認会計士事務所

佐藤郁夫

佐藤恵子

佐藤工業榊

佐藤椒也

佐藤正治

佐藤祐司

佛サマデイ

サントリー佛

サントリーアライド榊

榊三和銀行

庄内振興榊

(旬松明

昭和光機榊

シー・エイチ・シー・システム榊

榊 CSK
榊シーティーエー

四方朋子

佛システムコミュニケーションズ

佛資生堂

志立託爾

シチズン商事榊

清水建設備

0下野重三郎商店

自山殖産榊

新協建設工業佛

佛新橋亭

榊しんきんクレジットサービス

新藤伸人

新日本製鐵佛

佛ジャバンエナジー

十條倉庫佛

末廣酒遺佛

スズキ榊

鈴木修

鈴木弥吉

佛ステーション広報社

住友金属工業佛

佛住友銀行

住友信託銀行佛

住江機物佛

積水八ウス佛

芹沢憲―

佛泉州銀行

佛錢高組

全日本空輸佛

ソニー榊

側島文夫

向造形美術社

大成建設佛

太陽工業伸

高砂熱学工業佛

灘野川信用金庫

武田薬品工業榊

榊竹中工務店

武生松下電器僣)

蜘タジマ

多田義民

辰野榊

田畑彦右衛門

玉の肌石鹸榊

榊第一勧業銀行

佛大協器械製作所

ダイキンエ業佛

大日本印刷佛

大日本土木佛

ダイ八ツエ業佛

佛大和銀行

佛チャコット

中和石油佛

佛地球倶楽部

千葉書―

学校法人塚本学院大阪芸術大学

都築鋼産佛

榊つむら工芸

丁OA佛
佛テザック

いデイ・エヌ・ジィ

佛ディスコ

出口誠之

電子部品流通協同組合

トックペアリング榊

丁OTOス ペース佛

佛東海銀行

東京ガス榊

榊東京銀行

東京国際ニュースサービス佛

東京書籍佛

東京書籍印刷榊

東京シンコール(株

東京電力榊

東京ニュース通信社

東陶機器佛

4● 1995年度助成認定活動

東畑朝子

東邦リライアンス榊

東北電力佛

佛東洋軒

土肥美晴

飛島建設備

富田正一

トヨタ自動車佛

榊虎屋

榊ナール

中塚菊雄

中西業子

中村弘

長島清

ω夏目書房

佛なとり

日興証券佛

日興電機工業佛

日興リカ佛

日産自動車佛

国産ディーゼルエ業佛

日産労連リック事業部
_ッタ佛

新田満夫

新潟交通佐渡榊

佛ニシカワ

西野公庸

日本アムウェイ佛

日本営繕建設備

日本汽船帥

榊日本興業銀行

佛日本交通公社

日本コカ・ コーラ佛

日本コロムビア佛

棘日本債券信用銀行

鞠日本システムディベロップメン

ト

日本生命保険0
榊日本長期信用銀行

日本電気榊

日本電信電話蘇)

日本特殊塗料佛

野村證券榊

野村貿易佛

橋本書―

羽仁協子

羽仁進

鰤羽仁プロダクション

羽仁結子

早川正一

林正久

パイオニア佛

0百号面房
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伸百五銀行

樋口學

日野自動車工業佛

佛フアイヴワン

福井アシックスエ業い

富士火災海上保険佛

鞠富士銀行

日士菫工業蜘

■士ゼロックス佛

不ニソーラー榊

藤浪ふじ子

藤本靖久

藤原威子

フランスペット メディカルサー

ビス締

古谷節子

帥ベスト不動産

佛ベラヴィータ

(陣ホツカイ

佛北海道拓殖銀行

0北斗開発

輌輌川

佛細田協佑社

本田技研工業佛

前田完治

前田建設工業佛

前田秀夫

牧田幸治

榊マスパック

松浦康雄

松下電器産業佛

マツダい

マツナガ通機僣)

