
メセナ自書 1998

特集 :多様化する地域メ

[社]企業メセナ協議会 編

97年度のメセナ活動実施地域

lndex
50[社 ]

セナ」
」 ■ア

」

「

∠■

「願′/

′
薔森3

細8′′I
山形2ノ ′

調

′
口児島2

ダイヤモンド社



多様化する企業メセナの最新状況

今回の特集では、全国にあるメセナ組織15団体のこ協

力を得て、各組織の会員企業を対象に「地域メセナの実

態調査」を実施しました。あわせて、全国10地域で「企

業メセナの事例調査」も行い、多様化する地域メセナの

現状を把握、検証しました。これらの結果から、企業メセ

ナは決して大企業が大都市圏だけで実施しているもの

ではなく、全国各地で中小規模の企業や地場企業等に

よっても活発に行われていることがわかりました。

企業調査では、これまでメセナ実施企業だけに偏りがち

であつた調査の分析を、メセナを行わなかつた企業にま

で広げ、日本の企業メセナを多角的に考察しています。

また、かねてからアーテイストや芸術団体の方々から強

く要望がありましたメセナ実施企業の窓口をディレクト

リーで紹介しています。

1997年度の日本のメセナの情報を集約した本書を、

ぜひこ活用いただきたく存じます。

[社]企業メセナ協議会 会長 堤 清二
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はじめに

社団法人企業メセナ協議会会長

堤 清二

社団法人企業メセナ協議会は、企業の芸術文化支援にかかわる啓発 と普及、
情報の収集と提供、顕彰、助成などの諸事業を行うことにより、日本の芸術
文化の向上・発展に寄与することを使命にしております。その具体的な活動
の一つとして、企業による芸術文化支援の実態を『メセナ自書』にまとめて

発表することとし、1991年 から毎年刊行してまいりました。本書で 8冊日と

なる『メセナ自書』を、今年も皆様にお届けできることはまことに喜ばしい

ことです。とりわけ、今回の「メセナ活動実態調査」では、これまでで最も

多 くの企業および企業財団からご協力を得ることができました。この場を借
りて、厚 くお礼を申し上げます。

また、今回の特集では、全国にあるメセナ組織15団体のご協力を得て、各

組織の会員企業を対象に「地域メセナの実態調査」を実施しました。当協議
会 と全国のメセナ組織 とのネットワークによって、このような特異な調査が
できたことをたいへんうれしく思います。また、あわせて全国10地域で「企

業メセナの事例調査」も行い、多様化する地域メセナの現状を把握、検証 し
ました。これらの結果から、企業メセナは決して大企業が大都市圏だけで実
施しているものではなく、全国各地で中小規模の企業や地場企業等によって

も活発に行われていることがわかりました。

なお、『メセナ白書1998』 では、これまでメセナ実施企業だけに偏 りがち
であった調査の分析を、メセナを行わなかった企業にまで広げ、日本の企業
メセナを多角的に考察しています。また、かねてからアーティストや芸術団
体の方々から強 く要望がありましたメセナ実施企業の窓口をディレクトリー

で紹介しています。1997年度の日本のメセナの情報を集約した本書を、ぜひ
ご活用いただきたく存じます。
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1997年の企業メセナ

社団法人企業メセナ協議会副会長・理事長

福原 義春

1997年 の企業メセナ活動を振 り返るにあたっては、まず企業を取 り巻 く経

営環境の悪化から述べないわけにはいかない。

97年秋の大手金融機関の経営行き詰まり。破綻に象徴される経済収縮は、

日本経済全体に大きな影響を及ぼした。先行きの不透明感・不安感は、国民

の消費マインドを冷やしたばかりか、日本の金融不安は連鎖的にアジア経済

全体に暗い影を落としている。この心理的要素を含めたデフレスパイラルは

まだ残念ながらおさまる気配を見せていない。

このような経営環境のもと、全国上場企業の98年 3月 期の経常利益は、前

期に比較し平均5.8%の 減少となった。企業メセナはたいへん厳 しい環境の

なかに置かれているといえる。今回のメセナ活動実態調査結果から、厳しさ

を増したメセナ環境を俯敢してみたい。

まず、「メセナ活動の実施率」であるが、当該年度中にメセナ活動を行っ

た企業は、前年の70.8%か ら60.8%へ と大幅に低下している。これは回答企

業のなかだけでの実施率であり、すべての判断基準となるものではありえな

いが、厳しい経営環境を如実に反映している数字といえよう。

また、メセナ活動実施企業における「 1社当たりのメセナ活動件数」を見

ても、5.5件、6.0件、6.2件 と順調に伸びてきたが、98年版調査においては

5.9件 と後退している。

そして何よりも残念に思うデータは、「メセナ活動の専任部署」の減少で

ある。昨年73社 (31.7%)を数えた専任部署は本年は62社 (23.4%)と減少

した。いっぽう、「とくに担当部署を決めていない」企業も昨年の17社 (7.4

%)か ら5社 (1.9%)に 減少しており、担当窓回の明確化は進んでいるも

のの、当協議会 としてメセナ定着の一つの物差しと考えている「専任部署」

が企業内組織の統合・合理化からか、減少する結果となった。

これらの調査結果から、厳しい経営環境下におけるメセナ活動の収縮が懸

念されるわけであるが、いっぼうでは、これだけ冷え込んだ経済環境のなか

でも地道なメセナ活動が着々と行われている事実を見逃すわけにはいかない。



90年の当協議会設立以来、企業による「より豊かな社会の実現をめざす」

芸術文化支援活動を推進してきた私どもにとっても嬉しい事実がいくつかの

調査項目から浮き彫 りになってきた。そのなかから4つのデータを基に、メ

セナ活動の定着化を検証 したい。

まず一番に私 どもが感動 したことは、「メセナ活動を行 う理由」に徐々に

ではあるが好 ましい変化があったことである。「社会貢献の一環 として」が

理由の第 1位であることに変わ りはないが、年々上昇 してきた「芸術文化振

興のため」が、今回ついに「自社のイメージ向上につながるため」を抜き第

2位 となった。この厳しい経営環境を考えると、この社会性を重視した回答

の増加には頭の下がる思いである。

純粋にメセナ活動を行う企業が増加傾向にあることは、他の調査項目から

も明らかになっている。「メセナ活動のイニシアティブをとっているところ」

は、「担当部署」との回答が96年版調査では82社34.3%で第 2位であったが、

97年版は106社46.1%と第 1位 となり、ついには98年版において139社 52.5%

と半数を超えるにいたった。

さらに、「支援先を選ぶ方法」についても今回の調査では大きな変化が見

られた。過去 2年間の結果と比較してみると「直接要請を受けたものから」

や「外部から紹介されたもののなかから」が減少し、「自主的に探 して」が

大幅に増加している。これらの調査結果からは、担当部署による主体性ある

メセナ活動が徐々に、しかも着実に定着してきている事実をかいま見ること

ができる。

メセナ活動の定着度をはかるバロメーターとしては、支援側から見た上記

3項 目のほか要請側の数字としての「支援要請件数」が挙げられるであろう。

この数字も実態調査開始以来つねに増加傾向を示しているが、これは広い意

味でメセナ活動が求められる時代であることを証明するとともに、メセナ活

動自体が市民権を得つつある実態を示すものと考える。

以上のような調査結果から、私どもは時代が求めるメセナ活動が、主体性

を持った支援企業により、経済環境の悪化にもかかわらず着実に進められて

いる事実に感動を覚えるとともに、意を強 くする次第である。

98年 3月、特定非営利活動促進法 (NPO法)が成立 した。これは、特定

の非営利活動を行う団体に法人格を与えることにより、市民が行う自由な社

会貢献活動の健全な発展を促進し、公益の増進に寄与することを目的として

11



12

序章 11997年 の企業メセナ

いる。日本の芸術文化振興のために企業や個人が寄付する場合の優遇税制の

必要性を説いてきた当協議会にとっては、今後の成 り行きに高い関心を寄せ

ていくべき課題 といえよう。

4年 目を迎えた特定公益増進法人制度の優遇税制を活用したメセナ活動は、

順調にその件数 。金額を増やしており、97年度においては769件、 8億6555

万円となった。今後ともいっそうその優遇税制の活用を働きかけていきたい。

また、97年度は4月 の世田谷パブリックシアターに始まり、東京オペラシ

ティ (9月 )、 新国立劇場 (10月 )、 すみだ トリフォニーホール (10月 )と 公

立の芸術文化施設のオープンが相次いだ。生活者 とアーティス トの接点が増

加する点でたいへん喜ばしいことである。

いっぽう、全国的なメセナネットワークも着実に広がりつつある。 4月 に

は「第 2回全国メセナ組織会議」が名古屋で開催され、 3月 には島根に「出

雲メセナ協会」が発足、さらに98年度に入って「くまもと文化アシス ト会議

準備会」が生まれた。現在計15の地域でそれぞれの地域に密着した特徴ある

メセナ活動が推進されている。

アジア・パシフィック諸国における幅広いメセナネットワークづくりをめ

ざして、10月 にメルボルンで開催が予定されていた「アジア・ メセナ会議」

は、関連諸国を取 り巻 く経済環境の悪化により急遠中止となったが、近い将

来にはあらためて仕切 り直しが行われるものと期待している。

ハーバー ド大学のジョン・ K・ ガルブレイス名誉教授は、「よい社会」の

定義を「すべての人が飢餓に苦しむことなく、健康で安全な生活を送れる社

会」としている。これは現在の時代背景を踏 まえた必要最低限の「よい社

会」の定義として正鵠を得ているといえよう。しかし、私ども企業メセナ協

議会では「健康で安全、そしてこころ豊かな生活をおくれる社会」と定義す

ることが必要と考えているが、いかがであろうか。

8年を経過した当協議会の活動成果が、点から線へ、線から面へと拡大し

ていくことを願っている。
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調査の概要

回答数は436通、回収率は17.5%

調査の目的

企業の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 8回 目を迎える。本調査は、各企業が実施するメセ

ナ活動の実例を収集するいっぽう、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。

調査の方法

本調査は、全国の全上場企業と企業メセナ協議会会員企業の計2498社を対

象に調査票を1998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436通であり、回収率は17.5%で あった。

回答企業のプロフィールは図のとおりである。

調査の内容

今回の調査では、各企業における1997年度中のメセナ活動の実施の有無を

調査した。メセナ活動を「行った」と回答した企業に対しては、①メセナ活

動の基本方針、②メセナ活動の実績、③メセナ活動の運営内容、④メセナに

対する考え方を調査し、「行わなかった」と回答した企業に対しては、「行わ

なかった」理由とメセナに対する考え方を調査した。また、すべての企業に

対して、1997年度中のメセナ活動以外の社会貢献活動の実施の有無と実施し

たジャンルをも調査した。

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 2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100%を 超える場合

もある。

・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。



第 1章 1企業のメセナ活動

[資 本金 ]

i億 円未満

1～ 10億 円未満

10～ 100億円未満

100～ 5(Ю億円未満

500～ 1000億 円未満

1000億 円以上

無回答

[売 上高 ]

lCЮ億円未満

i00～ 5(Ю億円未満

500～ 1000億 円未満

i∝Ю～50(Ю億円未満

5000～ 1兆円未満

1～ 5兆 円未満

5兆 円以上

無回答

1● 調査の概要

[社 ]

164

46

150[社 ]

15

4

25

15

52

54

115

127

10

3
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第 1章 1企業のメセナ活動

[経 常利益 ]

50 150〔社]

1億 円未満

1～ 10億 円未満

10～ 50億円未満

50～ 100億円未満

100～ 500億 円未満

500～ 1000億 円未満

1000億 円以上

赤字

無回答

[設 立年 ]

～ 1899年

1900～ 1945年

1946～ 1949年

1950～ 1959年

1960～ 1969年

1970～ 1979年

1980～ 1989年

1990年～

無回答

11

130

9

16

14

24

24

6

0 100 [社 ]

37
175

53

84

7



10調査の概要

100[社 ]

17
[従 業員数 ]

500人未満

500～ 1000人未満

1000^‐ 2000人 未‐満

2000～ 3000人 未満

3000～ 5000人 未満

5000～ 1万人未満

1～ 5万人未満

5万人以上

無回答

9

[業 種別 ]

業種 企業数

水産 農林 0

鉱 業

建 設 31

食料品                 25

繊維 紙                15

化学 医薬品 27

石油・石炭

ゴム・ガラス・土石製品

鉄鋼・金属 21

機械・機器               79

他製品 13

商 業 57

金融 保険 69

3

運輸 ・倉庫

公 共

51

51

49

71

60

不動産

18

サービス 21

その他

総数 (社 ) 436

18

26
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第 1章 1企業のメセナ活動

[地 域別 ]

プロック名/県名

青森県

総数 [社 ] ブロック名/県名 総数 [社 ]

滋賀県

京都府 11

大阪府

兵庫県 12
岩手県

奈良県 0
宮城県

秋田県 和歌山県

山形県

島根県

茨城県 岡山県

広島県 10
栃木県

群馬県 山口県

徳島県

埼玉県

千葉県

東京都 223 香川県

神奈川県

山梨県

愛嬢県

高知県

長野県 福岡県

新潟県 3 佐賀県

冨山県 長崎県

石川県 熊本県

福丼県

岐阜県

宮崎県

鹿児島県

静岡県 沖縄県

愛知県 26

二重県 4

量量堕 近畿地方 76

北海道

東北地方

鳥取県           0

中国地方 12

福島県

関東地方 257

四国地方

9

北陸・信越地方 13

九州地方 18

大分県           4

東海地方 40

全 国 436
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企業メセナ協議会では、1991年以来、毎年国内に所在する全上場企業およ
び企業メセナ協議会会員企業を対象に「企業のメセナ活動実態調査」を実施
している。第 8回 目となる今回の調査では、減少傾向にあった回答数の増加
に努め、調査票の全面見直しを行つた。その結果、436社の企業から回答が
寄せられ、前回調査の回答数 (325社 )を大きく上回った。回答率は17.5%
となり、これまでで最も高い数値 となった。

[企業のメセナ活動実態調査]回答状況

白書 配布数   回答数   回答率   実施数   非実施数
※参考値

回答企業    調査対象
実施率     企業実施率

19

1998 2498     436     17.50/o 265      171     60.80/o 10.6。Иo
1997 2340     325     13.90И o     230 95     70.80/0 980/o

1996 2369     358     15.1 0И o     239 119     66.8910 10.1 0Иo

1995

1994

2362      404     17.1 0И o     265      139     65.60И o 11.20/o

2251     376     16. .70Иo    252 124     67.09b       ll.20Иo

1993 2635     403     15.30И o     250 153     62.00И0

1992 2623      455     1 7 30И o 256 199     56.391o

9.50/o

9.80Иo

1991 2440 351     14.40Иo     150     201     42 70И o        6.1 0И o

※調査対象企業実施率は、調査票を配付した全企業に対 しての実施企業の数値であり、
非回答企業はすべて実施していないとみなした数値である。

].1997年度の企業メセナ

今回の調査で回答のあった436社のうち、97年度にメセナ活動を「行った」
企業は265社 となり、実施企業数は1995年版調査に並んで最多となる。また、
「行わなかった」企業は171社であった。

なお、97年度に企業メセナを「行った」企業の主だった調査結果をまとめ
ると下記のようになる。

・ 1社当たりのメセナ活動件数は5.9件

・平均メセナ活動費は 1億759万円
。47.2%の企業が広報関連の部署でメセナを担当

・52.5%の企業が担当部署でイニシアティブを



20

第 1章 1企業のメセナ活動

・53.6%の企業が主催事業を開催

。6割以上の企業が「音楽」「美術・デザイン」のメセナ活動を実施

。支援先は自主的に探す傾向へ

。メセナ活動を予算化している企業が79.6%に

。財源は「寄付金」「宣伝広告費」が今年も突出

。メセナ活動の実施地域は1社当たり5.3都道府県

[1社 あたりのメセナ活動件数と活動費の推移 ]

〔件数〕
7

12695

〔万円]

6

8000

6000

92年版  93年版  94年版  95年版  96年版  97年版  98年版

1社当たりのメセナ活動費の推移を見ると、バブルの崩壊とともに年々減

少していく傾向にあつたのが、95年版調査 (7546万円)を底に、96年版調査

(9665万円)、 97年版調査 (9975万円)、 98年版調査 (1億759万 円)と 年々上

昇傾向にあるのがわかる。今回の調査では前回調査より784万 円増えた。だ

が、これは活動費が10億円以上の企業が前回調査より増えたことによるとこ

ろが大きい。10億円以上の企業を除いた平均額は前回調査が7350万円に対し

て今回調査は7440万円である。

同様に、 1社当たりのメセナ活動件数の推移を見ると、こちらも95年版調

査 (5.5件)を底に、96年版調査 (6.0件 )、 97年版調査 (6.2件)と 上昇傾向

にあった。しかし、今回の調査では5.9件 と前回調査から減少した。これは

活動件数が 2件以下の企業が前回調査の36.4%か ら42.0%に増加したためで

ある。

l

ヽ

＼ レ
Y:
75461

|

|

|

ヽ、
6.2

5.9
9665

9975

ヽ

107745.2
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__‥ 98年版

_中_97年版
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[メ セナを担当した部署 ]

広報関連の部署

専任部署

総務関連の部署

系列の財団

宣伝関連の部署

社長室 ・秘書室
関連の部署

営業関連の部署

とくに担当部署を
決めていない

40[0′ ol

|

47.2

31.7

24.3

.8

7.4

実際にメセナを担当した部署を前回調査 と比較すると、「広報関連の部署」
が40.0%か ら47.2%に 、「宣伝関連の部署」が12.2%か ら15.8%に増えてい
る。これに対 して、「専任部署」は31.7%か ら23.4%と 減少している。これ
は経営の合理化をはかるために部署の統合が行われたことが要因と推測され
る。企業メセナの定着と発展のために「専任部署」が増えることを望んでい
る当協議会にとってはいささか残念な調査結果だった。

また、メセナを予算化している企業は79.6%と 、これまでの調査で最も高
く、前回調査 (59.6%)と 比較すると一気に20ポイント上昇している (P.45
参照)。 予算化の有無は、メセナが企業に定着 してきているかどうかのバ
ロメーターの一つと考えられるが、こんにちの厳しい経済状況や他の調査項
目に対する回答内容から「フリーハンドではなく、予算の枠内でメセナ活動
を実施 している」結果 とも読み取れよう。メセナ活動の財源も、「寄付金」

「広報費」「宣伝広告費」「交際費」の回答が前回調査より3～ 7ポイント程
度下がつている。前回調査では 1社当たり1.87費 目からメセナ活動費が支出
されていたのが、今回の調査では1.67費 目となり、費目が絞られてきている。

こうした環境のなかで、企業が実際に支援先を選ぶ方法は、「直接要請を

0

40.0
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〔メセナ活動の財源]

費目 今 回 前 回 前回との差

文化事業費 13.20/o 12.20/o 十■0

財団助成金 7.20/o 7.00И o +0.2

福利厚生費 1.90И o 1.7。メo +0.2

5020/o 57.80/o -76
寄付金

広報費 16.60/o 21.30Иo -4.7

5170/o 5570/o -4.0
宣伝広告費

交際費 340/o 6.50/o -3.1

6.80/o 830/o -1.5
販促費

雑費 5.70И o -0.8

その他 9.80/o 10.40/o -0.6

受けたものから選ぶ」 (前回61.7%→ 今回58.9%)、 「外部から紹介されたも

のから選ぶ」(38.3%→ 26.8%)、 「関係会社などの要請があったものから選

ぶ」(29.6%→ 18.5%)よ りも、「自主的に探す」(44.8%→ 49.1%)傾 向に

なっている。

企業がメセナ活動を行った理由も、「自社のイメージの向上」(62.6%→

57.0%)や 「自社の企業文化の確立」(29.6%→ 26.4%)が減少傾向にある

のに対して、「芸術文化の振興のため」が96年版調査 (50.6%)、 97年版調査

(58.7%)、 98年版調査 (60.8%)と上昇傾向にあることが注目される。

個々のメセナ活動の目的も「芸術文化の啓発・普及」が トップ (38.0%)

である。自社の活動を含んだなんらかの「主催」事業を行った企業は53.6%

となり、実施企業の半数を超えた。社内のメセナ活動への関心も年々高まり、

今回の調査でも29.8%の企業が「関心が高まった」と回答しているのに対し、

「関心が弱まった」と回答した企業は2.6%に すぎなかった。

また、前述したようにメセナの専任部署は減少したが、メセナを担当して

いる部署の発言力は強化された。96年版調査では「会長・社長」がメセナ活

動のイニシアテイブをとっている企業が38.5%、 「担当部署」がイニシアテ

ィブをとっている企業が34.3%だ ったのに対して、97年版調査では「会長・

社長」が30.9%、 「担当部署」が46.1%と 両者の関係は逆転 し、98年版調査

では「会長 。社長」が31.7%、 「担当部署」が52.5%と その差はさらに広が

っている。

6.50/o
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18.5

98年版

1.3

57.0

[支 援先を選′Si方 法 ]

23

ｍ
］７０

６０

５０

Ю

３０

２ｏ

ｌ０

０
97年 版

94.3

58.7

96年 版

[メ セナを行つた主な理由]

［四一９０

８０

７０

６０

５０

４０

３０

２０

１０

０
96年 版

一□
■

98年版97年 版

49.1

26.8

67.4

45.2

29.3

50.6

ｎ
０

26.4

61.7

44.8

38.3

29.6

62.6

243                  
つq6
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[イ ニシアティプをとつているところ]

[%]
70

52.5

46.1

34.3
31.7

97年版 98年版

日本経済新聞社の集計結果によると、全国上場企業の1998年 3月 期は経常

利益が前の期に比べて平均5.8%減少した。長引 く内需不振やアジア経済混

乱の影響で32業種のうち22業種が経常減益に陥った。経済企画庁の平成10年

度版『経済自書』では、「平成 9年度は、自立回復過程への復帰が挫折 して

景気が足踏みし、停滞状態になった年」と報告されている。

このように企業を取 り巻 く環境はきわめて厳しい。だが、今回の調査結果

を見るかぎり、97年度の企業メセナは厳しい環境のなかで善戦しているとい

えよう。むしろ、企業のメセナに取 り組む姿勢は、より能動的になっている

ことが調査結果の端々からうかがえる。企業は自主的に支援先を選び、芸術

文化の振興のために、担当部署がィニシアティブをとり、予算をたててメセ

ナ活動を実施しているのである。また、アーティストから企業への支援要請

件数は「前年より増加した」と回答した企業は3割 (29.8%)に上 り、こん

にちの日本の芸術文化において、企業メセナに対する期待がますます高まっ

ていると思われる。今後の各企業のさらなるがんばりに期待したい。

2。 今後の企業メセナの発展のために

今回の調査で97年度にメセナ活動を「行わなかった」企業は171社 あり、

そのうちの半数を超える89社 (52.0%)の企業が芸術文化発展のために「企

30.9

96年 版
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業の支援は必要」だと回答している。こうした企業の「行わなかった」理由

では、「資金に余裕がない」(64.0%)が最 も高 く、続いて「ノウハウがな

い」 (42.7%)、 「人員に余裕がない」(38.2%)と いう回答があった。このよ

うに企業メセナの必要性を感じていても、実際にはメセナが行えないでいる

企業は少なくないようだ。

[企 業メセナは必要だがメセナ活動を行わなかつた企業の理由]

25

10

資金に余裕がない

ノウハウがない

人員に余裕がない

担当部署がない

社内の理解がない

必要性を感 じない

税制上の優遇措置がない

上記以外の理由

検討中

64.0

42.7

24.7

21.8

0

13.5

いっぽう、メセナ活動を「行った」企業に支障の有無を尋ねた調査結果で

は、67.1%の企業が「支障がある」と回答した。具体的な支障内容では「予

算が少ない」(46.1%)が最も高 く、「税制上の優遇措置がない」 (33.1%)、

「目先のメリットがない」(18.5%)が それに続いた (P.51参照)。

「行わなかった」企業にしても、「行った」企業にしても、金銭上の問題が

トップである。だが、今回の調査では経常利益が赤字でもメセナを「行っ

た」企業が17社 あった。それにメセナには資金面の支援だけでなく、人的面

や場所面での支援、自社の製品やサービスの提供等がある。現代美術や映像

等のジャンルでは企業の技術面のサポー トなくしては成立しがたいアー トも

少なくない。

当協議会 としては、メセナ活動を「行った」企業等のノウハウを提供して、

1社でも多 くの企業にメセナ活動を開始 。再開してもらえるよう努めたい。

そして、今回の特集「多様化する地域メセナ」は、今後メセナ活動を行うう

えで役立つものであろう。また、メセナ活動を行ったが「税制上の優遇措置

がない」ことを支障としている企業に対しては、税制上の優遇措置がある特

0
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定公益増進法人制度の利

用を促していきたい。

1998年 3月 、特定非営

利 活 動 促 進 法 (通 称

NPO法)が公布された。

本法は、特定非営利活動

を行う団体に法人格を与

えること等により、市民

が行う自由な社会貢献活

動の健全な発展を促進し、

公益の増進に寄与するこ

とを目的としている。

特定公益増進法人制度

社団法人企業メセナ協議会は、文化庁から「公共法人、公益

法人等その他特別の法律によって設定された法人のうち、芸術

の普及向上に関する業務を行うことを主たる目的とする法人で、

公益の増進に著しく寄与するもの」として特定公益法人に認可

されている。特定公益増進法人への寄付は、一般寄付金で定め

られている損金算入限度額と同額だけ別枠で損金になる。つま

り、当協議会が認定した芸術活動へ協議会の口座を経由して資

金援助した場合、寄付をした企業が税制上の優遇措置が得られ、

一般寄付金と同額の寄付金が別枠で免税になる。

当協議会は、日本の芸術文化振興のために芸術団体に対して一般の企業や

個人が寄付する場合、税制上の優遇措置が必要だと考えている。こうした見

[支援対象団体のNPO法 人格の有無との関連]

1 00[o/o]

■かまわない  支援しない  なんともいえない■無回答

[NPOに 寄付する場合の税制上の優遇措置 ]

６０

‐
―

業

　
　

　
　

　

団

企

　
　
　

　
　

財

■有が必要条件 ■有が望ましい

80

|

1 00[o/o]

業
　
　
　
　
　
団

企
　
　
　
　
　
財

2.1 5.3

33.7

10.9

■必要  ■望ましい 11必要でない =なんともいえない  無回答

32.1  1

27.520.41

41.1

18.1 38.9

2.1

40.024.2 26.3
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地から、今回より企業および企業財団に対 してNPOに 関する調査項目を加

えた。

支援対象 となる芸術団体のNPO法人格の有無について尋ねたところ、

「法人格を有 していなくてもかまわない」と回答した企業が27.5%、 財団が

41.1%で あった。それに対して、「法人格を持っていたほうが望ましい」企

業が20.4%、 財団が15.8%。 「法人格を有していることが必要条件」 と回答

したのは 1企業 2財団であった。

NPOに 寄付する場合の税制上の優遇措置に関しては、「必要」あるいは

「望ましい」と回答した企業が57.0%、 財団が50.5%で あったのに対し、「必

要でない」と回答したのは 2企業 2財団であった。

どちらの設間にも、「現段階ではなんともいえない」「無回答」が多 く、こ

れからの展開を見守ってい くという姿勢が見られる。当協議会 としては、

NPO問題に関しては議論を重ね、日本の芸術文化 と企業メセナのために、

より良い環境づくりをめざして積極的に働きかけたい。

*

今回の調査期間中、株価や円の安値が続き、失業率は戦後最悪 となった。

長引 く低金利下で、基金の利息に拠るところの大きい企業財団の運営は厳 し

く、今回の調査でも親会社から系列の財団への出捐や基金の積み増しなど、

金銭面での支援が目立った。

こうした経済状況にもかかわらず、企業はメセナ活動以外にも数多 くの分

野で社会貢献活動を行っている。今回調査の回答企業436社のうち370社84.9

%の企業が97年度に「メセナ活動以外の社会貢献活動を行った」と回答して

いる。84.9%の実施率は前回調査と同じ数値であるが、分野別に比較すると

「地域社会活動」以外の分野はすべて前回より減少している。

これは企業が分野を絞って社会貢献活動をするようになってきたからだと

推測される。前回は 1社当たり3.58分野で社会貢献活動を行っていたのに対

して、今回は 1社当たり3.24分野であった。

毎年 9割 を超える企業が「社会貢献の一環として」メセナ活動を行ってい

る。メセナの担当部署のなかにも「社会貢献」という名称のつく企業が多い。

企業を取 り巻 く環境が厳しさを増し、企業の社会貢献活動も見直されつつあ

る。こうしたなかで、当協議会としては、なぜメセナの充実が必要なのかを

今後も強 くアピールしていく必要がある。これからの社会にとって、真の豊

かさを実感させる芸術や文化の存在がますます大切になろう。そして、日本

の芸術文化振興の発展にとって、企業メセナは不可欠な要素であり、重要な

27
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[メ セナ活動以外の社会貢献活動 ]

今 回分 野 前 回 前回との差

スポーツ 47.00/o 49.50/o -2.5

環 境 39.90/o -0.7

3260/o 3380/o -1.2

20.60/o 24.00/o

上記以外の分野 7.30/o 1110/o

前提であるとの基本的な考えを明確にし、21世紀の日本社会における企業メ

セナの意義をより積極的に訴えていかなければならない。

(企業メセナ協議会調査部会)

-34

-3.8

地域社会活動 56.40Иo 55.40Иo +1.o

社会福祉 41.70/o 44.30/o -2.6

4060/o

学術研究 33.50/o 3450/o -1.0

国際交流

2910/o 32.60Иo -35

-16115.60/o 31.70/o
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調査結果の分析

97年度のメセナ活動実施の有無
―

メセナ活動を「行った」企業265社

■1997年度にメセナ活動を「行った」企業は265社、「行わなかった」企業は

171社であった。

■今回は、調査の内容の見直しにより、減少傾向にあった回答数が増加に転
じた。

29

[メ セナ活動の回答状況]SA

行つた

行わなかつた

265

メセナ活動回答状況

171
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第 1章 1企業のメセナ活動

[メ セナ活動の回答件数の推移]SA

98年版調査 [N‐ 436]

97年版調査 [N‐ 325]

96年版調査 [N‐ 358]

95年版調査 [N‐ 404]

94年版調査 [N=376]

93年版調査 [N‐ 403]

92年版調査 [N=455]

91年版調査 [N-351]

行つた

3oo       400[社 ]

|     |
265 行わなかつた    171

230 95

239 119

139

124

153

ハ
０

ｒ
Э

199

150

256

201



30調査結果の分析

回答企業の概要 31

業種別回答状況

[業 種別回答状況 ]

業種 企業数  行つた  行わ
なかつた

業種 企業数  行つた 行わ
なかつた

農 林

鉱業

食料品

水 産

建 設

商業 28     29

17卸売業

小売業

銀 行

金融 保険

他金融

保険

不動産

運輸・倉庫

陸 運

海 運

空 運

倉庫・運輸

公共

通信 放送

電気・ガス

サービス

その他

総数

繊維・紙

繊維製品

パルプ・紙

化学・医薬品

医薬品

石油・石炭

ゴム・ガラス・土石製品

ゴム製品

ガラス.土石製品

鉄鋼・金属

鉄 鋼

非鉄金属

輸送用機器

証 券

化 学

一
　

一
　

一
　

一
　

一
　

一
　

一
　

一
　

一
　

一
　

一

一
■

８

一
４

一
１

一
４

Ｔ

一
３

一
１１

一
３

一
３

一
５

一
　

一
　

一
　

一
　

一
　

一
　

一
　

一
　

一
　

一
　

一

一
　

一
　

一　

一　

一
　

一
　

一　

一
　

一
　

一
　

一

一
　

一
　

一
　

一
　

一
　

一
　

一

一
６

一
ｏ

一
ｏ

一
ｏ

一
１

一
５

丁

一
　

一
　

一
　

一
　

一
１

一
　

一
７

一

　

一

　

一

　

一

　

一

　

一

　

一

１

一　

一　

一　

一　

一　

一　

一

機器

機 械

機械

金属製品

電気機器

6

12

265

31

25

15

12

27

17

10

21

11

79

18

36

19

13

57

26

31

69

42

14

18

18

12

21

26

436

他製品

精密機器
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HIElG*o)/12i,89,

[資 本金別回答状況 ]

1億 円未満

1～ 10億 円未満

10～ 100億 円未満

100～ 500億円未満

500～ 1000億円未満

1000億円以上

無回答

[売 上高別回笞状況 ]

100億円未満

100～ 500億円未満

500～ 1000億円未満

1000～ 5000億 円未満

5000～ 1兆 円未満

1～ 5兆円未満

5兆 円以上

無回答

o  5 150[社 ]

[社 ]

4

行 つた

3

行わなかつた

行わなかつた

100

|

71

行つた



30調査結果の分析

[経 常利益別回答状況 ]

1億 円未満

1～ 10億 円未満

10～ 50億円未満

50～ 100億円未満

100～ 500億 円未満

500～ i000億 円未満

1000億 円以上

赤字

無回答

[従 業員数別回笞状況 ]

500人未満

500～ 1000人未満

1∝Ю～2000人 未満

2000～ 3000人 未満

3000～ 5000人 未満

5000～ 1万 人未満

1～ 5万人未満

5万人以上

行つた 行わなかつた

行つた 行わなかつた

33
５０

‐

‐

100



第 1章 1企業のメセナ活動

[本 社所在地別回答状況 ]

34

道海
　
　
　
　
北
　
　
　
　
東

北
　
　
　
　
東
　
　
　
　
関

海

畿

国

国

州

東

近

中

四

九

北陸 信越

3

行つた

行わなかつた

3

2

11

38



メセナ活動を「行った」企業

メセナ活動件数-1社 当たりのメセナ活動件数は5.9件

■平均実施件数は5.9件であった。

■ 2件以下のメセナ実施企業 は、97年版調査の84社 (36.4%)か ら111社

(42.0%)に増加した。

[メ セナ活動件数の推移 ]

98年版調査 [N=265]

97年版調査 [N‐ 230]

35

目
日
■
日

活動実績と内容

口 1件 ■2件  3件 =14件 ■5件  6～ 9件 ■ 10～ i4件 |115～ 19件 ■120件 以上

80

|
8.3 17 Ｏ

υ

8.5
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第 1章 1企業のメセナ活動

[1社当たりの平均メセナ活動件数の推移 ]

0 6[件 ]

98年版調査 [N‐ 265]

97年版調査 [N=230]

96年版調査 [N=239]

95年版調査 [N=265]

94年版調査 [N‐ 252]

93年版調査 [N=256]

５・５

¨

92年版調査 [N‐ 150]

6.0

5.9

6.2

6.4

6.4

5.2



30調査結果の分析

メセナ活動費 (総額)一 均メセナ活動費は l億759万円

■265社の実施企業のうち、メセナ活動費について回答のあった企業は183社

であった。

■メセナ活動費の総額は196億8807万 円となり、 1社当たりの平均活動費は
1億759万円である。

■回答のなかで、「施設の建設費」といった年度単位の費用が明確でないも
のは、集計の対象から除外した。なお、これらを含めるとメセナ活動費の

総額は264億3507万円、平均額は 1億4212万 円となる。

[メ セナ活動費 (総額)]

100[Ool

98年版調査 [N=183] 10.4   16.9

97年版調査 [N=176]

96年版調査 [N=174]

95年版調査 [N=211]

94年版調査 [N‐ 190]

93年版調査 [N‐ 186]

37

1000万円未満

1～ 5億 円未満

■1∞0～ 5(XЮ万円未満

■5～ 10億 円未満

5000～ 1億 円未満

10億 円以上

92年版調査 [N=180]

80

|

36.1 31=7

38.6 28.4 9.7       19.9

35.6 30.5

37.9 33.6

34.729.5 12.6     16.3

31.7 29.6 10.2      22.0

26.7 29.4
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第 1章 1企業のメセナ活動

[1社当たりの平均メセナ活動費の推移 ]

98年版調査 [N‐ 183]

97年版調査 [N‐ 176]

96年版調査 [N-174]

95年版調査 [N=211]

94年版調査 [N‐ 190]

93年版調査 [N‐ 186]

92年版調査 [N=180]

10:759

9,975

91665

7:546

10:774

12,695

14,076



30調査結果の分析

メセナ活動を実施した地域

―
メセナ活動の実施地域は 1社当たり5.3都道府県

■メセナを実施 した地域は、265社のうち171社 (64.5%)が 「関東」である。
このうち153社が東京都での実施である。

■「本社所在地のみ」で実施 した企業は、東京都に本社のある企業134社 の

うち47社 (35.1%)、 東京都以外に本社のある企業131社のうち71社 (54.2

%)と なっている。

■メセナ活動の実施地域の平均は、東京都に本社のある企業では7.8都道府

県、東京都以外に本社のある企業では2.8都道府県、全国平均で5.3都道府

県である。

[メ セナ活動を実施した地域]MA N=265

60〔%]

39

北海道

東北

関東

北陸・信越

東海

近畿

中国

四国

九州

[本 社所在地以外でのメセナ活動実施状況]SA

東京都に

本社のある企業

[N=134]

東京都以外に

本社のある企業

[N‐ 131]

本社所在地のみ

21～45都道府県

４

，

８０

‐

‐

１

100[Oo]

口 1～ 5都道府県

■日本全国

6～ 20都道府県

無回笞

4.5

57.7  64.5

17.0

17.0

23.8

うち愛知県22.3 28.3

37.7うち大阪府

177

12.4

22.6

35.1 37.3

54.2 38.2
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メセナ活動の芸術分野

-6割 以上の企業が「音楽」「美術・デザイン」のメセナ活動を実施

■「音楽」「美術・デザイン」の分野で活動している企業の比率が今回も高い。

■とくに「音楽」の分野については、メセナを「行った」企業265社のうち

の210社 (79.2%)が 実施 しており、 1つ のメセナ活動を単位 とした場合

には、全メセナ1556件のうち746件 (47.9%)を 占めている。

※下表で指す「延べ実施件数」とは、個々の活動の芸術分野の数を合計した数字である。 1件の活動が複数の

ジャンルにまたがるケースがあるため、実際の活動件数を示す「メセナ実施件数」よりも数値が高い。

※なお、芸術分野については「オペラ」は「音楽」に、「ミュージカル」は「演劇」、「書道」「写真」は「美

術・デザイン」に含み、芸術文化に直接関連していない「スポーツ」「学術研究」「生活文化」「福祉」「環境

問題」などはメセナ活動から除外している。

[メ セナ活動の芸術分野 ]

芸術分野 延べ実施件数    件数比率 [%]N=1556実 施企業数 企業数比率 [%]N=265

音 楽 746 47.9 210 79.2

美術・デザイン 476 30.6 167 63.0

演 劇 201 129 100 37.7

135 8.7 73 27.5

映像 (映画 ビデオ ) 103 66 69 26.0

68 4.4 45 17.0

文 字 110 71 69 260

伝統芸能 (無形文化財 ) 173 11.1 85 32.1

文化遺跡・歴史的建造物

(有 形文化財 )

92 5.9 63 23.8

その他 69 4.4 36 136

合計 2173 917

舞 踊



30調査結果の分析

支援形態-53.6%の企業が主催事業を開催

■支援形態を企業数ベースで見ると、142社 (53.6%)が 「主催 (自 社の活

動 を含む)」 事業 を開催 している。「協賛 (資 金面での支援 )」 は173社

(65.3%)と なっている。

■実施件数ベースで見ると「主催 (自社の活動を含む)」 が359件 (23.1%)
であるのに対し、「協賛 (資金面での支援)」 が893件 (57.4%)と 高い数

値を示している。
※主催と他の支援形態に回答があったメセナ活動 (シ リーズ事業など)は、自主事業と考え、主催以外の支援

形態への回答を無効とした。

[支 援形態 (企 業数ベース)]MA N=265

主催
(自 社の活動を含む )

協賛
(資 金面での支援 )

協力・後援
(人 的面での支援 )

協力・後援
(場所面での支援 )

協力・後援
(製品技術サービス面での支援)

その他
(文化振興機関への出捐.守付など)

[支 援形態 (実 施件数ベース)]MA N=1556

[%]

主催
(自 社の活動を含む)

3.0

41

共 催

共 催

協賛
(資 金面での支援 )

協力 後援
(人的面での支援 )

協力・後援
(場 所面での支援 )

協力・後援
(製品・技術.サービス面での支援)

その他
(文化振興機関への出捐寄付など)

3.9

53.6

9.1

65.3

10.6

18.1

17.0

37.0



42

H1f I G*o/tr,Eo

活動の目的
―

 「芸術文化の啓発・普及」が38.0%で トップ

■「芸術文化の啓発・普及」「既成芸術家の支援」「若手芸術家の支援」や

「鑑賞者の支援」が上位を占めるなか、「地域文化の振興」を目的にしてい

るメセナ活動が506件 (32.5%)と なっている。

[活 動の 目的]MA N=1556

10 30[%]

芸術文化の

啓発・普及

地域文化の振興

既成芸術家の支援

若手芸術家の支援

鑑費者の支援

国際交流

現代芸術の振興

アマチユアの支援

青少年の育成

伝統芸能の振興

文化財等の

発掘・保存・修復

調査・研究

その他

38.0

32.5

28.3

23.5

22.0

18.3

18.2

11.4

9.9

9.3

3.7

3.0

7.2



3● 調査結果の分析

メセナを担当した部署一一-47.2%の 企業が広報関連の部署でメセナを担当

■メセナを担当する部署 として最 も回答が多いのが「広報関連の部署」で

125社 (47.2%)で あ り、「専任部署」は前回の73社 (31.7%)か ら62社

(23.4%)と なっている。

■「とくに担当部署を決めていない」企業は前回の 9社 (4.0%)か ら5社

(1.9%)に 減少している。

[メ セナを担当した部署]MA N=265

20 [%〕

広報関連の部署

専任部署

総務関連の部薔

宣伝関連の部署

社長室・秘書室

関連の部署

営業関連の部署

上記以外の部署

系列の財団

系列の企業

その他

とくに担当部署を

決めていない

43メセナ活動の運営

1.9

47.2

23.4

22.6

15.8

12.5

8.7

4.2

18.1

4.9

4.2
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イニシアティプをとっているところ

- 52.5%の企業が担当部署でイニシアティプを

■「会長・社長」がメセナのイニシアティブをとっているトップダウン型の

企業が84社31.7%に 対し、「担当部署」がイニシアティブをとっている企

業が139社 52.5%と いう結果となった。

■ここ3年間の傾向を見ると、「担当部署」が96年版調査の82社34.3%、 97

年版調査の106社46.1%、 98年版調査の139社 52.5%と 上昇しており、担当

部署の主導によるメセナ活動が進んでいることがわかる。

[イ ニシアテイプをとつているところ]SA

その他

2.60%o

担当役員

12.40%o

98年版調査 [N=265]

会長 社長

31.70Иo

その他

3.50%o

担当役員

12.60%o

97年版調査 [N=230]

会長・社長

30.90Иo

無回答

0.80%o

無回答

7.00Иo

無回答

11.30%o

担当部署

52.50Иo

担当部署

46.10%o

担当部署

34.30%o
その他

7.50%o

担当役員

8.40/o

会長・社長

38.50%o

96年版調査 [N‐ 239]



30調査結果の分析

予算の決定
―

メセナ活動を予算化している企業が79.6%に
■メセナ活動の「予算を決めていた」企業は今回の調査では211社 (79.6%)

であった。

■経年変化で見ると、予算化している企業が前回の137社 (59.6%)か ら211

社 (79.6%)に大幅に増加 している。
[予算の決定]SA                                         N=265

無回答

0.80Иo

45

予算を決めていなか つた

予算を決めていた

79.60Иo
19.60Иo

[メ セナ予算の決定の推移 ]

98年版調査

[N=265]

97年版調査

[N=230]

96年版調査

[N=239]

95年版調査

[N=265]

94年版調査

[N=252]

93年版調査

[N-250]

92年版調査

[N=256]

91年版調査

[N‐ 149]

1.2

0.4

1.2

予算を決めていた   予算を決めていなかつた  |1無回答

20

79.6 19.6

40.459.6

40.6158.2

53.6 46.0

48.4150.4

17.643.6

40.3

36.2
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メセナ活動の財源
―

財源は「寄付金」「宣伝広告費」が今年も突出

■メセナ活動の財源が どこから出ているかについては、例年「寄付金」と

「宣伝広告費」の 2項目が突出する傾向が続いているが、97年度の財源 も

同様の傾向を示した。

[メ セナ活動の財源]MA

10 30

宣伝広告費 51.7
55.7

寄付金 50.2
57.8

広報費 16.6
21.3

文化事業費 13.2

財団助成金 7.2

販促費

9.6

5.7

8.8

交際費 3.4
6.5

福利厚生費
※ 1.9

1.7

２

７

雑費

9.8
10.4

15.