佛丸島アクアシステム

丸荘証券佛

丸荘不動産榊

榊丸高

佛丸八

丸文佛

丸紅榊

医療法人社団三上整形外科医院

ミズノ佛
三井生命保険(祠

帥三菱銀行

三菱信託銀行佛

三菱地所佛

三菱自動車工業佛

ミツワ本舗榊

佛富入

0みやぎき印刷

佛宮崎銀行

日崎県共済農業協同組合連合会

宮崎県経済農業協同組合連合会

宮崎県信用農業協同組合連合会

宮崎県農業協同組合中央会

榊宮崎太陽銀行

佛村田製作所

村山好弘

同モデルアート社

モモセ重工業佛

森ビル佛

安田信託銀行榊

山崎製バン佛

山蘭美喜子

佛山種総合研究所

山種不動産榊

山田太郎

佛ヤマナカ

佛山中大仏堂

ヤマ八発動機佛

雪印乳業榊
ユナイテット・エージェンシー榊

ロラポール

菱和ダイヤモンド航空サービス佛

榊ローズ

ローム榊

若宮静雄

佛ワコール
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回答企業および企業財団・公益信託名一覧

「メセナ自書1996」 の制作に当たり、次に掲げる企業および企業財団 。公益

信託から、ご回答をいただきました。

企業名 オルガノ株式会社

株式会社オンワード樫山
あ行

か行

357

株式会社アートネイチャー

株式会社アイネス

旭硝子株式会社

株式会社朝日広告社

株式会社朝日新同社
アサヒビール株式会社

朝日放送株式会社

味の素株式会社

アメリカン・エキスプレス・イン

ターナショナル,inc.
アルビス株式会社

株式会社アルプス物流

イオングループ 1%クラブ

石原産業株式会社

伊豆急行株式会社
いす 自ヽ動車株式会社

株式会社伊勢丹

イタリヤード株式会社

市光工業株式会社

株式会社井簡屋

伊藤忠商事株式会社

株式会社イトーキ

株式会社イトーヨーカ堂

株式会社 INAX
因幡電機産業株式会社

株式会社伊予銀行

岩谷産業株式会社

株式会社内田洋行

A!U保険会社
エーザイ株式会社

NTTデータ通唇株式会社

株式会社エフエム東京

株式会社大分銀行

株式会社オーエム製作所

株式会社大垣共立銀行

大阪ガス株式会社

大阪機工株式会社

株式会社大阪銀行

株式会社オートパックスセプン

株式会社沖縄銀行

オムロン株式会社

オリックス株式会社

花王株式会社

株式会社香川銀行

科研製薬株式会社
カシオ計算機株式会社

鹿島建設株式会社

雅叙園観光株式会社
ガステックサービス株式会社
カトーレック株式会社

株式会社カナモト

鐘紡株式会社

兼松株式会社

亀田製薬株式会社

勧角証券株式会社

関西電力株式会社

株式会社カンセイ

株式会社北川鉄工所

北野建設株式会社

株式会社紀伊口屋書店

キヤノン株式会社

キヤノン販売株式会社

株式会社九州 !NAX
株式会社九州銀行

九州耐火煉瓦株式会社

キュービー株式会社

株式会社紀陽銀行

京セラ株式会社

京都中央僣用金庫

株式会社京都ホテル

協和発酵工業株式会社

極東貿易株式会社

桐生機械株式会社

キリンビール株式会社

近畿コカ・コーラボトリング株式
会社

株式会社クボタ

株式会社熊本フアミリー銀行

クラヤ薬品株式会社

株式会社群馬銀行

株式会社現代彫刻センター

株式会社公益社

株式会社請談社

国産電機株式会社
コスモ石油株式会社
コニシ株式会社

さ行

株式会社佐賀銀行

相模鉄道株式会社

株式会社さくら銀行

佐藤工業株式会社
三共株式会社

三協アルミニウムエ業株式会社
三京化威株式会社

株式会社三協精機製作所

株式会社サンゲツ

サントリー株式会社

山ロコカ・コーラボトリング株式
会社

株式会社三日商会

三洋電機株式会社

株式会社三和エレック

JTB株式会社

株式会社シーイーシー

四日コカ・コーラボトリング株式
会社

四日電力株式会社

株式会社資生堂

シノブフーズ株式会社

清水建設株式会社
シヤチハタエ業株式会社

株式会社ジャバンメンテナンス

株式会社 JEUG:A
株式会社十八銀行

株式会社主婦の友社

株式会社常陽銀行

昭和アルミニウム株式会社

昭和シェル石油株式会社

昭和電工株式会社

昭和飛行機工業株式会社
ショーボンド建設株式会社

信越化学工業株式会社

神姫バス株式会社

神鋼電機株式会社

株式会社真電

新日本製饉株式会社

株式会社親和銀行
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住友海上火災保険株式会社

株式会社住友銀行

住友生命保険相互会社

住友林業株式会社

住江織物株式会社

株式会社スルガ銀行

セイコーエプソン株式会社

セイコー電子工業株式会社

西濃運輸株式会社

株式会社西洋フードシステムズ

積水化学工業株式会社

株式会社ゼクセル

株式会社セシール

セツングループ

株式会社せとうち銀行

株式会社セプンーイレプン・ジヤパ

ン

セントラル薔備保障株式会社

株式会社増進会出版社

株式会社草土舎

ソニー株式会社

ダイア建設株式会社

第一企画株式会社

第一生命保険相互会社

第一製薬株式会社

株式会社ダイエー

株式会社ダイエーオーエムシー

ダイキ株式会社

ダイキンエ業株式会社

株式会社大光銀行

株式会社第四銀行

大正製薬株式会社

大末建設株式会社

大威火災海上保険株式会社

大威建設株式会社

大成ロテック株式会社

ダイセル化学工業株式会社

大東京火災海上保険株式会社

株式会社大東銀行

大同生命保険相互会社

大同メタルエ業株式会社

株式会社タイトー

株式会社ダイドーリミテット

大都魚類株式会社

大日本印刷株式会社

大日本土木株式会社

ダイハツエ業株式会社

太洋海運株式会社

太隅誘電株式会社

高砂熱学工業株式会社

株式会社高島屋

株式会社高田工業所

竹田印刷株式会社

武田薬品工業株式会社

株式会社竹中工務店

株式会社タダノ

株式会社立花商会

立山アルミニウムエ業株式会社

株式会社チェーンストアオークワ

中京コカ・コーラボトリング株式

会社

中部鋼飯株式会社

蝶理株式会社

ツカモト株式会社

都築電気株式会社

TOA株 式会社

TDK株式会社

株式会社 丁YK
株式会社帝国ホテル

株式会社テーオーシー

株式会社テツク

株式会社テトラ

株式会社電通

東亜建設工業株式会社

東海ゴムエ業株式会社

東海旅客鉄道株式会社

東急建設株式会社

株式会社東急百貨店

東京海上火災保険株式会社

東京ガス株式会社

東京急行電鉄株式会社

東京電力株式会社

株式会社東京都民銀行

株式会社東京放送

株式会社東京理化工業所

株式会社東芝

東陶機器株式会社

東邦ガス株式会社

東洋ゴムエ業株式会社

同和火災海上保険株式会社

株式会社 TOKA!
東レ株式会社

株式会社十勝毎日新聞社

株式会社戸上電機製作所

株式会社トクヤマ

戸田工業株式会社

凸版印刷株式会社

株式会社日山銀行

トヨタ自動車株式会社

株式会社豊田自動機機製作所

豊田通商株式会社

豊田紡織株式会社

長瀬産業株式会社

ナビックスライン株式会社

新潟交週株式会社

株式会社新潟中央銀行

株式会社ニチイ

日動火災海上保険株式会社