※96年版調査では「福利厚生費」は項目になかつた。

※「その他」の項目にはメセナ活動費を支出していない企業の回答も含まれている

.. 98年 版調査 [N=265]~~'97年
版調査 [N‐ 230]

口|196年 版調査 [N=239]

その他
※



30調査結果の分析

支援先を選ぶ方法一一支援先は自主的に探す傾向へ

■支援先を選ぶ方法 としては過去 3年の調査結果と比較すると、「直接要請

を受 けた ものか ら検討」が、161社 (67.4%)、 142社 (61.7%)、 156社

(58.9%)と割合が減少している。

■「自主的に探 して」が、108社 (45.2%)、 103社 (44.8%)、 130社 (49.1

%)と増加傾向にある。

[支 援先を選ぶ方法]MA

60[o/o]

47

直接要請を

受けたものから

自主的に探 して

外部から紹介された
もののなかから

関係会社などの

要請があつた

ものから

26.8

58.9

61.7

67.4

49.1

__,98年 版調査 [N=265]

__197年 版調査 [N=230]

目匿196年 版調査 [N=239]

37.2

29.6

140
12.2

11.3

メセナの運営

その他
※

※「その他」の項目には支援先がないという企業の回答も含まれている。

452
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第 1章 1企業のメセナ活動

メセナ活動を評価する基準
―

 「参加者・来場者の評価」「参加者数」を重視

■「参加者 。来場者の評価」が177社 (66.8%)で 3分の 2を超えている。

次いで多いのが「参加者・来場者数」の121社 (45.7%)で あ り、参加

者 。来場者の客観的な判断基準を主に用いているのに対し、「マスコミの

評価」が79社29.8%、 「専門家の評価」が66社24.9%、 「マスコミの取り扱

い量」が44社16.6%と なっている。

■「アーティストの評価」は55社 (20.8%)に とどまっている。

[メ セナ活動を評価する基準]MA N=265

30

参加者・来場者の

評価

参加者・来場者数

社内の評価

マスコミの評価

専門家の評価

ァーティス トの評価

マスコミの

取り扱い量

担当者の自己評価

上記以外の評価

とくに評価する

必要はない

601%]0

66.8

29.8

20.8

6.0



30調査結果の分析

メセナ活動の PR― 社外 PRを している企業が増加傾向に

■メセナ活動の PRは ここ3年間社外向けで67.4%、 72.2%、 82.3%と 年々

増加する傾向にある。

■社内では「社内報」、社外では「ポスター」「チラシ」「広告」が中心 とな
つている。

■イントラネット、インターネットでの PRも増加 している。

[メ セナ活動のPR(社 内)]

60 1 00[o/o]

98年版調査 10.2

97年版調査

96年版調査

■社内PRを している   していない

[メ セナ活動のPR(社 外 )]

40 60 1 00[o/o]

98年版調査

97年版調査

49

96年版調査

l+I,|PRAU<L\5 U<!\At \

17.8
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第 1章 1企業のメセナ活動

[97年度に行つた社内へのPR方 法]MA

0 10

社内報

ポスター

チラシ

社内掲示板

社内回覧

入場券等の配布・販売

イン トラネット

社内会議

プログラム等の冊子

PR誌

VTR

上記以外のPR

とくにしていない

6.0

60    70[%]

N=265

N=265

75.1

15.8

22.3

3

35.8

33.6

30.6

12.5

11.7

102

[97年 度に行つた社外へのPR方 法]MA

10 20

ポスター

チラシ

広告

招待券等の配布

インターネット

プログラム等の冊子

PR誌

Ⅵ
‐
R

上記以外のPR

とくにしていない

6.4

15.8

17.7

40

37.0

46.8

５
　
　
カ牛

44.5

7010′ o〕

.2

41.9



30調査結果の分析

メセナ活動の支障の有無と支障となる事項

―
 「メセナ活動の支障事項がない」企業が減少

■メセナ活動の支障の有無については、「ない」と回答 した企業は前回調査
の38.7%か ら32.1%に減少した。

■支障のある企業の具体的な内容で最 も多いのは「予算額が少ない」82社
46.1%で ある。

■「目先のメリットがない」は前回の23.2%か ら18.5%に、「社内の人材不
足」は前回の25.4%か ら16.3%に それぞれ減少している。

[メ セナ活動の支障の有無 ]SA

100[o/o]

98年版調査

[N=265]

97年版調査

[N‐ 230]
13

96年版調査

[N‐ 239]
26

51

■ある . ない |1無回答

32.1

38.7

33.8
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第 1章 1企業のメセナ活動

[メ セナ活動の支障 となる事項 ]2LA

予算額が少ない

税制上の

優遇措置がない

目先のメリツトが

ない

社内の人材不足

社内の理解不足

情報やノウハウが

な し

担当部署がない
※

適当な支援対象が

ない

経営 トップが

変わるたびに

方針変更

11.8

7.3

2.8

6.5

6.6

5.1

5.8

6.6

10 501%l

|

46.1

47.8

33.1

27

18.5

23.2

12.9

1.6

16.3

16.4

25.4

10.1

10.1

０

０

０

踊顧 98年版調査 [N=178]~~97年
版調査 [N=138]

■|196年 版調査 [N=152]

その他

※「担当部署がない」の選択肢は今回新たに追加されたものである。



30調査結果の分析

前年のメセナ活動との比較―――支援要請と社内の関心は 3割の企業が増加

■支援要請件数が「増加した」と回答のあった企業が79社 (29.8%)、 「減少

した」が13社 (4.9%)に 対し、実際に支援した件数が「増加 した」と回

答した企業は52社 (19.6%)、 「減少した」は24社 (9.1%)、 資金援助額に

いたっては「増加した」が52社 (19.6%)、 「減少した」が46社 (17.4%)
であった。

■メセナ担当スタッフ数は、「増加した」が14社 (5.3%)、 「減少した」も15

社 (5,7%)と 低 く、大きな変化がなかった。

■社内のメセナ活動への関心は「増加した」が79社 (29.8%)だ ったのに対

し、「減少した」はわずか 7社 (2.6%)で あった。

[前年のメセナ活動との比較(98年版調査)]SA N=265

支援要請件数

支援件数

資金援助額

メセナ担当スタッフ数

社内の

メセナ活動への関心

53

３

３

４

１

２

96年度と97年度のメセナ活動の比較

4■」

17.4

目増加した  1日 変わらない |■ 減少した  ・■無回笞

2.6

61.529.8

67.5 9.119.6

19.6 58.5

87.2

29.8 65.3
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第 1章 1企業のメセナ活動

97年度にメセナ活動を行った理由

―
 「芸術文化の振興のため」が年々上昇している

■例年どおり今回の調査でも「社会貢献の一環として」が突出している。

■「芸術文化の振興のため」が年々上昇しており、今回の調査では、初めて

「自社のイメージ向上につながるため」を抜いて 2番 目になった。

[メ セナ活動を行つた理由]3LA

80[o/o]

社会貢献の

一環として

913
943

芸術文化の

振興のため

自社のイメージ

向上につながるため

0
626

自社の企業文化の

確立をめざして

264
296

宣伝広告の

一環として

社員の質的向上を

はかるため

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

３

４

０

８

０

２

０
″
　
３

２

５

３

２

２

　
２

２

２

４

９

８

　
０

０

４

０

０

０

０

０

０

メセナ活動を行う理由

その他

38

菫自饉98年版調査[N=265]

自由=97年
版調査[N=230]

||196年 版調査[N=239]



3● 調査結果の分析

芸術文化の発展のために必要なこと

-32.5%の企業が「芸術文化団体の自立」を求めている

■メセナ活動を「行った」企業が考える芸術文化をより充実させるために必

要なことは、「企業の支援」164社 (61.9%)、 「地方自治体の支援」161社

(60.8%)の 2つが多くなっている。

■「なんらかの支援が必要」と回答 している企業 は、265社 のうち238社

(89.8%)と なっている。

[芸 術文化 を充実 させるために必要なこと (メ セナ実施企業)]MA N=265

40 50 60[o/o]

55

0 10 20 30

企業の支援

政府の支援

地方 自治体の支援

市民ひとりひとりの

支援

芸術文化団体の

自立

芸術文化を支援する

必要はない

わからない 3.8

芸術文化支援の担い手

その他

61.9



56

第 1章 1企業のメセナ活動

支援対象となる芸術団体とNPO法 人格の有無との関連

―  「現段階ではなんともいえない」企業が40.4%

■「現段階ではなんともいえない」と回答した企業が107社40.4%と最も多く、

「NPO法人格を有していなくてもかまわない」が73社27.5%、 「今後、

NPO法人格を有していることが望ましい」との回答が54社20.4%で あっ

た。

■「今後、NPO法人格を有していることが必要条件 となる」との回答は1社

0.4%に とどまった。

※NPO(Non‐ Profit Organization)と は、利益配分を目的としない民間組織をいう。

[支 援対象となる芸術団体とNPO法 人格の有無との関連]SA N=265

無回答

10.90%o

今後、有 していることが

必要条件

0.40Иo

今後、有 していることが

望ましい

20.40Иo

有していなくても
かまわない

27.50%o
現段階では

なんともいえない

40.40%o 有無にかかわらず

支援しない

0.40%o

メセナとNP0

哩鱚隆



30調査結果の分析

NP口 に寄付する場合の税制上の優遇措置に対する考え方

―
優遇措置を望む企業が57.0%

■この設間でも「現段階ではなんともいえない」と回答した企業が85社32.1

%あ ったが、「優遇措置が必要である」が48社18.1%、 「優遇措置は講じら

れるほうが望ましい」が103社38.9%と 、優遇措置を望む企業が合わせて

151社 57.0%と なった。

[NPOに 寄付する場合の税制上の優遇措置 ]SA N=265

無回答

10.20Иo 優遇措置が必要である

18.1 0Иo

現段階では

なんともいえない

32.10%o

57

優遇措置は必要でない

0.80Иo

優遇措置が望 ましい

38.90Иo
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メセナ活動を「行わなかった」企業

97年度にメセナ活動を行わなかった理由
―

資金が最大のネックに

■メセナを「行わなかった」企業171社 に行わなかった理由を尋ねたところ、

「資金に余裕がない」が99社 (57.9%)で あった。

[メ セナ活動を行わなかつた理由]MA

資金に余裕がない

人員に余裕がない

ノウハウがない

担当部署がない

必要性を感 しない

社内の理解がない

税制上の

優遇措置がない

上記以外の理由

N‐ 171

20 60〔 %]

検討中

メセナ活動を行わない理由

57.9

７

　

】

４
　

】



第 1章 1企業のメセナ活動 30調査結果の分析

芸術文化の発展のために必要なこと
一

メセナ活動を「行わなかった」企業

の35.4%が支援の必要性を感じている

■メセナ活動を「行わなかった」と回答した企業171社 に聞いた芸術文化支

援をより充実させるために必要なことは、「地方自治体の支援」99社

(57.9%)、 「市民ひとりひとりの支援」90社 (52.6%)、 「企業の支援」89

社 (52.0%)、 「政府の支援」84社 (49.1%)と なっており、このようにな

んらかの支援の必要性を感じている企業は146社 (85.4%)と なっている。

[芸 術文化を充実させるために必要なこと (メ セナ活動を行わなかつた企業)]MA N=171

0 10 20

企業の支援

政府の支援

地方自治体の支援

市民ひとりひとりの

支援

芸術文化団体の自立

芸術文化を支援する
必要はない

わからない

59芸術文化支援の担い手

その他

57.9

06

11.1

|
41 .
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メセナ活動以外の社会貢献活動

メセナ活動以外の社会貢献活動の有無
―

全回答企業のB4,9%が実施

■メセナ活動以外の社会貢献活動は、97年度にメセナ活動を行った企業265

社のうち249社 (94.0%)、 行わなかった企業171社のうち121社 (70.8%)、

合わせて370社 (84.9%)が社会貢献活動を実施 している。

[メ セナ活動以外の社会貢献活動の有無 ]

無回答

1.40%o
行 つた

行わない
84.90Иo

13.90%o

全回答企業 [N‐ 436]

行わない

3.80/o

メセナを行つた企業 [N=265]

行わない

29.20%o

無回答

2.30Иo

行つた

94.00%o

行つた

70.80%o

メセナ活動以外の社会貢献活動状況

メセナを行わなかつた企業 [N=171]



第 1章 1企業のメセナ活動 30調査結果の分析

社会貢献活動の具体的な内容-3年 連続で地域社会活動がトップ

■社会貢献活動の具体的な内容は、「地域社会活動」が 3年連続で トップ。

■96年版調査で災害救援が56.1%と 高い数値なのは、95年 1月 の阪神・淡路

大震災の影響による。

[社会貢献活動の具体的な内容]MA

20 30 40 50

地域社会活動

スポーッ 470

社会福祉

学術研究

国際交流

健康 医療

災害救援

上記以外の分野
111

61

％６

‐

６

環 境

教 育

98年版調査 [N=436]
97年版調査 [N‐ 325]

行つていない

73

138
142

銀 96年版調査 [N=358]

335
345

344

206
240

1

326

417
443

399
406
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企業別メセナ活動一覧

基本方針 と活動内容

●……………・…………97年度にメセナ活動を行った企業のうち、掲載の了解を得た企業259社を五十音順 (頭文

字が同音の場合はアルフアベツト・カタカナ・ひらがな 。漢字の順)に掲載。

● …̈……… …̈……97年度にメセナ活動を主に担当した部署 (系列の財団・企業を含む)については、部署

名・スタッフ数・所在地・丁EL・ FAX・ URL(インターネットにおけるホームページ

のアドレス)のうち、掲載の了解を得た項目のみを掲載。

● …̈……̈ …̈………資本金の0は 1億円未満、②は1～ 10億円未満、10は 10～100億円未満、0は 100～500

億円未満、0は 500～1000億 円未満、0は1000億円以上を示す。

●………………………売上高の0は 100億円未満、②は100～500億 円未満、10は 500～1000億円未満、④

lま1000～ 5000億円未満、0は5000億～1兆円未満、0は 1～ 5兆円未満、0は 5兆円以

上を示す。

売上高について、輸送、倉庫、放送、電力・ガス、サービスに該当する企業は営業収入、

銀行は経常収益、証券会社は営業収益、保険会社は正味保険料で回答を得た。

●……¨̈ …̈………経常利益の0は 1億 円未満、②は1～10億円未満、10は 10～ 50億円未満、10は 50～100

億円未満、10は 100～500億円未満、10は 500～1000億円未満、(0は1000億円以上、

0は赤字を示す。

●……………………従業員数の0は 500人 未満、②は500～1000人 未満、10は 1000～2000人未満、④

は2000～ 3000人未満、10は 3000～ 5000人未満、10は 5000～ 1万人未満、0は 1～5

万人未満、0は 5万人以上を示す。

●¨̈ …̈……¨̈ …̈芸術分野について、「オベラ」は音楽に、「ミュージカル」は演劇に、「書道」「写真」は美

術・デザインに含み、芸術文化に関連していない「スポーツ」「学術研究」「生活文化」

「福祉」「環境問題」などはメセナ活動から除外している。

また、すべての芸術分野に該当する活動は「全般」と示す。

芸術分野の表記にあたり、「美術・デザイン」は「美術」と、「伝統芸能 (無形文化財)」

は「無形文」と、「文化遺跡・歴史的建造物 (有形文化財)」 は「有形文」と略している。

●……¨̈ …̈……̈…支援形態について、主催と他の支援形態に回答があった場合 (シ リーズ事業など)は、自

主事業と考え、主催以外の支援形態への記入を無効とした。

支援形態の表記にあたり、「協力・後媛 (人的面での支援)」 |ま「協力 (人 )」 と、「協力・

後援 (場所面での支援)」 は「協力 (場 )」 と、「協力・後援 (製品・技術・サービス面で

の支援)」 は「協力 (製 )」 と略している。

なお、「その他」には文化振興機関への出捐・寄付等が含まれる。



第2章 1企業別メセナ活動 企業別メセナ活動一覧

アサヒビール株式会社 食料品 65
担当部署 :企業文化部[ス タッフ数14人 ]

〒130-8602 東京都墨田区吾妻橋1… 23‐1

TEL.03‐ 5608-5195 FAX.03-5608… 5201

資本金0 売上高0 経常利益0 従業員0 設立1949年

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しヽもので、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                  芸術分野 目的 支援形憩

若手芸術家の支援、既威芸術家の支援、主催
鑑賞者の支援、芸術文化の啓発・普及、
現代芸術の振興、地域文化の振興、国際
交流

芸術文化の書発・普及、現代芸術の振  主催
興、伝続芸能の振興、地域文化の振興

若手芸術家の支援、既威芸術家の支援、協力(人 )、 そ

の他

協賛

アサヒビールロビーコンサート(年間15回 )

アサヒビール文化講座(年間5回 )

アサヒビール芸術文化財団

津田真理ビアノ・リサイタル

「海のサーカス」公演

八谷和彦個展

和栗由紀夫舞踏公演

崎元譲八―モニカコンサートシリーズ

「パウル氏」公演

矢沢朋子ピアノリサイタル

レニ・パッソ公演

熊野古道「音の径」

道化座新作公演

アジアの美術展

コールマイン田川

グリーンコンサーツ

曽根裕展

新世代の音楽コンサート

内藤ネL MMK個展

山田せつ子ダンス公演

牧水記念館スペシャルコンサート

秋吉台国際音楽セミナー

芸術文化の啓発・普及、地域文化の振興

若手芸術家の支援

若手芸術家の支援

若手芸術家の支援、現代芸術の振興

既威芸術家の支援

既成芸術家の支援

既成芸術家の支援、国際交流

若手芸術家の支援

若手芸術家の支援、鑑賞者の支援、国際
交流

美術  着手芸術家の支援、現代芸術の振興、地 協賛
域文化の振興

音楽  若手芸術家の支援、鑑費者の支援、地域 協賛
文化の振興

若手芸術家の支援、現代芸術の振興

着手芸術家の支援、鑑費者の支援

若手芸術家の支援、現代芸術の振興、国
際交流

既成芸術家の支援          協賛

若手芸術家の支援、鑑費者の支援、芸術 協賛
文化の啓発・普及、地域文化の振興

音楽  若手芸術家の支援、アマチュアの支援、協賛
鑑賞者の支援、青少年の育成、芸術文化
の書発・普及、現代芸術の振興、地域文
化の振興、国際交流

音楽

談、難、滉

劇、郷、始、

無形文

音楽、美術、演

文
Ｉ

Ｉ

Ｉ

一
Ｉ

Ｉ

蜘
一課
一嗣
一�
一鋼
一課
一嗣
一課
一銅
一揃
一測
一獅

一

一

一
　

一

一

一術
一楽
一術
　
一踊
一楽

一美
一音
一美
　
一舞
一音

協賛

・一一一̈

協費

協賛

協賛

協賛

協賛

協賛

協賛

協賛

協賛

協賛

協賛

協賛

ワールド・プロセッサー'97 美術 若手芸術家の支援 協賛
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ダムタイプ新作公演 音楽、美術、灘 若手芸術家の支援、現代芸術の振興

劇、舞隠映像

協賛

協力(場 )

協賛

「音のかけら」展              音楽、美術  若手芸術家の支援、青少年の育成   協贅

カンポジア影絵「スパエク・トム」日本公演  演墨、瓢夕文 伝続芸能の振興、文化財等の発掘・保存 協賛

アート・オン・ザ・ネット展

田月仙コンサート
「王女イヴォナ」公演

・修復、国際交流

若手芸術家の支援、鑑費者の支援、国際

交流

若手芸術家の支援、既成芸術家の支援、

地域文化の振興

既成芸術象の支援

若手芸術家の支援、既成芸術家の支援、

国際交流

トポスの復権展 美術、舞踊、建

音楽、舞踊

演劇

協賛

協賛

アートバンク大賞

アーカス構想

マジマート

スピカコンサート

木佐買+Neo公演

美術  若手芸術象の支援

音楽、美術、舞 若手芸術家の支援、鑑賞者の支援、青少

踊    年の育成、芸術文化の啓発・普及、現代

芸術の振興、地域文化の振興、国際交流

若手芸術家の支援、現代芸術の振興

若手芸術家の支援、鑑賞者の支援

若手芸術家の支援、既成芸術家の支援

協賛、協力

一
一
一

一獅
一課
一鋼

(人 )

協賛、協力

(製 )

協賛

協力(場 )

協賛

株式会社アデランス その他

担当部署 :広報室[ス タッフ数6人 ]

〒160-8429 東京都新宿区新宿1…6-3

TEL.03-3350… 3222 FAX.03-3356-3052 1JRL.http://Ⅵ A″M′ .aderans.co.lp/

資本金0 売上高② 経常利益0 従業員0 設立1969年

メセナ活動基本方針

1企業理念である「ウェルネス」を基に事業目的やイメージに合った内容であること。

2継続性/一歩一歩の確実さを基本に地道な活動を続ける。

3反対綸付を求めない。

活動名 芸術分野 目的                支援形態

文学  鑑貴者の支援、芸術文化の書発・普及、 協賛

地域文化の振興
アデランスにんげんフォーラム

アメリカン・エキスプレス・インターナショナル,lnc サービス

担当部署 :広報室[ス タッフ数5人 ]

〒167…8001 東京都杉並区荻窪4-30-16

TEL.03-3220‐ 6229 FAX.03-3220… 6717

資本金0)売上高0 経常利益0 従業員② 設立1850年

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
｀`
社会に貢献する良き市民

″
という一文がある。会社および社員が

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イア、募金活動に参加させる。

社員のポランテイア活動に対しては、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。
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活動名

糸あやつり人形「結城座」公演支援
日本国際ボランテイアセンター「メサイア」支
援

芸術分野 目的

測1、 細′文 伝続芸能の振興演颯、無形文

音楽 国際交流

支援形態

協賛

協賛

67

アメックス・年末チャリティコンサート「天満 音楽
敦子ストラディヴァリウスの調べ」
ユネスコ・アジア文化センター「アジア・太平 美術
洋写真コンテスト」支援

地域文化の振興

国際交流

有形文 文化財等の発掘・保存。修復

誘文そσ馳 文化財等の発掘・保存・修復、地域文化
の振興

世界文化遺産財団「ワールド・モニュメント・

ウォッチ」

観光案内板を鎌倉市に寄贈

主催

協力(製 )

その他

その他

株式会社愛知銀行 銀行
担当部署 :財団法人愛銀教育文化財団[ス タッフ数2人 ]

〒460-8678 愛知県名古屋市中区栄3…14-12愛知銀行本店内

TEL.052…262…9601 FAX.052-261¨ 7896
資本金0売上高0経常利益0)従業員④ 設立1910年

メセナ活動基本方針

財団法人愛銀教育文化財団を通じてメセナ活動を行つている。

活動名 芸術分野 目的                支援形態

音楽、美術、演 若手芸術家の支援、芸術文化の啓発・普 その他
鳳却i、 無形 及、現代芸術の振興、伝統芸能の振興、
文、有形文  文化財等の発掘・保存・修復、地域文化

の振興、その他

愛銀教育文化財団への出捐・協力

資本金0 売上高0 従業員0)設立1950年

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ます。
(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 ラプのメンバーとして、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」を掲げています)。

活動名                  芸術分野 目的                支援形態

「 現代日本のガラスアート」発行      美術  芸術文化の啓発・普及、現代芸術の振興 主催
“00ntempO「 ary Glass Art f「 om  美術  既成芸術家の支援、国際交流     協賛、協力
Japan''協 賛

静嘉堂協力会に対する寄付        美術

日本フィル八―モニー交響楽団 賛助会費  音楽

(製 )

その他

芸術文化の啓発・普及

その他

その他

旭硝子株式会社 ガラス・土石製品

資本金0 売上高0 経常利益0 従業員④ 設立1938年

精密機器旭光学工業株式会社
担当部署 :ペンタックスカメラ博物館[ス タッフ数2人 ]

〒321-4292 栃木県芳賀郡益子町大字塙858
丁EL.0285-72…111l FAX.0285¨ 72‐1119
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メセナ活動基本方針

1写真文化の普及。

2歴史的映像資料(機器・写真等)の収集と一般展示。

活動名

カメラ博物館の運営

ベンタックス・フオーラムの運営

芸術分野 目的                支援形態

卿I、有形文 芸術文化の書発・普及、文化財等の発掘 主催

・保存・修復

美術  若手芸術家の支援、既威芸術家の支援、主催

アマチユアの支援、芸術文化の書発・普

及

朝日生命保険相互会社 保険

担当部署 :社会貢献室[ス タッフ数4人 ]

〒163…8611 東京都新宿区西新宿1… 7…3

TEL.03-5322-5408 FAX.03-3345-6157 URL.htp:/ノ iwvい″.aSahi― life.CO.ip/

資本金0 売上高0)経常利
`猥

〕 従業員0 設立1888年

メセナ活動基本方針

当社は創業以来、「まこころの奉仕」という経営の基本理念のもとに、経営の三大責任の一つとして「社会に対す

る責任」を掲げています。当社の社会貢献活動は、この経営理念、三大責任を基本としており、メセナ活動もその一

環として実施しています。

活動名                  芸術分野 目的                支援形態

f全国児童生徒絵画・かきぞめコンクール」の 美術   アマチユアの支援、鑑賞者の支援、青少 主催

実施                       年の育成、芸術文化の啓発・普及

f平山郁夫展―日本の美を訪ねて」に特別協力 美術  既成芸術家の支援、鑑賞者の支援、芸術

文化の啓発・普及

「新都心プロムナードギャラリー」の運営  美術  鑑賞者の支援、青少年の育成

「朝日生命ギャラリー」の運営       美術  アマチュアの支援、鑑賞者の支援、青少

年の育成

既成芸術家の支援、鑑賞者の支援、青少

年の育成

資本金0 経常利1蟹D 従業員② 設立1951年

協賛、協力(人

・製)

主催

「小栗康平監督作品上映会」の開催 映像

協力(場 )

主催

朝日放送株式会社 通信・放送

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しヽます。

活動名 芸術分野 目的

ABCギャラリーの運営 美術 現代芸術の振興

支援形態

一一催一主

株式会社足利銀行 銀 行

担当部署 :広報室[ス タッフ数7人]

〒320-8610 栃木県宇都宮市桜4… 1… 25

資本金0 売上高④ 経常利1讀D 従業員0)設立1895年

メセナ活動基本方針

近年、企業と社会との新たなかかわり方が問われています。つまり、こんにちのように豊かな時代を迎え、国際化

が進むにつれ、企業は単にその本来の経済的活動を行うだけでは、社会の構成員としては不十分となってきていま

す。こういったことから、とくに地域とのかかわりが強い地方銀行である当行においては、「地域とともに生きる」

という企業理念を具現化するために、さまざまな活動に取り組んでいます。まず、企業として、栃本県交響楽団への
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支援、各種展覧会の開催などのメセナ活動のほか、あしぎん国際交流財団を事務局とする国際交流活動があり、つ
ぎに行員ひとりひとりが自主的に取り組んでいる「あしぎん

｀
YOU-1″運動(フ ィランソロピー活動)」がありま

す。こういったものは、今後も企業の宣伝色を出さず、地道に継続的に取り組んでいきたいと考えております。

活動名                  芸術分野 目的                支援形態

栃木県交響楽団定期演奏会        音楽  芸術文化の啓発・普及、地域文化の振興 協賛
あしぎん婦人夏期大学講座の開催     音楽、文字、そ 地域文化の振興           主催

帥

担当部署 :広報部

〒104-8315 東京都中央区京橋1…15-1

TEL.03-5250… 8141 FAX.03… 5250-8314 URL.http:/ノ lⅣMハv.alinorTloto.co.ip/

69

昧の素株式会社 食料品

資本金0 売上高0) 経常利益0 従業員0 設立1925年

メセナ活動基本方針

財団法人味の素食の文化センター
n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本柱 :a研究の支援

b情報の発信
C施設の公開

活動名 芸術分野 目的 支援形態

ミラノ・スカラ弦楽合奏団

日中音楽文化振興協会

パルデュスとジャコメッティ展

トロピカルガーデンin日比谷シティ

東京シティフィル賛助会法人会員

中尾ミエ上北沢TAPリ ーグ

ジョージ川口叙勲祝賀記念誌

マランド・コレクション展

音楽  芸術文化の啓発・普及、国際交流   協賛

音楽  芸術文化の書発・普及、国際交流   協賛

美術  芸術文化の啓発・普及、国際交流   協賛

音楽  若手芸術家の支援、芸術文化の啓発・普 協賛
及

音楽  既成芸術家の支援、芸術文化の書発・普
及

音楽  既成芸術家の支援、芸術文化の啓発・普
及

音楽  既成芸術家の支援、芸術文化の啓発・普
及

美術  芸術文化の啓発・普及、国際交流

その他

協賛

協賛

協賛

株式会社INAX ガラス・土石製品
担当部署 :社会貢献推進室[ス タッフ数19人 ]

〒479-0823 愛知県常滑市奥栄町1-130

TEL.0569‐34-8282 FAX.0569-34… 8283
担当部署 :文化推進部[ス タッフ数12人 ]

〒104-0031 東京都中央区京橋3-6… 18

TEL.03-5250… 6556 FAX.03-5250-6549
URL.htp:/ノ lwMハv.inax.co.jp/Culture/cu:ture.html

資本金④ 売上高④ 経常利益④ 従業員0)設立1924年

メセナ活動基本方針

つぎの3つを基本条件としている。
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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

世界のタイル博物館の設立・運営

窯のある広場・資料館の運営

lNAXギャラリー1に おける(lNAXギ ャラリ

ー大阪含む)建築関連の展覧会の開催

:NAXギャラリー2における現代美術作家に

よる個展の開催

アーキプラザライプラリーの運営

lNAXギャラリー名古屋におけるデザイン関

lNAX BOOKLETの 刊行

!NAX ALBUMの 刊行

INAX叢書の刊行 建築

10+1の刊行

アンコール遺跡の修復

佐藤豊彦 リュートソロリサイタル

中村喜春 三味線と世界の四方山話(2回 )

有田正弘 クリスマスソロコンサート

山本公成 サックスライブ

INAXスペース札幌、INAXスペース金沢、

芸術分野 目的                支援形麟

郷,そm 鑑費者の支援、文化財等の発掘・保存・ 主催

修復、地域文化の振興、調査・研究

美術、そ仰! 鑑賞者の支援、文化財等の発掘・保存・ 主催

修復、地域文化の振興、調査・研究

難i、建築  鑑費者の支援            主催

美術  若手芸術家の支援、鑑賞者の支援、現代 主催

芸術の振興

圏【、そ硼t 鑑費者の支援            主催

美術、そθ馳.鑑 費者の支援            主催

連の展覧会の開催

ガレリアセラミカにおける現代陶芸作家によ 美術  若手芸術家の支援、鑑賞者の支援、現代 主催

る個展の開催 芸術の振興

封i、 建築、そ 鑑費者の支援、芸術文化の書発・普及  主催

鮒

建築 鑑費者の支援、調査・研究

鑑賞者の支援、調査・研究、その他

鑑賞者の支援、調査・研究、その他

主催

主催

主催建築

有形文  文化財等の発掘・保存・修復、国際交流、主催

調査・研究

音楽、そ輔

' 
既成芸術家の支援、鑑費者の支援、芸術 協力(場 )

文化の啓発・普及、地域文化の振興

音楽、そ針し 既成芸術家の支援、鑑費者の支援、芸術 協力(場 )

文化の啓発・普及、地域文化の振興

音楽、そσ池 既成芸術家の支援、鑑費者の支援、芸術 協力(場 )

文化の啓発・普及、地域文化の振興

音楽、そ(馳  既成芸術家の支援、鑑賞者の支援、芸術 協力(場 )

文化の薔発・普及、地域文化の振興

美術、1鳳建 若手芸術家の支援、既成芸術家の支援、主催

lNAXスペース高松、lNAXスペース広島にぉ 築    鑑費者の支援、地域文化の振興

ける展覧会の開催

イズミヤ株式会社 小売業

担当部署 :総務部 社会貢献担当[ス タッフ数4人]

〒557¨0015 大阪市西成区花園南1-4-4

TEL.06-657-3455 FAX.06-657-3398 URL.http:/ノ 'wvい″.izurγliya.CO.ip/

資本金0)売上高④ 経常利益0 従業員0)設立1952年

メセナ活動基本方針

企業が市民社会のなかで与える影響か増大した現在、本来の責任である「経済的責任」(利益追求)、「受話者責任」

(利害関係者への配慮)に加えて、第3段階として「社会貢献活動」に取り組み、企業市民として応分の貢献を果たす

ことが使命だと考える。



活動名

企業別メセナ活動一覧

芸術分野 目的                支援形態

美術  青少年の育成、芸術文化の書発・普及、 共催
地域文化の振興

美術  青少年の育成、芸術文化の啓発・普及、 主催
地域文化の振興

美術  青少年の育成、芸術文化の啓発・普及、 主催
地域文化の振興

71
みんなの美術館

母の日似顔絵展

父の日似顔絵展

株式会社イトーヨーカ堂 小売業
担当部署 :社会・文化開発室[ス タッフ数3人 ]

〒105…8571 東京都港区芝公園4-1¨ 4
TEL.03-3459-2176 FAX.03-3459-6872

資本金0)売上高0)経常利益0)従業員0設立1958年

メセナ活動基本方針
イトーヨーカ堂グループでは、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、ビジネスを通じ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3つ
の責任についてパ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が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。

活動名                  芸術分野 目的                支援形態

子ども図書館               全般  青少年の育成、地域文化の振興    主催
小さな童話大賞              文学  アマチュアの支援         協賛

担当部署 :イ シ八ラホール[ス タッフ数6人 ]

〒550-0002 大阪市西区江戸堀1-3… 15

TEL.06-449…1276 FAX.06¨ 443‐9590

石原産業株式会社 化学

資本金④ 売上高0)経常利益④ 従業員0 設立1949年

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 芸術分野 目的 支援形態

アジア・ユースオーケストラ公演 音楽 若手芸術家の支援、国際交流

資本釜実D売上高0)経常利益0)従業員0)設立1930年

メセナ活動基本方針

百貨店の果たす社会的役割のなかで最も重要なものの一つである文化催事の開催に取り組み、文化芸術の分野
でも世界的レベルのイベントを提供する。

活動名                  芸術分野 目的                支援形態

伊勢丹美術館の運営・企画         美術  鑑賞者の支援、芸術文化の書発・普及  主催

一搬株式会社伊勢丹 小売業
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担当部署 :社会関連管理部 社会貢献チーム[スタッフ数3人 ]

〒107-8077 東京都港区北青山2-5-1

丁EL.03-3497¨ 7310 FAX.03-3497-3114 URL.htp://ww.itochu.co.ip/

伊藤忠商事株式会社 総合商社

資本金0)売上高0)経常利孤)従業員0)設立1949年

メセナ活動基本方針

伊藤忠商事は国際的視野に立って、良き企業市民として果たすべき役割を自覚し、国内のみならず国際的にも社

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。

活動名                  芸術分野 目的                支援形態

[]ビーコンサート(ニ ユーヨーク・シンフォニ 音楽  既成芸術家の支援、鑑費者の支援、青少 主催

ック・アンサンブル) 年の育成、地域文化の振興、国際交流

日本音楽文化交流協会(国際親善交流特別演 音楽 既成芸術家の支援、国際交流 協賛

奏会)

劇団ふるさときゃらばん(ミ ュージカル2公  演劇

演)

劇団栃の実(ひとり芝居)         演劇

環境フォトコンテスト           美術

早稲田大学アンコールワット遺跡保存修復  有形文

企業文化交流委員会主催「秘蔵の名品アート 美術

コレクション特別展」

大阪フィル八―モニー協会

日中国交回復25周年記念事業「大敦違」公演

協資金

鑑賞者の支援、青少年の育成、現代芸術 協賛

の振興

既成芸術尿の支援、鑑費者の支援

若手芸術家の支援、アマチユアの支援

文化財等の発掘・保存・修復、調査・研究

鑑費者の支援、その他

協賛

協賛

協賛

その他

音楽  既成芸術蒙の支援         協賛

演劇  国際交流              協賛

株式会社伊予銀行 銀行

担当部署 :広報文化室[スタッフ数7人]

〒790-8514 愛援県松山市南堀端町1

TEL.089-941… 1141 FAX.089-946-9104 URL.htp:ノ /Ⅵ″い″_lyObank.CO.,p/

資本金④ 売上高④ 経常利益0 従業員0設 立1941年

メセナ活動基本方針

愛媛県内の営業店網(124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「潤いと活力ある地域の明日を創る」を具現化していく。

活動名 芸術分野 目的                支援形態

音楽、美術、演 地域文化の振興           主催

劇、鯛、膨

文、有形文、そ

帥

伊予銀行地域文化活動助成制度

助威団体紹介冊子「ふるさとのちからこぷ」の 音楽、美術、滉

発行                  島、舞踊、1研′

文、有形文、そ

∞

地域文化の振興 主催

いよぎんギャラリー「どんどび」の運営   美術 アマチュアの支援、鑑賞者の支援、芸術 主催

文化の啓発・普及、地域文化の振興

株式会社岩田屋 小売業

担当部署 :営業推進部
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〒810-0001 福岡市中央区天神2-11-1

TEL.092-721-1111
73

資本金0)売上高0 経常利益0 従業員0)設立1935年

活動名

第10回岩田屋グループ蟷燭能公演

芸術分野 目的                支援形態

無形文  芸術文化の啓発・普及、伝統芸能の振興 主催

NKK株式会社 鉄鋼

担当部署 :総務部[ス タッフ数1人 ]

〒100-8202 東京都千代田区丸の内1…1-2

TEL.03-3217-2009 FAX.03-3214-8400

資本金01 売上高0 経常利益0 従業員0 設立1912年

メセナ活動基本方針

社会貢献活動の一環として行つている。

活動名

日仏文化交流支援事業基金

芸術分野 目的 支援形態

その他全般 国際交流

エツソ石油株式会社 石油。石炭
担当部署 :広報部[ス タッフ数1人 ]

〒107-8670 東京都港区赤坂5-3-3
TEL.03-5561-1070 FAX.03… 3584い 0388

資本金④ 従業員② 設立1961年

メセナ活動基本方針

1企業も社会の一員であり、社会がよりよくなっていけば、企業も栄えるという考えに基づいて行う。
2広告宣伝活動とは明確に一線を画すべきである。
3既存の団体に援助を行うのとは別に、現状で必要とされている当社独自のプログラムを開発。

活動名                  芸術分野 目的                支援形態

ピティナ(ビアノ指導者協会)       音楽 アマチュアの支援 協賛

株式会社エフエム東京 通信。放送
担当部署 :アースコンシャス事務局[ス タッフ数3人 ]

〒102-8080 東京都千代田区麹町1-7株式会社エフエム東京

TEL.03-3221-0080 FAX.03‐ 3221… 1127

担当部署 :TOKYO FM少年合唱団事務局[スタッフ数2人 ]

〒102-8080 東京都千代田区理町1-7 株式会社エフエム東京

TEL.03… 3221-0080 FAX.03-3221-1126
URL.hhp://www.tfm.co」p/

資本金② 売上高② 経常利益0従業員0)設立1970年

メセナ活動基本方針
・アースコンシャス事務局

TOKYO FMは開局20周年を迎えた1990年4月より「アースコンシャス～地球を愛し感じるこころ」キャン
ペーンをスタートさせました。「アースコンシャス」とは、地球環境問題を破壊・汚染の面ではなく、保護・育成とい
うポジティブな面でとらえ、言語や人種、国境を超えた人類共通の言語である

｀
音楽

″
をベースに、21世紀を担う若

者とともに「地球を愛し、感じるこころ」を考えていきたいという思いから創り出した
｀
言葉

″
です。
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このキャンペーンは、アースコンシャス募金をはじめ、放送、イベント、フィールド展開を通じ、きまざまなかた