三チ八株式会社

株式会社ニチレイ

日産自動車株式会社

日商岩井株式会社

日商エレクトロニクス株式会社

日新電機株式会社

株式会社ニッセン

ニッタ株式会社

日饉商事株式会社

日東電工株式会社

株式会社日平トヤマ

日本アイ・ビー・エム株式会社

日本アムウェイ株式会社

日本板硝子株式会社

日本ガイシ株式会社

日本軽金属株式会社

株式会社日本経済新聞社

日本航空株式会社

日本合成化学工業株式会社

日本コムシス株式会社

日本酸素株式会社

日本食研株式会社

日本信販株式会社

日本製紙株式会社

日本生命保険相互会社

日本たばこ産業株式会社

株式会社日本長期信用銀行

日本電気株式会社

日本電気システム建設株式会社

日本電信電話株式会社

日本電池株式会社

日本電波搭株式会社

日本無線株式会社

株式会社日本旅行

能美防災株式会社

株式会社ノーリツ

株式会社ノリタケカンパニーリミ

テド

な 行

た行

は行

八ザマ株式会社

株式会社八十二銀行

株式会社八ナテン

株式会社林原

バンドー化学株式会社



50回答企業および企業財団 。公益信託名一覧

びあ株式会社

東日本旅害鉄道株式会社

株式会社ビケンテクノ

株式会社肥後銀行

株式会社日立製作所

株式会社広島銀行

株式会社広島総合銀行

フィリップモリス株式会社

株式会社フォーバル

深川製磁株式会社

株式会社福岡銀行

日士火災海上保険株式会社

富士急行株式会社

株式会社富士銀行

株式会社フジクラ

フジコピアン株式会社

富士重工業株式会社

富士ゼロックス株式会社

富士ソフト株式会社

株式会社フジタ

株式会社フジテレビジョン

株式会社婦人画報社

扶桑薬品工業株式会社

フットワークインターナショナル

株式会社

フレックス株式会社

プロミス株式会社

株式会社平和

株式会社菫和銀行

ホーチキ株式会社

株式会社北越銀行

株式会社北陸銀行

株式会社北海道銀行

本田技研工業株式会社

株式会社三ツ葉電機製作所

三菱地所株式会社
三菱商事株式会社

三菱信託銀行株式会社

株式会社南日本銀行

未来工業株式会社

株式会社武蔵野銀行

株式会社村岡総本舗

明星工業株式会社

株式会社メルコ

メルセデス・ベンツ日本株式会社

モービル石油株式会社

財団法人あさひ・ひむか文化財団

財団法人アフィニス文化財団

財団法人石川文化事業財団

財団法人逸翁美術館

財団法人伊藤忠記念財団

財団法人檀野アジア芸術文化振興

財団

財団法人エー・ビー・シー音楽振

興財団

財団法人エネルギア文化・スポー

ツ財団

公益信託愛媛出版文化賞基金

財団法人大分放送文化振興財団

財団法人大桑教育文化振興財団

財団法人大阪日本民芸館

財団法人音楽教育振興財団

財団法人花玉芸術文化財団

財団法人北野生涯教育振興会

公益信託キャンドル演劇奨励基金

財団法人京都服飾文化研究財団

財団法人紀陽文化財団

財団法人矯正福社会

財団法人キリン福祉財団

財団法人熊本放送文化振興財団

財団法人五島記念文化財団

財団法人佐賀銀行文化財団

財団法人佐藤国際文化育英財団

財団法人三銀ふるさと文化財団

財団法人サントリー音楽財団

財団法人サントリー文化財団

財団法人四国民家博物館

財団法人十八銀行社会開発振興基

金

財団法人松竹大谷図書館

財団法人新日鐵文化財団

財団法人末永文化振興財団

財団法人杉本美術館

財団法人住友財団

財団法人セゾン文化財団

財団法人ソニー音楽芸術振興会

財団法人第百生命フレンドシップ

財団

大和日英基金