ちで展開。さらにJFM(全国FM放送協議会/加盟35局 )を通じて拡大展開され、全国規模の訴求をはかっていま

す。

・TOKYO FM少 年合唱団事務局

開局15周年を迎えた1985年にTOKYO FM少 年合唱団を設立しました。青少年の育成と、音楽による感動を

身近に共感することを目的とします。

活動名 芸術分野 目的 支援形態

主催アースデー世界中継コンサート

VVe Love Music,VVe Love the Earth
音楽 その他

TOKYO FM少年合唱団 音楽 青少年の育成 主催

エルメス ジャポン株式会社 卸売・小売業

資本金② 売上高② 経常利1讀D 従業員0 設立1983年

メセナ活動基本方針

日仏間の文化交流に資すると認められるものを主眼とする。

活動名                  芸術分野 目的

アフリカンイベント'97 全般 国際交流

支援形態

協賛

オムロン株式会社 電気機器

担当部署 :コーボレートコミュニケーションセンタ 企業市民グループ[ス タッフ数4人]

〒600…8530 京都市下京区鳥丸通七条下ル

TEL.075…344-7160 FAX.075… 344-7115 URL.h■ p:/ノ 'wvい″.OrlrOn.CO.ip/

資本金0 売上高④ 経常利3讀D 従業員O 設立1933年

メセナ活動基本方針

1社憲「われわれの働きで、われわれの生活を向上し、よりよい社会をつくりましょう」を理念的ベースとしてい

る。

2良質な文化芸術にもかかわらず経済的に成り立ちにくく、大衆に提供できにくいことからを支援している。

活動名                  芸術分野 目的                支援形態

オムロン京都文化フォーラムヘの協賛

オムロンけいはんな文化フォーラムヘの協賛

京都コンサートホール バイフオルガンコン

サートヘの協賛

「山下和仁と21世紀のアジアの作曲家たち」

への協賛

グリーン・コンサーツヘの協賛

全般  鑑賞者の支援、芸術文化の啓発・普及  協賛

全般  鑑賞者の支援、芸術文化の啓発・普及  協賛

音楽  着手芸術家の支援、既成芸術家の支援、協賛

芸術文化の啓発・普及、地域文化の振興

音楽  若手芸術宏の支援、芸術文化の書発・普 協賛

及、現代芸術の振興

音楽   着手芸術家の支援、芸術文化の書発・普 協賛

及、現代芸術の振興

芸術文化の書発・普及、地域文化の振興

若手芸術家の支援、芸術文化の啓発・普

その他

協賛

その他

京都市交響楽団への支援 音楽

「メセナの神髄コンサート」への協贅 音楽

及、現代芸術の振興

糸あやつり人形劇団「結城座」への支援   i銅、無形文 伝統芸能の振興

オリックス株式会社 他金融

担当部署 :社長室広報グループ[スタッフ数7人]

〒105-6135 東京都港区浜松晦2-4-1世界貿易センタービル

TEL.03-3435-6981 FAX.03… 3435-6665 URL.h‖ p:ノノⅥ″い″.orix.co.ip/
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資本金④ 売上高0経常利益0従業員④ 設立1964年 75
メセナ活動基本方針

1得られた利益の一部を社会に還元する。

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。

活動名 芸術分野 目的                支援形態

美術  芸術文化の啓発・普及、現代芸術の振  協力(製 )札幌・芸術の森への作品貸出

興、地域文化の振興

浜田市世界こども美術館への作品貸出   美術  芸術文化の啓発・普及、現代芸術の振  協力(製 )

興、地域文化の振興

世田谷美術館への作品貸出         美術  芸術文化の書発・普及、現代芸術の振興 協力(製 )

長野オリピック文化芸術祭「コーボレート・ア 美術  芸術文化の啓発・普及、現代芸術の振  協力(製 )

―卜・コレクション展」作品貸出           興、地域文化の振興

担当部署 :マーケテイング部 オンワード新人フアッションデザイナー大賞事務局

〒103-8239 東京都中央区日本橋3-10-5

TEL.03-3272-2371 FA〉 (.03-3281-5360

株式会社オンワード樫山 繊維製品

資本金0 売上高④ 経常利益0 従業員0 設立1947年

活動名 芸術分野 目的

オンワード新人フアッションデザイナー大賞 美術 その他

支援形態

主催

王子製紙株式会社 パルプ。紙
担当部署 :株式会社王子ホール[ス タッフ数18人 ]

〒104¨0061 東京都中央区銀座4¨7-5
TEL.03… 3564-0200 FAX.03-3563-6474

資本金0)売上高0)経常利益0従 業員101設立1949年

メセナ活動基本方針

1東京のシンボルともいうべき銀座で、質の高いコンサートを廉価でお客様に提供する。

2若手演奏家の登竜門として、演奏の場を提供し、支援する。

活動名                  芸術分野 目的

王子ホールの運営 音楽

王子ペーパーギャラリーの運営

支援形態

主催

鑑賞者の支援、芸術文化の啓発・普及、

国際交流

美術  若手芸術家の支援、既成芸術家の支援、主催
アマチュアの支援、鑑賞者の支援、芸術

文化の書発・普及、現代芸術の振興

インタースペースOJIの運営 美術  芸術文化の書発・普及 主催

プレジデント社「環境フォトコンテスト」協賛 美術 アマチュアの支援、芸術文化の書発・普 協賛

及

株式会社大分銀行 銀 行

資本金0 売上高0 経常利ヨ授Э 従業員0 設立1893年

メセナ活動基本方針

当行の経営理念である「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、地元の文化・芸術

の育成。支援を目的として行っています。
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活動名

マリタ・アルゲリッチコンサートヘの協賛

大分銀行ウェンズデイコンサートの開催

大分マンドリンオーケストラヘの協賛
'97舞踊公演

｀
炎‖

″への協賛

チャリティコンサートヘの協賛      音楽

石井啓―郎ヴァイオリンリサイタルヘの協賛 音楽

芸術分野 目的 支援形態

協賛

主催

音楽 既成芸術家の支援

音楽  既成芸術家の支援、アマチュアの支援、

芸術文化の啓発・普及

既成芸術家の支援、現代芸術の振興 主催

音楽  芸術文化の啓発・普及        協賛

舞踊  既成芸術家の支援、芸術文化の啓発・普 協賛

及

アマチュアの支援          協賛

若手芸術家の支援、芸術文化の啓発・普 協賛

及

大分銀行絵画展の開催           美術

NHK交響楽団コンサートの開催 音楽  芸術文化の啓発・普及、地域文化の振興 主催

ウエステリアコールヘの協賛 音楽 芸術文化の啓発・普及 協賛

株式会社大分放送 通信・放送

担当部署 :社長室、財団法人大分放送文化振興財回事務局[ス タッフ数2人]

〒870-8620 大分市今津留3-1… 1

TEL.0975… 58-1111(内 1豪332) FAX.0975-51-1111

資本金0)売上高● 経常利益② 従業員0 設立1953年

メセナ活動基本方針

1当社には、放送業務に関連して行う各種事業 (芸術。文化・教育)と県内の教育・文化・芸術および学術の助成にか

かわるものとの2通りのメセナ活動がある。

2放送に関するものは、関係団体の活動の支援・後援で、報道(放送)を通じて、発展・育成に期することが目的であ

る。

3助成にかかわるメセナ活動は、一定金額を贈りその団体あるいは個人の活動を助成するもので、財団法人大分

放送文化振興財団の寄付行為となる。

活動名 芸術分野 目的                支援形態

音楽  若手芸術家の支援、アマチュアの支援、協賛、協力

芸術文化の啓発・普及、地域文化の振興 (場 )、 その他

大分交響楽団の活動

三浦梅園に関する一連の研究活動

文芸雑誌「日田文学」の創作活動

第8回日・韓現代絵画交流展の開催

ブルーフェニックスのアマチュアバンドを通 音楽

じた地域活動

大分語リベの会の活動

県民オペラ「瀧廉太郎」の国民文化祭公演に向

けての活動

大分マンドリンオーケストラの国民文化祭
「マンドリンの祭典」へ向けての活動

文字、有形文 アマチュアの支援、文化財等の発掘・保 協賛

存。修復、調査・研究

文学  アマチュアの支援、芸術文化の啓発・普 協賛

及

美術  アマチュアの支援、現代芸術の振興、国 協賛、その他

際交流

アマチュアの支援、地域文化の振興  協賛、その他

滉薗、文学、有 アマチュアの支援、芸術文化の書発・普 協賛

形文

音楽

及、地域文化の振興

アマチュアの支援、地域文化の振興  協賛、その他

音楽  アマチュアの支援、芸術文化の書発・普 協賛、その他

及、地域文化の振興

CATVの将来の調査・研究活動 映像 調査・研究

大分県民演劇「ミュージカル・福沢諭吉」の公 演劇  アマチユアの支援、芸術文化の書発・普 協賛、その他

演活動                      及、地域文化の振興

市民グループ「八―モニアス別府」の諸活動  音楽 アマチュアの支援 協賛

協賛
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アマチュアの支援、芸術文化の啓発・普 協賛、協力

及、調査・研究            (製 )、 その他
77

株式会社大垣共立銀行 銀行

担当部署 :総合企画部[ス タッフ数14人 ]、 社会貢献推進委員会[スタッフ数20人 ]

〒503-8602 餃阜県大垣市郭町3-98
TEL.0584-74-2832 FAX.0584¨ 74‐2512

資本釜妥D売上高0)経常利益④ 従業員④ 設立1896年

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、下記の点などに留意して進めています。
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。

活動名 支援形態

協賛「めいほう高原音楽祭」

「舞踊ゆきこま会」和太鼓ミュージカル「ポン
太」

魅惑の人形たち「与勇輝展」

マルチメディア&VRメ ッセぎふ その他

フアッション産業連合会 美術 地域文化の振興 共催

共催ミ ス ライ ンペーン 美術

美術

地域文化の振興、その他

芸術分野 目的

音楽  地域文化の振興

演劇  芸術文化の啓発・普及、地域文化の振興

美術  芸術文化の啓発・普及

映像  その他

現代芸術の振興、地域文化の振興

地域文化の振興、国際交流

共催

協賛

日本国際ポスター展 共催

共催ウィーン音楽コンクールジャバン

売上高0 経常利益0 従業員101 設立1897年

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。

活動名 芸術分野 目的                支援形態

音楽  若手芸術家の支援、既成芸術家の支援、その他
鑑賞者の支援、芸術文化の啓発・普及、
地域文化の振興

音楽  既成芸術家の支援、鑑賞者の支援、青少 協賛

年の育成、芸術文化の啓発・普及、地域

文化の振興

音楽  既成芸術家の支援、鑑賞者の支援、芸術 協賛

大阪フィルハーモニー協会

五嶋みどリウィークエンドコンサート

関西二期会・第47回 オペラ

文化の啓発・普及、地域文化の振興

「冷泉家住宅」の解体修理および「名月記」修理 有形文  文化財等の発掘・保存・修復、地域文化 協賛
の振興

音楽

大阪ガス株式会社 電気・ガス

大阪商船三井船舶株式会社 海運

担当部署 :広報室広報課[ス タッフ数6人 ]
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〒105-8688 東京都港区虎ノ門2-1-1

TEL.03… 3587-7015 FAX.03-3587-7705 URL.http://www.ITlol.co.ip/

資本金0 売上高0 経常利益0)従業員0)設立1964年

活動名 芸術分野 目的                支援形態

美術  若手芸術家の支援、鑑賞者の支援、芸術 共催

文化の書発・普及
ふじ丸ギャラリー

株式会社カスミ 小売業

担当部署 :社長室広報[ス タッフ数4人]

〒305-8510 茨城県つくば市西大橋599… 1

TEL.0298-50-1884 FAX.0298-50-1879 URL.htp:/ノ Iww.kaSumi.CO.ip/

資本金0 売上高④ 経常利益0 従業員0 設立1961年

メセナ活動基本方針

1マイケルグレイプス設計によるカスミつくばセンターがオープンなスペースになること。

2マイケルグレイプス設計によるカスミつくばセンターが多くの人のコミュニケーションの場となること。

3地域の活性化になること

4継続して行うこと。

5従業員も一緒に参加すること。

なお、当社はカスミグループとしてメセナ活動を行っている。

活動名                  芸術分野 目的                支援形態

総称「わたしの企画」応援します !(ジャズフ 音楽、美術、演 若手芸術家の支援、既成芸術家の支援、主催

ェスティバル・モンゴル現代美術展・元気な高 劇、舞踊、その アマチュアの支援、芸術文化の啓発・普

齢者ここにあり他)           他    及、現代芸術の振興、地域文化の振興、

国際交流

担当部署 :社長室[ス タッフ数4人]

〒135-8565 東京都江東区潮見2-10-24

TEL.03-3615-3218 FAX.03‐ 3615…9060 URL_http://wvぃ″.catena.CO.ip/

カテナ株式会社 卸売業

資本金0)売上高0 経常利益② 従業員0 設立1968年

メセナ活動基本方針

国際交流、国際教育交流のさまざまな活動を通し、国や文化の枠を超える「文際人」の育成に努め、同じ目的を持

つ人々同士の出会いと相互研鑽・ネットワークづくりの機会提供等により、より住みやすい地球社会づくりに貢献

する。

活動名                  芸術分野 目的                支援形態

「箱根会議」国際交流担い手ネットワーク全国 音楽、美術、そ 青少年の育成、国際交流       協賛

会 議 帥

音楽、美術、そ 協賛「草の根」国際交流全国ネットワーク 国際交流

TOKYO地球市民フェスタ'97「留学相談会」

帥

音楽、美術、無 青少年の育成、国際交流

形文、その他

協賛

割(、 美術、無 青少年の育成、国際交流

形文、その他
赤坂国際交流亭定例懇談会 協賛



企業別メセナ活動一覧

花王株式会社 化学 79
担当部署 :広報センター 社会関連グループ[スタッフ数5人 ]

〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町1…14-10

丁EL.03-3660-7057 FAX.03-3660¨ 7994 URL.http://Ⅵ ″ぃ″.kao.co.lp/

資本金0)売上高0)経常利壼D従業員0設立1890年

メセナ活動基本方針

1メセナ活動は、花王(株)と (財)花王芸術・科学財団の両建てで進める。花王(株)の予算枠と財団の助威総額の規
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、長いご愛顧に対し芸術文化を通じ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。

活動名                  芸術分野 目的                支援形態

美術館連絡協議会(巡回美術展・学芸員研究補 美術  若手芸術家の支援、既成芸術家の支援、協賛
助・学芸員海外研修)                鑑賞者の支援、芸術文化の書発・普及、

国内オーケストラ支援

地域文化の振興、国際交流、調査。研究

音楽   若手芸術家の支援、既成芸術家の支援、協賛
鑑費者の支援、芸術文化の書発・普及

音楽  若手芸術家の支援、既成芸術家の支援、協賛

美術展協力

青少年の育成、現代芸術の振興、伝統芸
能の振興、地域文化の振興、国際交流

美術  若手芸術家の支援、既成芸術家の支援、
芸術文化の啓発・普及、地域文化の振興

音楽、舞踊  既成芸術家の支援、芸術文化の啓発・普
及、地域文化の振興、国際交流

音楽、美術  若手芸術家の支援、既成芸術家の支援、

アジアとの文化交流

花王芸術・科学財団 その他

芸術文化の啓発・普及、現代芸術の振
興、地域文化の振興、国際交流、調査・研
究

音楽公演・祭

協賛

協賛

株式会社香川銀行 銀行
担当部署 :広報部 [スタッフ数2人 ]

〒760-8576 香川県高松市亀井町6-1

TEL. 087-861-3121 FAX. 087-833-3063 URL. http://www.kagawaban k.co.jpl
資本金(0)売上ヨ0 経常利益0 従業員0 設立1943年

メセナ活動基本方針

子供たちの健全な育成。

活動名 芸術分野 目的 支援形態

香川オリープ児童合唱団 音楽  青少年の育成、地域文化の振興 主催

株式会社鹿児島銀行 銀行
担当部署 :財団法人かぎん文化財団[ス タッフ数2人]

〒892¨0826 鹿児島市呉服町3-10
TEL.099-239… 9766 FAX.099-222-0441

資本金0 売上高0 経常利益0)従業員01 設立1944年

メセナ活動基本方針

各種の文化振興事業を行い、あわせて、地域における文化活動を助成・表彰することにより、地域文化の発展向上
および地域の活性化に寄与することを目的とする。
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活動名80
芸術分野 目的                支援形態

音楽、美術、滉 アマチュアの支援、青少年の育成、芸術 その他

劇、縦夕文  文化の啓発・普及、現代芸術の振興、伝

統芸能の振興、地域文化の振興

かぎん文化財団への出捐

鹿島建設株式会社 建設

担当部署 :広報室、企業行動監理室

〒107-83881 東京都港区元赤坂1-2¨ 7

TEL.03-3404-331l FAX.03-5474‐ 9497 URL.http://1Ⅳ Mハv.kalirna.co.ip/

資本金0)売上高0 経常利益0 従業員0 設立1930年

活動名

第5回 KAJIMA彫刻コンクールの開催

Bunkamuraオ フィシャルサプライヤー  音楽、美徹潟

トスフィア(東京オ ン

営参加

新日本フィル八―モニーX'masコ ンサート 音楽

日本フィル八一モニーニューイヤーコンサー 音楽

芸術分野 目的                支援形態

美術  若手芸術家の支援、芸術文化の啓発・普 主催

及、現代芸術の振興

若手芸術家の支援、現代芸術の振興、国

際交流

現代芸術の振興

疇
一劇

螂
一癬

協贅、その他

協賛

ト

土田麦悟展

京都国立博物館特別展覧会「宮廷の美術」

加山雄三コンサート

文化財保護振興財団への協賛

観世宗家フランス公演

黒川紀章回顧展

鑑賞者の支援、現代芸術の振興

鑑賞者の支援、現代芸術の振興

美術  芸術文化の啓発・普及

音楽  鑑賞者の支援、芸術文化の啓発・普及

有形文  文化財等の発掘・保存・修復

滉劇、縦多文 伝統芸能の振興、国際交流

建築  既成芸術家の支援、現代芸術の振興、そ

協賛

協賛

協賛

協賛

協賛

協賛

協賛

協賛

東京国際映画祭 映像  若手芸術家の支援、既成芸術家の支援、協賛

現代芸術の振興、国際交流

新日本フィル八―モニー交響楽団への特別支 音楽  既成芸術家の支援、現代芸術の振興  協賛

援

'97アーキテクチユア・オブ・ザ・イヤー展  建築  既成芸術家の支援、現代芸術の振興、そ 協費

の他

美術 芸術文化の啓発・普及

吉田秀和芸術振興基金への協賛

の他

音楽、そ針l 若手芸術家の支援、芸術文化の啓発・普 協賛

及、現代芸術の振興

音楽、演劇、舞 鑑賞者の支援、芸術文化の啓発・普及、 協賛新国立劇場運営財団への協賛

踊 現代芸術の振興

着手芸術家の支援、芸術文化の啓発・普村野藤吾記念会 協賛

及

海外事業活動関連協議会 日仏文化交流への 音楽憬劇、無 鑑賞者の支援、現代芸術の振興、国際交 協賛

協賛 形文      流
美術  芸術文化の啓発・普及、現代芸術の振  協賛

興、調査・研究
鹿島美術財団 美術請演会

鐘紡株式会社 化学

担当部署 :化粧品宣伝部[ス タッフ数28人 ]

〒108-8080 東京都港区海岸3-20… 20
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TEL.03-5446-3171 FAX.03-5446… 2857 81
資本金④ 売上高④ 経常利益0 従業員0)設立1887年

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、ともに新しい文化を創造する活動の場を提供していく。

活動名

朝日ベルサロン

読売ヒユーマンドキュメンタリー大賞カネボ 文学
ウスペシャル

カネボウミセス童話大賞

ビアノデュオ演奏による第4回国際ビアノデ

ュオコンクール

カネボウ国際女性映画週間

カネボウ・読売日響サマーフェスティバル

鐘紡繊維美術館

芸術分野 目的                支援形態

全般  若手芸術家の支援、既成芸術蒙の支援、主催
鑑費者の支援、現代芸術の振興

アマチュアの支援、鑑費者の支援   協賛、協力

文学 アマチュアの支援、鑑賞者の支援

(人 )

協賛、協力

(人 )

音楽  着手芸術家の支援、既成芸術家の支援、協賛、協力
鑑賞者の支援、現代芸術の振興、国際交 (人 )

流

映像   若手芸術家の支援、既成芸術家の支援、協賛、協力
鑑賞者の支援、現代芸術の振興、伝統芸 (人 )

能の振興、国際交流

音楽  既成芸術家の支援、鑑賞者の支援、伝統 協賛、協力
芸能の振興             (人 )

有形文  鑑費者の支援、伝続芸能の振興、地域文 主催
化の振興

兼松株式会社 卸売業
担当部署 :総務部[ス タッフ数3人 ]

〒105-8005 東京都港区芝浦1-2‐ 1

資本金④ 売上高0 経常利益0 従業員0 設立1918年

メセナ活動基本方針

1自社で無理なくできる範囲で、できるだけ主体的に運営できるメセナ活動を行う。
2好不況にかかわりなく、継続できる社会貢献活動を重視していく。
3長い日で見て、企業風土を良い方向に変えてしヽく―助にしたい。

活動名                  芸術分野 目的

ギャラリーセプンティーン第39回企画展ゴ

ーシュ展

美術 若手芸術家の支援

ギヤラリーセプンテイーン第40回企画展芸
林展

美術 若手芸術家の支援

ギヤラリーセプンティーン第41回企画展'97美術 着手芸術蒙の支援

プリンツ版画展覧会

ギヤラリーセプンテイーン第42回企画展日 美術 若手芸術家の支援

下芝展

支援形態

主催

主催

協賛、協力(人

・場・製)

主催

ギャラリーセブンティーン第43回企画展シ 美術  着手芸術家の支援 主催

ヤヒダ・マンスール、中村晴子展

ギャラリーセプンテイーン第44回企画展坂 美術

本佳子展

若手芸術家の支援 主催

ギャラリーセブンティーン第45回企画展第 美術

5回合同展

若手芸術家の支援 主催

日仏文化交流支援事業基金 無形文 芸術文化の啓発・普及 その他
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資本金0)売上高0)経常利壼D従業員0)設立1951年

メセナ活動基本方針

1電気事業を営む当社は、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

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。

活動名 芸術分野 目的                支援形態

音楽  若手芸術家の支援、既成芸術家の支援、主催かんでんクラシックスペシャル(大阪)

かかゃきフェスティバルin舞洲

鑑賞者の支援、芸術文化の啓発・普及

音楽   アマチュアの支援、鑑費者の支援、芸術

文化の書発・普及

音楽  既成芸術家の支援、鑑賞者の支援、芸術

主催

かんでんクラシツクイン京都

かんでんフアミリーミュージカル(神戸)

文化の書発・普及

演劇  若手芸術家の支援、鑑賞者の支援、青少 主催

年の育成、芸術文化の啓発・普及

演劇  アマチユアの支援、青少年の育成、地域 主催

文化の振興

音楽   若手芸術家の支援、鑑費者の支援、芸術 主催

文化の啓発・普及、地域文化の振興

本曽路ふれあい芸能祭 無形文  既成芸術家の支援、アマチユアの支援、主催

鑑賞者の支援、伝統芸能の振興、地域文

化の振興

主催

かんでんフアミリー劇場(奈良)

かんでんふれあいコンサート(滋賀)

関西電力株式会社 電気・ガス

かんでんスペシャル子供ミュージカル「イワ 演劇 アマチュアの支援、鑑賞者の支援、青少 主催

ンのばか」(北陸)

日野皓正アコースティックJAZZコ ンサート

(福井)

美浜美術展

年の育成

音楽  既成芸術家の支援、鑑賞者の支援、芸術 主催

文化の啓発・普及、地域文化の振興

美術  者手芸術家の支援、既成芸術家の支援、主催

鑑賞者の支援、芸術文化の書発・普及、

現代芸術の振興

キッコーマン株式会社 食料品

資本金④ 売上高④ 経常利益0 従業員④ 設立1917年

メセナ活動基本方針

当社の経営方針の一つとして「地球社会にとって存在意義のある企業に」がある。その意とするのは、事業・商品

を通して消費者に貢献するのはもちろんのことだが、それ以外の企業・社員の社会貢献活動がある。メセナ活動も

その社会貢献活動のなかの一つとしてとらえている。

活動名 芸術分野 目的 支援形態

自社施設KCCギャラリーにてテーマを決め

ての展覧会の開催 (「安野光雅オランダ絵画

展」「田代卓イラストレーション展」「田村武能

写真展」)

美術  鑑賞者の支援、芸術文化の啓発・普及  主催

「ジャク・グランドルジュ フランス風景水彩 美術

画展」

アマチユアの支援、鑑賞者の支援、芸術 主催

文化の啓発・普及

株式会社キッツ 機械

資本金④ 売上高0 経常利益0 従業員(0 設立1951年



企業別メセナ活動一覧

活動名 芸術分野 目的 支援形態

その他美術 芸術文化の啓発・普及
83

北澤美術館の運営

キヤノン株式会社 電気機器
担当部署 :社会・文化支援センター、社会・文化支援室、文化支援推進課[ス タツフ数6人]

〒106¨0032 東京都港区六本木7-18-23 六本木DKビル5F
TEL.03-5410… 361l FAX.03… 5410-3615 URL.http:/. /www.canon.c o.jp / cast /
資本金0 売上高0 経常利益0 従業員0 設立1937年

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し まヽ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。

活動名

アートラボ第7回企画展

アートラボ第2回プロスペクト展

目的                支援形態

芸術文化の啓発・普及、現代芸術の振  主催
興、国際交流

芸術文化の啓発・普及、現代芸術の振  主催
興、国際交流

若手芸術家の支援、芸術文化の啓発・普 主催
及、地域文化の振興

若手芸術家の支援、芸術文化の啓発・普 主催
及

芸術分野

美術、映像

美徹映像

美術

美術

写真新世紀京都展

第6回写真新世紀展

キヤノン販売株式会社 卸売業
資本金0)売上高0 経常利益0 従業員0 設立1968年

メセナ活動基本方針
1「映像と情報のシステムインテグレーター」を標榜するキヤノン販売の方向性に沿った活動であること。
2写真文化の振興。発展に寄与すること。
3デジタル映像文化の振興・発展に寄与すること。

活動名

日本文化デザイン会議

キヤノンフォト八ウス

キヤノンワンダーミュージアム

芸術分野 目的                支援形態

全般  芸術文化の啓発・普及        協賛
美術  既威芸術家の支援、アマチュアの支援、主催

鑑賞者の支援、芸術文化の啓発・普及

美術  既成芸術家の支援、鑑費者の支援、芸術 主催
文化の啓発・普及

キリンビール株式会社 食料品
担当部署 :広報部社会貢献室[スタッフ数8人 ]

〒104-8288 東京都中央区新川2-10… 1

TEL.03-5540-3451 FAX.03… 5540… 3550 URL. http://www.kirin.co.jpl
資本金0)売上高0)経常利益O 従業員0 設立1907年

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、楽しさ、快適さに貢献します。

1若手芸術家の発掘、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。
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・ 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。

・ ビアパーク北陸・庭園彫刻コンクール。

活動名 芸術分野

課、難、舞

踊、腋、Ю

他

寿輌、映像、そ

碗

音楽、美術、演

劇、舞踊、鋏像、

麒、その他

美術、映像、そ

キリンプラザ大阪各種企画

キリンアートスペース各種企画

キリンコンテンポラリーアワード'97

アートタンクシリーズ

目的                支援形態

若手芸術家の支援、既成芸術家の支援、主催

アマチュアの支援、鑑賞者の支援、芸術

文化の啓発・普及、現代芸術の振興、国

際交流

着手芸術家の支援、既成芸術家の支援、主催

アマチユアの支援、鑑費者の支援、芸術

文化の啓発・普及、現代芸術の振興、国

際交流

若手芸術家の支援、既成芸術家の支援、主催

アマチュアの支援、鑑費者の支援、芸術

文化の書発・普及、現代芸術の振興、国

際交流

若手芸術家の支援、アマチユアの支援、主催

キリンニユーイヤーコンサート

オーケストラアンサンブル金沢公演協賛

サイトウキネンオーケストラ公演協賛 音楽

アルビンエイリー公演協賛

イスラエル バットシェバ舞踊団公演協賛

の他   鑑賞者の支援、芸術文化の啓発・普及

音楽  鑑賞者の支援、芸術文化の啓発・普及

音楽  鑑賞者の支援、芸術文化の啓発・普及、

横浜ビアビレッジ野外彫刻展 美術

日本フィルサマーコンサート協賛 音楽

世界らん展'97日本大賞協賛

地域文化の振興

既成芸術家の支援、鑑費者の支援、芸術

文化の書発・普及、地域文化の振興、国

際交流

舞踊  既成芸術家の支援、鑑賞者の支援、芸術

文化の啓発・普及、現代芸術の振興、国

際交流

舞踊  既成芸術家の支援、鑑賞者の支援、芸術

文化の啓発・普及、現代芸術の振興、国

際交流

既成芸術家の支援、鑑賞者の支援、青少

年の育成、芸術文化の啓発・普及、地域

文化の振興

若手芸術家の支援、既威芸術家の支援、

鑑賞者の支援、芸術文化の啓発・普及、

国際交流

その他  鑑賞者の支援、芸術文化の啓発・普及、

国際交流

着手芸術家の支援、芸術文化の啓発・普

協賛

協賛

協賛

協賛

協賛

主催

協賛

東京芸術大学オペラ公演 音楽

美術

美術

舞踊

美術

協賛

協賛

ヤノベケンジ展協賛

及

若手芸術象の支援、鑑費者の支援、現代 協賛

芸術の振興

若手芸術家の支援、鑑賞者の支援、現代 協賛

芸術の振興

若手芸術家の支援、鑑賞者の支援、現代 協賛

芸術の振興

若手芸術家の支援、鑑賞者の支援、現代 協賛

ジョニー公演協賛

ダンスコントラステ公演

フィーリングアーツ協賛
芸術の振興
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演劇  既成芸術家の支援、鑑費者の支援、青少 共催
年の育成、芸術文化の啓発・普及、その
他

音楽  若手芸術家の支援、アマチュアの支援、協賛
芸術文化の書発・普及、国際交流

音楽  着手芸術家の支援、既成芸術家の支援、協賛
鑑賞者の支援、芸術文化の書発・普及、
地域文化の振興、その他

音楽  若手芸術家の支援、鑑費者の支援、芸術 協賛
文化の啓発・普及、国際交流、その他
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国際音楽祭ヤングプラ八協賛

PMF神戸公演協賛

国際親善交流特別演奏会

キリンビバレッジ株式会社 食料品
担当部署 :広報部[ス タッフ数2人 ]

〒101-8645 東京都千代田区神田和泉町1神田和泉町ビル

TEL.03-5821-4003 FAX.03-5821-8455

資本金0 売上高④ 経常利益0 従業員④ 設立1963年

メセナ活動基本方針

活力のある健全な社会、安定した豊かな社会の形成が社会の発展にとって不可欠であるという認識に立ち、「良
き企業市民」として社会に夢のある存在となることをめざす。

活動名

横浜ジャ

こどもの国キリン賞吹奏楽コンテスト

文化財保護振興財団贅助会員加入および寄付

デユークエイセス1500曲 マラソンコンサー

ト

芸術分野 目的                支援形態

音楽  若手芸術家の支援、芸術文化の啓発・普 協力(製 )

及

音楽  青少年の育成

有形文

音楽

文化財等の発掘・保存・修復

芸術文化の啓発・普及

協力(製 )

その他

協賛

北九州コカ・コーラ ボトリング株式会社 食料品
担当部署 :広報室[ス タッフ数8人]

〒812-8650 福岡市東区箱崎7-9… 66
TEL.092-641-8591 FAX.092…632-6809

メセナ活動基本方針

「社会福祉支援」「スポーツ活動支援」「環境問題への対応」「文化活動支援」の4つを柱に活動している。

活動名 芸術分野 目的

さわやかクラシックコンサート      音楽 地域文化の振興
フアミリーミュージカル 演劇  地域文化の振興

支援形態

協賛

協賛

北野建設株式会社 建設
担当部署 :関連事業本部[ス タッフ数4人]

〒380-8524 長野市県町524
TEL.026…233-1855 FAX.026-235… 3113

資本金0)売上高0 経常利益0 従業員0)設立1946年

メセナ活動基本方針
1企業文化の創造と確立。

資本会0売上高0経常利益0)従業員01設立1960年
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2地域文化、地域社会への貢献。

3古奥・伝続芸能の普及。

4絵画・彫刻の紹介と育成。

5地域の活性化。

活動名 芸術分野 目的                支援形態

演劇  芸術文化の啓発・普及、現代芸術の振  主催

興、地域文化の振興
島田正吾一人芝居「白野弁十郎」

立川談志独演会 無形文

演劇、無形文

芸術文化の啓発・普及、伝続芸能の振 主催

主催名作劇場 芝居「ほたる」と落語

興、地域文化の振興

芸術文化の啓発・普及、現代芸術の振

名作歌舞伎舞踊公演

慶安太平記 新・丸橋忠弥

邦楽のタベ

文楽特別公演

女優松井須磨子

坂東玉三郎舞踊公演

大忠臣蔵

円楽―門会

伊那谷の伝統芸能(大鹿歌舞伎・黒田人形保存

会。今田人形座)

長野オリンピック文化・芸術祭「ジョルディ

アルマ展」

興、地域文化の振興

舞踊  芸術文化の書発・普及、伝統芸能の振  主催

興、地域文化の振興

舞踊  芸術文化の啓発・普及、伝統芸能の振  主催

演劇

興、地域文化の振興

芸術文化の啓発・普及、現代芸術の振 主催

主催

興、地域文化の振興

音楽 芸術文化の啓発・普及、伝統芸能の振

興、地域文化の振興

無形文  芸術文化の啓発・普及、伝続芸能の振  主催

興、地域文化の振興

演劇  芸術文化の啓発・普及、現代芸術の振  主催

興、地域文化の振興

舞踊  芸術文化の啓発・普及、伝統芸能の振  主催

興、地域文化の振興

無形文 芸術文化の啓発・普及、伝統芸能の振 主催

興、地域文化の振興

無形文  芸術文化の啓発・普及、伝統芸能の振  主催

興、地域文化の振興

無形文  芸術文化の啓発・普及、伝統芸能の振  協力(場 )

興、地域文化の振興

美術  既成芸術家の支援、現代芸術の振興、地 協力(場 )

域文化の振興

祗園京舞の会

株式会社紀伊國屋書店 商業・情報サービス業

資本金(0)売上高④ 経常利益0 従業員0)設立1946年

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、紀伊國屋サザンシアター、紀伊國屋演劇賞の運営を通じてつねに良質な演劇を提供し、また若

手劇団を登用して世に送り出すなど演劇文化の向上に貢献する。

31993年「演劇振興基金」を設置し、決算時に1000万 円ずつ積み立て紀伊國屋演劇賞が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そそぐ。

活動名 芸術分野 目的                支援形態

演劇  若手芸術家の支援、既成芸術家の支援、その他

鑑賞者の支援、現代芸術の振興、伝統芸

能の振興、その他

演劇  着手芸術家の支援、既成芸術家の支援、その他

鑑賞者の支援、現代芸術の振興、伝統芸

能の振興、その他

紀伊國屋ホールの運宮

紀伊國屋サザンシアターの運営



紀伊國屋画廊の運営 美術

演劇

企業別メセナ活動一覧

若手芸術家の支援、既成芸術家の支援、主催
鑑賞者の支援、現代芸術の振興、その他

若手芸術家の支援、既威芸術家の支援、主催
鑑賞者の支援、現代芸術の振興、その他
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第32回紀伊國屋演劇賞の運営

九宏薬品株式会社 医薬品
担当部署 :秘書室

〒816-8552 福岡市博多区半道橋2‐2-51

資本金0)売上高0)経常利益0従 業員② 設立1947年

活動名 芸術分野 目的 支援形態

協賛、協力(人

・場)

日韓陶磁文化交流四百年展 美術、無形文 国際交流

福岡さわやか文庫 文学  その他 その他

九州電力株式会社 電気・ガス
〒810-8720 福岡市中央区渡辺通2-1… 82
TEL.092¨761-3031 URL.http://wⅧ′vv.kyuden.co.ip/

資本金0)売上高0 経常利益0従業員01設立1951年

メセナ活動基本方針

当社は企業の社会的責任はもとより、地域に根ざす企業として地域の発展なくして当社の発展はなしヽとの認識
のもと「文化の香り高い九州」の実現に貢献してしヽくため、下記の3本を柱として、地域・文化活動を展開すること
としています。

1地域文化活動への支援。
2地域スポーツ活動への支援。
3ポランティア活動への支援。

活動名 目的                支援形態

既成芸術家の支援、鑑費者の支援、青少 主催
年の育成、芸術文化の啓発・普及、地域
文化の振興

既威芸術家の支援、鑑賞者の支援、芸術 主催
文化の書発・普及、地域文化の振興

ふれあいコンサート

伝続工芸品展示会の開催

主催

主催

主催

芸術分野

音楽

音楽

演劇

文化の森コンサート

ふれあい劇場 アマチュアの支援、鑑賞者の支援、青少 主催

まつり参加・イベント支援

年の育成、芸術文化の啓発・普及、地域
文化の振興

音楽、美術、演 芸術文化の啓発・普及、地域文化の振興 協賛、協力
劇、舞踊、その                      (人 )

他
「民俗芸能ビデオライブラリー」制作    無形文 伝続芸能の振興、地域文化の振興   主催
九州電力若手工芸家国内外派遣制度    美術、その他 着手芸術家の支援、既成芸術家の支援、主催

地域文化の振興

美術、そ疎」 若手芸術家の支援、既成芸術家の支援、主催

論文募集

地域文化の振興

文学  地域文化の振興

文学  地域文化の振興作文募集

お茶の間論文募集 文学 地域文化の振興
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担当部署 :財団法人紀陽文化財団[ス タッフ数2人 ]

〒640-8033 和歌山市本町1-35

1‐EL.0734-26-7133 FAX.0734-31-3511

株式会社紀陽銀行 銀 行

資本金0)売上高0)従業員0)設立1895年

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。

活動名 芸術分野 目的 支援形態

紀陽文化財団の運営 全般 地域文化の振興 協力(人 )、 そ

の他

大阪センチュリー交響楽団演奏会     音楽  鑑賞者の支援、地域文化の振興    協力(人 )

小原孝ピアノコンサート          音楽  鑑賞者の支援、地域文化の振興    協力(人 )

熊野古道を翔く              有形文  地域文化の振興、その他       協賛

〒607…8555 京都市山科区東野北井ノ上町5-22

URL.http://1″ ⅥⅣv.kyocera.co.jp/

京セラ株式会社 電気機器

資本金0)売上高0)経常利益0従業員●)設立1959年

メセナ活動基本方針

当社は会社経営の基本的理念として「全従業員の物心両面の幸福を追求すると同時に、人類、社会の進歩発展に

貢献すること」を定めており、メセナ活動もこの「人類、社会の進歩発展に貢献する活動」として創業以来各方面で

行ってきている。

具体的基準としては、

・後世に残る価値ある文化・芸術への支援。

・大勢の人々に感動等を与えた創作活動への支援・顕彰。

支援形態

主催

活動名                  芸術分野 目的

映画「地球交響曲第三番」の製作      映像  芸術文化の啓発・普及、その他

第1回京都映画祭への協賛         映像   若手芸術家の支援

音楽

建築

美術

音楽

青少年のためのコンサート

黒川紀章回顧展への協賛

「両洋の眼」展示会への支援

稲盛財団への支援

青少年の育成 協賛

既成芸術家の支援 協賛

協賛

協賛、協力

(人 )

一一暉一一一̈
京都中央信用金庫 銀行

担当部署 :広報部[ス タッフ数2人]

〒600-8009 京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町91

TEL.075-223… 8385 FAX.075-223-2563 URL.http://www.chushin.co.ip/

資本金0)経常利益0従業員④ 設立1940年

メセナ活動基本方針

1基本理念の確立
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・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。またトップがとくに造詣が深い美術、音楽等への分野
への取り組み。

2経営者の協力
・財回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置いている。したがって運営には積
極的に参加。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、社内報や社内ビデオでPRしている。

活動名                  芸術分野 目的                支援形態

京都美術文化賞贈呈 美術  若手芸術家の支援、既成芸術家の支援、主催

芸術文化の啓発・普及、現代芸術の振

興、地域文化の振興

京都美術文化賞受賞記念展        美術  若手芸術家の支援、既成芸術家の支援、主催

「美術京都」出版

芸術文化の啓発・普及、現代芸術の振

興、地域文化の振興

美術  芸術文化の啓発・普及、現代芸術の振  主催
興、伝統芸能の振興、地域文化の振興、

京都市美術館の企画展へ協賛

調査・研究

者手芸術家の支援、既成芸術家の支援、

鑑賞者の支援、芸術文化の書発・普及、

現代芸術の振興、地域文化の振興

堂本印象記念近代美術振興財団へ賛助会員と 美術  者手芸術家の支援、既成芸術家の支援、その他
して支援                     鑑費者の支援、芸術文化の啓発・普及、

現代芸術の振興、地域文化の振興

資本金0)売上高④ 経常利益0従業員0)設立1960年

89

協賛美術

近畿コカ・コーラ ボトリング株式会社 食料品

活動名 芸術分野 目的                支援形態

音楽  青少年の育成、芸術文化の啓発・普及  協賛

音楽  青少年の育成、芸術文化の書発・普及  協賛3000人の吹奏楽

担当部署 :旅の文化研究所

〒101-8641 東京都千代田区岩本町3…9…1花岡ビル5F
TEL.03‐ 3863-3181 FAX.03… 3863‐3185 URL.http://www.knt.co.ip/kouhou/bunkaken.htm

資本金0)売上高0 経常利益0 従業員0 設立1955年

メセナ活動基本方針

旅の文化の向上に寄与した方を対象に、年1回旅の文化賞を授与しています(と くに芸術文化を支援するという
ことに限定していません)。

活動名                  芸術分野 目的                支援形態

近畿日本ツーリスト株式会社 サービス

「旅の文化賞」表彰             無形文 伝統芸能の振興、その他 主催
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資本金0 売上高0 経常利益0 従業員⑦ 設立1930年

メセナ活動基本方針

下記の視点から活動内容を検討し、前向きに対応する。

1社会貢献の一環として。

2企業文化の確立。

活動名

いずみホール企画協賛「マーラーシリーズ」

クボタ・グローバルメッセージ「宗次郎・心の

四季」

芸術分野 目的

音楽 着手芸術家の支援

支援形態

音楽  既成芸術宏の支援、鑑費者の支援

音楽  若手芸術家の支援、既威芸術家の支援 協賛

協賛

協賛

「心に奏でるコンサート」

株式会社クレディア 消費者金融

担当部署 :総務部[スタッフ数6人]