財団法人辰馬考古資料館

財団法人たましん地域文化財団

財団法人中信美術奨励基金

財団法人東京オペラシティ文化財

団

財団法人道銀文化財団

財団法人東芝国際交流財団

財団法人東邦銀行文化財団

財団法人東洋信託文化財団

財団法人徳島新□社会文化事業団

359

や行

株式会社ヤオ八ンジャバン

株式会社ヤギ

株式会社ヤクルト本社

安田火災海上保険株式会社

安田生命保険相互会社

矢作建設工業株式会社

山喜株式会社

株式会社ヤマタネ

ヤマト運輸株式会社

ヤマ八株式会社

株式会社ユアサコーボレーション
ユアサ・フナショク株式会社

株式会社ユアテック

雪印乳業株式会社
ユニ・チャーム株式会社

株式会社読売新聞社

ら行

ま行

前田建設工業株式会社

株式会社マガジン八ウス

松下通信工業株式会社

松下電器産業株式会社

松下電工株式会社

株式会社マルイチ産商

株式会社丸久

丸紅建材リース株式会社

三浦印刷株式会社

三国コカ・コーラボトリング株式

会社

株式会社みちのく銀行

三井海上火災保険株式会社

三井観光開発株式会社

三井造船株式会社

三井不動産株式会社

三井不動産販売株式会社

株式会社ライカ

株式会社リクルート

リムス株式会社

株式会社琉球銀行

ルイ・ヴィトン ジャバン

株式会社レナウン

レンゴー株式会社
ローム株式会社

わ行

株式会社ワコール

企業財団。公益信託名

財団法人愛銀教育文化財団

財団法人赤澤記念財団

財団法人朝日新聞文化財団

財団法人アサヒピール芸術文化財

団
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財団法人日山美術館

財団法人トヨタ財団

財団法人長島文化財団

財団法人ニッセイ文化振興財団

財団法人日本生命財団

財団法人日本テレビ放送網文化事

業団

財団法人日本美術協会

財団法人野村国際文化財団

財団法人畠山配念館

財団法人八十二文化財団

財団法人東日本鉄遭文化財団

財団法人美術工薔振興佐藤基金

財団法人ビデオ映像文化振興財団

財団法人福岡文化財団

財団法人福銀報公会

財団法人福武学術文化振興財団

財団法人古川美術館

財団法人平和堂財団

財団法人ポーラ伝続文化振興財団

財団法人三井海上文化財団

財団法人三菱信託芸術文化財団

財団法人明治村

財団法人ヤギメセナフアンデーシ

ョン

財団法人安田火災美術財団

財団法人安田生命クオリティ オブ

ライフ文化財団

財団法人山種美術財団

財団法人大和文華館

財団法人大和文化財保存会

財団法人ヤマ八音楽振興会

財団法人ユニオン造形文化財団

財団法人よんでん文化振興財団

財団法人ロームミュージックフア

ンデーション
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企業メセナ協議会会員リス ト

(1996年 9月 1日 現在 )

正会員

[株コ:8s
[株]朝日広告社

[株]朝日新□社

朝日生命保険 [相 ]

[株]旭通信社

アサヒビール [株 ]

朝日放送 [株 ]

味の素 [株 ]

―帆会・昭和電エグループ

[株コINAX
岩尾磁器工業 [株 ]

[株]エイ・アイ・エイ

[株]エフエム東京
エルメス・ジャポン [株 ]

大阪ガス [株 ]

オムロン [株 ]

[株]オリエントコーボレーション

[株]オンワード樫山

花王 [株 ]

鹿島菫餃 [株 ]

カトーレック [株 ]

鐘紡 [株 ]

カルター・フードサイエンス [株 ]

カルテイエ ジヤバン [株 ]