〒422-8563 静岡市南町10…5

丁EL.054‐ 202-111l FAX.054-202-1119 URL.htp://,wvぃ ″.credia.co.ip/

資本金()売上高② 経常利益0 従業員● 設立1972年

メセナ活動基本方針

1メセナ活動は、企業の景気に左右されてはならない。継続的に実施することに意義がある。

2上場企業としての社会的使命。

3当社の得る利益は参加者の「感動」にある。

活動名

第7回「しずおか演劇祭」の自主公演

クレディア落語寄席(月例会)の開催 無形文

芸術分野 目的                支援形態

音楽、団  アマチュアの支援、芸術文化の啓発・普 主催

及

若手芸術家の支援、伝続芸能の振興 主催

グンゼ株式会社 繊維製品

担当部署 :広報宣伝部販売促進課[ス タッフ数7人]

〒530-0001 大阪市北区梅田+8-17大阪第一生命ビル

TEL.06-348…1341 FAX.06… 348-4815 URL.h■ p://1ⅣMハv.gunze.co.jp/

メセナ活動基本方針

支援活動は冠コンサート、冠イベントや寄付など直接的な方法による貢献を基本とする。

活動名

ベルリン放送交響楽団。日本公演

大阪フィル八―モニー協会支援

「ミュージカル天使の休日」支援

芸術分野 目的                支援形態

音楽  芸術文化の啓発・普及、現代芸術の振  協賛

興、国際交流

音楽  芸術文化の書発・普及、現代芸術の振興 その他

演劇  現代芸術の振興           協賛

資本金④ 売上高④ 経常利益④ 設立1932年

メセナ活動基本方針

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。なお、「メ

セナ活動」という言葉は使用していません。

株式会社群馬銀行 銀行

資本金④ 売上高0,経常利益0 従業員10 設立1896年

ボタ 機械
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活動名                  芸術分野 目的                支援形態

群馬交響楽団               音楽  芸術文化の書発・普及、地域文化の振興 協賛

担当部署 :管理本部総務部[ス タッフ数3人]

〒103-8430 東京都中央区日本橋本町4-9-11第 9中央ビル

TEL.03… 3668¨0451 FAX.03-3639-9426 URL.http://www.ctie.co.ip/
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株式会社建設技術研究所 サービス

資本金0 売上高②,経常利益0 従業員0 設立1963年

メセナ活動基本方針

弊社では本社ビルlFの大通りに面したウィンドウに新進の芸術家の作品を展示する「CTlウィンドウ・ギャラリ

ー」を設けています。

目的は、文化活動の一環として社員への、啓蒙、一般通行人・付近住民に対して心の安らぎ、憩いの場を提供する
ことにあります。

また、建設コンサルタントとしての弊社の概要・事務内容を広く世間にアピールし、社会的認知およびイメージ
アップをはかることも含んでいます。

活動名 芸術分野 目的                支援形態

美術  若手芸術家の支援、地域文化の振興  協力(場 )CTIウィンドウ・ギャラリー

コスモ石油株式会社 石油・石炭
担当部署 :広報室[ス タッフ数9人 ]

〒105-8528 東京都港区芝浦1…1-1東芝ビル

TEL.03-3798… 3400 FAX.03-3798-341l URL.h‖ p:/ノ 'wvい″.cosmo― oi!.co.Jp/

資本金(0 売上高0 経常利益0 従業員0)設立1986年

メセナ活動基本方針

日本における音楽活動振興と文化・芸術の発展につなかる活動。

活動名                  芸術分野 目的 支援形態

オペラ「忠臣蔵」の協賛 音楽 芸術文化の啓発・普及、その他

クラシックコンサート「哲学への告別」の協賛 音楽  芸術文化の啓発・普及、その他

協賛

協賛

株式会社コロナ 金属製品
資本金01売上高0経常利益0)従業員0)設立1950年

メセナ活動基本方針

地域の文化活動向上への援助。

活動名 芸術分野 目的                支援形態

音楽  芸術文化の啓発・普及、地域文化の振興 協賛コロナスペシャルコンサート

株式会社講談社 出版
担当部署 :編集総務局、編集局、国際室

〒112-0013 東京都文京区音羽2…12…21

資本金② 売上高0経常利益0従業員01設立1909年

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賞を設けています(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。
3日本文化の向上に尽くしなが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。
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4これ以外の分野においてはそのつど検討して決めています。

活動名                  芸術分野 目的

講談社ノンフィクション賞         文学

講談社エッセイ賞 文学

芸術文化の啓発・普及、現代芸術の振興

芸術文化の啓発・普及、現代芸術の振興

支援形想

主催

主催

講談社出版文化賞

講談社浸画賞

時代小説大賞

野間文芸翻訳賞

野間アフリカ出版賞

野間奉公会(野間・文芸賞、文芸新人賞、児童文

芸賞、児童文芸新人賞)

難:、 文学、そ 芸術文化の薔発・普及、現代芸術の振興 主催

帥

美術  現代芸術の振興           主催

文学  現代芸術の振興           主催

文学  現代芸術の振興、国際交流      主催

文学  現代芸術の振興、国際交流      主催

文学

文字、その他

若手芸術家の支援、既成芸術家の支援、協賛、その他

協賛、その他

現代芸術の振興、その他

現代芸術の振興

若手芸術家の支援、既成芸術家の支援、吉川英治国民文化振興会(吉川英治・文学賞、

文学新人賞、文化賞)

デンマーク、ノルウェー、スウェーデン諸大学 文学

への図書寄贈

国際交流 主催

サッポロビール株式会社 食料品

担当部署 :広報部

〒150…8686 東京都渋谷区恵比寿4-20-1

TEL.03-5423-7204 FA)( 03-5423-2078 1JRL.htp://1wvぃ ″.sapporobeer.co.lp/

資本金0)売上高0 経常利益0 従業員0 設立1949年

メセナ活動基本方針

当社はこれまで社内にメセナ、フィランソロピーといった社会貢献活動を統一して取り扱う部門がなく、日常経

営活動のなかで各セクションが各々の判断で行ってきた。1996年 広報部に担当者1名 を設置。全社的方針を定め、

企業体力相応の活動を策定していくことになっている。

方針は、当社の経営理念である「人々の生活に深くかかわる企業として豊かで潤いのある生活文化の発展に貢献

する」ことを踏まえたものになる。

活動名 芸術分野 目的               支援形態

音楽  若手芸術宏の支援、芸術文化の啓発・音 協力(人・場・

及、地域文化の振興         製)

恵比寿麦酒記念館コンサート

株式会社サングツ 卸売業
資本金④ 売上高0 経常利益④ 従業員0 設立1953年

活動名

名古屋ボストン美術館への寄付

時のうつろい展 協賛

名古屋能楽堂「老松」鏡板制作 募金

名古屋フィル八―モニー交響楽団への賛助

名古屋フィル八―モニー交響楽団の演奏会

特別協賛

建築  地域文化の振興

無形文  芸術文化の書発・普及、伝続芸能の振

興、地域文化の振興

芸術分野 目的 支援形態

美術 芸術文化の啓発・普及 協賛

協賛

その他

音楽  芸術文化の啓発・普及、地域文化の振興 その他

音楽  芸術文化の啓発・普及、地域文化の振興 協賛

サントリー株式会社 食料品

担当部署 :文化事業部[ス タッフ数7人]〒 107-8430 東京都港区元赤坂1-2-3
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TEL.03-3470… 1115 FAX.03-3470-3385
担当部署 :サントリー美術館[ス タッフ数14人]〒 107-0051 東京都港区元赤坂1-2-3
TEL.03-3470… 1073 FAX.03-3470-9186
担当部署 :サントリーミュージアム[ス タッフ数24人]〒 552¨0022 大阪市港区海岸通1… 5-10
TEL.06-577¨ 0001 FAX.06-577-9200
担当部署 :サントリーホール[ス タッフ数29人]〒 107-8403 東京都港区赤坂1-13-1

TEL.03… 3505-1001 FAX.03-3505-1007
担当部署 :サントリー音楽財団[スタッフ数3人]〒 107-0052 東京都港区赤坂3-21-4新 日本ビル

TEL.03-3589-3694 FAX.03… 3589-5344
担当部署 :サントリー文化財団[スタッフ数5人]〒 530-0003 大阪市北区堂島2-1… 5
丁EL_06-342-6221 FAX.06-342-6220
URL.http://www.suntory.co.ip/

資本金④ 売上高0 経常利益0 従業員0)設立1899年

93

メセナ活動基本方針

利益三分主義 :事業の利益の三分の一は社会へ還元すべし。
生活文化企業 :企業活動自体が深く文化と結びついている。

独自の企業文化に根ざす。

活動名

サントリーホールの運営

サントリー音楽財団への出捐・協力

「ニューイヤーコンサート」への支援 音楽

音楽

課、美術、演

「一万人の第九コンサート」への支援

白州・夏・フェスティパル

サントリーミュージアム [天保山]の運営

芸術分野 目的                支援形態

音楽  若手芸術家の支援、既成芸術家の支援、主催
アマチュアの支援、鑑賞者の支援、青少

年の育成、現代芸術の振興

音楽  着手芸術家の支援、既威芸術家の支援、協力(人・場・

アマチュアの支援、鑑賞者の支援、青少 製)、 その他

年の育成、現代芸術の振興

若手芸術家の支援、既威芸術家の支援、協賛、協力

(人 )鑑賞者の支援

劇、露踊

美術

アマチュアの支援、鑑賞者の支援、地域 協賛、協力

文化の振興             (人 )

若手芸術家の支援、既成芸術家の支援、協賛、協力
現代芸術の振興、地域文化の振興   (人 )

若手芸術家の支援、既成芸術家の支援、主催
アマチユアの支援、鑑賞者の支援、青少

年の育成、現代芸術の振興

サントリー美術館の運営 若手芸術家の支援、既成芸術家の支援、主催
鑑費者の支援、現代芸術の振興、伝統芸

能の振興

若手芸術家の支援、既威芸術家の支援、協賛
現代芸術の振興

若手芸術家の支援、既威芸術家の支援、協賛
アマチュアの支援

着手芸術家の支援、既威芸術家の支援、協賛
アマチュアの支援

協力(人・場・

製)、 その他

演劇への協賛 演劇

文学

文学

文学

サントリーミステリー大費

開高健賞

サントリー文化財団への出捐・協力 その他

銀 行株式会社さくら銀行
担当部署 :広報部社会活動推進室[ス タッフ数2人 ]

〒100-8611 東京都千代田区九段南1… 3-1
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TEL.03-3230-311l FAX.03-3221… 1084

資本金0)売上高O 経常利ヨX3 従業員⑦l 設立1876年

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ぎのとおり。

「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。

活動名 芸術分野 目的                支援形態

有形文  鑑賞者の支援、青少年の育成、伝統芸能 主催

の振興、文化財等の発掘・保存・修復、地
京都文化財展示室の運営

プロムナードコンサートの運営

域文化の振興

音楽  若手芸術家の支援、既威芸術家の支援、

現代芸術の振興、地域文化の振興

音楽  若手芸術塚の支援、既成芸術家の支援、各種音楽団体等への支援

青少年の育成、現代芸術の振興、地域文 ・場)

化の振興

主催

協賛、協力(人

支店の ロビーコンサー ト 若手芸術家の支援、鑑賞者の支援、現代 主催

芸術の振興、地域文化の振興

西部ガス株式会社 電気。ガス

担当部署 :総務広報部 広報室[ス タッフ数8人]

〒812¨004 福岡市博多区千代1-17-1

TEL.092-633-2237 FAX.092… 633-2277 URL.h■ p:/ノ 'wvげw.saibugaS.CO.ip/

メセナ活動基本方針

1生活・文化・健康など暮らしのすべての分野において地域貢献を行う。

2エネルギー事業者として次世代を担う青少年の環境保全活動を支援する。

活動名                  芸術分野 目的

自然現象美術館「西部ガスミュージアム」の運 美術  青少年の育成、芸術文化の啓発・普及、

営

小学生の
｀
環境。自然

″
の詩「地球のことば/子  文学

地域文化の振興

青少年の育成、地域文化の振興    主催

どものつぶやき」募集

支援形態

一催一主

株式会社佐賀銀行 銀行

担当部署 :財団法人 佐賀銀行文化財団[ス タッフ数2人 ]

〒840¨0813 佐賀市唐人2¨7-20
TEL 0952… 25…1620 FAX.0952-26-7506

資本金④ 売上高0)経常利益0)従業員0設立1955年

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。

芸術分野 目的活動名

「さぎんニューイヤーコンサート」の開催

「さぎんウェンズディコンサート」の開催

「室内楽団ハ向山」JAZZ LIVEの開催

音楽  地域文化の振興

音楽  若手芸術家の支援、地域文化の振興

支援形態

主催

主催

主催音楽  地域文化の振興

資本金④ 売上高0 経常利益0 従業員④,設立1930年
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「佐賀銀行文化財団新人賞」の贈呈     音楽、美術  若手芸術家の支援
「九州交響楽団・佐賀定演」への支援     音楽  既成芸術家の支援、地域文化の振興
「日本ヨハン・シュトラウス協会世界大会」へ 音楽  既成芸術家の支援
の協賛
「ジユニアオーケストラ佐賀」への支援 音楽 青少年の育成

一　

一

一　

一

一　

一

一　

一

一　

一

賛
一催
一賛

協
一共
一協

95

協賛、その他

佐藤工業株式会社 建設
資本金④ 売上高0)経常利益0従業員0設立1931年

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じて社会との交流を深める。

活動名                  芸術分野 目的                支援形態

富山美術館への活動支援 美術 地域文化の振興 その他

担当部署 :広報室[ス タッフ数5人 ]

〒933-8610 目山県高岡市早川70
TEL.0766-20-2332 FA)(.0766-20-2032 URL.htp://www.sankyoalumi.co.jp/

資本金④ 売上高④ 経常利益0従 業員O設 立1960年

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。

活動名

ホームタウンコンサート協賛

芸術分野 目的

音楽 地域文化の振興

三協アルミニウムエ業株式会社 金属製品

山陽コカ・コーラ ボトリング株式会社 食料品
担当部署 :広報室[ス タッフ数3人 ]

〒730-8612 広島市中区東千田町2-11‐ 20
丁EL.082-504…3500 FAX.082-504-3429
資本金0)売上高0)経常利益0従業員0設立1963年

メセナ活動基本方針

当社は、当社の企業理念「私たちは、品質の高い商品・サービスの提供を通して人々の生活シーンを彩り、活力の
ある社会の創造に貢献します」を掲げ、企業活動を行つている。

この企業理念に基づき策定した2001年 ビジョン「八―トフル21」のなかにうたった「環境保護や社会貢献活動
に取り組み、地域社会と調和している企業」を社会貢献活動の基本とし、メセナ活動もこの社会貢献活動の一環と
して行っている。

活動名                  芸術分野 目的                支援形態

さわやかコンサートの協賛        音楽   アマチュアの支援、鑑費者の支援、青少 協賛
年の育成、芸術文化の書発・普及

担当部署 :広告企画室[ス タッフ数6人 ]

〒812-8621 福岡市博多区上呉服町1-8
TEL.092-272-0288 FAX.092-291-0400

三洋信販株式会社 他金融

支援形態

協賛

資本金④ 売上高0)経常利益0)従業員0)設立1959年
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メセナ活動基本方針

地域文化の育成保護と人々が広く文化に親しむことのできる活動を支援していく。

活動名                  芸術分野 目的 支援形態

三洋信販クラッシツクコンサート     音楽  若手芸術家の支援、鑑賞者の支援、芸術 主催

文化の書発・普及

三洋僧販クラッシックスペシヤルコンサート 音楽   若手芸術家の支援、鑑賞者の支援、芸術 主催

テアトル博多8月公演

文化の啓発・普及

演劇  青少年の育成            協賛

映像  若手芸術蒙の支援、芸術文化の啓発・普 協賛

及、地域文化の振興

音楽  着手芸術家の支援、芸術文化の啓発・普 協賛

及

アジアフォーカス映画祭

'97別府アルゲリッチコンサート

九州交響楽団へ寄付            音楽  若手芸術家の支援          その他

エンジョイコンサート           音楽  若手芸術家の支援、鑑費者の支援、芸術 主催

文化の啓発・普及

担当部署 :総務部文化・スポーツ推進グループ[スタッフ数4人 ]

〒570-8677 大阪府守口市京阪本通2… 5… 5

TEL.06-994…3708 FAX.06-991… 2086 URL.http:/ノ l″Mハv.SanyO.CO.ip/SOCia:/Culture/

資本金0)売上高0)経常利1薇D 従業員0 設立1960年

メセナ活動基本方針

1良き企業市民として、生き生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イネートしていく。

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

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の向上につながれば幸いである。

活動名 芸術分野 目的                支援形態

音楽  若手芸術家の支援、芸術文化の啓発・普 共催、協賛、協

及

大泉文化むらコンサート協賛

大阪シンフォニカー支援

一一興一
‐
の振一嘲

一地

一畔一搬
一成一既音楽

一援一支

一̈
一
　

　

一　

一　

一
　

一　

一

一
　

　

一　

一　

一
　

一　

一

ゅ
一贅

ヽ
協力

」

∞
一」

贅

一贅
一賛

力
一協

υ
一そ
一そ
一協

一協
一協

大阪フィルハーモニー後援会

関西フィルハーモニー後援会

'97「国際少年少女合唱祭・大阪」

(阪神大震災)被災者を励ますコンサート協賛

いずみホール主催公演協賛「グスタフ・マーラ

ー新発見」(5公演)

第73回 白日展協賛「S美術・S美術奨励賞」

毎日DAS学生デザイン賞「洋々賞」

若手芸術家の支援

青少年の育成、国際交流

若手芸術塚の支援、鑑費者の支援

鑑賞者の支援、芸術文化の啓発・普及、

地域文化の振興

美術  着手芸術家の支援、鑑費者の支援、芸術 協賛

文化の啓発・普及

美術  若手芸術象の支援、青少年の育成、芸術 協賛

文化の書発・普及

美術  若手芸術家の支援、青少年の育成、芸術 協賛、その他

文化の啓発・普及

三

一
一
一

一議
一課
一講
一講
一課

三洋電機株式会社 電気機器

オータナテイヴス・イン・アート協賛
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三和酒類株式会社 食料品 97
資本金0)売上高② 経常利益0従業員0)設立1958年

メセナ活動基本方針
1日々の暮らしのなかの固有文化の掘り起こし。
2これからの文化のあり方の追求。
3地域文化の見つめなおしと支援。

活動名

文化学に関する季刊誌の発行

地域図書館への協賛

芸術分野 目的                支援形態

その他  地域文化の振興、調査・研究     その他

文学、有形文 伝続芸能の振興、文化財等の発掘・保存 協賛
・修復、地域文化の振興、調査・研究

JTB サービス
担当部署 :広報室[ス タッフ数8人 ]

〒100-8264 東京都千代田区丸の内1-6¨ 4
丁EL.03… 3284-7502 FAX.03-3284-7504 URL. hup:/ノ 'wvい″.itb.co.lp/

資本金0)売上高0 経常利益0 従業員0 設立1963年

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進め、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。

活動名                  芸術分野 目的
「社の賑い」の開催             無形文

旅行文化費3賞 (JTB紀行文学大賞・JTB旅  文学

行文化賞・JTB紀行写真賞)の設置

伝統芸能の振興

芸術文化の啓発・普及

支援形態

主催

主催

株式会社JEUGIA 小売業
〒604-8006 京都市中京区河原町御池東入ル 御池阪急ビル内
TEL.075… 211-4555 FAX.075… 256¨4256
資本金② 売上高② 経常利益② 従業員● 設立1898年

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。

活動名

'98京都ビアノコンクール

芸術分野 目的                支援形態

音楽  アマチュアの支援          主催

ジヤスコ株式会社 小売業
担当部署 :イオングループ1%クラブ[ス タッフ数2人]

〒261-8515 千葉市美浜区中瀬1… 5‐ 1

TEL.043-212… 6023 FAX.043-212-6815 URL.h‖ p:/'/www.jusco.co. jpl
資本金0売 上高0)経常利益0)従業員⑦ 設立1926年

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。
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活動名

日本とチリ。こどもエコ絵画交流展

エコロジーミュージカル「クマゴンの森」公濱

の開催

「全日本郷土芸能協会」への寄付

「地域伝統芸能活用センター」への寄付

「日本音楽文化交流協会」への寄付

「南こうせつエコロジーコンサート」への支援

芸術分野 目的                支援形態

美術  地域文化の振興、国際交流      主催

演劇  青少年の育成、地域文化の振興    主催

無形文  伝続芸能の振興           その他

無形文  伝統芸能の振興           その他

音楽  着手芸術家の支援、国際交流     協賛

音楽  その他               協賛

シヤチハタエ業株式会社 他製品

資本金② 売上高② 経常利益② 従業員② 設立1941年

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。

活動名 芸術分野 目的                支援形態

美術  若手芸術家の支援、現代芸術の振興  協賛ジャバン・アート・スカラシップ

株式会社ジャックス クレジットカード

担当部署 :企画開発部[ス タッフ数1人]

〒150…8932 東京都渋谷区恵比寿4… 1‐ 18

TEL.03-5448… 1313 FAX.03… 5448-9516 URL_http://1wvぃ ″.inter.co.jp/JACCS/

資本金④ 売上高④ 経常利益0)従業員0 設立1954年

メセナ活動基本方針

1「人の暮らしを豊かに」が基本コンセプト。

2文化活動の支援を通して、次代の豊かさを提案。

活動名                  芸術分野 目的

東京国際フアンタステイツク映画祭への特別 映像 芸術文化の書発・普及

支援形態

協賛

協賛
協賛

ホリーコール日本公演への特別協賛 既成芸術家の支援

株式会社ジャバンエナジー 石油。石炭

担当部署 :総務部(広報担当)

〒105-8407 東京都港区虎ノ門2-10-1

TEL.03-5573… 6100 FA)(.03-5573-6784 1JRL.http:/ノ ″ヽい″.j― energy.CO.lp/

資本金0)売上高0 経常利益0 従業員0)設立1905年

活動名 芸術分野 目的                支援形態

美術  若手芸術家の支援、芸術文化の書発・普 協力(人・場)

及、現代芸術の振興

文学  アマチユアの支援、青少年の育成、芸術 主催

文化の啓発・普及

美術展開催 (10回 )

JOMO童話賞

株式会社静岡銀行 銀 行

担当部署 :総合企画部広報文化室[ス タッフ数1人]
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〒424-8677 静岡県清水市草薙北2-1

TEL. 054-261-3131 FAX" 054-344-013t URL. http://www, .shizuokabank.co.jpl
資本金0 売上高0 経常利1摂D 従業員0 設立1943年

メセナ活動基本方針
企業理念「地域とともに夢と豊かさを広げます」の実践活動の一環ととらえ、地域社会の豊かな発展に貢献して

いく。

活動名                  芸術分野 目的                支援形態
「しすぎんユーフオニア・コンサート」シリー 音楽 若手芸術家の支援、芸術文化の啓発・普 主催

及、地域文化の振興
文化講演会「しすぎんカルチヤー・フォーラ
ム」

全般  地域文化の振興

99

ズ

主催

株式会社資生堂 化学
担当部署 :企業文化部[スタツフ数25人]

〒104-8010 東京都中央区銀座7-5-5
TEL. 03-3289-8204 FAX. 03-3289-0543 URL. http://www.shiseido.co.jpl
資本金0)売上高④ 経常利益0 従業員0 設立1927年

メセナ活動基本方針

私たちは「新しく深みのある価値の発見と美しい生活文化の創造」をめざす企業活動の一環として、芸術文化支
援を行つていきます。現代美術を中心に幅広いジャンルを対象としますが、とくにまだ評価の定まらない若手ア
ーテイストの活動を応援します。また、アジアの作家や女性アーティスト、そして八ンディキャッパーの創作活動
にも注目し、サポートします。

活動名 芸術分野 目的 支援形態

協賛

協賛

協賛

NHK交響楽団ヨーロッパ公演 音楽 国際交流

松永真のデザイン展

中国現代美術展

興、国際交流

「Desire&Void」 展 美術 現代芸術の振興、国際交流 協賛

佐藤時啓ハバナ・ビエンナーレ出品支援   美術  若手芸術家の支援、現代芸術の振興、国 協賛

「アール・プリュット生の芸術」展
際交流

美術  芸術文化の啓発・普及、現代芸術の振  協賛
興、国際交流

美術  アマチュアの支援、芸術文化の啓発・普 協賛
及

第51回女流画家協会展

スリー音楽祭-1997- 音楽 地域文化の振興、国際交流 協賛、協力

(人 )

新世代への視点97-10画廊からの発言― 美術  者手芸術家の支援、鑑賞者の支援、芸術 協賛
文化の啓発・普及、現代芸術の振興

ル・プランタン・ドウ・カオール1997 美術 国際交流 協賛

メキシヨ映画祭 映像   鑑賞者の支援、芸術文化の啓発・普及、 協賛
国際交流

無形文  鑑費者の支援、芸術文化の書発・普及、 協贅
伝統芸能の振興、国際交流

美術  若手芸術家の支援、現代芸術の振興、国 協賛
際交流

美術  者手芸術家の支援、現代芸術の振興、国 協賛
際交流

梅若会「夜能」ヨーロッパ公演

美術  芸術文化の啓発・普及

美術  芸術文化の啓発・普及、現代芸術の振

ベニス・ビエンナーレ'97ノ ルウェー館「森万
里子」支援

ベニス・ビエンナーレ'97日 本館「内藤礼」支
援
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岩橋崇至写真展「ザ・ロツキーズ」 美術  芸術文化の書発・普及

モーツアル トゥーリア」 音楽

協賛

協賛

協賛

協賛
ア・カ

粟津潔全作品展inボーランド共和国

リヨン・ビエンナーレ 1997

クイーンズ美術館コンテンポラリーカレンツ

票回強展
｀
プロジエクト・フォー・20世紀

″

劇団態変'97海外公演

ヒロシマアートドキユメント'97

チェンマイー名古屋学生版画交流展

「アメリカン・ストーリー」展

近代日本詩とそのフランス語訳のタベ   文学

谷口吉郎展

「染‐ある日本の陶芸家の名家」展

第42回 CWAJ現代版画展

芸術文化の啓発・普及

芸術文化の書発・普及、国際交流

芸術文化の啓発・普及、現代芸術の振

興、国際交流

芸術文化の啓発・普及、現代芸術の振 協賛

協贅

協賛

興、国際交流

美術 芸術文化の啓発・普及、現代芸術の振

興、国際交流

舞踊 国際交流、その他

美術  若手芸術宏の支援、芸術文化の書発・普 協賛

及、国際交流

美術  若手芸術家の支援、芸術文化の啓発・普 協賛

及、国際交流

美術  芸術文化の書発・普及、現代芸術の振  協賛

興、国際交流

芸術文化の書発・普及、現代芸術の振  協賛

興、国際交流

美術

美術

美術

建築  既成芸術家の支援         協賛

美術  芸術文化の書発・普及、国際交流   協賛

美術  若手芸術象の支援、芸術文化の啓発・普 協賛

及

KANSAI SUPER SHOW 美術  国際交流、その他 協賛

「HELLO,!NDIA!」

ヤン・フアンミュンスター/日本敦生 交換展 美術  者手芸術家の支援、芸術文化の書発・普 協賛

及、現代芸術の振興、国際交流

「ミュージカル李香蘭」シンガポール公演  演劇  芸術文化の啓発・普及、国際交流   協賛

「揺れる女/播らぐイメージ」展       美術  芸術文化の啓発・普及、その他    協賛

「The Land of ParadOx」展      美術  着手芸術家の支援、芸術文化の書発・普 協賛

及、国際交流

美術  若手芸術家の支援、芸術文化の薔発・普 協賛

及、現代芸術の振興、国際交流
第5回国際交流展1997 MILANO―

TOKY0
東京国際舞台芸術フェスティパル'97

「アルフレッド・スティーグリッツとその仲間

演劇  若手芸術家の支援、現代芸術の振興

美術  芸術文化の啓発・普及

協賛

協賛

たち」展

「NOBUYOSHI ARAKI」 展

「トポスの復権」展3
長沢アーテ ィス ト・イン・レジデンス 美術

川俣正コールマイン田川・1997      美術

「重カー戦後美術の座標軸」展        美術

0!ac!e cOnference          その他

美術  芸術文化の啓発・普及、国際交流

美術 芸術文化の啓発・普及、現代芸術の振

協賛

協賛池田―プロジエクト'97淡水河プロジェク

ト/台北 興、国際交流

「民博」開館20周年 国際シンポジウム その他 調査・研究 協賛

却:、建築  芸術文化の啓発・普及、現代芸術の振興 協賛

芸術文化の書発・普及、現代芸術の振興

芸術文化の啓発・普及、現代芸術の振興

芸術文化の啓発・普及、現代芸術の振興

芸術文化の書発・普及、国際交流、調査・

研究

協賛

協賛

一腋
協賛

オーケストラ・サミット97 1N JAPAN  音楽 芸術文化の啓発・普及 協賛

千麗舞の夕「おはん」東京公演       舞踊  芸術文化の啓発・普及、伝統芸能の振興 協賛

芸術とヘルスケア会議           全般  芸術文化の書発・普及、調査・研究   協賛
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演劇  地域文化の振興、その他       協賛

美術  芸術文化の啓発・普及、現代芸術の振興 協賛
音楽  鑑費者の支援、芸術文化の啓発・普及  協賛

第6回「チャリティ寄席 花の会」

「ルイーズ。ブルジョワ」展

第10回国際親善交流特別演奏会

高野三三男アール・デコのパリ、モダン東京展

「嗜欲の器」展

マイク・ケリー+トニー・アウスラー展
文芸シリーズ「世紀末を読む」
古澤巌&タイフーン クリスマスコンサート
ジェフ・ウォール展

岩田藤七・久利「現代日本ガラスニ人展」
ダンス・ダイナミクス・ワークショップ
「アジアから世界へ !」 コンサート

第26回ローザンヌ国際バレエコンクール

平川滋子個展

岡田豊ミュージカル「東京カンカン」
「D:ALOGUE岩 井成昭」展

文化庁メディア芸術祭

“Meta Media"飯村隆彦のメディア・イン

スタレーション

横浜ダンスコレクション'98

共生スパーク97/98「灰神楽」
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美術

美術

美術

洵則、文字

音楽

美術

美術

舞踊

音楽

舞踊

芸術文化の啓発・普及

芸術文化の啓発・普及

現代芸術の振興、国際交流

芸術文化の啓発・普及

鑑賞者の支援、芸術文化の啓発・普及

芸術文化の啓発・普及、現代芸術の振

協賛

協賛

協賛

協賛

協賛

協賛
興、国際交流

芸術文化の啓発・普及、国際交流   協賛
現代芸術の振興、その他       協賛

鑑賞者の支援、芸術文化の啓発・普及、 協賛
国際交流

協賛若手芸術家の支援、国際交流

美術  現代芸術の振興、国際交流      協賛
演劇  芸術文化の啓発・普及        協賛
美術  芸術文化の啓発・普及、現代芸術の振興 協賛

美術  現代芸術の振興、その他       協賛
美術  芸術文化の書発・普及、現代芸術の振興 協賛

舞踊  着手芸術家の支援、現代芸術の振興  協賛

舞踊  既成芸術家の支援、鑑費者の支援、地域 協賛
文化の振興、国際交流

芸術文化の書発・普及、国際交流リヨン歌劇場新作オペラ「三人姉妹」

日米友好「桜の薪能 in Washington」

ドキュメント2000プ ロジェクト

アジア文化会館97年度事業

日本民家のフランスヘの移築・復元と日本庶
民生活博物館支援

「スタジオ食堂」活動

大倉山水曜コンサート

「神戸シアターワークス」活動

大岩オスカール幸男・アーティストブック

中国少数民族民話出版

ザ・ギンザ アートスペース展覧会の企画・運
営

音楽

無形文 伝統芸能の振興、国際交流

美術  芸術文化の啓発・普及、現代芸術の振  協賛
興、国際交流

音楽、却i、 演 若手芸術家の支援、国際交流     協賛
|

建築、有形文 文化財等の発掘・保存・修復、国際交流 協賛

美術  着手芸術家の支援、現代芸術の振興、地 協賛
域文化の振興

鑑賞者の支援、地域文化の振興

芸術文化の啓発・普及、地域文化の振興

若手芸術家の支援、芸術文化の啓発・昔

協賛

及、現代芸術の振興

国際交流、その他

若手芸術家の支援、芸術文化の啓発・普

音楽

演劇

美術

協賛

協賛

協賛

協賛

一一一一一
賛
一催

協
一主

一

学
一術

文
一美

資生堂アート八ウス 展覧会の企画・運営

及、現代芸術の振興、国際交流

美術  芸術文化の啓発・普及、現代芸術の振  主催
興、その他

費生堂アート八ウス コンサートの企画・運営 美術  鑑費者の支援、芸術文化の書発・普及、 主催
地域文化の振興

現代芸術の振興、その他現代詩花椿賞の選考と表彰 文学 主催
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資本金0 売上高0 経常利3讀D 従業員0 設立1804年

メセナ活動基本方針

「地球社会への貢献」という経営理念のもと、社会貢献活動の一つとして、社会のニーズに合致したものを選んで

支援する。

活動名

「新しい都市環境 :現代英国建築とそのヨー

芸術分野 目的 支援形態

協賛建築 鑑賞者の支援

ロッパにおけるコンテクスト(東京展)」

「ギネス・ジョーンズ&ヨ ッヘン・コワルスキ 音楽 既成芸術家の支援

―ジョイント リサイタル」

「世界のお巡りさんコンサートINヨ ーロッ

パ」

音楽 芸術文化の啓発・普及

名古屋国際芸術文化交流財団への寄付

ドイツ「恵光」日本文化センター建立への寄付

1998年 ザルツプルグ・イースター・フェステ

ィバル

全般 国際交流

1997年サイトウ。キネン・フェステイパル 音楽  既威芸術家の支援、鑑費者の支援   協賛

ボナノッテ彫刻展 美術  鑑賞者の支援、現代芸術の振興 協賛

全般  国際交流              その他

音楽  既成芸術家の支援、鑑賞者の支援   協賛

協賛

協賛

その他

清水建設株式会社 建設

株式会社住建産業 総合建材メーカー

〒738-0301 広島県佐伯郡吉和村4278

TEL.0829-40-3001 FAX.0829¨ 40…3003

URL.http://www.netmarketweb.COm./art/jukenmu/

資本金0 売上高0 経常利1猥D 従業員0)設立1952年

活動名 芸術分野 目的                支援形態

美術  鑑賞者の支援、芸術文化の啓発・普及、 主催

現代芸術の振興
住建美術館の運営

株式会社主婦の友社 出版

担当部署 :財団法人石川文化事業財団

〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台2-9

TEL.03-3291¨ 0697 FハtX.03-3295… 2877
担当部署 :株式会社お茶の水スクエアノカザルスホール事業部

〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台2-9

TEL.03-3294-1229 FAX.03-3293-5257

資本金② 売上高② 経常利1“D 従業員(0)設立1916年

メセナ活動基本方針

1石川文化事業財団を中心に、構演会・展覧会などを開催する。

2お茶の水スクエアを中心に、カザルスホールの活動を通じて、新たな演奏家の発掘と、音楽フアンの創出に尽力

する。

3出版活動とその関連事業セクションで文化の普及に貢献する。

活動名 芸術分野 目的                支援形態

う辱、鰯夕文、 芸術文化の書発・普及、地域文化の振興 主催山本有三記念「路傍の石」文学賞
その他



カザルスホール自主開催公演 音楽
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若手芸術家の支援、既成芸術家の支援、主催
アマチュアの支援、芸術文化の書発・普
及
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昭和アルミニウム株式会社 金属製品
資本金④ 売上高0,経常利益④ 従業員0'設立1935年

活動名 芸術分野 目的 支援形態

協賛NHK交響楽団定期演奏会への協賛 音楽 芸術文化の啓発・普及

新日本証券株式会社 証券

担当部署 :総務部広報室[スタッフ数6人 ]

〒101¨0062 東京都千代田区神田駿河台3…11

TEL.03… 3219…3569 FA〉(.03-3292-6902 1JRL.htp://wwvv.shinnihon.co.lp/

資本金0)売上高② 経常利益0 従業員0 設立1917年

活動名 芸術分野 目的                支援形態

音楽  芸術文化の啓発・普及        協賛N‖ K交響楽団定期公演の協賛

NHK交響楽団主催の「第九公演」協賛    音楽  芸術文化の啓発・普及 協賛

パレスハウステンポス美術展協賛 美術  芸術文化の啓発・普及        協賛

住友海上火災保険株式会社 保険

担当部署 :広報部[ス タッフ数10人 ]

〒104-8252 東京都中央区新川2-27… 2
TEL.03-3297-6705 FAX.03-3297-6885
URL.http://wM″ v.mediagalaxy.co.lp/sumitomo… marine/

資本金0 売上高0 経常利益0 従業員0 設立1944年

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メセナ活動はグッド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か調和して

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

活動名 芸術分野 目的                支援形態

音楽  若手芸術家の支援、既成芸術家の支援、主催
地域文化の振興

しらかわホール

オリジナルコンサート 青少年の育成 協賛

モーツアルト室内管弦楽団

大阪フィル八―モニー協会

エー・ビー・シー音楽振興財団

日本フィル八―モニー交響楽団

文化財保護振興財団

関西フィル八―モニー管弦楽団

二期会オペラ振興会

おはなしきゃらばんセンター

NHK交響楽団

既成芸術家の支援          協賛

既成芸術家の支援          協賛

既成芸術家の支援

既成芸術家の支援

国際交流

既成芸術家の支援

Ｉ

Ｉ

Ｉ
文
Ｉ

Ｉ

Ｉ

一謀
一議
一謀
一課
一課
一彬
一課
一課
一嗣
一課
一課
一

既成芸術家の支援

協賛

協賛

その他

協賛

協賛
三二三ＩＩＩＩ

一囃一嗅一前一敵
一若
一既

協賛

協賛

協賛既成芸術家の支援名古屋フィル八―モニー交響楽団



lo4 日本オペラ振興会             音楽

東京フィル八―モニー交響楽団      音楽

芸術文化交流の会             全般
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既成芸術家の支援         協賛

既成芸術家の支援         協賛

既成芸術家の支援 その他

担当部署 :社会文化事業室[スタッフ数3人 ]

〒100-0005 東京都千代田区丸ノ内1-3-2

TEL.03… 3282-3569 FAX.03‐ 3282-9468 URL.http://wvvw.surlitolTiobank.co.ip/

資本金0)売上高0)経常利壺Ю 従業員●)設立1895年

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る。

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。

活動名 芸術分野 目的 支援形態

主催住友銀行スプリングコンサート 音楽 鑑賞者の支援、青少年の育成

株式会社住友銀行 銀行

住友生命保険相互会社 保 険

担当部署 :広報部ヒューマニー推進事務局[ス タッフ数5人 ]

〒104…8430 東京都中央区築地7…18… 24

TEL.03-5550-4332 FAX.03-5550-1182
〒530-8220 大阪市北区中之島2-2-5

TEL.06-223-9891 FAX.06-232… 2349
URL.http://www.sumitomo‖ fe.co.lp/

売上高0)経常利益0従業員0)設立1926年

メセナ活動基本方針

1本業である生命保険業を通じて社会貢献することがます第一義である。

2同時に契約者など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。

活動名 芸術分野 目的                支援形態

音楽  若手芸術家の支援、既威芸術家の支援、協賛、協力

鑑賞者の支援、芸術文化の書発・普及、 (人 )

現代芸術の振興、国際交流

美術  アマチュアの支援、青少年の育成、地域 主催

文化の振興

鑑賞者の支援、芸術文化の啓発・普及、 主催

地域文化の振興

着手芸術家の支援、アマチュアの支援、協賛

国際交流

既成芸術家の支援         協賛

地域文化の振興、その他       協賛、その他

いずみホール協賛

全日本こども絵画コンクール

全国縦断チャリティコンサート 音楽

音楽

音楽

音楽、美術、そ

碗

日本室内楽振興財団支援

オーケストラ等への支援

その他(アーティスト等への支援)
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セイコーインスツルメンツ株式会社 精密機器 105

担当部署 :広報室[ス タッフ数6人 ]

〒261…8507 千葉市美浜区中瀬1-8

TEL.043-211-1185 FAX.043… 211-801l URL http:/ノ lⅣvrw.sil.co.ip/

資本金0 売上高0 従業員0 設立1937年

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つくる。

活動名 芸術分野 目的

ウィーン・オペラ舞踏会管弦楽団ニューイヤ
ー・コンサート

音楽  その他

メラニー・ホリデイCD制作 音楽 その他

支援形態

協賛

協賛

セイコーエプソン株式会社 電気機器
担当部署 :広報部[ス タッフ数8人 ]

〒392-8502 長野県諏訪市大和3…3…5
TEL.0266…52-3131 FAX.0266-52-8775 URL.h‖ p://ww.epson.co.jpノ

資本金④ 売上高0 経常利益0 従業員0 設立1942年

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。

活動名                  芸術分野 目的                支援形態

サイトウ・キネン・オーケストラ支援    音楽  既成芸術家の支援、芸術文化の啓発・普 協賛
及、地域文化の振興

担当部署 :社長室[スタッフ数7人]

〒760¨0063 香川県高松市多賀町2-10… 20
TEL.087-335-2555 FAX.087-831-8414 URL.http://www.mediagalaxy.co.ip/cecile/

資本金④ 売上高④ 経常利益0)従業員0)設立1974年

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って
いきたいと考えております。

活動名 芸術分野 目的 支援形態

協賛劇団ドラマ・サロン「さぬき平家物語屋島の合 演劇 地域文化の振興

戦」の広告協賛

第12回国民文化祭かがわ'97ス タッフユニフ 音楽、美術、演 地域文化の振興

ォーム協賛 劇、鋼、疇、

無形文

協賛

株式会社セシール 小売業

第11回高松冬のまつり・チャリティ・イルミネ 無形文  地域文化の振興

―ション

陳西省文華博スタッフユニフォーム協賛  全般

松山バレエ団公演のプログラム広告協賛  舞踊

芸術文化の啓発・普及、国際交流

協賛

協贅

既成芸術家の支援 協 賛
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メセナ活動基本方針
｀
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

件を整備してしヽ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

性を持つ良質な文化活動をあらゆる機会をとらえ紹介、支援していくことが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では可能なかぎり事業化の計画を持つことを基本とする。

活動名

銀座セゾン劇場の運営プロデュース

セゾン美術館の運営プロデュース

サンダンス・フィルムフェスティバル・イン

トーキョー'97

さっぼろ映像フェスタ

八ヶ岳高原音楽堂の運営

八ヶ岳高原音楽祭の開催 音楽

パルコアートプロジェクトアーバナート
"6 

美術

ロシア・パレエ・インステイテュートの運営

東京国際映画祭'97の協賛

芸能への協賛

スウィングジャズフェスティバルヘの協賛

芸術分野 目的

演劇  若手芸術家の支援、既成芸術家の支援、

鑑賞者の支援、芸術文化の啓発・普及、

現代芸術の振興、国際交流

美術  若手芸術家の支援、既成芸術家の支援、

鑑賞者の支援、芸術文化の啓発・普及、

現代芸術の振興、国際交流

映像  若手芸術家の支援、アマチュアの支援、

鑑費者の支援、芸術文化の啓発・普及、

国際交流

映像  若手芸術家の支援、アマチユアの支援、

鑑費者の支援、芸術文化の啓発・普及、

地域文化の振興、国際交流

音楽  若手芸術家の支援、既成芸術家の支援、

鑑費者の支援、芸術文化の啓発・普及、

現代芸術の振興、伝統芸能の振興、地域

文化の振興、国際交流

若手芸術家の支援、既成芸術家の支援、

鑑賞者の支援、芸術文化の啓発・普及、

現代芸術の振興、地域文化の振興、国際

交流

若手芸術家の支援、現代芸術の振興

支援形態

主催

主催

主催

共催

主催

主催

共催

舞踊  アマチュアの支援、青少年の育成、芸術 主催

文化の啓発・普及、現代芸術の振興、国

際交流

映像  若手芸術家の支援、鑑費者の支援、芸術 協賛

文化の啓発・普及、国際交流

無形文  芸術文化の書発・普及、伝続芸能の振  協賛

興、地域文化の振興

音楽  芸術文化の啓発・普及、地域文化の振興 協賛

セゾングループ 生活総合産業

株式会社せとうち銀行 銀行

担当部署 :業務部[スタッフ数2人 ]

〒737¨0045 広島県呉市本通2…3¨7

丁EL.0823… 20-1208 FAX.0823-21… 1073 URL.htp://Ⅵ
～
ぃ″.setouchi.co.ip/

資本金0)売上高② 経常利益② 従業員0設 立1941年

メセナ活動基本方針

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。

活動名                  芸術分野 目的                支援形態

くらしの文集 文学 脅少年の育成

鑑賞者の支援ロシア国立モイセーエフ・パレエアカデミー 音楽、舞踊

プラシシモ・ウィーンクリスマス・コンサート 音楽

協賛

主催

鑑費者の支援 協賛



鑑賞者の支援
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協賛 107ウイーン交響楽団ヨハン・シュトラウス・アン 音楽
サンブル

西濃運輸株式会社 陸運

担当部署 :カ ンガルーメセナ協議会[ス タッフ数3人 ]

〒503-8501 岐阜県大垣市田口町1

TEL.0584-81-111l FAX.0584… 82-5040

資本金④ 売上高④ 経常利益0)従業員0 設立1946年

メセナ活動基本方針

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

的とする。

活動名 芸術分野 目的                支援形態

音楽  着手芸術家の支援、アマチュアの支援、協賛

青少年の育成

音楽  鑑賞者の支援、芸術文化の啓発・普及、 主催

地域文化の振興

名古屋国際青少年音楽祭

カンガルーコンサート'97

岐阜県民文化祭「サラマンカフェスティバル 音楽

オーケストラ」

日本国際ポスター美術館 世界のポスター展

ェスティ

既成芸術家の支援、鑑費者の支援、現代 協賛

芸術の振興

美術  既成芸術家の支援、鑑費者の支援、芸術 協賛

文化の啓発・普及、現代芸術の振興、国

際交流

演劇  育少年の育成            協賛

演劇  既成芸術家の支援、鑑賞者の支援   協賛

舞踊ゆきこま会・和太鼓ミュージカル 演劇   アマチュアの支援、青少年の育成、芸術 協賛

文化の啓発・普及

舞踊  既成芸術家の支援、鑑賞者の支援、芸術 協賛

文化の啓発・普及、地域文化の振興

プリセツカヤ・ロシアパレエ

積水化学工業株式会社 化学

〒530-8565 大阪市北区西天満2-4-4堂島関電ビル

丁EL.06… 365¨4119 FA〉 (.06-365-4370 1JRL.htp://、 へ′w.sekisui.co.jp/

資本金0)売上高0経常利益0従業員01設立1947年

メセナ活動基本方針

当社では「社会的責任に基づく事業運営の徹底」(法の連守、安全対策、地球環境対策、PL問題対応、社会貢献)を

全社共通の経営方針としており、メセナ活動に関しては、

1事業場の所在する地域の文化・芸術活動

2長期的に継続できるもの

を中心に支援を実施している。

活動名 芸術分野 目的                支援形態

演劇  着手芸術家の支援、芸術文化の啓発・普 協賛、その他

及

ミクル劇団支援

大阪室内楽コンクールグランプリコンサート 音楽  若手芸術家の支援、芸術文化の啓発・普 協賛

及、地域文化の振興

協賛、協力

(人 )

第11回朝日作文コンクール 青少年の育成文学
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小椋 佳コンサート            音楽  既成芸術家の支援、芸術文化の書発・普 協賛

及

つくば国際音楽祭             音楽  既成芸術家の支援、現代芸術の振興  協賛

イシ八ラリリックアンサンブル演奏会   音楽  既成芸術家の支援、芸術文化の啓発・普 協賛

大阪フィル八―モニー協会

及

音楽  既成芸術蒙の支援、芸術文化の啓発・普

及、地域文化の振興

演劇  既成芸術家の支援、現代芸術の振興

音楽  既成芸術家の支援、芸術文化の書発・普

及、地域文化の振興

音楽  既威芸術家の支援、芸術文化の啓発・普

及、地域文化の振興

新制作座フェスティパル

関西フィル八―モニー管弦楽団

島本百 楽協 会

その他

その他

その他

その他

株式会社泉州銀行 銀行

担当部署 :総合企画部[ス タッフ数2人 ]

〒596-8654 大阪府岸和国市宮本町26-15

TEL.0724-23-7441 FAX.0724‐ 23-7572

資本金④ 売上高0)経常利薇D従業員0)設立1951年

メセナ活動基本方針

地域金融機関として、メセナ活動を通じて地域の活性化をよりいっそう推進していく。

活動名

「97子ども演劇祭」協賛

芸術分野 目的               支援形態

演劇  アマチュアの支援、青少年の育成、芸術 協賛

文化の啓発・普及

「高松富杯日本菊花大会」特別協賛 無形文  地域文化の振興

「岸和田城址保存会」事務局         有形文  地域文化の振興

「岸和田文化事業協会」役員派遣      音楽、灘劇  地域文化の振興

「大阪21世紀協会」人材派遣 無形文  地域文化の振興

協賛

協力(人・場)

協力(人 )

協力(人 )

ソニー株式会社 電気機器

担当部署 :渉外部門 社会貢献室[ス タッフ数9人 ]

〒141-0001 東京都品川区北品川6-7… 35
TEL.03-5448… 2355 FAX.03-5448-3229

資本金0,売上高0 経常利益0 従業員0 設立1946年

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                  芸術分野 目的

ソニー音楽芸術振興会「事業活動資金」

ホノルル交響楽団「指揮者確保の基金」への協

力

ベートーベン八ウス(ド イツ)「チャリティー・ 音楽

支援形態

音楽  若手芸術家の支援、既成芸術家の支援、その他

アマチュアの支援、青少年の育成、現代

芸術の振興、地域文化の振興、その他

音楽  若手芸術家の支援、既成芸術家の支援、協賛

国際交流

コンサート」への協賛

既成芸術家の支援、国際交流
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新国立劇場「事業活動資金」 音楽、演劇、舞 若手芸術家の支援、既成芸術家の支援、その他
芸術文化の啓発・普及

鑑賞者の支援、青少年の育成、芸術文化 協賛

の啓発・普及
ヨ八ン・シュトラウス研究所 (オーストリア) 音楽 国際交流
「楽譜整備事業」への協力

モーツアルト博物館(オーストリア)への機材 音楽  芸術文化の啓発・普及、国際交流   協賛、協力
提供                                          (製 )

名古屋国際ビエンナーレARTEC'97への 美術  若手芸術家の支援、既成芸術家の支援、協賛、協力

機材貸出 鑑費者の支援、芸術文化の啓発・普及、 (製 )

現代芸術の振興

現代ガラスニ人展への協賛 美術 既成芸術家の支援、国際交流 協賛

エイブル・アート展への機材提供 美術  アマチュアの支援 協賛、協力

(人・製)
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踊

国立西洋美術館「子どものための美術展」への 美術
協賛

協賛

株式会社増進会出版社 教育・出版
担当部署 :経営企画本部 総合宣伝課[スタツフ数3人]

〒411-0943 静岡県駿東部長泉町下土狩105‐17

TEL.0559-76-8302 FAX.0559-76-8330 URL.http:ノ /Ⅵ″い″.zkal.co.,p/

資本金② 売上高② 経常利益0)従業員(0)設立1931年

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。

活動名                  芸術分野 目的                支援形態

大岡信文化講演会             文学そ的  芸術文化の啓発・普及、地域文化の振興 主催
佐野美術館「いわむらかすお絵本原画展」  美術  鑑費者の支援、芸術文化の啓発・普及、 協賛

佐野美術館「黒田清輝展」

現代芸術の振興、地域文化の振興

美術  鑑費者の支援、芸術文化の啓発・普及、 協賛
現代芸術の振興、地域文化の振興

音楽  既成芸術家の支援、鑑賞者の支援、現代 協賛
芸術の振興

音楽  既成芸術家の支援、鑑賞者の支援、現代 協賛
芸術の振興

音楽  既威芸術家の支援、鑑費者の支援、現代 協賛
芸術の振興、地域文化の振興、

翻(、 文学  アマチュアの支援、鑑費者の支援、芸術 協賛
文化の啓発・普及、地域文化の振興

演劇  既成芸術家の支援、鑑賞者の支援、伝統 協賛

大阪フィル八―モニー交響楽団 大阪定期演

奏会 (3回 )

富士山麓国際音楽祭

伊豆文学フェスティバル

橋の会 第54回公演 能「紫上」
芸能の振興

'98アートパラリンピック長野 アマチュアの支援、芸術文化の啓発・普 協賛
及

大阪フィルハーモニー交響楽団 東京定期演
奏会

美術

ダイキンエ業株式会社 機械
資本金④ 売上高④ 経常利益●)従業員0設立1934年

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

用し、企業としての経営理念、独自性が社会に明確に認識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。

活動名                  芸術分野 目的                支援形態

―ダイキンエ業現代美術振興財団への出捐  美術  芸術文化の書発・普及、現代芸術の振  共催、協賛、そ

興、地域文化の振興

音楽活動への助成(大阪フィルハーモニー等 音楽  若手芸術家の支援、既成芸術家の支援、

7件)                       青少年の育成、地域文化の振興

国立民族学博物館への寄付 無形文 芸術文化の啓発・普及、地域文化の振 その他

新国立劇場への寄付

興、国際交流

音楽、演歯、舞 現代芸術の振興、伝統芸能の振興、地域 その他

踊    文化の振興

の他

その他

株式会社第一勧業銀行 銀行

担当部署 :広報部広告企画グループ[ス タッフ数1人 ]

〒100-0011 東京都千代田区内幸町1-1-5

TEL.03-3596… 2813 FAX.03-3596‐ 2179

資本金0,売上高0 経常利益0 従業員0 設立1971年

メセナ活動基本方針

1継続性。

2地域にかたよりがないこと。

3広く国民の支持を得られるもの。

4営利を目的としない。

活動名

イタリアバロック絵画展

「ミュージカル李香蘭」シンガポール公演

第3回「宮崎国際室内音楽祭」

芸術分野 目的

美術 芸術文化の啓発・普及

演劇  芸術文化の啓発・普及、現代芸術の振

興、国際交流

音楽 芸術文化の啓発・普及

支援形態

協賛

協賛

協賛

第一生命保険相互会社 保険

担当部署 :広報部社会文化事業室[ス タッフ数4人]

〒100-8411 東京都千代田区有楽町1…13-1

TEL.03… 5221-3242 FA〉(.03-5221… 3255

メセナ活動基本方針

1地道だが真撃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本柱として支援する。

活動名 芸術分野 目的                支援形態

美術  若手芸術家の支援、現代芸術の振興  協賛VOCA展 '98

東京ゾリステン「親子のための室内楽コンサ 音楽  鑑賞者の支援、青少年の育成、芸術文化 主催

―卜」                      の書発・普及

劇団「扉座」               演劇  若手芸術家の支援、芸術文化の書発・普 協賛

及

美術  若手芸術家の支援、鑑賞者の支援、現代 主催

芸術の振興
第一生命ギャラリーの運営

売上高0)経常利壼晰D従業員0)設立1902年
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第一製薬株式会社 医薬品 111
担当部署 :広報室

〒103…8234 東京都中央区日本橋3-14… 10

TEL.03-3273-7107 FAX.03-3281-8427 ∪RL.htp://'www.dalichipharrγ l.co.jp/

資本金④ 売上高●)経常利益0)従業員0)設立1918年

メセナ活動基本方針
1企業スローガン「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、その実現に向かってかぎ

りなく挑戦していく。
3業績に左右されることなく、

い
継続

″
を基本姿勢とする。

活動名                  芸術分野 目的                支援形態

劇団四季「ヴェニスの商人」(東京)、「オベラ座 演劇 既成芸術家の支援
の怪人」(名古屋)、「キャッツ」(札幌)

水戸室内管弦楽団 音楽 既成芸術家の支援 協贅

日本経営クラブJMCコ ンサート・画廊コン 音楽  若手芸術家の支援

サー

音楽  既成芸術家の支援

協賛

イ その他

協賛日露交歓コンサート 音楽 既成芸術家の支援

株式会社大光銀行 銀行
担当部署 :総合企画室[ス タッフ数5人 ]

〒940-8651 新潟県長岡市大手通1-5-6
TEL.0258-36-411l FAX.0258-34-9544
URL.http://www.ITlediagalaxy.co.jp/talkobank/

資本金0売 上高② 経常利益0 従業員0)設立1942年

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いくという考えで無理なく継続していく方針である。

活動名 芸術分野 目的 支援形態

共催、協力

(人 )

長岡交響楽団への活動支援 音楽 アマチュアの支援

資本金0)売上高② 経常利益0)従業員0)設立1912年

メセナ活動基本方針
1文化振興ならびに、地域文化活動の育成と、地域社会への密着をはかり、文化の高揚とうるおいのあるふるさと

づくりを行う。

2上記の方針のもと1990年1月 26日、財団法人三銀ふるさと文化財団を設立。
・地域文化活動貢献者の表彰。
・文化講演会・定期コンサートの開催。

活動名 芸術分野 目的                支援形態

音楽、美術、演 着手芸術家の支援、既成芸術家の支援、その他
劇、文学、無形 アマチュアの支援、芸術文化の啓発・普
文、有形文  及、現代芸術の振興、伝統芸能の振興、

地域文化の振興

株式会社第三銀行 銀 行

三銀ふるさと文化財団運営
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112

担当部署 :総合企画部広報室[ス タッフ数5人 ]

〒951-8066 新潟市東堀前通七番町107+1

TEL.025-222¨ 411l FAX.025…224-7769 URL.http://www.daishi¨ bank.cO.jp/

株式会社第四銀行 銀行

資本金0 売上高④ 経常利益0)従業員01 設立1873年

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

だいしライフアップコンサート「ベートーヴ

ェン第九演奏会」

だいしライフアツプコンサートシリーズの開

催

だしヽしホールの貸出・運営

芸術分野 目的                支援形態

音楽  若手芸術家の支援、アマチュアの支援、主催

地域文化の振興

音楽  若手芸術家の支援、既威芸術家の支援、主催

鑑費者の支援、地域文化の振興

音楽  若手芸術家の支援、既成芸術家の支援、協力(場 )

アマチュアの支援、地域文化の振興

大正製薬株式会社 医薬品

資本金④ 売上高④ 経常利益0 従業員0 設立1928年

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。

活動名                  芸術分野 目的 支援形態

日本ミャンマー合作映画          映像  国際交流              その他

日本フィル人一モニー交響楽団      音楽  芸術文化の啓発・普及        その他

カザルスホール             音楽   その他              その他

新星日本交響楽団 音楽 芸術文化の啓発・普及

新国立劇場運営財団

その他

その他音楽、演鐵、舞 芸術文化の啓発・普及

踊

大成建設株式会社 建設

担当部署 :社会交流部[スタッフ数7人」

〒163-0606 東京都新宿区西新宿1-25… 1

TEL.03-5381-5550 FAX.03-5322-5218 URL.http://www.taisei.CO.ip/

資本金0)売上高0)経常利薇D従業員0)設立1917年

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、②門脇俊―の作品収集・管理。

2アート活コⅢ―く⊃ギャルリー・タイセイの運営、O保有コレクション等による社内外での展覧会、③社内外にお

けるアート展示の指導。

3アート活動支援――①演劇上演・コンサート・展覧会等の芸術イベント、O芸術制作、③芸術保存、④芸術家養

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。

活動名 芸術分野 目的 支援形態

主催ギャルリー・タイセイの運営 美術、映像、建 芸術文化の書発・普及

築

美術  若手芸術家の支援、芸術文化の書発・普 主催

及、地域文化の振興
ギャラリー大手門の運営
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協賛、協力 113

エイブルアート展 美術 その他

(人 )

協賛、協力

(人 )

協賛、協力(人アートアンダンテ賞展 美術 その他

アジアわたぼうし音楽祭 音楽  国際交流、その他

・場)

協賛
ポンピドーコレクション展

第10回国際親善交流特別演奏会

大成建設クラシツク・スペシャル日フィル歓
びの第九

美術  芸術文化の啓発・普及、現代芸術の振興 協賛
音楽  芸術文化の啓発・普及、国際交流   協賛

音楽 芸術文化の啓発・普及 協賛

大東京火災海上保険株式会社 保 険
担当部署 :広報室[スタッフ数5人 ]

〒151-0053 東京都渋谷区代々木3-25… 3
TEL.03-5371-6162 FAX 03-5371-6269 1JRL. http://daitokyo. index.or.jpl
資本金0)売上高0経常利益●)従業員0)設立1918年

メセナ活動基本方針
1社花である「椿」をテーマとした活動。
2当社製作物を活用した芸術家支援。
3交通安全支援。

活動名                  芸術分野 目的                支援形態
インターネットホームページ内椿絵美術館  美術  芸術文化の書発・普及        主催
卓上カレンダーを活用した若手イラストレー 美術  着手芸術家の支援          主催
ター支援

大型カレンダーを活用した写真家支援   美術  着手芸術家の支援          主催
所蔵絵画による椿絵画展の巡回      美術  芸術文化の書発・普及        主催

担当部署 :財団法人大同生命国際文化基金[ス タッフ数2人 ]

〒550¨0002 大阪市西区江戸堀1-2-1

TEL.06-447…6357 FAX.06¨447-6384

大同生命保険相互会社 保 険

資本金④ 売上高0 経常利益0)従業員O 設立1902年

メセナ活動基本方針

1財団法人大同生命厚生事業団は、1974年 5月に公共福祉の増進を目的に、各種の厚生福祉事業の助威αX日か、社
会福祉。公衆衛生の分野の発展に寄与するため設立されました。

21985年3月に財団法人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、日本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、翻訳出版を行うなどの活動を進めています。

活動名

大同生命国際文化基金への出捐

芸術分野 目的                支援形態

文字、その他 国際交流              その他

大日本印刷株式会社 E口昴」
担当部署 :iCC本部[ス タツフ数10人 ]

〒104-0061 東京都中央区銀座7-7-2
TEL.03-5568-801l FAX.03-5568-8019 URL.http:/ /www.dnp.co. jplindex 

- j.html
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114 資本f資)売上高O 経常利益0 従業員0 設立1894年

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。

芸術分野 目的活動名

グラフイツクデザインギャラリーggg.DDD

第5回国際交流展 MILANO―TOKYO
文化財情報システムシンポジウム

アーバナート16

支援形態

若手芸術家の支援、既成芸術家の支援、主催

国際交流

既成芸術家の支援、現代芸術の振興、国 主催

際交流

美術

の運営

現代グラフイツクアートセンターCCGA運  美術

営

美術

美術

ドーコ シ ョン展

JAGDA IN NAGOYA
芸術文化の啓発・普及、国際交流

既成芸術家の支援、芸術文化の啓発・普

及

美術  着手芸術家の支援、国際交流

有形文

美術

文化財等の発掘・保存・修復

着手芸術蒙の支援、芸術文化の啓発・普

及

協賛

協賛

協賛

協賛

協賛

大日本土木株式会社 建設

担当部署 :社長室広報部

〒500…8555 岐阜市宇佐南1-6-8

TEL.058…276-111l FAX.058-278-oo01 URL.http:ノ /1ww.dnC.CO.jp/

資本金0 売上高④ 経常利]綬D 従業員●)設立1944年

メセナ活動基本方針

地域社会への社会的貢献活動。

活動名

あかリフェスタGIFU'97あ かりのオブジエ

展

芸術分野 目的                支援形態

実行、映像  若手芸術家の支援、アマチユアの支援、協賛

青少年の育成、芸術文化の啓発・普及、

現代芸術の振興、地域文化の振興

第3回ウィーン音楽コンクール イン ジャパ 音楽  若手芸術家の支援、アマチュアの支援、協賛

ン                         青少年の育成

資本金0 売上高④ 経常利:摂D 従業員0)設立1943年
株式会社大和 小売業

メセナ活動基本方針

財団を通じて、

1地域の音楽活動に対する支援。

2地域の古典芸能等伝統文化継承のための助成。

3地域文化振興に対する支援。

を行う。

活動名

大和文化財団への出捐

芸術分野 目的                支援形態

音楽、演|  アマチュアの支援、青少年の育成、芸術 その他

文化の書発・普及、地域文化の振興、国

際交流

大和証券株式会社 証券

〒100-8101 東京都千代田区大手町2-6-4
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TEL. 03-3243-3726 FAX. 03-3243-1123 URL. http:/,/vwvw.daiwa.co. jpl 115
資本金0 売上高④ 経常利益0 従業員0)設立1943年

活動名 芸術分野 目的 支援形態

協賛、協力

(場 )

毎日新聞読書感想画コンクール 美術 青少年の育成

高砂香料工業株式会社 化学
担当部署 :総務部広報室[ス タッフ数3人 ]

〒108…8588 東京都港区高輪3…19-22

資本金0)売上高0経常利益0従業員② 設立1920年

メセナ活動基本方針

香りを使った文化・芸術活動には積極的にサポートする。

活動名                  芸術分野 目的

広瀬智史インスタレーション「レモンプロジ 美術  若手芸術家の支援、現代芸術の振興
ェクト03」

広瀬智史展「パラディソ」 美術  若手芸術家の支援、現代芸術の振興  協力(製 )

支援形態

協力(製 )

高松建設株式会社 建設
〒532¨0025 大阪市淀川区新北野1-2-3
TEL.06… 303-8101 FAX.06… 303…8167 URL.htp:/ /www.tokyoweb.or. jpltakamatsu/
資本金0)売上高② 経常利薇D従業員② 設立1965年

メセナ活動基本方針
「Good―wi‖」の企業理念のもと、芸術・文化の支援活動を通して、社会への貢献をめざします。

活動名

タカマツ・ランチ・タイム・ミニ・コンサート

モーツアルト室内管弦楽団定期演奏会の協賛
モーツアルト室内管弦楽団後援会

阪神淡路大震災チャリテイーコンサート

関西二期会オペラ活動賛助

芸術分野 目的                支援形態

音楽  若手芸術家の支援、既成芸術家の支援、主催
鑑費者の支援、芸術文化の啓発・普及、
地域文化の振興

音楽

音楽

音楽

音楽

既成芸術家の支援

既威芸術家の支援

協賛

その他

青少年の育成、その他 その他

その他既成芸術家の支援

武田薬品工業株式会社 医薬品
担当部署 :広報室[ス タッフ数9人 ]

〒103-8668 東京都中央区日本橋2…12-10
‐
TEL.03-3278…2031 FA)(.03‐ 3278… 2741 UIRL.http://Ⅵ ハ″vv.takeda.co.,p/

資本金0)売上高0 経常利益0 従業員O 設立1925年

メセナ活動基本方針

当社の社是の一項目 :「公に向かい国に奉ずるを第一義とすること」
当社の企業理念 :「人々の健康とすこやかな生活に貢献する」

活動名                  芸術分野 目的 支援形態
ロンドン交響楽団の欧米公演タケダグローバ 音楽
ルコンサート

芸術文化の啓発・普及、国際交流   協賛
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心に奏でるチャリティーコンサート

日本ロシア音楽会

音楽  芸術文化の啓発・普及

音楽  芸術文化の啓発・普及、国際交流 協賛

協賛116

株式会社竹中工務店 建設

URL. http://www.takenaka.co.ipl
資本金0)売上高0)経常利益0 従業員0 設立1899年

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。

活動名                  芸術分野 目的                支援形態

いずみホール「マーラーシリーズ」の協賛  音楽  若手芸術家の支援、既成芸術家の支援、協賛

オベラ「忠臣蔵」の協賛

「法隆寺文化講演会」の協賛
「大阪フィル八―モニー交響楽固定期演奏会」

の協賛

鑑賞者の支援、芸術文化の書発・普及

音楽  若手芸術家の支援、芸術文化の書発・普 協賛

及

有形文  文化財等の発掘・保存・修復     協賛

音楽  若手芸術家の支援、既成芸術家の支援、協賛

鑑費者の支援、芸術文化の書発・普及

音楽  若手芸術家の支援、既成芸術家の支援、協賛

鑑賞者の支援、芸術文化の啓発・普及
「'97サイトウ。キネン・フェステイバル」の協

賛

「異文化のまなざし大英博物館コレクション 美術

にさぐる」の協賛

協賛

協力(製 )

協賛

協賛

「関西ミュージアム・メッセ'97」への出展

「百済観音展」の協賛

朱雀門。東院庭園復元記念事業「平城京'98」  有形文

伝統芸能の振興、調査・研究

文化財等の発掘・保存・修復

文化財等の発掘・保存・修復、調査・研究

建築

美術、有形文

の協賛

浜離宮朝日ホール「まほろばの響き」の協賛  音楽  着手芸術家の支援、既成芸術宏の支援、協賛

鑑賞者の支援、芸術文化の啓発・普及

担当部署 :広報部[ス タッフ数21人 ]

〒650-0046 兵庫県神戸市中央区港島中町6-3-2

TEL.078-303-5481 FAX.078… 303-5485

田崎真珠株式会社 他製品

資本金0)売上高② 経常利薇D従業員0設 立1959年

メセナ活動基本方針

メセナを通じて、

1社会貢献。

2社会の信頼.

3顧客選元。

4会社PR。

活動名

TASAKi Sヽ A′AN:N MUSIC
芸術分野 目的                支援形態

音楽  既成芸術家の支援、アマチュアの支援、協賛

鑑賞者の支援、芸術文化の書発・普及、

現代芸術の振興

株式会 チェーンストアオークワ 小売業

資本金0)売上高④ 経常利益④ 従業員0)設立1969年

芸術文化の書発・普及



メセナ活動基本方針

財団法人大桑教育文化振興財団を通じて行つている。

活動名 芸術分野 目的

大桑教育文化振興財団への出捐 音楽、美術、無

形文、有形文

企業別メセナ活動一覧

支援形態

117

青少年の育成、地域文化の振興

一御
株式会社千葉銀行 銀行

担当部署 :広報部[ス タッフ数15人 ]

〒260-0026 千葉市中央区千葉港1‐2

TEL. 043-245-1111 FAX. 043-244-6654 URL. http:/ /www.ch ibabank.co. jpl
資本金(0)売上高0 経常利益0)従業員0 設立1943年

メセナ活動基本方針

当行は千葉県のリーディングバンクとして銀行の業務を通じて社会的・公共的使命を果たすとともに、地域社会
の一員として地域の教育・文化の充実や環境の整備など、豊かな地域社会づくりに積極的に取り組んでいる。

活動名                  芸術分野 目的                支援形態

ちばぎんアートギャラリー 7周年記念展 綿 美術  既成芸術家の支援、芸術文化の書発・普 主催
引道郎彫刻展                   及、地域文化の振興

ギャラリー開催150回記念展 増田泰子 油画 美術  若手芸術家の支援、芸術文化の啓発・普 主催
展 及、地域文化の振興

ちばぎんアートギヤラリー 歩会彫刻展 in 美術  若手芸術家の支援、既成芸術家の支援、協賛

TOKYO'97 鑑賞者の支援、芸術文化の啓発・普及、
地域文化の振興

若手芸術家の支援、鑑賞者の支援、青少
年の育成、芸術文化の啓発・普及、地域
文化の振興

若手芸術家の支援、鑑賞者の支援、青少
年の育成、芸術文化の書発・普及、地域
文化の振興

着手芸術家の支援、既成芸術家の支援、
鑑賞者の支援、青少年の育成、芸術文化
の書発・普及、伝統芸能の振興、文化財
等の発掘・保存・修復、地域文化の振興、
国際交流

音楽

芝山国際アー ト展 '97

ちばぎんフィルムライブラリー 映像 鑑賞者の支援、青少年の育成、地域文化 主催

の振興

ちばぎんひまわリコンサート女性二人組によ 音楽
るマリンバ・アンサンブル

ちばぎんひまわリコンサート本谷美加子 オ
カリーナコンサート

主催

主催

協賛音楽、美行、演

劇、期、経

文、有形文

株式会社千葉興業銀行 銀行
担当部署 :地域貢献室[ス タッフ数2人]

〒261-0001 千葉市美浜区幸町2-1-2
TEL.043-248-6221 FAX.043… 242-5321

資本金(0)売上高② 経常利1薇ら 従業員0 設立1952年

メセナ活動基本方針

企業理念である「地域とともに」「お客様のために」「親切の心で」に基づき、地域に存在感のある行動をする。

活動名 芸術分野 目的                支援形態

音楽  着手芸術家の支援、アマチュアの支援、主催コスモスコンサートシリーズ

芸術文化の啓発・普及、地域文化の振興
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美しい房総写真展シリーズ 若手芸術家の支援、アマチユアの支援、主催

芸術文化の啓発・普及、地域文化の振興118

株式会社中国銀行 銀行

担当部署 :

営業企画部

〒700…8628 岡山市丸の内1-15-20

TEL_086…223-311l FAX.086… 234‐6591 URL.h■ p://www.chugin.co.ip/

財団法人吉備路文学館[スタッフ数5人]

〒700¨0807 岡山市南方3-5…35

TEL.086-223-741l FAX.086-223-7411
URL. http://www.chugin.co.jplwho/kanren.html
資本金④ 売上高④ 経常利益0) 従業員0 設立1930年

メセナ活動基本方針

1地域に密着した金融機関として、地域の芸術文化活動に前向きに取り組む。

2財団法人吉備路文学館の運営を通じ、当地域にゆかりの文学者の紹介などを行い、文学活動の発展のお手伝い

を行っている。

活動名 芸術分野 目的 支援形態

NHK交響楽固定期演奏会 岡山シンフォニー

ホール第1回公演

音楽 芸術文化の啓発・普及

吉備路文学館の運営 文学  芸術文化の啓発・普及 主催

中国電力株式会社 電気・ガス

担当部署 :広報部企業文化・国際交流・社会貢献担当[スタッフ数12人 ]

〒730…8701 広島市中区小町4-33

TEL.082-241-021l FAX.082-242-8437 tJRL.http:ノ /ⅥⅣい″.energla.CO.lp/

資本金0 売上高0)経常利益0 従業員0 設立1951年

活動名

メセナ活動基本方針

経営理念のなかに「地域の発展に貢献します」を掲げ、さまざまな社会貢献活動に取り組んでいます。メセナ活動

は、その一環として行うものです。

芸術分野 目的                支援形態

音楽  若手芸術家の支援、既成芸術家の支援、主催

鑑賞者の支援、芸術文化の啓発・普及、

地域文化の振興

美術  鑑賞者の支援、芸術文化の啓発・普及、 主催

地域文化の振興

映像  鑑費者の支援、青少年の育成、芸術文化 協賛

の啓発・普及、地域文化の振興

エネルギアドリームコンサート

ロビー展

アニメフェスティバル

中部ガス株式会社 電気。ガス

担当部署 :グループマネージメント本部・企画[スタッフ数6人]

〒441-8505 愛知県豊橋市白河町100

TEL.0532-31… 8166 FAX.0532-33-4033

資本金0 売上高② 経常利1摂D 従業員(0)設立1943年

美術

協費
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メセナ活動基本方針
グループの基本理念である「美しく快適な人間空間づくりを通し、地域社会から信頼される企業グループとし

て、豊かな社会の実現をめざします」に基づき地域社会の発展に寄与する。

活動名 芸術分野 目的 支援形態

協賛「全国アマチユアオーケストラフェスティバ 音楽 アマチュアの支援
ル」への協賛

豊橋文化協会への活動支援

119

豊橋交響楽団への活動支援

フェスティナ・レンテ合奏団への協賛

豊橋ウィンドアンサンブル研究会への協賛

豊橋素人歌舞伎保存会への協賛

名古屋フィル八―モニー交響楽団への活動支
援

全般  地域文化の振興

音楽  アマチュアの支援、地域文化の振興

音楽  アマチュアの支援、地域文化の振興

音楽  アマチュアの支援、地域文化の振興

演劇、細′文 アマチュアの支援、地域文化の振興

音楽  アマチュアの支援、地域文化の振興

その他

その他

協賛

協賛

協賛

その他

中部電力株式会社 電気・ガス
担当部署 :広報部

〒461…8680 愛知県名古屋市東区東新町1

TEL.052…951-821l FAX.052-957… 1352

資本金0)売上高0経常利益0従業員101設立1951年

メセナ活動基本方針

当社の経営基本方針「お客様と未来を」「地球社会の中で」を受け、地域産業の発展、文化の振興に寄与する活動に
対し「良き企業市民」として積極的に貢献する。

活動名                  芸術分野 目的                支援形態

名古屋国際室内楽フェスティバル 音楽 協賛

協賛東京フィル八―モニー交響楽団名古屋定期演 音楽
奏会

ふれあいコンサート

ふれあいことも劇場
地球に優ししヽコンクール

日本室内楽アカデミー楽友会

若手芸術家の支援

既威芸術家の支援

音楽  既成芸術家の支援、鑑賞者の支援

演劇  青少年の育成、地域文化の振興

美術  青少年の育成

音楽  既成芸術家の支援、地域文化の振興

主催

主催

主催

協力(人・場・

製)、 その他

中部日本放送株式会社 通信。放送
担当部署 :事業局事業部[ス タッフ数15人 ]

〒460-0007 愛知県名古屋市中区新栄1… 2… 8
TEL. 052-259-1362 FAX. 052-259-1365 URL. http://www.cbc-nagoya.co.jpl
資本金0 売上高② 経常利益0 従業員0 設立1950年

活動名 芸術分野 目的           支援形態

音楽  アマチュアの支援、芸術文化の書発・普 主催
及、国際交流

音楽  既成芸術家の支援、芸術文化の書発・普 主催

ウィーン音楽コンクール イン ジャバン

名古屋国際音楽祭

大同特殊鋼名演奏家シリーズ'97

及、国際交流

既成芸術家の支援、芸術文化の啓発・普 主催

及

東京フィル名古屋定期演奏会       音楽  既成芸術家の支援、芸術文化の啓発・普 主催
及
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大阪フィル朝比奈隆指揮名古屋演奏会

能 野村四郎 名古屋公演

ス回ヴアキア国立歌劇場オペラ「トスカ」

ミュージカル「シー・ラブズ・ミー」

アレンジャーズ・サミットin Aichi

スロヴァキア国立歌劇場「ラ・ボエーム」

既成芸術家の支援、芸術文化の啓発・普 主催

及

既成芸術家の支援、芸術文化の啓発・普 主催

及

既成芸術家の支援、芸術文化の啓発・普 主催

及

既成芸術家の支援、芸術文化の啓発・普 共催

及

既成芸術家の支援、芸術文化の啓発・普 主催

及

既成芸術家の支援、芸術文化の啓発・普 主催

及

音楽

無形文

音楽

演劇

音楽

音楽

千代田火災海上保険株式会社 保 険

担当部署 :広報部[スタッフ数13人コ

〒150-8488 東京都渋谷区恵比寿1… 28-1

TEL.03-5424-9433 FAX.03-5424-9389 URL.http://www.chiyoda― fire.co.ip/

資本金④ 売上高0 経常利益0 従業員0 設立1897年

メセナ活動基本方針

1地域密着の文化事業とする。

2地元のオーケストラを起用し、支援する。

3-般の方を公募によりご招待し、地域還元をはかる。

芸術分野 目的 支援形態

音楽  既成芸術家の支援、鑑賞者の支援、地域 主催

北海道交響楽団                  文化の振興

千代田火災ニューイヤーコンサート98仙台 音楽  既成芸術家の支援、鑑賞者の支援、地域 主催

仙台フィル八―モニー管弦楽団           文化の振興

千代田火災ニユーイヤーコンサート98東京 音楽  既成芸術家の支援、鑑賞者の支援、地域 主催

東京交響楽団                   文化の振興

千代田火災ニューイヤーコンサート98名古 音楽  既成芸術家の支援、鑑賞者の支援、地域 主催

屋 名古屋フィ 文化の振興

既成芸術家の支援、鑑賞者の支援、地域

文化の振興

既成芸術家の支援、鑑費者の支援、地域

文化の振興

既成芸術家の支援、鑑費者の支援、地域

文化の振興

既成芸術家の支援、伝統芸能の振興

千代田火災ニューイヤーコンサート98大阪

大阪フィル八

高野喜長 琴 演奏会

活動名

千代田火災ニューイヤーコンサート98札幌

千代田火災ニューイヤーコンサート98広島

広島交薔楽団

千代田火災ニューイヤーコンサート98福岡

九州交響楽団

音楽

音楽

音楽

音楽

主催

主催

主催

協賛、協力

(場 )

TOA株式会社 音響機器

担当部署 :株式会社ジーペック[スタッフ数15人 ]

〒650-0046 兵庫県神戸市中央区港島中町7‐2-1

TEL.078-303-5600 FAX.078-303-4632

資本金0)売上高② 経常利益0従 業員② 設立1949年

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。メセナ活動を通じて得た情報や人的ネットヮークを生



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。

活動名

ジャスト・フォーラム・シリーズ「フォルテピ
アノと古典調律をめぐって」

企業別メセナ活動一覧

芸術分野 目的                支援形態

音楽  既成芸術家の支援、現代芸術の振興  主催

音楽 既成芸術家の支援、国際交流

121

ラテン音楽シリーズ「カリビアン・サウンド
ナイト」

協賛、協力(人

・場・製)

主催チンギス・プルース ホーメイ～海を越えた草 音楽
原の歌声

トウンバン・スンダを聴く

芸術文化の啓発・普及、国際交流

音楽  芸術文化の書発・普及、国際交流   協賛、協力(人

・場)

TDK株式会社 電気機器

ト

資本金④ 売上高④ 経常利益0 従業員0 設立1935年

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、地域社会活動等広がっています。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。

活動名                  芸術分野 目的                支援形態

ボストン交響楽団 タングルウッドコンサー 音楽  既成芸術家の支援、鑑賞者の支援、青少 協賛

シカゴ交響楽団 ランビニア音楽祭

年の育成、芸術文化の書発・普及、国際

交流

既成芸術家の支援、鑑賞者の支援、芸術

文化の書発・普及、国際交流

既成芸術家の支援、芸術文化の啓発・普

及

若手芸術家の支援、芸術文化の啓発・普
及、国際交流

既成芸術家の支援、芸術文化の啓発・普
及

NHK交響楽団

国際音楽家芸術協会

日本オペラ振興会

音楽

音楽

音楽

音楽

協賛

協賛

協賛

協賛

株式会社TYK ガラス・土石製品
担当部署 :社長室

資本金0)売上高② 経常利益② 従業員0)設立1947年

メセナ活動基本方針

1地域の芸術文化の発展に寄与する。

2芸術・文化に対する社員の関心を高める。

活動名

TYK絵画大賞

岐阜県交響楽団練習会館建設資金支援

芸術分野 目的                支援形態

美術  若手芸術家の支援、地域文化の振興  主催

音楽  地域文化の振興           その他

資本金0)売上高0 経常利益0 従業員0 設立1921年

医薬品テルモ株式会社
担当部署 :広報室[ス タッフ数4人 ]

〒151-0072 東京都渋谷区幡ヶ谷2-44-1

TEL.03-3374-8266 FAX.03-3374-8399
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活動名

オペラ公演協賛

芸術分野 目的                支援形態

音楽  既成芸術家の支援、芸術文化の啓発・普 協賛

音楽

及、現代芸術の振興

既成芸術家の支援、芸術文化の啓発・普

及、現代芸術の振興

クラシック音楽演奏会協賛 協賛

テレビ大阪株式会社 通信。放送

担当部署 :総務経理局[ス タッフ数9人コ

〒540-8519 大阪市中央区大手前1… 2…18

TEL.06-947¨0019 FAX.06-946-9796 URL.http://ww.tv‐ osaka.co.jp/

資本金0)売上高② 経常利
`蟹

D 従業員● 設立1981年

メセナ活動基本方針

報道機関としての責務として。

活動名 芸術分野 目的                支援形態

美術  芸術文化の書発・普及、地域文化の振  その他

興、国際交流
大阪トリエンナーレ1997

株式会社デンソー 輸送用機器

担当部署 :総務部企画[ス タッフ数3人 ]