勧角証券 [株 ]

目西■力 [株 ]

キヤノン [株 ]

[株]求籠堂

京セラ [株 ]

キリンピール 〔株]

[株]京王プラザホテル

[株]経済界

[株]現代彫刻センター

[株]口談社

[株]光文社

コスモ石油 [株 ]

[株]さくら銀行

[株]産業経済新聞社

サントリー [株 ]

三洋電機 [株 ]

[株]三目商会

三和酒類 [株 ]

[株]資生堂

清水建設 [株 ]

シヤチ八夕工業 [株 ]

[株]集英社

[株]主婦と生活社

[株]主婦の友社

[株]小学館

松竹 [株 ]

新王子製紙 [株 ]

[株]新潮社

新日本製鐵 [株 ]

[株]ジェイブ

ジャスコ [株]

住友海上火災保険 [株 ]

[株]住友銀行

住友生命保険 [相 ]

セイコーエプソン [株 ]

[株]世界文化社

積水化学工業 [株 ]

セコム [株 ]

セツングループ

全国朝日放送 [株」

セントラル書備保障 [株 ]

全日本空輸 [株 ]

[株]増進会出版社

ソニー [株 ]

[株]第一勧業銀行

第一企画 [株 ]

第一生命保険 [相 ]

[株]大広

大正製薬 [株 ]

大東京火災海上保険 [株 ]

大同生命保険 [株 ]

大日本印刷 [株 ]

[株]ダイヤモンド社

大和證券 [株 ]

武田薬品工業 [株 ]

[株]竹中工務店

[株]タダノ

[株]淡交社

TOA[株 ]

中都ガス [株]

チェースマン八ッタン銀行

TBs E株]東京放送

[株]テレビ東京

[株]電通

東海旅害鉄道 [株 ]

[株]東急エージェンシー

東急建設 [株 ]

[株]東急百貨店

東急不動産 [株 ]

東京ガス [株 ]

東京急行電鉄 [株 ]

東京電力 [株 ]

[株]東京ドーム

[株]東京三菱銀行

[株]十勝毎日新聞社

凸版印刷 [株 ]

同和火災海上保険 [株 ]

トヨタ自動車 [株 ]

[株]トライグループ

西日本旅客鉄道 [株 ]

[株]日動画廊

[株]ニチレイ

日産自動車 [株 ]

日東興業 [株 ]

[株]ニッポン放送

日本アイ・ビー・エム [株 ]

日本アムウェイ [株 ]

日本 AT&丁 [株 ]

日本火災海上保険 [株 ]

[株]日本経済新口社

日本航空 [株 ]

[株]日本交通公社

日本酸素 [株 ]

日本食研 [株 ]

日本信販 [株 ]

日本製紙 [株 ]

日本生命保険 [相 ]

日本たばこ産業 [株 ]

日本テレビ放送網 [株 ]

日本電気 [株 ]

日本電信電話 [株 ]

日本電波塔 [株 ]

野村證券 [株 ]

バイオニア [株 ]

びあ [株 ]

[株]博報堂

[社]林原共済会

[株]東日本放送

東日本旅書鉄道 [株]

[株]美研

久光製薬 [株 ]

[株]日立製作所

フィリップ モリス [株」

[株]富士銀行

日士ゼロックス [株 ]

[株]フ ジタ

富士通 [株 ]

[株]フジテレビジョン

[株]富士ブロジェクト

[株]婦人画報社

[株]プリヂストン

[株]文藝春秋

本州製紙 [株 ]

本田技研工業 [株 ]

[株]毎日新聞社

[株]マガジンハウス

松下電器産業 [株 ]

丸紅 [株 ]

三井観光開発 [株 ]

三井不動産 [株 ]

[株]三越

三菱重工業 [株 ]

三菱信託銀行 [株 ]
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三菱商事 [株 ]

メルシャン [株 ]