〒448…8661 愛知県刈谷市昭和町1… 1

TEL.0566-25… 5702 FA)(.0566-25‐ 4520 1JRL.hl」 :p://wwvv.denso.co.」 p/

資本金0 売上高0 経常利益0 従業員0 設立1949年

メセナ活動基本方針

当社の社会貢献活動の重点項目外であるためとくに方針・考え方は定めていない。社外より依頼のあった案件

について、そのつど検討している。

活動名                  芸術分野 目的                支援形態

豊田佐吉記念館保存会年会費

名古屋ボストン美術館への寄付

パブリックアートフォーラム

刈谷市民吹奏楽団

チャリティーコンサートヘの協賛

刈谷文化協会への支援

刈谷の大名行列

西尾文化協会会費

日本交響楽振興財団

名古屋フィル八―モニー交響楽団

有形文 文化財等の発掘・保存・修復 その他

協賛美術 芸術文化の啓発・普及、国際交流

美術、建築  既成芸術家の支援、芸術文化の書発・普 協賛

及、現代芸術の振興

音楽 アマチュアの支援、地域文化の振興 協賛

音楽  その他               協賛

却:、 文学  芸術文化の啓発・普及、地域文化の振興 その他

無形文  地域文化の振興          協賛、協力

(人 )

全般  芸術文化の薔発・普及、地域文化の振興 その他

音楽  現代芸術の振興           その他

音楽  既成芸術家の支援          その他

株式会社電通 広告・コミュニケーション

資本金0)売上高O 経常利益0 従業員0 設立1901年

活動名 芸術分野 目的

有形文

音楽 既成芸術家の支援

支援形態

その他

その他

文化財保護振興財団 文化財等の発掘・保存・修復

NHK交響楽団

ユネスコアジア文化センター 全般 国際交流 その他
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読売日本交響楽団

日本交響楽振興財団

サントリー音楽財団

日本オペラ振興会

日本フィル八―モニー交響楽団

国立民族学博物館

音楽 既成芸術家の支援 その他

その他
123

音楽  既成芸術家の支援

音楽  既成芸術家の支援

音楽  既成芸術家の支援

音楽  既成芸術家の支援

有形文、その他 文化財等の発掘・保存・修復、地域文化

の振興

その他

その他

その他

その他

電通ギャラリー 美術、囀t、そ 地域文化の振興

帥

主催

株式会社トーメン 卸売業
担当部署 :文化事業室[ス タッフ数3人 ]

〒107…8677 東京都港区赤坂2-14… 27
TEL.03-3588-6600 FAX.03-3588… 6565

資本金④ 売上高0 経常利益0 従業員0 設立1920年

メセナ活動基本方針

厳しい経営環境のなかにあっても、

1支援を始めた案件は継続する。

2見返りはいっさい求めない。

3陰徳として体質・体力に見合った活動を続ける。

活動名                  芸術分野 目的 支援形態

インターナショナルオルガンフェスティパル 音楽 芸術文化の啓発・普及、国際交流   協賛

(児玉麻里)協賛

エストニア音楽祭協賛 音楽 国際交流 協賛

国際親善音楽祭 (及川光悦)協賛 音楽

美術

鑑賞者の支援、国際交流 協賛

CAWJ現代版画展協賛 その他 協賛

協賛

その他

日中友好シンポジウム協賛 有形文 調査・研究

読売日本交響楽団 音楽  芸術文化の書発・普及

トヨタ自動車株式会社 輸送用機器
担当部署 :広報部社会文化室[ス タッフ数9人]

〒112-8701 東京都文京区後楽1-4-18

TEL.03-3817-9139 FAX.03… 3817… 9036 URL.h‖ p://www.toyota.co.jp/

資本金0)売上高0 経常利益0 従業員0 設立1937年

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社会のニーズを見きわめ国際社会、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が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点に重点を置いた活動への支援に継続的に取り組む。

活動名

トヨタ・コミュニティ・コンサート(年間70
回)

芸術分野 目的                支援形態

音楽  アマチュアの支援、青少年の育成、地域 主催

文化の振興
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トヨタ青少年オーケストラキャンプ 音楽  アマチュアの支援、青少年の育成   主催

トヨタ・ミュージック・ライプラリー(クラシ 音楽

ック曲の楽譜無料貸出し)

トヨタ・アフター5(フ アイブ)コ ンチェルト 音楽

全国アマチュアオーケストラフェスティパル 音楽

アマチュアの支援

アマチュアの支援

アマチュアの支援 主催

主催

主催

第5回アフター5(フ アイプ)コ ンサート in

TOYOTA・弦楽四重奏演奏会

第6回アフター5(フ アイブ)コ ンサート in

TOYOTA・クリスマスコンサート

音楽  地域文化の振興 主催

音楽 地 域又 化 の振興 主催

トヨタクラシックス・ワールドオブ八―モニ 音楽

―(ア ジア9か国・地域公演)

鑑賞者の支援、国際交流 主催

ジャバン・ヤングアーティスト・チェンバーミ 音楽

ュージック・ソサエティ(JYACMS)第12/
13回公演

若手芸術家の支援 主催

第3回JYACMSヴ ォーリズコンサート・迫  音楽

昭嘉プロデュース

若手芸術家の支援 主催

第4回JYACMSヴ ォーリズコンサート・漆  音楽

原書子プロデュース

若手芸術家の支援 主催

トヨタ創立60周年記念コンサート(全国8地 音楽

域10公演)～Toyota Ph‖ harmonic

Master Players,Ber‖ n´―

トヨタ・ふれあいコンサート(全国5地域6公

演)

トヨタ・コミュニティアート(全国3地域3回 )

鑑賞者の支援、その他

音楽  着手芸術家の支援、鑑賞者の支援   主催

美術  若手芸術蒙の支援、鑑賞者の支援、現代 主催

芸術の振興

主催

トヨタ・エイブルアート・フォーラム(全国10 美術

地域)

芸術文化の啓発・普及、その他 主催

トヨタ・アートマネジメント講座(全国9地

域)

音楽、美術、滉 芸術文化の啓発・普及、地域文化の振興 主催

囀

トヨタからのおくりもの～親と子のフアミリ 音楽
―コンサート

第21回音楽之友社賞・副賞=トヨタ音楽賞

鑑賞者の支援、青少年の育成

音楽  既成芸術家の支援、芸術文化の啓発・普 協賛

及

協賛

第18回霧島国際音楽祭・講習会 音楽  若手芸術家の支援、アマチユアの支援、協賛

地域文化の振興

パシフィック・ミュージック・フェスティバル 音楽 アマチュアの支援、国際交流

(=PMF)1997
PMFウィーンコンサート 音楽 既成芸術家の支援

PMFオーディション・アジアツアーー鈴木理

恵子とPFMの仲間たち

音楽 若手芸術家の支援

第170回毎日ソリステンー植村理葉ヴァイオ

リンリサイタル

音楽 若手芸術家の支援

第171回毎日ソリステンー鈴木大介ギターリ

サイタル

音楽 若手芸術家の支援

第16回ジャバンヴィルトーゾ・シンフォニー

協賛

協賛

協賛

協賛

協賛

協賛

オーケストラ‐名古屋公演

音楽 既威芸術家の支援
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第19回ジャバンヴィルトーゾ・シンフォニー 音楽

オーケストラ 大̈阪公演

既成芸術家の支援 125

第6回国際音楽祭「ヤングプラハ」 音楽  若手芸術家の支援、国際交流

第7回グリーンコンサーツ

第7回インターナショナル・オルガンフェス

ティバル・イン・ジャバン

第2回クラシックはしヽかか?-25歳以下の若

い人のためのコンサート

97サイトウキネンフェスティバル

第13回こどもたちへ～39人の作曲家による

自作自演のビアノコンサート

若手芸術家の支援、アマチュアの支援、
地域文化の振興

音楽

協賛

協賛

協賛

協賛

協賛

音楽 既成芸術家の支援、国際交流

音楽 鑑賞者の支援

音楽  既成芸術家の支援、地域文化の振興  協賛

音楽  既成芸術家の支援          協賛

オラトリオ東京第5回定期演奏会

三枝成彰×キャビン・プライアーズー哲学への
告別、オペラ「忠臣蔵」

三枝威彰スペシャルコンサート「オペラアリ
アの夜会」

音楽  若手芸術家の支援

音楽   既成芸術家の支援         協賛

音楽 既成芸術家の支援

協賛

シエナ・ウインド・オーケストラ第3回定期演 音楽

奏会

若手芸術家の支援

協賛

協賛

協賛モーツアルトピアノ協奏曲32曲演奏会・第  音楽  着手芸術家の支援

3/4回

第89回東京室内歌劇場公演「オルフェの不

幸、エウリディーチェ」

音楽 既成芸術家の支援

第90回東京室内歌劇場公演「ロング・クリス

マス・ディナー」

音楽 既成芸術家の支援

第91回東京室内歌劇場公演「カーリューリヴ 音 楽 既成芸術家の支援

ァー、往生絵巻」

音楽 地域文化の振興

地域文化の振興

協賛

協賛

協賛

第7回富士山麓国際音楽祭

第3回御殿場国際音楽祭富士山フェスティバ 音楽

ル

第5回音楽と心の八―モニーコンサート 音楽 その他 協賛

音楽  既成芸術家の支援、地域文化の振興  協賛

音楽  既成芸術家の支援、地域文化の振興、国 協賛

際交流

協賛

協費

第9回栃木蔵の街音楽祭

第20回名古屋国際音楽祭

全日本合唱連盟創立50周年記念・世界青少年 音楽

合唱団日本公演

オーケストラ・サミット・イン・ジャバン

グランプラス開設5周年記念ガラ・コンサー

ト

青少年の育成、国際交流

音楽  既成芸術家の支援、国際交流     協賛

音楽  若手芸術家の支援、地域文化の振興  協賛

協賛

チェロの音に魅せられた12人のチェリスト 音楽

たち97

既成芸術家の支援 協賛

JVC(国際ボランティア協会)メ サイアコン

サート

音楽 既成芸術家の支援、その他

神戸夢音楽祭2008FWe Love Kobe
98』

音楽 地域文化の振興

神戸市演奏協会第92回公演(神戸アーバンォ 音楽  既成芸術家の支援、アマチュアの支援、協賛
ペラ八ウス)「ラ・ポエーム」             地域文化の振興

協賛

協賛
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オペレッタ「フラウ・ルナー月光夫人」

オペラ「忠臣蔵」

オペラ・バンピーノ「ザ・グルービーショー」

オペラサロントナカイ・ガラ「こうもり」

深山尚久ヴァイオリンコンチェルトのタベ

北欧アンサンブル第1回演奏会

原壮介とプリュッセル弦楽四重奏団「ギター

と弦楽四重奏のタベ」

スペシャルオリンピックス東京・チャリティ
コンサート「正秋バンド&小倉清澄」

ヴォイス・トウゲザー97「ウィリアム・マテウ

第6回アートクンストフェステイバル97 音楽 その他

音楽  既成芸術家の支援

音楽  既成芸術家の支援

音楽  青少年の育成、地域文化の振興

音楽  若手芸術家の支援

音楽  既威芸術家の支援

音楽  既威芸術家の支援

音楽  既成芸術家の支援、国際交流

音楽 その他

音楽 その他

協賛

協賛

協賛

協賛

協賛

協賛

協賛

協賛

協賛

協賛

ッツィ テノールリサイタル」

第6回人の鳥コンサートーアンドレイ・ピサレ 音楽

フ ビアノリサイタル

地域文化の振興 協賛

梅津美葉CD「舞う」(制作支援) 音楽  若手芸術家の支援

口夢と人形の音楽劇「ホムスーぼくは頭をびょ 音楽
んびょんした」

既成芸術家の支援

協賛

協賛

協賛

協賛

丸の内交響楽団・第3回自主公演

宮城大学第1回サロンコンサート‐鈴木理恵子 音楽

とPMFの仲間たち

音楽 アマチュアの支援

文化の振興

青森県五戸町町民いこいの日コンサートー鈴 音楽

木理恵子とPMFの仲間たち

着手芸術家の支援、鑑費者の支援、地域 協賛

文化の振興

97ク リスマスタウン軽井沢・クリスマスコン 音楽

サート

既成芸術家の支援、地域文化の振興 協賛

蓼科高原音楽祭 音楽  若手芸術家の支援、地域文化の振興  協賛

音楽  若手芸術家の支援、アマチュアの支援、協賛

青少年の育成、地域文化の振興
とよたミュージックパトル97

愛環音楽連盟創立記念演奏会「千人の第九」 音楽   アマチュアの支援、地域文化の振興  協賛

愛知県少年少女合唱連盟・第1回含唱フェステ 音楽   アマチュアの支援、青少年の育成、地域 協賛

ィバル                        文化の振興

びわこ全国学生邦楽フェスティバル 音楽 青少年の育成、地域文化の振興 協賛

ベルギー王国フィル八―モニー管弦楽団フラ 音楽

ンダース日本ツアー1997

既成芸術家の支援、国際交流 協賛

協賛シンシナティ交響楽団。Far Eastern

Tour

世界のお巡りさんコンサート inヨーロッパ 音楽

第10回国際親善交流演奏会～日本・ハンガリ 音楽

―交流演奏会

音楽  既成芸術家の支援、国際交流

アマチュアの支援、国際交流

既成芸術家の支援、国際交流

一　

一

一　
一

一　

一

一臓

一膿

フランスと日本‐合唱の掛け橋 音楽  アマチュアの支援、国際交流 協賛

97日露交歓コンサート 音楽  若手芸術家の支援、国際交流 協賛

エストニア音楽祭

中国中央民族楽団。日中国交正常化25周年記

念公演

「エイジアン・フアンタジィ・オーケストラ」ア
ジアツアー

音楽 既成芸術家の支援、国際交流

音楽

音楽

国際交流 協賛

協賛国際交流

アジアの音楽広場「夏祭り、中・韓打楽器の共 音楽
演」

若手芸術家の支援、国際交流 協賛



アジア芸術祭97

企業別メセナ活動一覧

音楽  若手芸術家の支援、国際交流     協賛 127
長野オリンピック文化芸術祭・塩の道コンサ 音楽
―ト

地域文化の振興

音楽   アマチュアの支援、地域文化の振興、国 協賛
際交流

協賛

協賛

長野オリンピック・ミュージックボランティ
アコンサート

ふるさときゃらばん「クマゴンの森」

ふるさときゃらばん「Oh!マイSUN社員」

ミュージカル「シェルプールの雨傘」    演劇
ミュージカル「ケンタッキーの我が家」日本公 演劇
演

カザルスホール倶楽部 音楽

オーチャードホール・フランチャイズシステ 音楽
ム・ステップ‖

名古屋フィル八一モニー交響楽団・東京公演 音楽

名古屋フィル八―モニー交響楽団(責助)  音楽

新日本フィル八―モニー交響楽団(賛助)  音楽

日本フィル八―モニー交響楽団(賛助)   音楽

既成芸術家の支援

若手芸術家の支援

既成芸術家の支援、国際交流

その他

既威芸術家の支援

既成芸術家の支援

既成芸術家の支援

既成芸術家の支援

既成芸術家の支援

演劇

演劇

既成芸術家の支援

協賛

協賛

協賛

協賛

協賛

協賛

その他

その他

その他

その他NHK交響楽団(貢助)

日本交響楽振興財団(賛助)

ウィーン国立歌劇場(賛助)

ヘルベルト・フォン・カラヤンセンター、ウィ
ーン青少年教育プログラム(賛助)

美術の中の形～手で見る造形～

エイブル・アート97東京展「魂の対話」

アール・プリュット『生の芸術―その発見と未
来」

音楽  既成芸術家の支援

音楽  既成芸術家の支援          その他

音楽  既成芸術家の支援、国際交流     その他

音楽  既成芸術家の支援、青少年の育成、国際 その他
交流

美術  着手芸術家の支援、現代芸術の振興  協賛

協賛

協賛

画廊からの発言・新世代への視点97～環境・

生命～

水戸アニュアル97～ しなやかな共生～ 美術 現代芸術の振興

美術

美術

芸術文化の啓発・普及、その他

芸術文化の啓発・普及、その他 協賛

美術  芸術文化の書発・普及、国際交流   協賛

美術  アマチュアの支援、地域文化の振興  協賛98アート・パラリンピック長野

東京インターナショナル・アート・フェスティ 美術 現代芸術の振興、国際交流 協賛

ノヽル97
東京純心女子大学・学芸員ワークショップ「燃 美術   アマチュアの支援、現代芸術の振興  協賛
えろ、マリア・フィーバー」

第2回 How Are You、 PHOTOGRAPHY美 術  アマチュアの支援、現代芸術の振興  協賛

展

文化財指定制度100周年記念「特別展観―百済 美術  伝続芸能の振興           協賛

観音」

マイク・ケリー&トニー・アウスラー展 現代芸術の振興、国際交流

既成芸術家の支援

現代芸術の振興、国際交流

笠原祥子「建築空間への試み」

現代芸術の振興           協賛

現代芸術の振興           協賛

第47回豊田美術展 既成芸術家の支援、アマチュアの支援、協賛
鑑費者の支援、地域文化の振興

美術  アマチュアの支援、鑑費者の支援、地域 協賛
文化の振興

一

一

一　

一

一

一

一術
一術
一術

一術
一術
一術

一美
一美
一美

一美
一美
一美

協賛

協賛

協賛lNSIDE展・帰国報告会

関口俊吾回顧展

「デ・ジェンダリズム展記録カタログ」制作

第35回豊田市民美術展
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愛知県美術館・開館5周年記念展「近代美術の 美術

100年」

現代芸術の振興、地域文化の振興

豊田市美術館・絵画購入支援        美術  芸術文化の啓発・普及、地域文化の振興 協賛

名古屋ボストン美術館開館準備支援(発起人 美術  地域文化の振興           協賛

会支援)

若手芸術家の支援、現代芸術の振興 協賛劇団アクトB― GUN「東京パイブレーション 演劇

2」

劇団アクトB― GUN「おれたちのパラード」 演劇  着手芸術家の支援、現代芸術の振興  協賛

演劇  若手芸術家の支援、青少年の育成、地域 協費

文化の振興

演劇  既成芸術家の支援、現代芸術の振興  協賛

演劇  既成芸術家の支援、現代芸術の振興  協賛

演劇  若手芸術家の支援、現代芸術の振興  協賛

演慮」  若手芸術家の支援、現代芸術の振興  協賛

演劇  現代芸術の振興、国際交流      協賛

演劇  既成芸術家の支援、現代芸術の振興  協賛

演劇  既成芸術家の支援、現代芸術の振興  協賛

演劇  既成芸術家の支援、現代芸術の振興  協賛

札幌ユースシアター(4公演)

東京国際舞台芸術フェスティバル97

毬谷友子一人芝居「弥々」

演劇 既成芸術家の支援、現代芸術の振興  協賛

夜「窓」

Uフィールド「すみれの花の咲く頃」    演劇  既成芸術家の支援、現代芸術の振興  協賛

FPP(フェイマス・ピープル・プレイヤーズ)演 劇  国際交流、その他          協賛

東京公演

シリーズアジアの人形芝居Pan 5「 スバエク 演劇

・トムーカンボジアの影絵芝居」

伝統芸能の振興、国際交流

ギイ・フォワシー・シアター「関節炎か痛むか

ら」他

ギイ・フォワシー・シアター「50回記念公演」

岸田理生カンパニー・国境を越える演劇シリ
―ズ⑭「愛を巡る寓話」

瑠華殿「カラスウリの咲く夜」

劇団道化座・生きるシリーズ4『 0号発刊す』

劇団A.G.S東京公演「亀、もしくは……。」

劇団かもねぎショット・夢十夜シリーズ第4

協賛

ジャワ・ワヤン(影絵芝居)名古屋公演

ダンス・ダイナミクス・ワークショツプ

97サマー・アート・スクール

ダンス・セレクション97

横浜ダンス・コレクション98
スペシヤ

(ゼ ロ)カテゴリ

劇団DA・ M「aruku」

空間パフォーマン イヌイッ

伝続芸能の振興、国際交流 協賛

協賛その他

舞踊  その他               協賛

舞踊  既成芸術家の支援、現代芸術の振興  協賛

舞踊  既威芸術家の支援、現代芸術の振興  協賛

舞踊  既成芸術家の支援、現代芸術の振興

舞踊  若手芸術象の支援、現代芸術の振興

舞踊  若手芸術家の支援、現代芸術の振興

舞踊  若手芸術家の支援、現代芸術の振興

舞踊  既成芸術家の支援、アマチユアの支援、

演劇

舞踊

協賛

協賛

協賛

協賛

協賛

協賛

アクターズ。フェスティパルNAGOYA 97
芸術文化の啓発・普及、地域文化の振興

和泉流宗家・名古屋能楽堂オープン記念公演 演劇  既成芸術家の支援、伝統芸能の振興、地

和泉流宗家・名古屋薪狂言

域文化の振興

既成芸術家の支援、伝続芸能の振興

既成芸術家の支援、国際交流和泉流宗家・ヨー日

映像  芸術文化の啓発・普及、その他

一
一
一

一嗣
一嗣
一鋼

協賛

既成芸術家の支援

協賛

協賛

TAMA CINEMA FORUM・ 第7回映画祭 映像  地域文化の振興

協賛

協賛

よこはまメセナ研究会・アートマネジメント

セミナー

全般  芸術文化の啓発・普及、地域文化の振興 協賛



企業別メセナ活動一覧

大和町アートマネジメント講座(宮城県)  全般

アーツフォーラム、21世紀への提言―第4回公 全般

開シンポジウム

芸術文化の書発・普及、地域文化の振興

芸術文化の書発・普及

協賛 129

パブリックアートフォーラム定例研究会(年 美術

間5回 )

芸術文化の啓発・普及

協賛

協賛

協賛

協賛

パブリックアートフォーラム第4回全国シン 美術

ポジウム

芸術文化の書発・普及、地域文化の振興

ポエトリー・リーディング・ライブ～自作詩を 映像
読もう～

アマチュアの支援、地域文化の振興

富山県高岡文化ホール・第10回新春フェステ 音楽、演劇、舞 鑑賞者の支援、地域文化の振興    協賛

バル

第3回フラワーデザイン・コンペテイション‐ その他 芸術文化の書発・普及、その他

東京カップ98
こうばこの会トークパフォーマンス・第18回 演劇

チャリテ ィ公演

新国立劇場運営財団(賛助)

民俗芸能・郷土文化に関わる地域イベント

(31件 )

その他

協賛

協賛

その他音楽、演劇、舞 芸術文化の啓発・普及

踊

無形文  文化財等の発掘・保存・修復、地域文化 協賛
の振興

東海旅客鉄道株式会社 陸運
担当部署 :広報部[ス タッフ数4人 ]

〒103-8288 東京都中央区八重洲1-6-6
TEL.03-3274-9567 FAX.03-5201… 6640
資本金0)売上高0 経常利益0 従業員0 設立1987年

メセナ活動基本方針
1沿線地域の歴史的文化的財産を紹介。
2沿線地域に根ざした文化・芸能などの活動に対する支援。
3沿線地域の文化度向上に寄与。

活動名 芸術分野 目的

奈良学文化講座の開催          無形文、有形文

大覚寺観月のタベコンサートの開催    音楽

平安神宮 紅しだれコンサートヘの協賛   音楽

ジェイアール東海生涯学習財国の活動支援  美術、その他 その他

地域文化の振興

芸術文化の啓発・普及、地域文化の振興

芸術文化の啓発・普及、地域文化の振興

支援形態

主催

主催

協賛

その他

東京海上火災保険株式会社 保 険
担当部署 :総務部社会環境室[ス タッフ数6人]

〒100-8050 東京都千代田区丸の内1-2… 1

TEL.03… 3285-0274 FAX.03… 5223-3013 URL.http:/ノ 'wvvヽ″.tokiomari ne.co.jpl
資本金0)売上高0経常利益0従業員0設立1879年

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)。

活動名                  芸術分野 目的 支援形態

美術、その他 アマチュアの支援          協力(場 )

美術  鑑賞者の支援            協賛

トウキョウ・マリン・ギャラリー運営
ヒューレーン美術館展
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橿原考古学研究所講演会

バロックとロココ展

レオノーラ・キャリントン展

ピート・モンドリアン展

ループル美術館展

有形文  鑑賞者の支援、文化財等の発掘・保存・

修復

鑑費者の支援

鑑賞者の支援

協力(人・場)

協賛一
一
一
一

一術
一術
一術
一術

一美
一美
一美
一美

一　
一

援
一援
一

支
一支
一

の
一の
一

者
一者
一

賞
一賞
一

鑑
一鑑
一

協賛

協賛

協賛

東京ガス株式会社 電気。ガス

担当部署 :広報部社会文化センター[ス タツフ数4人]

〒105-8527 東京都港区海岸1-5-20

TEL.03-5400¨ 7676 FAX.03-3437… 9130

資本金0)売上高0)経常利蟹Э 従業員●)設立1885年

メセナ活動基本方針

うるおいのある暮らしをバ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、多くの方々が「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」を持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、講演会を通して新しい視野を開いていただいたり、食の情報を発進して

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、これらの催しを通じて、地域の方々との交流を

深め、うるおいのある暮らしをバックアップしたいと願っています。

活動名 芸術分野 目的                支援形態

美術  青少年の育成、芸術文化の啓発・普及、 主催

地球環境映像祭の特別協賛

地域文化の振興

アマチュアの支援、芸術文化の書発・普

及、国際交流

日本フィル第76回サンデーコンサートの協

賛

芸術文化の啓発・普及

小・中学生陶芸コンクールの開催

読売日響コンサートの協賛

ポケットコンサートの開催

銀座ポケットパークの運営

芸術文化の啓発・普及

着手芸術家の支援、地域文化の振興

若手芸術家の支援、アマチュアの支援、

映像

音楽

音楽

音楽

美術、建築

協賛

協賛

協賛

主催

その他

青少年の育成、芸術文化の啓発・普及、

現代芸術の振興、地域文化の振興

資本金0 経常利
`雲

D 従業員0)設立1922年

メセナ活動基本方針

当社は、「社会の発展に寄与すること」を目的の一つとして事業を展開しており、その理念を実行するかたちで長

期間にわたり社会貢献活動を行ってきた。現在では、芸術・文化、環境保全、国際交流、教育、学術・研究、スポーツ、地

域社会活動など、きまざまな分野の社会貢献活動を展開している。

活動名 芸術分野 目的 支援形態

"Thanks from the Heart" Concert 音楽 地域文化の振興、国際交流

'97 Bunkamura

一催一主

東京急行電鉄株式会社 陸運

Bunkamuraォ フィシャルサプライヤー  音楽、美術、演 その他               その他

若手芸術家の支援、アマチュアの支援、その他

芸術文化の啓発・普及

薗、舞踊、映像

課、輸、演五島記念文化財団
劇、舞踊



企業別メセナ活動一覧

東京電力株式会社 電気・ガス 131
担当部署 :総務部、営業部
〒100-0011 東京都千代田区内幸町1-1-3

TEL.03-3501-811l URL.http:/ノ 'wvvヽ″.tepco.co.ip/

資本金0 売上高0 経常利益0 従業員0 設立1951年

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社員か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、進めている。

活動名 芸術分野 目的                支援形態

音楽  アマチュアの支援、地域文化の振興  主催

音楽  アマチュアの支援、地域文化の振興  主催

TEPC0 1万 人コンサート

TEPCOふれあいツアーコンサート

TEPCOおはなしキャラバン 演劇  鑑賞者の支援、青少年の育成

TEPCOフ アミリーミュージカル 演劇  鑑賞者の支援、青少年の育成

主催

主催

東京国際映画祭支援            映像  芸術文化の啓発・普及、現代芸術の振興 協賛

担当部署 :総務部、社長室

資本金0 売上高0 経常利益0 従業員01 設立1951年

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、できうるかきり長期的に支援しようという方針です。

活動名                  芸術分野 目的                支援形態

日仏文化交流支援委員会

国際協力推進協会

全国こども音楽会事務局

東京音楽祭協会

サントリー音楽財団

日本交響楽振興財団

日本文化団体連盟

古代学協会

放送番組センター

日本劇団協議会

国際交流

芸術文化の啓発・普及、国際交流

若手芸術家の支援、アマチュアの支援、
青少年の育成

若手芸術家の支援、既成芸術家の支援、

全般

音楽、その他

音楽

音楽

その他

その他

主催

主催

一文
一硼
一文
一　
一

一帯
一撤
一郁
一疇
一鴎

三二
晦

一一
・

国際交流

音楽  芸術文化の書発・普及、現代芸術の振  その他
興、伝統芸能の振興

音楽  既成芸術家の支援          その他

音楽  若手芸術家の支援、既成芸術家の支援、その他
青少年の育成

文化財等の発掘・保存・修復、調査・研究 その他

国際交流

文化財等の発掘・保存・修復、国際交流

芸術文化の啓発・普及、調査・研究

芸術文化の啓発・普及、国際交流、調査・

研究

演劇  芸術文化の啓発・普及、現代芸術の振興 その他

その他

その他

その他

その他

株式会社東京放送 サービス

担当部署 :文化推進部[ス タッフ数21人 ]

ガラス。土石製品東陶機器株式会社
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〒107-0062 東京都港区南青山1-24-3 TOTO乃 木坂ビル2F

TEL.03-3595-9640 FAX.03-3423-4085 URL.http://wvvw.toto.co.lp/

資本金④ 売上高④ 経常利益0 従業員0 設立1917年

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

ギャラリー・間 建築・デザイン専門ギャラリ

ーの運営

ギャラリー・間 建築講演会の開催

建築関連書籍の出版

地域文化の振興、その他

芸術分野 目的 支援形態

主催建築 その他

建築

建築、有形文、

その他

主催

主催その他

北九州国際音楽祭 音楽  地域文化の振興、国際交流 協賛

東武鉄道株式会社 倉庫・運輸

担当部署 :総合企画室[スタッフ数15人 ]

〒131-8522 東京都墨田区押上1-1-2

TEL.03-3621… 5031 FAX.03-3621-5039 URL.http://1Ⅳ Mハv.tobu.co.ip/

資本金0)売上高0 経常利益0 従業員0 設立1897年

メセナ活動基本方針

1地域社会における文化振興の貢献。

2地域密着型企業として地域社会への還元を行う。

※上記の理由により当社と地域住民との親交を深める。

活動名 芸術分野 目的

創立百周年記念クラシツクコンサート   音楽  青少年の育成、芸術文化の啓発・普及

東武ワールドスクウェアの運営      ;謀 、有形文 芸術文化の啓発・普及

東武美術館の運営             美術  芸術文化の啓発・普及、現代芸術の振興

向島文化サロン(東武博物館)の開催    音楽、美術、演 芸術文化の啓発・普及、現代芸術の振

支援形態

主催

主催

主催

その他

主催

東京都歴史文化財団への資金援助

爵    興、伝統芸能の振興、地域文化の振興

音楽、演劇、露 芸術文化の啓発・普及、現代芸術の振

踊    興、伝統芸能の振興

東邦ガス株式会社 電気・ガス

担当部署 :広報部[スタッフ数7人 ]

〒456…8511 愛知県名古屋市熱田区桜田町19-18

TEL.052…872-9321 FAX.052-882-2593

資本金④ 売上高④ 経常利益0 従業員0 設立1922年

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。

活動名 芸術分野 目的

詩 (自然や環境に関する)の募集「虹のこと  文学

支援形態
一一催一主

ば」

青少年の育成、その他



ふれあい寄席

栄ガスビルギャラリー
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音楽  既成芸術家の支援、芸術文化の啓発・普 主催

無形文

美術

及、地域文化の振興

伝統芸能の振興、地域文化の振興

その他

名フィルコンサート 133

一　

一

一催
一

一主
一主催

株式会社東北銀行 銀行

資本金0)売上高② 経常利益0 従業員② 設立1950年

メセナ活動基本方針

芸術文化の普及、鑑賞の場の提供。

活動名                  芸術分野 目的

ブーニンピアノリサイタル        音楽  芸術文化の啓発・普及

アナニアシビリ バレエ公演        舞踊  芸術文化の書発・普及

支援形態

協賛

協賛

東洋シヤッター株式会社 金属製品
担当部署 :企画室[ス タッフ数5人 ]

〒540-0024 大阪市中央区南新町1-2… 10 TSビ ル
‐

「 EL.06-943-6491 FAX.06-947-0173

資本金0)売上高② 経常利益0) 従業員0 設立1955年

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芸術・文化に対する社員の関心を高める。

活動名                  芸術分野 目的

ヴィトラ・デザイン・ミュージアムの名品「い 美術 芸術文化の啓発・普及

す100のかたち」

支援形態

協賛

東レ株式会社 繊維製品
担当部署 :広報室

〒103-8666 東京都中央区日本橋室町2-2-1

TEL.03-3245-5178 FAX.03… 3245-5459 URL.h‖ p://1ww.toray.co.ip/

資本金0)売上高0経 常利益0従 業員10'設立1926年

メセナ活動基本方針

東レは、「私たちは 新しい価値の創造を通じて 社会に貢献します」という企業理念に基づき、より良い製品を提
供することで社会に貢献するだけでなく、良き「企業市民」として、国内外を問わす、工場・研究所の所在地における
地域活動や、教育、科学技術、芸術文化、スポーツなどの振興に積極的な支援を行っています。

活動名                  芸術分野 目的                支援形態

木曽福島町 第23回本曽音楽祭協賛

全国高等学校文化連盟「かるた大会」ユニフォ
ーム寄贈

日本国際ボランティアセンター 第9回JVC
国際協カコンサート「メサイヤ1997東京公

演」援助

音楽  芸術文化の啓発・普及、地域文化の振興 協賛

無形文  伝統芸能の振興           協力(製 )

音楽 地域文化の振興、国際交流 協賛

軽井沢町 第30回軽井沢氷まつり協賛   無形文  その他 協賛

「八日― lイ ンディア」実行委員会 山本寛斉 全般
「異文化交流イベント」協賛

国際交流 協賛、その他



134

*211C*EtDtE:frA)

新制作座文化センター「新制作座フェスティ 演劇

バル」中国帰国報告公演

日本フィル八―モニー交響楽団財団基金募金 音楽

日本フィル人一モニー交響楽団会員加入

新日本フィル八―モニー交欅楽団会員加入

東京フィル八―モニー交響楽団会員加入

スターダンサーズバレエ団会員加入

芸術文化交流の会会員加入

古代学協会会員加入

国際交流

芸術文化の啓発・普及

芸術文化の啓発・普及

芸術文化の啓発・普及

文化財等の発掘・保存・修復

芸術文化の書発・普及

芸術文化の書発・普及

一
一
一
一
一
一
一
一
一
一

一
一
一
一
一
一
一
一
一
一

碗
　
一̈
一卸
一卸
一悧
一悧
一∞
一硼
一鋤
一賛
一賛

そ

　

一そ

一そ

一そ

一そ

一そ

一そ

一そ

一そ

一協

一協

音楽

音楽

音楽

舞踊

全般

一
ヽ
その他

一

一及
一及

一啓発・普
一啓発・普

一の
一の

一化
一化

一文
一文

一術
一術

≡
至
芸

一一一復一修

及
一存

普
一保

一
一財等の発掘．

術
一化

芸
一文有形文

有形文三井文庫会員加入

コートールドコレクション展特別協賛   美術

オーケストラアジア協賛 音楽

同和火災海上保険株式会社 保 険

担当部署 :ホール事業部[スタッフ数12人 ]

〒530-0047 大阪市北区西天満4…15-10

丁EL.06-363¨ 021l FAX.06-363… 1124

資本金④ 売上高0)経常利壺Ю 従業員0)設立1944年

メセナ活動基本方針

メセナ活動は企業が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つて

いく方針。

活動名                  芸術分野 目的                支援形態

主催音楽公演(32公演) 音楽  若手芸術家の支援、既成芸術家の支援、主催

アマチュアの支援

共催映像公演 ハイビジョン オペラシアター

(11公演)

自社施設(ザ・フェニックスホール)による発

表の場の提供(188公演)

同和火災ギャラリーの運営(19回 )

アマチユアの支援

着手芸術家の支援、アマチュアの支援

若手芸術家の支援

謀、贈

音楽、瀬劇

美術

共催

協力(人・場)

協力(場 )

株式会社十勝毎日新聞社 新聞

資本金0)売上高(0)経常利益② 従業員● 設立1919年

メセナ活動基本方針

1地域文化の振興。

2芸術。文化の書発。

3地元出身の芸術家等の育成・支援。

4新聞社としての社会的責務・地域社会の期待。事業経営の田和。

活動名                  芸術分野 目的 支援形態

富士美術館名品展             美術  現代芸術の振興           共催、協賛

十勝文化会議の支援            贈:、 そα地 地域文化の振興           協賛、協力

(人 )、 その他

無形文  伝統芸能の振興、地域文化の振興   協力(人 )、 そ

MOA美術館展 美術 現代芸術の振興

の他

共催、協賛

帯広交響楽団への支援

十勝カルチャーネットヘの援助

音楽

全般

若手芸術家の支援

地域文化の振興

協賛

協賛

十勝小唄振興保存会への助成



帯広市民オペラ公演
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音楽  アマチュアの支援、地域文化の振興  協賛 135

株式会社栃木銀行 銀行
担当部署 :広報文化部[ス タッフ数7人]

〒320-8680 栃木県宇都宮市西2…1-18

TEL.028-633‐ 1241 FAX.028-632-8814 URL.http:/ノ ⅥMハv.tochigibank.co.ip/

資本金●)売上高0)経常利益●)従業員0設立1942年

メセナ活動基本方針

1当行の経営理念の一つとして、社会貢献活動を明確に打ち出しており、1994年7月に社会貢献活動を推進する

専門部署として広報文化部を新設。
2メセナ活動を前向きの活動としてとらえている。

活動名

とちぎん文化セミナー第3回 第4回

コンセール マロニエ21

光風会宇都宮展              美術
とちぎ古楽器協会発足記念チャリティコンサ 音楽、細′文
―ト

宇都宮薪能

ビプラゲイブルズマークソフラノリサイタル

宇都宮第九合唱団第16回演奏会

テトラボットチャリテイコンサート

宇都宮サウンドカンパニー演奏会
'97フ ランス「日本年」芸術まつり

安達流花芸展

池坊青年部記念花展

芸術分野 目的                支援形態

無形文  既成芸術家の支援、芸術文化の書発・普 主催
及、地域文化の振興

音楽 若手芸術家の支援

既成芸術家の支援

伝続芸能の振興

無形文

音楽

伝統芸能の振興

既成芸術家の支援、鑑費者の支援

アマチュアの支援

音楽  アマチュアの支援

音楽

舞踊、無形文

アマチュアの支援 協贅

伝統芸能の振興

無形文  伝統芸能の振興           協賛

無形文  伝統芸能の振興           協賛

協賛

協賛

協賛

協賛

協賛

協賛

協賛

協賛

凸版印刷株式会社 総合印刷業
担当部署 :広報部

〒101¨0024 東京都千代田区神田和泉町1

TEL.03-3835… 5630 FAX.03-3837-7675 URL.htp://www.toppan.co.ip/

資本金0 売上高10 経常利益0 従業員⑦ 設立1900年

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)、 ◎地域社会に選元できるもの、の三つを活動の対
象領域とする。

活動名

97年度読書感想画コンクール

プリンツ21版画グランプリ展

文化庁 メディア芸術祭

印刷史料館 企画展示運営

パリ日本文化会館オープニング企画

芸術分野 目的                支援形態

美術、そ仰l 青少年の育成、芸術文化の啓発・普及  協賛

美術  若手芸術家の支援、芸術文化の啓発・普 協賛
及

難i、 映像  若手芸術家の支援、芸術文化の啓発・普 協賛
及

美術、そ(地  調査・研究             その他

美術、そ軌, 芸術文化の啓発・普及、国際交流   協賛
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担当部署 :総務部庶務グループ[ス タツフ数9人]

〒4`任〕-8671 愛知県刈谷市豊田町2… 1

TEL.0566-27… 5151 FAX.0566-27-5651 lJRL.h‖ p:ノ /wⅥⅣv.tOyOta― ShOkki.CO.,p/

資本金●)売上高0 経常利益0 従業員0 設立1926年

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良い会社をめざす。

活動名                  芸術分野 目的                支援形態

「名古屋フィルハーモニー交響楽団」への協賛 音楽   着手芸術家の支援、既成芸術家の支援、協賛

アマチュアの支援

「刈谷市市民吹奏楽団」定期演奏会への協賛

「佐藤友相と日本音楽アンサンブル」への協賛

「はんだ山車まつり」への協賛

刈谷文化協会(会員)

音楽  アマチュアの支援

音楽  既成芸術家の支援

協賛

協賛

協賛有形文  地域文化の振興

全般  地域文化の振興

「スキュルチュール江坂」美術館運営 美術 芸術文化の書発・普及

その他

その他

株式会社豊田自動織機製作所 輸送用機器

豊田通商株式会社 卸売業

資本金④ 売上高0)経常利1氣Э 従業員0 設立1948年

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、豊かで快適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。

活動名

名古屋ボストン美術館の運営

名古屋フィル八―モニー交響楽団賛助

佐藤友相と日本音楽アンサンブル賛助

徳川美術館に対する寄付

日本ワヤン協会インドネシア芸術祭支援

芸術分野 目的                支援形態

美術  着手芸術家の支援、既成芸術家の支援、協賛

アマチュアの支援、鑑賞者の支援

音楽  若手芸術家の支援、既威芸術家の支援、その他

鑑費者の支援

音楽  既成芸術家の支援、芸術文化の啓発・普 その他

及、伝統芸能の振興

美術  芸術文化の啓発・普及、伝統芸能の振  協賛

興、文化財等の発掘・保存・修復

芸術文化の書発・普及、国際交流 協賛

豊田紡織株式会社 輸送用機器

担当部署 :人事総務部総務室[スタッフ数2人 ]

〒448-8651 愛知県刈谷市豊田町1-1

TEL.0566… 26¨0300 FAX.0566-26¨ 0400

資本金0)売上高0)経常利益0 従業員0 設立1950年

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主催型でなく参加型。

活動名

刈谷文化協会

芸術分野 目的

美術、文学  アマチュアの支援

支援形態

その他

その他名古屋フィルハーモニー交響楽団 音楽  地域文化の振興
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担当部署 :広報部社会文化室[スタッフ数5人]

〒104‐8023 東京都中央区銀座6-17… 1

TEL.03-5565… 2132 FAX.03-3546… 2669
URL.http://'wvv、″.nissan.co.ip/

資本金01 売上高0 経常利益0 従業員101 設立1933年

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、「良き企業市民」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いる。なお、メセナ活動につ

いては以下の支援基準に基づき、活動を行っている。

[支援基準]

1対象分野

①子供の夢や想像力をはぐくむ活動、O美意識や創造性をはぐくむ活動、◎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、O支援先との間に第三者を介さずに直接コミュニケーションし、支援