[株]ヤギコーボレーション

安田火災海上保険 [株 ]

安田生命保険 [相 ]

山武八ネウエル [株 ]

ヤマト運輸 [株 ]

ヤマ八 [株 ]

雪印乳業 [株 ]

[株]読売広告社

[株]読売新聞社

[株]リクルート

ルイ・ヴィトン ジャバン [株 ]

[株]レナウン

ローム [株 ]

[株]ワコール

準会員

[財]愛知県文化振興事業団

茨城県

神奈川県

[学]河合塾生涯教育開発室

[社]企業メセナ群馬

京都商工会議所

〔財]京都服飾文化研究財団

熊本県

慶応義塾大学アートセンター

慶応義塾大学文学部 DNP募 金

芸術文化交流の会

[株]劇団影ほうし

劇団四季

[株]劇団飛行船

[財]埼玉県芸術文化振興財団

佐賀県企業メセナ協議会

[株]シアター・ワークショップ

[株]シィー・ディー・アイ

[株]社会工学研究所

昭和音楽大学

[財]新目立劇場運営財団
大東文化大学書道研究所

[有]ダブルフェイス

地人会

中央区文化 。国際交流振興協会

東海メセナ研究会

[財]東京都歴史文化財団

[株]トナカイ オペラサロン ト
ナカイ

[株]トライビジョン

[財]堂本印象記念近代美術振興財

団

日産労連リック事業部

[社 ]日本演奏連盟

[財]日本オペレッタ協会

[財]八十二文化財団

[社]日本芸能実演家団体協醸会

[財]日本交通文化協会

[株]ピー・エム・エフセンター

藤沢市

[財]フジテレビギヤラリー

[株]ミクル劇団

[財]水戸市芸術振興財団

矢島邦茂法律事務所

[財]余暇開発センター

[50音順 ]



おわりに

社団法人企業メセナ協議会調査部会長

岡部修二

96年版メセナ自書をお届けする。

今年は毎年実施している「メセナ活動実態調査」に加え、企業の芸術文化

施設についても調査 。分析を行った。昨年版の「世界のメセナ」に続き、意

義深い調査が実施できたと思っている。

まず、実態調査では、日本経済の回復状況がメセナ支援金額の顕著な増額

(1社あたり2,119万円)と なって反映された。支援件数の伸びと合わせて考

慮すると、メセナ活動も全体としてはバブル不況の影響から脱しつつあると

いえよう。

日本企業がバブル経済とその崩壊、そしてその後の立ち直 りのプロセスの

なかで学んだことは数多 く、また貴重である。企業体質改善のノウハウを含

め、企業メセナ活動に反映できることは多様である。企業が各々の企業文

化・企業特性を十分に検証し、その強みを生かしつつ、社会のニーズにミー

トした企画を社内のさまざまな資源をどれだけ上手に活用して推進できるか、

メセナ担当部署の真価が問われる新しい時代に入ったといえよう。戒めを深

く胸に刻み、知的で波及効果の大きいメセナ活動の企画と、日標達成まで安

定的・効率的に継続展開できる筋肉質の仕組み・体制を創 り出すことに、わ

れわれメセナに携わる者は全力で取り組みたいものである。これらの観点で

「メセナ白書1996」 が皆様のお役に立てれば幸いである。

つぎに「企業の芸術文化施設」であるが、この規模の調査としては、全国

で初めての意義あるものといえる。欧米と比較し、日本型メセナを特徴づけ

る最右翼ともいえるのが、企業が所有する充実した芸術文化施設である。バ

ブル時代にその設立件数は大きく伸び、バブル以前から設立されていたもの

と合わせた総数は目を見張るものがある。また、施設内容の充実ぶりも特筆

すべきである。時を同じくした地方文化の時代の到来と、税収の伸びとによ

り、担保され実現した地方自治体の設立した音楽ホール、多目的ホール、美

術館等、俗にいう「箱」の全国的な整備。バブルはメセナの分野に大きな傷

を残したが、一方で企業も行政もハードウェアのインフラを整備し、われわ

れ市民に、気楽に芸術文化に接する場所を提供してくれていたのである。こ

の「バブルの効用・バブルの良き遺産」をいかに上手に活用していけるか。

企業と行政 と市民 。NPOが新たなパー トナーシップのもとに、足らぎると

ころを補い合い、得意なリソースを積極的に提供する。「新しい革袋には新
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ぅ64 しい酒」を入れる発想が各セクター当事者に必要な時代になった。