後、必す成果を確認し合うこと、③社員も参加・鑑賞できること、④目標が達成されれば、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。

[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。

活動名                  芸術分野 目的                支援形態

サイトウ。キネン・フェスティパル「子供のた 音楽 青少年の育成 協賛

協賛

めの音楽会」

国際アンデルセン賞 文学 既成芸術家の支援、青少年の育成、

和栗由紀夫十好善社「幻想の地誌学」

交流

演劇  既成芸術家の支援、青少年の育成   協賛

舞踊  既成芸術象の支援、現代芸術の振興  協賛

演劇  既威芸術家の支援、現代芸術の振興、国 協賛

際交流

ドキュント2000プロジェクト 美術  既成芸術家の支援、現代芸術の振興、そ 協賛、協力(人

の他                ・場)

東京室内歌劇場「ロングクリスマスデイナー」音楽  既成芸術家の支援、鑑費者の支援、現代 協賛

こどもの城「コマガタワールド」

芸術の振興

その他  既成芸術家の支援、青少年の育成   協賛、協力(人

・場)

スタジオ食堂 活動支援          美術  者手芸術家の支援、現代芸術の振興  協賛

AGUA GALA「 BEYOND OF VALls」  舞踊  既成芸術家の支援、現代芸術の振興  協賛

ヤン・フアン・ミュンスター/岡本敦生交換展 美術  既成芸術家の支援、現代芸術の振興、国 協賛

際交流

内藤礼「インスタレーション・ドローイング」 美術  若手芸術家の支援、現代芸術の振興  協賛

展(フランクフルト)

ふるさときやらばんエコロジーミュージカル 演劇  既成芸術家の支援、青少年の育成   協賛
「クマゴンの森」

コバンガジュマル映画「直武のめ、浮世絵の 映像
め」

既成芸術家の支援

草津国際音楽アカデミー&フ ェスティバル 音楽  着手芸術家の支援、アマチュアの支援、協賛

国際交流

波瀬満子パフォーマンス'97「スーバーにほ

んこ芸」

タイニィ・アリス「アリスフェスティバル'97

‐第1回アジア小劇場演劇ネットワーク東京公

演」

協賛

神奈川芸術フェスティバル「ザ・版画'97」 美術 地域文化の振興、国際交流 協賛
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ニッサン重話と絵本のグランプリ(入賞者原 文学 アマチュアの支援、青少年の育成 主催

画展も開催)

日産おはなしの部屋 文学  青少年の育成、芸術文化の啓発・普及  共催

ニッサンゆかいな絵本と童話展 文学、その他

日本国際児童図書評議会(会費)      文学

文化財保護振興財団(会費)        有形文

若手芸術家の支援、既成芸術家の支援、共催

青少年の育成、芸術文化の啓発・普及

青少年の育成、芸術文化の啓発・普及  その他

文化財等の発掘・保存・修復     その他

日本NPOセンター(会費) 全般  その他 その他

企業メセナ協議会(会費) 全般   その他 その他

日新電機株式会社 電気機器

担当部署 :広報室[ス タッフ数6人 ]

〒600-8411 京都市下京区鳥丸通四条下ル水銀屋町612四条鳥丸ビル

TEL.075-212-7466 FAX.075-212¨ 7135 1JRL.htp://w、 ″vv.nissin.co.lp/

資本金0)売上高0 経常利益0 従業員0 設立1917年

メセナ活動基本方針

宗教、政治的に偏らないこと。

活動名

グリーン・コンサーツVoL7

メセナの神髄コンサートPart‖

藤家渓子コラボレーションVoL2

池富正信 アメリカンラグタイムコンサート 音楽

シャクティ インド舞踊公演        舞踊

芸術分野 目的                支援形態

音楽  若手芸術家の支援、既成芸術家の支援、協賛

アマチュアの支援、現代芸術の振興

音楽  既成芸術家の支援、現代芸術の振興  協賛

音楽  若手芸術家の支援、既成芸術家の支援、協賛

現代芸術の振興

既成芸術家の支援

既成芸術家の支援、現代芸術の振興

三一　
一

一　
一

一　
一

一蹟
一腰

日精樹脂工業株式会社 機械

担当部署 :社長室広報課[ス タッフ数4人 ]

〒389-0603 長野県埴科郡坂城町大字南条2110

TEL.0268-81… 1006 FAX.0268-81-1081 URL.http://wwvv.nisseliushi.co.ip/

資本金0)売上高② 経常利銀D従業員② 設立1951年

活動名 芸術分野 目的 支援形態

協賛

その他

TSB児童画展の協賛 美術 青少年の育成

サイトウキネンフェステイパル 音楽  地域文化の振興

日鐵ドラム株式会社 金属製品

担当部署 :総務部

〒136-0071 東京都江東区亀戸1-5¨ 7

TEL.03-5627-231l FAX.03-5627-2321

メセナ活動基本方針

親会社たる新日本製鐵の事業の一環にグループ会社として参加する。

活動名 芸術分野 目的                支援形態

音楽、翻夕文 若手芸術家の支援、伝統芸能の振興  協賛紀尾井ホールの運営

資本金0)売上高② 経常利益0従業員0)設立1932年
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URL.h‖ p://wMnv.ibm.co.jp/

資本金0)売上高0 経常利益0 従業員0 設立1937年

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

日本lBMバ レエ奨学金

上野の森美術館大賞展

芸術分野 目的                支援形態

舞踊  若手芸術家の支援、脅少年の育成   協賛

美術  若手芸術家の支援、アマチュアの支援、協賛、協力

鑑賞者の支援、現代芸術の振興

かわさきlBM市民文化ギャラリー 若手芸術家の支援、既成芸術家の支援、

鑑賞者の支援、現代芸術の振興、地域文

化の振興

有形文 文化財等の発掘・保存・修復飛鳥村文化財保存協力

(場 )

協力(場 )

その他

その他交響楽振興支援

オペラ振興支援

音楽  既成芸術家の支援

音楽 既成芸術家の支援 その他

日本アムウェイ株式会社 ダイレクト・セリング
担当部署 :広報・渉外本部、環境・文化事業部

〒153-8686 東京都目黒区下目黒1-8-1ア ルコタワー

資本金0 売上高④ 経常利益0 従業員② 設立1977年

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

通して、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。

活動名 芸術分野 目的 支援形態

協賛、協力

(人 )、 その他

ポールコリンズ展 美術 既成芸術家の支援

国際書道展                美術

極北のイヌイットアート展        美術

アマチュアの支援         協賛

既成芸術家の支援         協賛、協力

(人 )、 その他

100万人のパラコンサート 音楽  既成芸術家の支援 協賛

日本ケミコン株式会社 電気機器
担当部署 :管理部

〒141-8605 東京都品川区大崎5…6¨4
TEL.03… 5436¨ 771l F′へX.03‐ 5436-7631 URL.http://1wvぃ ″.chemi¨ con.co_lp/

資本会0 売上高0 経常利益01 従業員0)設立1947年

活動名 芸術分野 目的 支援形態

協力(製 )ピサロ展

担当部署 :広報部

美術 鑑賞者の支援

空運日本航空株式会社
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〒140…8637 東京都品川区東品川2-4-11

TEL.03-5460-3102 FAX.03-5460-591l URL.htp://ww.lal.co.ip/

資本金0)売上高0 経常利益④ 従業員0 設立1953年

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

日航財団活動支援

世界こどもハイクコンテスト

アートフォーラム

京都音舞台

東京オピニオンズ

各種美術展・企画展への協賛

芸術分野 目的                支援形態

全般  鑑賞者の支援、現代芸術の振興、地域文 共催

化の振興

文学 鑑賞者の支援、地域文化の振興    共催、協賛

全般  現代芸術の振興

音楽、美術、映 既成芸術家の支援、青少年の育成、芸術

像    文化の書発・普及、文化財等の発掘・保

存・修復、地域文化の振興

音楽、美術、演 既成芸術家の支援、文化財等の発掘・保 共催、協賛

劇、露踊

音楽、美術、演

存・修復

青少年の育成、地域文化の振興 協賛

劇、舞踊、映像

共催

共催、協賛

株式会社日本債券信用銀行 銀行

〒102-8660 東京都千代田区九段北1-13日 10

丁EL.03… 3263‐ 111l FAX.03-3239…8065 URL.h■ p:/ノ lwMハv.ncb.co.ip/

資本金0)売上高0)経常利益0従業員●)設立1957年

活動名 芸術分野 目的                支援形態

音楽  芸術文化の啓発・普及、その他    主催

音楽、舞踊  伝統芸能の振興、地域文化の振興、その 主催

他

美術、文学  既成芸術家の支援、アマチュアの支援、協力(場 )

現代芸術の振興、伝統芸能の振興、地域

文化の振興、その他

日債銀アフタヌーンコンサート

回ビーコンサートの開催

ロビー展の開催

日本酸素株式会社 化学

担当部署 :広報部[ス タッフ数6人 ]

〒105…8442 東京都港区西新橋1-16-7

TEL.03… 3581-8402 FAX.03-3581-8755 URL.http://,″ Mハv.sanso.co.ip/

資本金0)売上高0 経常利益0 従業員0 設立1910年

メセナ活動基本方針

当社の社業と体力に見合った内容の活動を継続して実施する。

活動名                  芸術分野 目的

NHK交響楽団演奏会賛助

支援形態

その他

担当部署 :社長室[ス タッフ数6人 ]

音楽 既成芸術家の支援

食料品日本食研株式会社
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〒794…8518 愛媛県今治市東鳥生町5-35
TEL.0898-32-8671 FAX.0898-31-5645

141

資本金② 売上高② 経常利益0 従業員④ 設立1971年

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。

活動名                  芸術分野 目的                支援形態

今治市民吹奏楽団演奏会の開催      音楽  アマチュアの支援、地域文化の振興  共催、協力(人

今治市みなと祭りの開催

・場)

獅子舞の育成と公演

無形文  伝統芸能の振興、地域文化の振興   協賛、協力

(人 )

無形文  伝統芸能の振興、地域文化の振興   共催、協力

(場 )

演劇  アマチュアの支援、地域文化の振興  協賛アマチュア演劇集団の発表会の開催

講演会の開催 (7回 ) 文学  地域文化の振興           共催、協力

(場 )

音楽  芸術文化の啓発・普及、地域文化の振興 協賛、協力

(場 )

音楽  アマチュアの支援、伝統芸能の振興、地 その他

域文化の振興

アマチュア音楽集団の演奏会の開催 (6回 )

今治消防音楽隊の育成

今治少年少女合唱団の発表会の開催 音楽 アマチュアの支援、地域文化の振興  協賛

日本信号株式会社 電気機器
担当部署 :与野事業所総務部総務課[ス タッフ数2人 ]

〒338-0804 埼玉県浦和市上木崎1-13-8

TEL.048-859-2000 FAX.048-859… 2020

資本金0売 上高0)経常利益0)従業員01設立1928年

メセナ活動基本方針

1地域性を重視する活動であること。
2継続性を重視する活動であること。

3従業員からの支援を受けられる活動であること。
4活動対象から協賛を得られる活動であること。

活動名

埼玉フィル八―モニー管弦楽団演奏会の協賛 アマチュアの支援、地域文化の振興

伝統芸能の振興、地域文化の振興

芸術分野 目的 支援形態

協賛

主催しんこう寄席

音楽

無形文

日本信販株式会社 信販業
担当部署 :広告宣伝部[ス タッフ数15人 ]

〒113…8413 東京都文京区本郷4… 1…1日本信販第三ビル

TEL.03-3817-1432 FAX.03-3815… 6618

資本金0)売上高(取扱高)0 経常利益01 従業員0 設立1951年

メセナ活動基本方針

当社では、文化・芸術支援の一つとして地元・文京区に暮らす方々や、若手のアーティストたちに作品の発表の場
を提供できればと「人々に開かれたアートスペース」をコンセプトとしてN!COSギ ャラリーを運営している。
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活動名

NICOSギ ャラリーの運営

芸術分野 目的                支援形態

美術、建築、文 着手芸術家の支援、アマチュアの支援、主催

学    芸術文化の書発・普及、地域文化の振興

日本製紙株式会社 パルプ。紙

担当部署 :総務部

〒100-0006 東京都千代田区有楽町1-12-1新有楽町ビル

TEL.03-3218-8000 FAX.03… 3216-4753 1JRL.http://Ⅵハ″vv.npaper.co.ipノ

資本金0)売上高0 経常利益0 従業員0 設立1949年

メセナ活動基本方針

1基本的には企業の社会貢献活動の一部門であリメセナのみを特別に扱うことはない。

2メ セナを含めて、社会貢献活動につしヽての会社としての方向はまだ定まっておらず、つきあいの意味合いが多

い 。

活動名 芸術分野 目的

木曽音楽祭

東京国際ブックフェア98フランス年

芸術文化の啓発・普及、地域文化の振興

芸術文化の啓発・普及、国際交流

国際交流

音楽

全般

文学

支援形態

協賛

その他

協賛

国際文化フォーラム

日本生命保険相互会社 保 険

担当部署 :広報部社会公共課[スタッフ数4人]

〒100-8444 東京都千代田区有楽町1-2-2

丁EL.03… 3507-1628 FAX.03-5510-7387 URL.http://Ⅵ Ⅳvヽ″.nissay.co.lp/

売上高0 経常利益0 従業員0)設立1889年

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っていることから、当社では本業に加

え国民の生活の豊かき、うるお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。

活動名                  芸術分野 目的                支援形態

ニッセイ文化振興財団の運営 音楽、灘劇、舞 若手芸術家の支援、既成芸術家の支援、協賛、協力

踊、そC地  鑑賞者の支援、青少年の育成、芸術文化 (人 )

の啓発・普及、国際交流、その他

無形文、その他 青少年の育成、地域文化の振興、その他 協賛、協力

(人 )

演劇  若手芸術家の支援、鑑賞者の支援、青少 協賛、協力(人

日本生命財団の運営

ニッセイ名作劇場
年の育成、地域文化の振興 ・場)

協力(人 )、 そ大阪日本民芸館支援 無形文  伝統芸能の振興、その他
の他

東京オペラシティ文化財団支援 音楽  鑑賞者の支援、芸術文化の書発・普及 協力(人 )、 そ

の他

日本たばこ産業株式会社 食料品

担当部署 :企業文化部[ス タッフ数7人 ]

〒105-8422 東京都港区虎ノ門2-2‐ 1

TEL.03… 3582-311l FAX.03-5572-1439 URL.http://wwvv.itnet.ad.,p/

資本金0)売上高0)経常利益0従業員0設立1985年
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メセナ活動基本方針

JTの文化施設を拠点とした、また、関連する財団との連携による文化活動を通した「芸術。文化」への継続的貢献
を行う。

l JTアートホールでの活動、アフィニス文化財団を通した活動により、クラシックを中心とした音楽文化の向上
に寄与する。

2たばこと塩の博物館の活動を通し、たばこと塩を切り口とした、歴史・文化を伝えることにより、それらとのふ
れあい。発見の場を提供する。

3生命誌研究館の活動を通じ、科学が本来持つている文化としての側面を伝えるとともに、多様性と共通性をあ
わせ持つ生き物の世界から見えてくる「人間」をとらえる、新しい視点を提供していく。

活動名
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開催                       文化の啓発・普及、地域文化の振興

営団地下鉄南北線「溜池山王」駅ホームにおけ 美術  芸術文化の啓発・普及、伝続芸能の振興 主催
る「JTアートウォール」の展開

JTイ ンフォプラザにおけるミニコンサート 音楽   アマチュアの支援、鑑賞者の支援、地域 主催
の開催                      文化の振興

JTイ ンフォプラザにおけるギャラリー展の 美術  アマチュアの支援、鑑賞者の支援、地域 主催

開催                      文化の振興

たばこと塩の博物館における企画展「イカッ 美術、細′文 鑑費者の支援、芸術文化の啓発・普及、 主催
卜～絣に見るインドネシアの色とかたち～」     伝統芸能の振興、文化財等の発掘・保存

「版元の世界～江戸の出版仕掛け人Part!|       ・修復、国際交流
～」等の開催

たばこと塩の博物館における特別展「知られ 美術
ざる美術工芸の世界展～嗅きたばこ入れ～」
の開催

鑑賞者の支援、芸術文化の啓発・普及  主催

たばこと塩の博物館における「モラ・アート 美術 鑑費者の支援、芸術文化の啓発・普及、 主催
展」の開催 国際交流

文学 鑑賞者の支援、調査・研究

アフイエス文化財団の運営

JTアートホール室内楽シリーズの開催

JTアートホールアフタヌーンコンサートの

たばこと塩の博物館による「古文書・古文献を
読む会」の開催

たばこと塩の博物館による「版画教室」の開催

J丁生命誌研究館におけるサロンコンサート

の開催

JT生命誌研究館による「音楽に聴く生命誌」

の開催

芸術分野 目的                支援形態

音楽   着手芸術家の支援、既威芸術家の支援、協賛、その他
芸術文化の書発・普及、地域文化の振
興、調査・研究

音楽  着手芸術家の支援、既成芸術家の支援、協賛
鑑費者の支援

音楽   若手芸術家の支援、鑑賞者の支援、芸術 主催

主催

美術、細′文 鑑賞者の支援、芸術文化の啓発・普及、 主催
伝統芸能の振興

音楽 鑑賞者の支援、地域文化の振興 主催

音楽  鑑費者の支援、芸術文化の啓発・普及、 主催
地域文化の振興

資本金0売上高0経常利益0 従業員0 設立1899年

電気機器日本電気株式会社
担当部署 :広報部社会貢献推進室[ス タッフ数16人 ]

〒108-8425 東京都港区芝5-33… 1森永プラザビル

TEL.03-3798-9555 FAX.03-3798… 6030
URL.http://wwvv.nec.co.jp/1apanese/prof‖ e/socia:/a威/anl.htmi
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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」に基づき、良き企業市民として、ワールドワイドにメセナ活動を推進する。

活動名 芸術分野 目的

その他

「NECスーパータワーコンサート」の開催

「NECマイタウンコンサートin秋田」の開催

音楽 鑑賞者の支援、地域文化の振興

音楽  鑑寅者の支援、地域文化の振興

新日本フィル八―モニー交響楽団への特別支 音楽  芸術文化の啓発・普及

援

Bunkamuraオ フィシャルサプライヤー

fボストン交響楽団欧州ツアー」への支援   音楽

“NEC EARLY MUSIC SERIES'97'' 音楽

オペラ「忠臣蔵」への支援

映画「血の絆」への支援

エジンバラ国際芸術祭への支援

「オーケストラ・サミット・イン・ジャバン
'97」への支援

「国際親善交流特別演奏会」への支援

1997日 経ミューズサロン「魅惑の室内楽シ

リーズ第4夜」への支援

芸術文化の啓発・普及、国際交流

鑑賞者の支援、芸術文化の啓発・普及、

支援形態

協賛

主催

主催

主催

その他

一赫興静一」課一課　一講

一　

一

一　

一

一課

一課

芸術文化の啓発・普及

若手芸術家の支援

現代芸術の振興

その他

国際交流

その他

協賛

協賛

協賛

協賛全日本ピアノ指導者協会「モーツアルトビア

ノ協奏由全32曲演奏会voL3・ 4」への支援

ボストン交響楽団「'97年タングルウッド・オ 芸術文化の書発・普及 協賛

―プンナイトコンサート」への支援

“World Youth Choir in Japan'97‐ 、 音楽 若手芸術家の支援、国際交流 協 賛

の支援

日本フィル八―モニー交響楽団「20世紀シリ 音楽  芸術文化の書発・普及、現代芸術の振興 協賛

―ズ第6～8回」への支援
協賛「'97サイトウ・キネン・フェステイバル(松 音楽 地域文化の振興、その他

本)」への支援

「スロヴァキア国立歌劇場オペラ日本公演」へ 音楽

の支援

芸術文化の啓発・普及 協賛

音楽  芸術文化の啓発・普及、調査・研究   協賛

国際交流 協賛

協賛

協贅

協賛

着手芸術家の支援

オーケストラ(名古屋。大阪公演)」への支援

「現代日本ガラスニ人展」への支援     美術

東京室内歌劇場第29期 91回 公演「往生絵巻/ 音楽

「ジャバン・ヴイルトウオーゾ・シンフォニー・

カーリューリヴァー」への支援

三枝成彰SPECIAL CONCERT「 オペラ

アリアの夜会」への支援

音楽 芸術文化の啓発・普及

現代芸術の振興、国際交流

現代芸術の振興

音楽  既威芸術家の支援、芸術文化の書発・普 協賛

及

協賛

日本電信電話株式会社 通信・放送

資本金0)売上高●)経常利益0従業員0設立1985年

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良き企業市民としての役割を果たす。



活動名

NTTイ ンターコミュニケーションセンタの

開設・運営

NTT N響 コンサート

NTTふれあいトーク大賞'97

企業別メセナ活動一覧

芸術分野 目的

美術、映像  若手芸術家の支援、既成芸術家の支援、
芸術文化の啓発・普及、現代芸術の振
興、その他

音楽 鑑賞者の支援

文学 芸術文化の啓発・普及

音楽  鑑賞者の支援、芸術文化の啓発・普及  協賛

音楽  鑑費者の支援、芸術文化の啓発・普及  協賛

支援形態

主催

主催

主催
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ベルリン・オペラ・フェスティパル

カザルスホール・アンサンブル1997
小川未明文学費              文学 若手芸術家の支援

ポリショイバレエ1997日 本公演 舞踊  鑑賞者の支援、現代芸術の振興

レニングラード交響楽団

協賛

協賛

協賛

協賛ヴラマンク展

音楽

美術

鑑賞者の支援、現代芸術の振興

鑑賞者の支援、芸術文化の啓発・普及

鑑賞者の支援、芸術文化の書発・普及モネと水辺展 美術 協賛

日本電池株式会社 電気機器
担当部署 :総務部広報課[ス タッフ数2人]

〒601…8520 京都市南区吉祥院西ノ庄猪之馬場町1

丁EL.075… 312-1214 FAX.075-316-3005 URL.http:ノ /wⅥⅣⅥnippondenchi.co.jp/

資本金④ 売上高0)経常利益0)従業員0設立1917年

メセナ活動基本方針
1当社規模に見合った分相応のもの。
2方針か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企業イメージを壊きないもの。

活動名                  芸術分野 目的                支援形態

グリーン・コンサーツ 地球のみどりのために 音楽  若手芸術家の支援、既成芸術家の支援、協賛
アマチュアの支援、鑑費者の支援、芸術

文化の啓発・普及、現代芸術の振興、地

チェロとビアノの「メセナの神髄コンサート 音楽
PartII」

域文化の振興

既成芸術家の支援、芸術文化の啓発・普 協賛

及、地域文化の振興

日本ビクター株式会社 電気機器
担当部署 :広報室コミュニケーショングループ

〒105-0004 東京都港区新橋1¨7-1ビクタービル

TEL 03‐ 3289-2815 FAX.03-3289-2819
URL.h‖ p://wMハ v.ivc―victor.co.ip/tvf/index.html

資本金④ 売上高0 経常利益0 従業員0 設立1927年

メセナ活動基本方針
1ビデオカメラを使う楽しさを多くの人々に知っていただく。
2コ ンクールの枠を越えた

｀
映像による人と人との交流

″
を促進し、ビデオを使った新しい映像文化の発展に貢献

していく。

活動名                  芸術分野 目的                支援形態

東京ビデオフェスティパルの開催     映像 芸術文化の啓発・普及、国際交流 主催
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146

担当部署 :社長室広報部[ス タッフ数6人 ]

〒163-1339 東京都新宿区西新信6-5-1新宿アイランドタワー

TEL.03-3345-8223 FAX.03… 3344-6102 URL.htp://Ⅵ ′w.rncdonalds.co.ip/

日本マクドナルド株式会社 サービス

資本金0)売上高0 経常利
`蟹

〕 従業員0)設立1971年

メセナ活動基本方針

日本マクドナルドでは、ハンパーガーを日本に紹介して以来、食文化だけにとどまらない国際文化交流のかけ橋

をめざしてしヽる。

文化・芸術・伝統の保護・継承も大切であると考える。また、家族の絆かクローズアップされる現代において、当社

の店をご家族でご利用いただく方々がこ家族一緒に楽しめるようなものづくりへの支援は、積極的に行っていき

たいと考えている。

活動名 芸術分野 目的                支援形態

美術  若手芸術家の支援、芸術文化の啓発・普 その他

アルゴミュージカル「ロボ笑ったね」

及、現代芸術の振興、国際交流

鑑費者の支援、青少年の育成

その他

演劇  若手芸術家の支援

営団地下鉄パブリックアートプロジェクト

演劇

美術

協賛

協賛NICAF
演劇「ヴェロニカの部屋」

演劇「リサの瞳の中に」

津田真理ピアノリサイタル

若手芸術家の支援

若手芸術家の支援

協賛

協賛演劇

音楽 協賛

日本メナード化粧品株式会社 化学

担当部署 :美術館、文化情報部門[ス タッフ数5人]

〒蚕b¨ 0041 愛知県小牧市小牧5-250

TEL.0568-75-5787 FAX.0568-77-0626

資本金● 売上高④ 経常利益0 従業員10 設立1959年

メセナ活動基本方針

「女性がより美しく魅力的に、そして永速に若々しくあつてほしい」という願いを込めて、化粧品を通して女性美

に貢献してきた。そして美術品により、精神的豊かさ。充実感を加えたバランスのとれた美を提供していきたい。

1美術品の保護(人類共有の財産でもある文化遺産の保護)。

2地域社会への貢献。

3美と文化に貢献するという企業理念の実現。

活動名 芸術分野 目的                支援形態

美術  既成芸術家の支援、芸術文化の啓発・普 主催

名古屋をどり協賛

及、現代芸術の振興、地域文化の振興

舞踊  伝続芸能の振興、地域文化の振興

演劇  伝統芸能の振興和泉流狂言協賛

メナード美術館の運営

一
一
一
一

一
三
也
一

一賛
一賛
函

一賛

一協
一協
一そ
一協

名古屋フィル八―モニー交響楽団への支援  音楽 現代芸術の振興、地域文化の振興

地域文化の振興以文会書展協賛 美術

日本郵船株式会社 海運

担当部署 :日本郵船歴史資料館[ス タッフ数11人]

〒231¨0002 神奈川県横浜市中区海岸通3-9

TEL.045‐211-1923 FA)(.045-211-1929

メセナ活動基本方針

1趣旨は、市民との交流を通して企業イメージ、海運に対する関心を高めることにある。

資本金0)売上高0)経常利壼Ю 従業員0)設立1885年



2ただし、人員、予算も限られているのでできる範囲内で検討、実施している。

活動名 芸術分野 目的                支援形態

音楽  若手芸術家の支援、アマチュアの支援、主催
芸術文化の啓発・普及

美術  若手芸術家の支援、アマチュアの支援、主催
芸術文化の啓発・普及
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日本郵船歴史資料館サロン・コンサート

海の日写真コンクール

株式会社日本旅行 サービス
担当部署 :財団法人国際親善協会[スタッフ数5人 ]

〒113-0034 東京都文京区湯島1-9-4鴫原ビル3F
l‐EL 03-5802-0351 FAX.03-5802‐ 0353
資本金0 売上高0 経常利益0 従業員0)設立1905年

メセナ活動基本方針

ヨーロツパ、アメリカで年各1回 ジャバンウィークを開催することにより日本の伝統文化・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。

活動名 芸術分野 目的                支援形態

音楽、美術、演 既成芸術家の支援、アマチュアの支援、主催
劇、舞踊、細′ 鑑賞者の支援、現代芸術の振興、伝統芸
文    能の振興、地域文化の振興、国際交流

音楽、美術、演 既成芸術家の支援、アマチュアの支援、主催
劇議踊、無形 鑑賞者の支援、現代芸術の振興、伝統芸
文    能の振興、地域文化の振興、国際交流

アメリカジャバンウィーク(ロ ングビーチ)

ヨーロツパジャバンウィーク(セ ビリア)

ハザマ株式会社 建設

活動名                  芸術分野 目的                支援形態
明治神宮薪能               無形文  鑑賞者の支援、伝続芸能の振興    主催
ワイルドライフ写真大賞展        美術  アマチユアの支援、鑑費者の支援   協賛

担当部署 :広報部[ス タッフ数7人 ]

〒107…8658 東京都港区北青山2-5-8
TEL.03-3405-1110 FAX.03-3478-4674 URL. http://www.hazama.co.jp /
資本金0 売上高0 経常利益0 従業員01 設立1930年

担当部署 財団法人八十二文化財団[ス タッフ数17人 ]

〒380-0936 長野市岡田178…13

rEL. 026-224-0511 FAX. 026-224-6452 URL. http:/,/www.ncp.or.jpl

株式会社八十二銀行 銀行

資本金0 売上高④ 経常利益0 従業員01 設立1931年

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」の趣旨に基づき財団法人八十二文化財
団を主体にメセナ活動が行われている。

財団法人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。

企業別メセナ活動一覧
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活動名 芸術分野 目的 支援形態

その他
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音楽、美術、文

学、無形文、有

孜

地域文化の振興八十二文化財団の運営

株式会社阪神百貨店 小売業

資本金0,売上高④ 経常利益0 従業員0 設立1957年

メセナ活動基本方針

1人の心をなごませ、精神的な高場のある創作(家 )を広く一般に紹介する。

2地域的文化性の高い文化芸術を支援する。

3メ セナ活動を通じ、地域社会への貢献の一つとする。

活動名 芸術分野 目的

くり展
.za -,ta.

美術、灘1  芸術文化の啓発・普及、地域文化の振興

美術  芸術文化の啓発・普及、現代芸術の振興

美術  若手芸術家の支援、既威芸術家の支援

支援形態

主催

主催

協賛日本クラフト展

萬有製薬株式会社 医薬品

担当部署 :経営企画室[ス タッフ数3人]

〒103-8416 東京都中央区日本橋本町2-2-3

TEL.03-5203-8101 FAX.03-3245-1984 URL.http://wvnv.banyu.co.ip/

資本金④ 売上高④ 経常利薇D従業員0)設立1 915年

メセナ活動基本方針
メセナ活動を含む、すべての活動の基本理念として「患者さんのために」を掲げている。

活動名

「Banyuいのちのコンサート」の協賛(東京・

札幌)

「Banyuふれあいコンサート」の開催

芸術分野 目的                支援形態

音楽  既成芸術家の支援、鑑賞者の支援、地域 協賛、その他

文化の振興、その他

音楽  アマチュアの支援、鑑賞者の支援、地域 主催

文化の振興

びあ株式会社 出版・チケット流通業

担当部署 :文化事業部[ス タッフ数10人 ]

〒102-0075 東京都千代田区二番町5-19

TEL.03-3265… 1425 FAX.03… 3265-5659 1JRL.http://www.pla.co.,p/

資本金0 売上高0 従業員(0)設立1974年

メセナ活動基本方針

映像分野における人材の発見と育成および良質の作品紹介をテーマにびあフィルムフェステイバル(PFF)を

実施。

支援する側と支援される側 (若手の映像作家)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ます。

活動名 芸術分野 目的                支援形態

映像   若手芸術家の支援、アマチュアの支援、主催

鑑贅者の支援、青少年の育成、現代芸術

の振興、地域文化の振興

PFFアワード(コ ンテスト部門)



映画祭事業 映像

企業別メセナ活動一覧

若手芸術家の支援、既成芸術家の支援、協力(人・製)

青少年の育成、現代芸術の振興、地域文
化の振興
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株式会社びわこ銀行 銀行
担当部署 :業務渉外部隣人室[スタッフ数1人 ]

〒520-0043 滋賀県大津市中央4… 5…12

TEL. 077-521-1804 FAX. 077-522-1713 URL. http://www, biwakobank.co. jpl
資本金④ 売上高② 経常利益0 従業員0)設立1942年

メセナ活動基本方針

1企業文化の地域への選元。
2地域文化への貢献。

3業務部渉外隣人室を通した地域への社会活動および協賛活動。
4緑化事業助成、県下の伝続芸能の育成。
5有望な芸術家の育成、助成、支援。

活動名                  芸術分野 目的

文芸セミナリヨ クリスマスコンサート協賛

湖国と文化協賛

びわ湖音楽祭協賛

江洲音頭フェスティパル協賛

草の根こども善行賞協賛

芸術文化の啓発・普及、地域文化の振興

地域文化の振興

地域文化の振興

伝続芸能の振興、地域文化の振興

青少年の育成、伝統芸能の振興

音楽

窯形文、有形文

音楽

無形文

無形文、その他

支援形態

協賛

協賛

協賛

協賛

協賛

東日本旅客鉄道株式会社 陸運
担当部署 :広報部、財団法人東日本鉄道文化財団
〒151¨ 0053 東京都渋谷区代々木2-2… 2
URL.http:ノ/wい′vLireast.co.ip/

htp://www.eircf.or.lp/

資本金0)売上高0 経常利益0)従業員0 設立1987年

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じて、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上記の考え方に基づき、文化事業に取り組むために、財団法人東日本鉄道文化財団を1992年に設立し、以下の
三つを柱として積極的に社会貢献および文化活動を行う。

①鉄道を通じた地域文化の振興。

○鉄道経営、鉄道技術に関する調査・研究の促進。
◎鉄道にかかわる国際文化交流活動の推進。

活動名

上野の森美術館 日本の自然を描く展

サンケイ児童出版文化賞

芸術分野 目的

美術 若手芸術家の支援

青少年の育成

環境フォトコンテスト

読売全国小・中学校作文コンクール

毎日写真コンテスト

ビティナ ピアノコンクール

その他

青少年の育成

世界のお巡りさんコンサート 音楽

文学JR東日本で行く「あなたの旅・感動募集」 地域文化の振興

地域文化の振興

文学

美術

文生その他

美術

堕
≡

≡

一
一
一

端
一蹟一蹟一蹟
一腋一雌
一腰一臓一歴
一腋一

アマチュアの支援、地域文化の振興

アマチュアの支援、青少年の育成

国際交流

日本のお巡りさんコンサート 音楽
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東日本鉄道文化財団への出捐 伝統芸能の振興、文化財等の発掘・保存 その他

・修復、地域文化の振興、国際交流
無形文、有形

文、その他

株式会社肥後銀行 銀行

担当部署 :企画部広報課、地域文化課[ス タッフ数4人 ]

〒860-0017 熊本市練兵町1

TEL.096…326-8601 FAX.096… 352-0858

資本金④ 売上高0経 常利蟹D従業員④ 設立1925年

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、意識の高揚がはかれる活動とする。

活動名 芸術分野 目的                支援形態

音楽  鑑賞者の支援、芸術文化の啓発・普及  協賛ズービン・メータ指揮 イスラエル・フィル八

―モニー管弦楽団演奏会

シネマコンサート「砂の器」&「宿命」

熊本交響楽団賛助 地域文化の振興

地域文化の振興'97カ ントリーゴールド

一　

一　

一

一蟻
一課
一課

その他 協賛、その他

その他

協賛

日立金属株式会社 鉄鋼・金属製品

資本金④ 売上高④ 経常利1讀Э 従業員⑥ 設立1956年

活動名                  芸術分野 目的                支援形態

東京シティ・フィル八―モニツク・オーケスト 音楽  既威芸術家の支援、芸術文化の啓発・普 協賛

及

株式会社日立製作所 電気機器

URL.http://wⅥⅣv.hitaChi.CO.ipノ lnt/Skk/SkkindeX.htm

資本金0)売上高0 経常利益0 従業員0 設立1910年

メセナ活動基本方針

1企業が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。

活動名

読売日響「日立コンサート」

第82回二科展

Bunkamuraオ フィシャルサプライヤー

NYシンフォニツクアンサンブル公演

目的                支援形態

既成芸術家の支援、鑑賞者の支援、芸術 協賛

文化の書発・普及

アマチュアの支援、芸術文化の啓発・普 協賛

及

若手芸術家の支援、既成芸術家の支援、協賛

鑑賞者の支援、芸術文化の啓発・普及、

現代芸術の振興、伝統芸能の振興

既成芸術家の支援、鑑賞者の支援、芸術 協賛

文化の啓発・普及、国際交流

既成芸術家の支援、芸術文化の啓発・普 協賛

及

芸術分野

音楽

美術

音楽、美術、演

劇、舞踊、映像

音楽

演劇五十田安希公演



サイトウキネンフェスティバル(松本公演)

オーシャンブルージャズフェスティパル

ケルン東洋美術展

サマースペシャルミュージカル

大英博物館コレクションをさぐる

企業別メセナ活動一覧

音楽  既威芸術家の支援、芸術文化の薔発・普 協賛

及

音楽  既成芸術家の支援、現代芸術の振興、地 協賛

域文化の振興

美術 鑑賞者の支援、芸術文化の啓発・普及、 協賛

国際交流

鑑賞者の支援、芸術文化の書発・普及 協賛

協賛鑑費者の支援、芸術文化の啓発・普及、
文化財等の発掘・保存・修復、国際交流
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一　

一

一　
一倣

一副
一美術、有

日野自動車工業株式会社 輸送用機器
担当部署 :広報部[ス タッフ数9人 ]

〒103-3256 東京都中央区日本橋1-7-17

TEL.03-3272-1891 FAX.03… 3272-4822 URL.http:/ノlwMハv.hino.co.ip/

資本金0 売上高0 経常利益0)従業員O 設立1942年

メセナ活動基本方針

現在まで本社所在の地域について実施してきたが、将来的にはもう少し幅を広げていきたい。

活動名                  芸術分野 目的                支援形態

第8回 日野自動車コミュニティーコンサート

メラニーホリデイ・ソプラノコンサート開催

音楽  芸術文化の啓発・普及、地域文化の振興 主催

株式会社百五銀行 銀行

担当部署 :経営企画部広報課[スタッフ数3人 ]

〒514-8666 二重県津市岩田21-27

丁EL.059-223-2326 FAX.059-225-7376 URL.htp://www.hyakugo.co.ip/

資本金0売上高0)経常利益●)従業員④ 設立1878年

メセナ活動基本方針

地域貢献活動の一環として取り組んでいる。

活動名

小澤征爾指揮「新日本フィル八―モニー交響
楽団」公演

音楽 現代芸術の振興

芸術分野 目的 支援形態

協賛

広島ガス株式会社 電気。ガス
担当部署 :総務人事部広報担当

〒734-8555 広島市南区皆実町2¨7… 1

TEL.082…252…3000 FAX.082… 253…3117

URL.http://www.hiroshima¨ cdas.or.ip/gasiand

資本金0 売上高② 経常利益② 従業員② 設立1909年

メセナ活動基本方針

企業の社会貢献活動の一環として位置づけている。

活動名                  芸術分野 目的 支援形態

主催広響ホットコンサートの開催 音楽 既成芸術家の支援
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担当部署 :広報文化部[ス タッフ数1人]

〒730-0031 広島市中区紙屋町1-3-8

TEL.082-504… 3828 FAX.082-504… 5360

株式会社広島銀行 銀行

資本金0)売上高0経常利益0従業員0設立1878年

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、財団法人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。

活動名                  芸術分野 目的                支援形態

ひろしま美術館の運営

ハンガリー国立ブダベスト・オペレッタの協

美術  地域文化の振興           その他

音楽  地域文化の振興          協賛

賛

ひろぎんトゥモロウコンサートの主催   音楽  地域文化の振興          主催

「高信秀:画家とコレクター展」の支援    美術  地域文化の振興          協賛

「'97日 露交歓コンサート呉公演」の支援   音楽  地域文化の振興          協賛

広島交響楽団への支援(年会費の拠出他)  音楽 地域文化の振興 協賛、協力

広島音楽文化協会への寄付 音楽 地域文化の振興

(人 )、 その他

その他

広島建設工業株式会社 建設

担当部署 :総務部[ス タッフ数6人]

〒730-0054 広島市中区南千田東町2…32

TEL.082-504-3310 FAX.082-504-3389 URL.http://wⅥ Ⅳv.hiroken.ne.,p/

資本金0 売上高④ 経常利益0 従業員0 設立1947年

活動名

ヒロケン パレンタインコンサート

芸術分野 目的                支援形態

音楽  鑑賞者の支援、芸術文化の啓発・普及、 主催

地域文化の振興

株式会社広島総合銀行 銀 行

担当部署 :秘書広報部、広報文化室[ス タッフ数7人 ]

〒730¨0021 広島市中区胡町1…24
TEL.082‐ 241-3973 FAX.082-241-8843 URL.http:ノ /ww.hiroso.CO.jp/

資本金④ 売上高0)従業員●)設立1923年

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。

活動名                  芸術分野 目的                支援形態

ヒロソー花のニューイヤーコンサート   音楽  若手芸術家の支援、鑑賞者の支援、地域 主催

文化の振興

ヒロソー花の広場             その他

ヒロソーフューチャークラブチャリティアン 音楽

地域文化の振興 主催

主催

ドコンサート

国際交流
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フィリップ モリス株式会社 たばこの輸入。販売 153

担当部署 :広報部パブリックリレーションズ

〒107¨0052 東京都港区赤坂2… 17…22赤坂ツインタワー本館

TEL.03… 5562‐ 7200

資本金● 従業員0設 立1985年

メセナ活動基本方針

1グローパ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。

活動名 芸術分野 目的 支援形態

主催The First Steps― E子Υlerging Artists

from Japan(PMAA 96 NY展 )

日本美術修復計画

日本美術修復計画 カレンダー基金

実行、映像 若手芸術家の支援

美術  文化財等の発掘・保存・修復

美術  鑑賞者の支援、文化財等の発掘・保存・

修復

音楽、美術、演

劇、期、疇、

建築

芸術文化の啓発・普及

協賛

主催

高松宮殿下記念世界文化賞 協賛

ジャスパー・ジョーンズ展 美術  既成芸術家の支援

担当部署 :総合企画部

〒790…8567 愛媛県松山市富西1-2-1

TEL.089-922-8115 FA)(.089-925-6981 URL.http:/ノ ⅥⅣい″.fulicornpanies.co.,p/

資本金④ 売上高④ 経常利益0 従業員0 設立1967年

協賛

株式会社フジ 小売業

活動名

フジフアミリーミュージカル

フジフアミリーステージ

広島交響楽団コンサート

芸術分野 目的 支援形態

演劇  鑑費者の支援、芸術文化の啓発・普及  主催

演慮」  鑑費者の支援、芸術文化の啓発・普及  主催

音楽  鑑賞者の支援、芸術文化の書発・普及  主催

株式会社フジタ 建設

担当部署 :フ ジタヴアンテ企画運営室

〒151-8570 東京都渋谷区千駄ケ谷4-6… 15

TEL.03-3796-2486 FAX.03-3796… 2205

資本金(0 売上高0 経常利益01 従業員0 設立1937年

メセナ活動基本方針

1フジタの企業理念に基づいた社会貢献をめざす。

2地域に根づいた「辻」もしくは「境内」としての地位を確立する。

3継続的な情報発信活動や人的交流拠点づくりを行う。

4テーマを「
｀
高
″
環境」とする。
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活動名

'97ヴアンテ世界の絵本展

ヌーベルヴアンテ第10回展「服・フク・ふく」

市川栄治×村山祐子ファッション展

バルセロナ・モデルニスモの装飾と建築展
～建築家ドメネク・イ。モンタネールの世界～

私たちのリカちゃん30年展

芸術分野 目的                支援形態

文学  鑑賞者の支援、青少年の育成、地域文化 主催

の振興

美術 若手芸術家の支援 協 力(人、場、

製)