今回の調査では、それらの面でのノウハウ 。実例を紹介するところまでは

いかなかったが、参考 とすべきデータを把握することはできたと思っている。

当白書刊行にあたっては、調査部会メンバー、当協議会根本長兵衛専務理

事、岩瀬慶孝事務局長、熊倉純子課長、野呂健男主任、武田直樹、安達伸彰

氏の絶大なご尽力を賜つた。NTTメ ディアスコープの近藤静雄氏にも調査

結果の集計・分析の面で多大なご協力をいただいた。編集にご協力いただい

たダイヤモンド社の佐藤徹郎氏にも深 く感謝の意を述べたい。

企業メセナ協議会調査部会

部会長 岡都修ニ  トヨタ自動車佛 広報部社会文化室長・担当部長

荒木利貞  榊竹中工務店 広報担当部長

入江良行  佛資生堂 企業文化部課長

勝山友紀子 東海旅客鉄道佛 広報部東京広報室

熊井泰明  勧角証券燃)総合企画部広報室参事役

篠原孝明  佛セゾンコーボレーション セゾングループ広報

山下枯一  日本電気佛 広報部社会貢献推進室長



編者紹介

社団法人 企業メセナ協議会

〒100東京都千代田区有楽町2-5-1

有楽町マリオン13階

■・el: 03-3213-3397

Fax: 03-3215… 6222

URL:http:ノ www.mediagalaxy.co.jP/mecenat

E¨ Mail:mecenat@kt.rim.or.ip

●

企業メセナ協議会は1990年 2月 に設立された、

企業のメセナ [芸術文化支援]の活性化をめざす、

わか国初の企業の連合体 [社団法人]。

主たる事業として、企業の芸術文化支援についての、

1.書発・普及 2.情報集配・仲介 3.調査 。研究

4.頭彰 5.国際交流 6.助成を行っている。

会長・西尾個― 理事長・福原義春。

正会員173社、準会員4う団体。(96年 9月 1日現在)
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メセナ自書 1993

『メセナ自書』は年度版で刊行しています。

メセナ自書1998
[社]企業メセナ協議会 編

定価2500円 [税込み]

●

特集 :企業メセナと舞台芸術
芸術団体は企業メセナをどうみているか

メセナの充実を望む舞台芸術

メセナ自書1994
[社]企業メセナ協議会 編

定価2000円 [税込み ]

●

特集 地方自治体と企業メセナ
地方自治体の芸術文化振興事業の

実態と動向

ルポ「地方自治体の企業メセナの

協力事例 [6つのテーマで]」

メセナ自書1995
[社]企業メセナ協議会 編

定価3000円 [税込み]

●

特集 :世界のメセナ
24か国のメセナ・レポートー挙掲載

メセナ自書 1994

特集 1地 方自治体と企業メセナ
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編者紹介

社団法人 企業メセナ協議会

企業メセナ協議会は1"0年 2月 に設立された、

企業のメセナ [芸術文化支援]の活性化をめざす、

わが国初の企業の連合体 [社団法人]。

主たる事業として、企業の芸術文化支援についての、

1.啓発・普及 2.情報集配・仲介 3.調査・研究

4.顕彰 5国際交流 6助成を行つている。

会長・西尾信一 理事長・福原義春。

正会員173社 、準会員43団体。(96年 9月 1日 現在)
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