共催建築 芸術文化の啓発・普及、国際交流

その他  鑑賞者の支援、青少年の育成、地域文化 主催

の振興

美術  若手芸術家の支援、既成芸術家の支援、共催

アマチュアの支援、芸術文化の薔発・普

及、現代芸術の振興

日本ビジュアル・アート展

インドシナ写真展～戦場に散ったフォトジャ 美術  鑑賞者の支援、芸術文化の書発・普及、 共催
―ナリストたちの記録～              地域文化の振興、その他

ヌーベルヴアンテ第11回展温泉プロジェクト 美術 若手芸術家の支援

展

津軽こぎん展

協 力(人、場、

製)

美術  鑑賞者の支援、地域文化の振興    主催

イギリス時代のおもちや箱展        その他  鑑費者の支援、青少年の育成、国際交流 主催

シャーロックホームズが見たおもちゃたち展 その他  鑑費者の支援、青少年の育成、国際交流 主催

国際舞台美術展              美術、演劇、舞 鑑賞者の支援、芸術文化の啓発・普及、 協力(人、場)

踊    国際交流

担当部署 :秘書担当[ス タッフ数9人 ]

〒515-8501 三重県松阪市大口町255-1

1・EL.0598… 51… 3125 FAX.0598-51-3612

フレックス株式会社 小売業

資本金0)売上高② 経常利1日D 従業員0 設立1973年

メセナ活動基本方針
理念の一つである「地域社会のお役に立つ」ことの実現のために積極的に取り組む。

活動名

アルスノーバコンサート

芸術分野 目的                支援形態

音楽  着手芸術家の支援、地域文化の振興  協賛

かやの木創房 協賛

協賛

美術、文字  地域文化の振興

二重 こどもの城 美術 青少年の育成

チャリティーニューイヤー人権コンサート 音楽  青少年の育成、その他

松阪こども劇場

ライカ同盟展「二重視」

協賛

音楽、演菌  青少年の育成、芸術文化の啓発・普及  協賛

美術  既成芸術家の支援          協賛

建築  若手芸術家の支援、既成芸術家の支援 協賛MDAデザイン展

松阪さくらまつり

松阪祗園まつり三社みとし

無形文  伝統芸能の振興、地域文化の振興

無形文  伝統芸能の振興、地域文化の振興

音楽、灘劇  青少年の育成、芸術文化の書発・普及

協賛

協賛

氏郷まつり

資本金●)売上高0 経常利益0 従業員0 設立1918年

協賛

保 険富士火災海上保険株式会社
担当部署 :広報部[ス タッフ数5人コ

〒542-8567 大阪市中央区南船場1-18‐ 11

TEL.06-266-7100 FAX.06… 266-7115 URL.htp://wvぃ ″.fulikasal.co.jp/
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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。

活動名                  芸術分野 目的                支援形態
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富士火災アートスペースの設置

富士火災小学生絵画コンクール

富士火災トワイライト・コンサート

関西二期会

秋田竿灯祭

美術 若手芸術家の支援

美術、そ研し 青少年の育成

音楽  アマチュアの支援

音楽  既成芸術蒙の支援

無形文  伝統芸能の振興、地域文化の振興

主催

主催

主催

協賛

協賛、協力

(人、場、製)

徳島阿波踊り

富士火災シネマプレビュー

無形文  伝続芸能の振興、地域文化の振興

映像 芸術文化の啓発・普及

新潟大凧合戦 無形文  伝統芸能の振興、地域文化の振興

美術 国際交流

協賛、協力

(人、場、製)

主催

協賛、協力

(人、場、製)

協賛神奈川県展

富士急行株式会社 陸運

資本金0売上高② 経常利益0)従業員② 設立1926年

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。

活動名                  芸術分野 目的

コンサート「サウンドコニフアー229」への

無料招待

音楽 地域文化の振興

ギャラリートレイン 美術 青少年の育成

ユネスコ連盟 露本賞への寄付
「大月市文化祭記念コンサート」への協賛

文学  者手芸術家の支援

音楽 地域文化の振興

支援形態

協賛、協力

(場 )

主催

協賛、その他

協賛、その他

株式会社富士銀行 銀行

〒100¨0004 東京都千代田区大手町1-5-5

資本金0)売上高0経 常利益0)従業員0設 立1880年

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、若いアーティストに対する
支援・育成を行う。

活動名 芸術分野 目的                支援形態

音楽   若手芸術家の支援、アマチュアの支援、共催

青少年の育成、芸術文化の啓発・普及、

国際交流

美術  者手芸術家の支援、アマチュアの支援、主催

青少年の育成、芸術文化の啓発・普及

成人の日コンサートの開催

FUJI STREET GALLERYの 開催
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担当部署 :社会貢献推進室アート・バイ・ゼロックス[スタッフ数2人]

〒107¨0052 東京都港区赤坂3¨7…13国際山王別館

TEL.03… 3585… 6759 Fハt)(.03-3585-6788 1JRL.http:ノ/www.ful:xerox.co.lp/

富士ゼロックス株式会社 精密機器

資本金④ 売上高0 経常利益0 従業員0 設立1962年

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ィストの支援を

する。
① リソース(固有の技術、機器、サービス、ソフトウエア等)の活用。

② 卓越した芸術的価値の高い文化への支援。

③ 若々しく、チャレンジャブルなアーテイストの発掘。

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。

活動名                  芸術分野 目的                支援形態

「ドキュメント&アート…その相互漫透性を 実術  若手芸術家の支援、伝統芸能の振興  主催
めぐって」公募展およびシンポジウムの開催

美術 青少年の育成 協賛、協力(人

・製)

こども達の自己表現支援(こ どもの城ワーク
シップ×3・ 横浜美術館w/s・ 八ラミュージア

ムアークw/s)

ドキュメント制作支援 (「枠組みの間で」ムン

ターダス・「駒形ワールド」駒形克己)

「マルチメディア時代の芸術と社会」出版

コンピュータによる教育プログラムの提供

(年間4コース)

美術、その他 その他

美術、映像 芸術文化の啓発・普及、調査・研究

美術、映像  若手芸術家の支援、調査・研究

協賛、協力

(製 )

主催

主催

コミッションワークによるオフィス環境の改 美術  鑑賞者の支援、調査・研究

善

新入社員向けアート・プログラムの提供 美術 芸術文化の書発・普及、その他

主催

主催

富士通株式会社 情報処理機器

資本金0)売上高0 経常利
=製

Э 従業員●)設立1935年

メセナ活動基本方針

当社は「国際社会・地域社会との共存共栄をはかり、企業として、個人として国際社会・地域社会に貢献すること」

を「企業行動指針」のなかに定めており、芸術文化支援をその一環として位置づけ、実施している。

活動名                  芸術分野 目的                支援形態

富士通コンサートシリーズ「エーテポリ交響 音楽  既成芸術家の支援、鑑賞者の支援、地域 協賛

楽団」冠協賛

富士通コンサートシリーズ「リヨン歌劇場管 音楽

弦楽団」冠協賛

つくばコンサート

オペラ「椿姫」協賛

文化の振興

既成芸術家の支援、鑑賞者の支援、地域 協賛

文化の振興

音楽  鑑賞者の支援、地域文化の振興    協賛

音楽  既成芸術家の支援、鑑賞者の支援、地域 協賛

文化の振興

富士通スペシャル「100 GOLD
FINGERS」 協賛

音楽 既成芸術家の支援、鑑賞者の支援、地域 協賛

文化の振興

フィリピン大学コーラスコンサート 音楽 既成芸術家の支援、国際交流 協贅

29th富士通コンコードジャズフェスティパ 音楽  既成芸術象の支援、鑑賞者の支援、地域 協賛

ル                        文化の振興
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九州交響楽団「九響グランドコンサートシリ
ーズ」

富士通コンサートシリーズ(福岡・広島・弘前

岡山・高松・福山・山梨)

読売日本交響楽団「第九コンサート」    音楽  既成芸術家の支援、鑑賞者の支援   協賛

第13回園田高広賞ピアノコンクール    音楽  若手芸術家の支援、アマチュアの支援、協賛

チェコ・フィル八―モニー管弦楽団

地域文化の振興

音楽  既成芸術家の支援、鑑賞者の支援、地域 協賛

文化の振興

富士通・九響グランドコンサート      音楽  既成芸術家の支援、地域文化の振興

富士通コンサート スタニスラフ・プーニン・ 音楽  既成芸術家の支援、鑑賞者の支援、地域
ビアノリサイタル                 文化の振興

ながの東急オペラ「信濃の国・善光寺物語」 音楽  既成芸術家の支援、鑑費者の支援、地域

ベルゲン・フィル八―モニー管弦楽団    音楽

文化の振興

既成芸術家の支援、鑑賞者の支援、地域 協賛

文化の振興

音楽  鑑費者の支援、地域文化の振興    協賛

音楽  既成芸術家の支援、鑑賞者の支援   協賛

協賛

協賛

協賛
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富士通サウンドコニファー229

富士通コンコードジャズフェスティバル ノ

ースアメリカツアー

読売日本交響楽団 北京公演

ギターと弦楽四重奏のタベ

富士通コンサートシリーズ「プラ八国立歌劇

スペインアングルシア州立舞踊団

西日本新聞社美術展「シャガール展」

福田繁雄展

富士通スペシャル「さくらを描く現代日本画
名作展」

第6回スポニチ文化芸術大賞(文化芸術大賞

選考委員会)

日本美術院創立100周年記念展

フランス国立セーブル陶器美術館名品展

第7回わんぱく絵画コンクール

既成芸術家の支援、鑑賞者の支援   協賛

既成芸術家の支援、鑑賞者の支援、国際 協賛

交流

既成芸術家の支援、鑑費者の支援

既成芸術家の支援、鑑賞者の支援

音楽 既成芸術家の支援、鑑賞者の支援 協賛

舞踊  既威芸術家の支援、鑑賞者の支援   協賛

美術  既成芸術家の支援、鑑賞者の支援、国際 協賛
交流

美術  既成芸術家の支援、鑑賞者の支援   協賛

美術  現代芸術の振興          協賛

音楽

音楽

音楽 協賛

協賛

場」

誅、節、演

劇、舞踊

美術

美術

美術

芸術文化の啓発・普及

鑑賞者の支援、芸術文化の書発・普及

鑑費者の支援、芸術文化の啓発・普及

青少年の育成

協賛

協賛

協賛

協賛

金沢工業大学「ルネッサンス・ジェネレーショ 美術  その他
ン」

協賛

第11回青山演劇フェスティパル「別役実の世

界」

芸術文化交流の会

芸術文化交流の会 アーツフォーラム21世紀

への提言

北国新聞「百年後の国宝づくり」

古都京都の文化遺産フォーラム

演劇  芸術文化の啓発・普及        協賛

全般 調査・研究 協賛

全般  芸術文化の啓発t普及、現代芸術の振興 協賛

有形文  芸術文化の啓発・普及        協賛

有形文  文化財等の発掘・保存・修復、調査・研究 協賛

文化シヤッター株式会社 金属製品
担当部署 :営業企画部[ス タッフ数19人 ]

〒174…8733 東京都板橋区志村3-26¨ 4
TEL 03-3968-6664 FAX.03… 3558… 9551
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資本金01 売上高④ 経常利益0 従業員0 設立1955年

メセナ活動基本方針

建築と文化と環境との接点を、つねに見いだす。

活動名 芸術分野 目的                支援形態

剖〔、建築  若手芸術家の支援、芸術文化の啓発・普 主催

及、現代芸術の振興
文化シヤッター「テクノフォーラム'98」

担当部署 :販売促進部(福岡本店)[スタッフ数20人 ]

〒810¨0071 福岡市中央区那ノ津2-1-12

TEL.092-781¨ 7161 FAX.092¨ 752-7229 URL.http://www.mediagalaxy.co.ip/best/

資本金④ 売上高0経常利益0従業員0)設立1954年

株式会社ベスト電器 小売業

メセナ活動基本方針

地域の文化活動支援。

活動名 芸術分野 目的

テアトル博多演劇公演「大地の子守歌」   演劇

自社施設(ベストホール)による発表の場の提 音楽

地域文化の振興

支援形態

主催

若手芸術家の支援 協力(場 )

供

株式会社ベルシステム24 サービス

〒171¨0022 東京都豊島区南池袋2-16-8藤 久ビル東三号館

TEL.03… 3590-0024 FAX.03… 3590¨4610 URL.htp://wwヽ ′v.be‖ 24.co.ip/

資本金0 売上高② 経常利益0)従業員② 設立1982年

メセナ活動基本方針

企業は社会から生かされている側面を持つ。したがい、十分な利益をあげることができたならば、社会貢献の一

環として文化活動支援を行い、社会に利益を還元する。

活動名                  芸術分野 目的                支援形態

David He!fgot“ The Shine Tour"日 本

公演協賛

写真展
｀
ヤクシマ

″
主催

音楽  着手芸術家の支援、芸術文化の啓発・普 協賛

及、国際交流

美術  若手芸術家の支援、アマチユアの支援、主催

芸術文化の書発・普及、地域文化の振興

株式会社平和 機械

担当部署 :社長室、総務部、営業本部[スタッフ数10人 ]

〒376-8588 群馬県桐生市広沢町2-3014-8

TEL.0277-52-0121 FAX.0277-40-5231 URL.http://,″ Mハv.heiwanet.co.ip/

資本金●)売上高0 経常利1氣D 従業員0)設立1960年

メセナ活動基本方針
当社に寄せられるさまざまな案件について、①当社の企業理念と合致するか、②継続性のある文化的に有意義な

企画か、◎その効果は適当か、という点について総合的に判断して行っております。

活動名                  芸術分野 目的                支援形態

HE:WAク ラシックコンサート東京交響楽団 音楽  鑑賞者の支援            協賛

特別演奏会

東京交彗楽団 支援            音楽 鑑賞者の支援 協賛



企業別メセナ活動一覧

NHK交響楽団 支援 音楽  鑑賞者の支援 協賛 159
新星日本交響楽団 支援 音楽  鑑賞者の支援 協賛

北陸電気工事株式会社 建設
資本金0)売上高0経常利益0)従業員0設立1944年

活動名 芸術分野 目的 支援形態

「福光!OX―AROSA声楽サマー・セミナー  音楽
'97」

地域文化の振興

一鑽
北海道ガス株式会社 電気・ガス

担当部署 :総務部広報グループ[スタッフ数4人 ]

〒060-8530 北海道札幌市中央区大通西7-3… 1

TEL. 011-207-2104 FAX. O11-2O7-21O3 URL. http://www. hokkaido-gas.co. jpl
資本金0)売上高② 経常利1薇ら 従業員② 設立1911年

メセナ活動基本方針
1地域の文化振興。

2地域社会への利益還元。

3社員のモラル向上。

活動名

室内楽サロン北ガス音楽の花束

パシフィックミュージックフェスティパル

札幌旭山音楽祭

札幌市教育文化財団事業

さつぽろ雪まつり

芸術分野 目的                支援形態

音楽  若手芸術家の支援、既成芸術家の支援、主催
鑑賞者の支援、地域文化の振興

既成芸術家の支援、地域文化の振興

既成芸術家の支援、地域文化の振興
正

三
文

一課
一課
一講
一締 一一

一
あ一躙

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一賛
一賛
一賛
一費

一協
一協
一協
一協

株式会社北海道銀行 銀行
担当部署 :財団法人道銀文化財団[ス タッフ数2人 ]

〒060-8676 北海道札幌市中央区大通西4-1

TEL.011-233… 1029 FAX.011-221-0481

資本金④ 売上高0)経常利益0 従業員0 設立1951年

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が40周年を記念して、財団法人道銀文
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。

活動名 芸術分野 目的

さつぽろ市民コンサート

第11回道銀ライラックコンサート

音楽  芸術文化の啓発・普及、地域文化の振興

音楽  芸術文化の啓発・普及、地域文化の振興

支援形態

共催

共催

共催

共催

その他

協賛

美術鑑貴会                美術  芸術文化の書発・普及、地域文化の振興

第7回道銀芸術文化奨励賞 若手芸術家の支援

既成芸術家の支援札幌交響楽団演奏活動への協力

北海道立近代美術館「松本路人展」に協賛 芸術文化の啓発・普及、地域文化の振興

アマチュアの支援、地域文化の振興札幌市教育文化財団「第11回教文演劇フェス

ティバル」に協賛

一　

一　

一

糊
一課一齢一嗣 協賛
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北海道立文学館「第3回母と子の文学のつど 文学

い」に協賛

芸術文化の啓発・普及、地域文化の振興 協賛

株式会社堀場製作所 電気機器

担当部署 :広報室[ス タッフ数12人 ]

〒601…8510 京都市南区吉祥院宮の東町2

TEL.075-313-8121 FAX.075-321-6621 URL.hip://Ⅵ′vぃ″.horiba.co.ip/

資本金0)売上高② 経常利益0従 業員01設立1953年

メセナ活動基本方針

1分析・計測に関する活動であること。

2環境保全に関する内容であること。

3社内のみならす、広く社外の有識者とのコラボレーションをめざす。

活動名                  芸術分野 目的

環境マンガプロジエクトの運営 美術 若手芸術家の支援

支援形態

主催

本田技研工業株式会社 輸送用機器

担当部署 :総務・法規部社会活動推進室[ス タッフ数4人]

〒107-8556 東京都港区南青山2-1-1

TEL_03-5412-1260 FAX.03-5412-1115

資本金0)売上高0 経常利益0 従業員0 設立1948年

メセナ活動基本方針

1地球的視野に立ち、「商品。技術」を通じて社会に貢献する。

2良き企業市民として地域に根づき、社会的責任を果たす。

3次世代のために、心豊かで活力のある人・社会づくりに努める。

活動名                  芸術分野 目的

大英科学博物館展             難i、 有形文

カントリーゴールドコンサート(熊本)   音楽

入間川七夕祭り              無形文

大津町つつじ祭り             無形文

大津町地蔵祭り              無形文

熊本市大の国祭り             無形文

浜松祭り                 無形文

国際交流

若手芸術家の支援、アマチュアの支援

地域文化の振興

地域文化の振興

地域文化の振興

地域文化の振興

地域文化の振興

支援形態

協賛

協賛

協力(製 )

協賛

協賛

協賛

協力(人・製)

主催5大事業所夏祭り(鈴鹿、狭山、浜松、熊本、栃  無形文

木)

地域文化の振興

ライブイン青山 音楽  鑑賞者の支援、国際交流 主催

株式会社マイカル 小売業

担当部署 :環境開発MC推進室[ス タッフ数4人]

〒541-8555 大阪市中央区淡路町2-2… 9

TEL.06… 201-1425 FAX.06-203-5682 URL.h‖ p://1wvv、 ″.:Tlycal.co.jp/

資本00 売上高0 経常利益0 従業員(0)設立1963年

メセナ活動基本方針

1企業理念(MYCAL=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暮らしのいちばん近くにしヽる企業として、芸術・文化支援(メセナ)だ けでなく、マイカルの「地球にやさしい、人



にやさしい」活動として、以下の活動にも力を入れ、地域の方々とのつながりを大切にしている。
①環境保護に関する活動。
③社会福祉に関する活動。
③海の文化振興に関する活動。
④スポーツ・教育・学術・芸術に関する活動。
⑤伝統文化・地域文化の振興活動(全国35か所の祭り支援)。

活動名

企業別メセナ活動一覧

芸術分野 目的                支援形態

音楽  若手芸術家の支援、芸術文化の書発・普 主催
及

161

母の日似顔絵コンテストヘの協賛     美術  青少年の育成            協賛
小樽潮祭りへの支援、参カロ         無形文  伝続芸能の振興、地域文化の振興   協賛、協力(人

リゾナレー高原音楽祭の開催

弘前ねぶた祭りへの支援、参加

盛岡さんさ踊りへの支援、参加

青森ねぶた祭りへの支援、参加

仙台七夕祭りへの支援、参加

会津秋祭りへの支援、参加

兼市民祭りへの参加

新井祭りへの参加

糸魚川おまんた祭りへの参加

千間台祭りへの参加

沼田祭りへの参加

新座阿波踊りへの参加

本牧かぼちゃ祭りの実施

春日部祭りへの参加

下館総踊りへの参加

あずみの祭りへの参加

西富市民祭りへの支援、参加

姫路お城祭りへの参加

東灘区民祭りへの参加

駒川祭りへの参加

交野祭りへの参加

尾道港祭りへの参加

防府総踊りへの参加

水島港祭りへの参加

八代球磨川祭りへの参加

国分夏祭りへの参加

豊田おしヽでん祭りへの支援、参加

高岡七夕祭りへの支援、参加

徳島阿波踊りへの支援、参加 無形文  伝続芸能の振興、地域文化の振興

伝統芸能の振興、地域文化の振興

伝統芸能の振興、地域文化の振興

伝統芸能の振興、地域文化の振興

伝統芸能の振興、地域文化の振興

無形文

無形文

無形文

無形文

無形文

無形文

無形文

無形文

無形文

無形文

無形文

無形文

無形文

無形文

無形文

無形文

無形文

無形文

無形文

無形文

無形文

無形文

無形文

無形文

無形文

無形文

無形文

・場。製)

協力(人・製)

協力(人・製)

協力(人・製)

協力(人・製)

協力(人・製)

協力(人 )

協力(人 )

協力(人 )

協力(人 )

協力(人 )

協力(人 )

主催

協力(人 )

協力(人 )

協力(人 )

協力(人・場・

協力(人 )

協力(人 )

協力(人 )

協力(人 )

協力(人 )

協力(人 )

協力(人・製)

協力(人・場

製)

協力(人・場・

協力(人・製)

協力(人・製)

協力(人・製)

協力(人・場)

協力(人 )

協力(人 )

協力(人 )

一̈一̈一̈一̈一̈一一̈一̈一̈一̈一̈一一̈一̈一̈一̈一一̈一̈・　一̈一̈一̈一̈一̈一̈一̈一̈一̈一̈一̈

一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一̈一一一一一一一一一一　一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一

製 )

製 )

土佐よさこい祭りへの支援、参加

米子がいな祭りへの支援、参加

博多どんたくへの支援、参加

小倉100万人祭りへの支援、参加

大分府内戦紙への支援、参加

帯広平原祭りへの参加

無形文

無形文

無形文

無形文

無形文  伝統芸能の振興、地域文化の振興   協力(人・製)

無形文  伝統芸能の振興、地域文化の振興   協力(人 )
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秋田竿灯祭りへの参加 無形文  伝統芸能の振興、地域文化の振興   協力(人 )

162

株式会社マガジンハウス 出版

担当部署 :宣伝局[ス タッフ数5人]

〒104‐8003 東京都中央区銀座3-13-10

TEL.03-3545-7216 FAX.03-3545-7213

資本金② 売上高② 従業員0 設立1945年

メセナ活動基本方針

メセナ活動という認識は薄いのですが、世界55か国約900種の雑誌を自由に関覧していただくことにより、い

ろいろな世界の情報を提供しております。

また、雑誌の研究をしている方、雑誌デザインの勉強をしている方には多少なりともお役に立っているのではな

しヽか、と思っています。

活動名 芸術分野 目的 支援形態

ワールドマガジンギャラリー 美術 その他 主催

前田建設工業株式会社 建設

資本金●)売上高0 経常利益④ 従業員0 設立1946年

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 芸術分野 目的

演の協賛

アンコールワットとクメール美術の1000年  有形文

展の協賛

谷口吉郎展の協賛             建築

カンボジアの影絵芝居スバエク・トム日本公 演劇、緬′文

既成芸術家の支援

支援形態

協賛

伝統芸能の振興、国際交流 協賛

文化財等の発掘・保存・修復 協賛

株式会社松坂屋 小売業

〒460-8430 愛知県名古屋市中区栄3-16-1

TEL.052… 251-111l URL.h■ p://ww.matsuzakaya― dept.co_ip/

資本金0) 売上高④ 経常利薇D従業員0)設立1910年

メセナ活動基本方針

「豊かな生活文化を創造し、地域社会に貢献する」という企業理念に基づく。

名古屋フィル人一モニー交響楽団への寄付  音楽  芸術文化の啓発・普及、地域文化の振興 その他

松坂屋美術館の運営            美術  芸術文化の啓発・普及、地域文化の振興 主催

活動名

お母さんのコーラスフエステイパル開催

担当部署 :社会文化部[スタッフ数16人 ](大阪、東京)

〒571-8501 大阪府門真市大字門真1006

TEL.06-909-6700 FAX.06-906-4124
〒105-8581 東京都港区芝公園1-1-2

芸術分野 目的                支援形態

音楽  アマチユアの支援、芸術文化の書発・普 主催

及

松下電器産業株式会社 電気機器
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TEL.03-3434-3510 FAX.03-3459-6044
URL.http://WWW.panaSOniC.CO.jp/ccd/socia2-j.htrn

資本金0 売上高0,経常利益0 従業員0 設立1918年

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」に基づ
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、
メセナ活動を押しすすめることによって文化の創造・振興に役立つ。
1メセナ活動の目標‐――――新しい文化の創造と伝統文化の継承。
2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、○創作活動、◎優れた作品の鑑
賞、④国際交流等に役立つ支援を行う。

活動名                  芸術分野 目的

演奏団体支援(大阪フィル八―モニー、NHK 音楽  既成芸術家の支援、鑑賞者の支援、青少

交響楽団等17団体) 年の育成、芸術文化の啓発・普及、国際
交流

音楽  既成芸術家の支援、鑑賞者の支援、芸術 協賛
文化の啓発・普及、現代芸術の振興、地
域文化の振興、国際交流

音楽  既成芸術家の支援、鑑費者の支援、地域 協賛
文化の振興

音楽  若手芸術家の支援、既成芸術家の支援、協賛、協力
アマチュアの支援、鑑賞者の支援、芸術 (製 )

文化の啓発・普及、現代芸術の振興、地
域文化の振興、国際交流

若手芸術家の支援、既成芸術家の支援、
鑑賞者の支援、芸術文化の啓発・普及、
現代芸術の振興、地域文化の振興、国際
交流

若手芸術家の支援、既成芸術家の支援、協賛、協力
アマチュアの支援、鑑賞者の支援、青少 (製 )

年の育成、芸術文化の啓発・普及、現代
芸術の振興、地域文化の振興、国際交流

着手芸術家の支援、既成芸術家の支援、協賛、協力
鑑賞者の支援、芸術文化の啓発・普及、 (人 )

現代芸術の振興、地域文化の振興、国際
交流

16う

コンサート支援(22世紀クラブ・グリーンコ

ンサーツ、アリオン音楽財団「'97東京の夏音

楽祭」等11件 )

阪神大震災救援コンサート(復興の日々に励
ましのコンサート等2件 )

国際音楽祭、コンクール等への支援(PMF、

日本イタリア協会等9団体)

コンサート主催公演(ニ ューヨーク・シンフォ 音楽
ニツク・アンサンブル等2件 )

主催

支援形態

協賛

主催

主催

協賛

協賛

美術展覧会等への支援(国際こども平和壁画

展、ペンク展等23件 )

美術

美術アート団体との共同プロジェクト(アートジ

ャバン研究会等2件 )

タウンアートギャラリー

美術展主催(アートインコグント等2件 ) 美術

演劇団体支援(パナソニック・グロープ座、か 演劇

もねぎショット等18団体)

若手芸術家の支援、鑑賞者の支援、芸術
文化の啓発・普及、現代芸術の振興、そ
の他

若手芸術家の支援、既成芸術家の支援、
アマチュアの支援、鑑賞者の支援、芸術
文化の啓発・普及、現代芸術の振興、地

域文化の振興、国際交流、その他

若手芸術家の支援、既成芸術家の支援、
鑑賞者の支援、芸術文化の啓発・普及、
現代芸術の振興、地域文化の振興、国際
交流

既成芸術家の支援、鑑賞者の支援、芸術
文化の啓発・普及、現代芸術の振興、伝
統芸能の振興、地域文化の振興、国際交
流

国際演劇支援(日本アジア芸術協会等3団体) 演劇

美術
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映画製作&フ ェスティパルヘの支援(PMF 映像  若手芸術家の支援、既成芸術家の支援、協賛、協力

笙っm株、                     鑑費者の支援、芸術文化の啓発・普及、 (製)
~乙国庁′

                     現代芸術の振興、地域文化の振興、国際

交流

文化保護・育成団体への支援(冷泉家時雨亭文 有形文  鑑費者の支援、伝統芸能の振興、文化財 協賛

庫修復等6団体)                  等の発掘・保存・修復、地域文化の振興、

調査・研究

文化交流事業 (「 大英国祭」等4件 ) 全般 既成芸術家の支援、鑑費者の支援、芸術 協賛、協力

文化の啓発・普及、現代芸術の振興、地  (製 )

域文化の振興、国際交流

新国立劇場への賛助 音楽、演劇、舞 鑑賞者の支援、国際交流

踊

その他

主催、その他
メセナ促進活動(活動リーフレット作成等3

件)

鑑賞者の支援、芸術文化の啓発・普及、

地域文化の振興、その他

全般

丸紅株式会社 総合商社

担当部署 :総務部

〒100-8088 東京都千代田区大手町1-4-2

資本金0 売上高0 経常利益0 従業員0 設立1949年

バル97」 に対する支援               興、調査・研究

九州交響楽団               音楽   既成芸術家の支援、地域文化の振興  その他

ベルリン森鵬外記念館資金援助      文学  芸術文化の啓発・普及、国際交流、調査・ 協賛

研究

音楽、舞踊、無 芸術文化の書発・普及、伝続芸能の振  協賛

形文   興、国際交流

音楽  既成芸術家の支援、芸術文化の啓発・普 その他

及

音楽  既成芸術家の支援、芸術文化の啓発・普 その他

メセナ活動基本方針

社会貢献活動の一環として位置づけている。

活動名

「東京インターナショナルアートフェステイ

「UAE日本週間」への協賛

日本交響楽振興財団

大阪フ ィル八一モニー協会

日韓交流オペラ「リゴレット」賛助

第9回日本声楽コンクール開催支援

日本フィル八―モニー交響楽団

芸術分野 目的                支援形態

美術  芸術文化の啓発・普及、現代芸術の振  協賛

音楽

及

若手芸術家の支援、芸術文化の啓発・普 協賛

及、国際交流

音楽  若手芸術家の支援、芸術文化の書発・普 協賛

音楽

及

既成芸術家の支援、芸術文化の書発・昔

及

その他

川崎市市民ミュージアム「無垢なる魂」展協賛 美術

NHK交響楽団 音楽

アマチユアの支援、青少年の育成、芸術 協賛

文化の啓発・普及

既威芸術家の支援、芸術文化の啓発・普 その他

及

日中国交回復25周年記念事業創作舞踊「大敦 舞踊  アマチユアの支援、国際交流 協賛

爆」協賛
音楽、美術、舞 芸術文化の啓発・普及、伝統芸能の振 協賛日比友好祭'98への協賛
踊、餃像、無形 興、国際交流

文

日仏文化交流支援事業支援        美術、細′文 伝統芸能の振興、国際交流、調査・研究 協賛
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新国立劇場運営財団

無形文  伝続芸能の振興、国際交流、調査・研究 協賛
音楽  国際交流、その他          協賛

音楽、灘1、 舞 現代芸術の振興、地域文化の振興、調査 その他
踊    。研究

売上高0)経常利益0従業員④ 設立1946年

株式会社ミツパ 輸送用機器

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 芸術分野 目的                支援形態

音楽  芸術文化の啓発・普及、地域文化の振興 協力(人、場)

美術  芸術文化の啓発・普及、地域文化の振興 その他

音楽  若手芸術家の支援、既威芸術家の支援、その他
地域文化の振興

桐生音楽文化協会の運営

大川美術館BMO会員

群馬交響楽団法人会員

株式会社みちのく銀行 銀行
担当部署 :業務推進部、広報部[ス タッフ数3～4人]

〒030-0821 青森市勝田1-3… 1

TEL. 0177 -7 4-1111 FAX. 0177 -22-2190 URL. http://www.mich inokubank.co.jpl
資本金④ 売上高0 経常利益● 従業員0 設立1976年

メセナ活動基本方針
地域金融機関として、地域の文化活動等への支援を通じて豊かで潤いのある地域づくりに社会貢献したい。

活動名

みちのく文化講演会の開催

「黒柳徹子新春トーク」開催

ロシア極東交響楽団コンサートの開催

本造漁船コレクションとその67隻の国重要

有形民俗文化財指定取得

芸術分野 目的

有形文、そa地 青少年の育成、文化財等の発掘・保存・

修復、地域文化の振興、調査・研究、その
他

文学、そ麟

' 
青少年の育成、芸術文化の啓発・普及、
地域文化の振興

音楽  若手芸術家の支援、アマチユアの支援、
国際交流

有形文、その他 既威芸術家の支援、青少年の育成、文化
財等の発掘・保存・修復、調査・研究

支援形態

主催

主催

主催

その他

三井海上火災保険株式会社 保険
担当部署 :財団法人三井海上文化財団[ス タッフ数3人 ]

〒101-8011 東京都千代田区神田駿河台3…9
TEL.03-3259-4131 FAX.03-3291-5466 URL.http:/. /www.mitsuimarine.co. jp/
資本金0)売上高0 経常利益0 従業員0)設立1918年

メセナ活動基本方針
1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、三井海上文化財団を通じ、地域の活動を

助成し、文化の振興および文化の国際交流を活性化し、日本の文化の向上・発展に寄与する。
2日本フィル八―モニー交響楽団等への助成を通じ、三井海上としても、文化の向上。発展に寄与する。

土日基金センター建設に対する協力支援

「世界のお巡りさんコンサートINヨーロッ

パ」協賛
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166 活動名

三井海上文化財団への出捐

新日本フィル八一モニー交響楽団への支援 音楽 既成芸術家の支援、芸術文化の啓発・普 その他

及

日本フィルハーモニー交響楽団への支援   音楽   既威芸術家の支援、芸術文化の啓発・普 その他

及

アリオン音楽財団等文化団体に対する助成 音楽 若手芸術家の支援、既成芸術家の支援、その他

現代芸術の振興、伝統芸能の振興、地域

文化の振興、国際交流

芸術分野 目的                支援形態

音楽、舞踊、無 青少年の育成、芸術文化の書発・普及、 その他

形文   伝統芸能の振興、地域文化の振興、国際

交流

三井化学株式会社 化学

資本金0 売上高0 経常利益0 従業員0 設立1997年

メセナ活動基本方針

当社は'97年10月 に三井石油化学工業と三井東圧化学が合併して発足した会社であり、現段階では三井広報委

員会を通じた活動が中心となっている。

活動名 芸術分野 目的 支援形態

その他三井広報委員会を通じての活動 全般 地域文化の振興、国際交流

三井物産株式会社 総合商社

担当部署 :広報室三井広報委員会事務局[ス タッフ数3人]

〒100¨0004 東京都千代田区大手町1-2-1

TEL.03-3285-7572 FAX.03-3285-9819

資本金0 売上高0 経常利益0 従業員0 設立1876年

メセナ活動基本方針

三井広報委員会として活動しています。

1国際文化交流の推進

三井広報委員会は、国際間の相互理解の促進をはかるため、国内外において主催・協賛する各種イベントを通じ

て、優れた芸術・文化を広く紹介し、国際文化交流を進めます。

2地域文化活動の活性化

三井広報委員会は、日本国内において各地域の主体的参画による芸術。文化活動を後援し、地域社会の活性化に

貢献します。

活動名 芸術分野 目的 支援形態

共催、協力

(人 )

共催、協力

(人 )

クローズ・アップ。オブ。ジャバン 音楽、美術 国際交流

三井シンポジア・トウモロウ 全般  地域文化の振興

担当部署 :広報室

〒163-0460 東京都新宿区西新宿2-1-1

TEL.03-5381-4062 FAX.03… 5381-4434 URL.http://wvぃ″.rΥ〕istui―hanbal.co.ip/

資本金④ 売上高② 経常利蟹D従業員01設立1969年

三井不動産販売株式会社 不動産

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
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施する。

活動名 芸術分野 目的 支援形態

日本フアンタジーノベル大賞 文学  者手芸術家の支援、既成芸術家の支援 共催

167

株式会社三越 小売業
担当部署 :本社業務部

〒103…8001 東京都中央区日本橋室町1-4… 1

TEL.03-3241-331l FAX.03-3246-0245

資本金0)売上高0 経常利益0 従業員0 設立1904年

メセナ活動基本方針

当社は創業以来の経営理念として、「社会的貢献」を掲げている。また、つねに文化の発信を会社のテーマとして
実践してきた。

活動名 芸術分野 目的

三越美術館

パリ・エトワール

日本伝統工芸展

院展

現代芸術の振興、伝統芸能の振興

現代芸術の振興

演劇

美術 共催

支援形態

共催

主催

主催

主催

協力(場 )

美術

無形文

美術

国際交流

伝統芸能の振興

現代芸術の振興

音羽ゆりかご会コンサート

台東区民含唱団第九発表会

音楽 青少年の育成

音楽  地域文化の振興 共催

三菱地所株式会社 不動産
担当部署 :社会環境部[ス タッフ数7人]

〒100-8330 東京都千代田区丸の内2¨ 7-3東京ビル8F
丁EL.03-3287… 5780 FAX.03-3212-2362

資本金0)売上高④ 経常利益0 従業員0 設立1937年

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芸術・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、じつに広範な分野で、企業市

民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、総合デベロツパーとしての
専門的な見地からさまざまなかたちでの協力・援助を行っております。

活動名 芸術分野 目的                支援形態

美術  既成芸術家の支援、鑑賞者の支援、地域 主催東京・丸の内仲通り彫刻展示

文化の振興

各地域・ストリートギャラリー彫刻展示(仙台 美術  既成芸術家の支援、鑑賞者の支援、地域 主催
・横浜・金沢。名古屋・広島) 文化の振興

NHK交響楽固定期演奏会特別支援

日本フィル八―モニー交響楽団定期演奏会後
援

音楽  既成芸術家の支援

音楽  既成芸術家の支援

横浜ランドマークタワー内ランドマークホー 音楽、実術、演 若手芸術家の支援、既成芸術家の支援、主催
ル自主催事運営 劇、舞踊、映像、 地域文化の振興

始

協賛

協賛

横浜ランドマークタワー内タワーギャラリー 美術
自主催事運営

若手芸術家の支援、既成芸術家の支援、主催
現代芸術の振興、地域文化の振興
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福岡・天神イムズ内三菱地所アルティアム運 美術  若手芸術家の支援、既成芸術家の支援、共催

営                         アマチユアの支援、鑑費者の支援、現代

東京・日比谷シティサンクガーデンイベント

(夜能・ビルの谷間コンサート)

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

新宿・パナソニックグロープ座寄付

各地域音楽祭協賛交響楽団支援

仙台泉パークタウンフアミリーコンサート実

施

オーケストリオ・チューリッヒ支援

芸術の振興、地域文化の振興

音楽、潟離  既成芸術家の支援、鑑費者の支援、地域 協力(場 )

文化の振興

音楽、美術、演 着手芸術家の支援、既成芸術塚の支援、協力(場 )

アマチユアの支援、地域文化の振興

既成芸術家の支援、地域文化の振興

既成芸術家の支援、地域文化の振興

鑑賞者の支援、地域文化の振興

音楽  既成芸術家の支援、鑑賞者の支援、地域 共催

文化の振興

一　

一　

一

一　

一　

一

蝉
一嗣
一課
一課

その他

協賛

協賛

三菱商事株式会社 総合商社

資本金0 売上高0 経常利益0 従業員101 設立1954年

一　

一　

一
　

一

一　
一　
一　
一復

一　
一　
一　
一修

一　
一　
一　
一館

一　
一　
一　
一料

一　
一団
一賛
一資

一　
一楽
一協
一本

′工団
一　
一毒
一詢
一酬

ヽ
一会
〓
二
員
一物

二

る
一モ
一委
一博

ズ
一て
一
二
行
一化

二
育
一ハ
一実
一文

サ
一を
一ル
一演
一立

ン
一心
一イ
一公
一国

スタ・ダ
一詢
一”
一印
一中

活動名

読売日本交響楽団

「世界のお巡りさんコンサート」協賛

日本交響楽振興財団

アートスフィア自主公演の支援

天王洲アートスフィア劇場の運営

アジアの子ども絵日記展

目的

既成芸術家の支援

芸術文化の啓発・普及、国際交流

既成芸術家の支援

既成芸術家の支援

既成芸術尿の支援、青少年の育成

既成芸術家の支援

芸術文化の啓発・普及、国際交流

文化財等の発掘・保存・修復、地域文化

若手芸術家の支援、既成芸術家の支援、

鑑賞者の支援、芸術文化の啓発・普及、

現代芸術の振興、地域文化の振興

若手芸術家の支援、既成芸術家の支援、

鑑賞者の支援、芸術文化の啓発・普及、

現代芸術の振興、地域文化の振興

アマチュアの支援、青少年の育成、国際

交流

若手芸術蒙の支援

芸術文化の書発・普及、国際交流

芸術分野

音楽

音楽

音楽

舞踊

演劇

音楽

映像

全般

美術

全般

美術

支援形態

協賛

協賛

協賛

協賛

協賛

協賛

協贅

協賛

協賛

その他

協賛

主催

共催

の振興、国際交流

静嘉堂協力会

日韓文化協会への寄付

「第3回アートアンダンテ賞展」協賛 アマチュアの支援

fアイラブ静岡写生大会」開催       美術  青少年の育成、地域文化の振興

三菱グループ社会貢献ミュージカル    演劇  鑑賞者の支援、青少年の育成

「GALAXY EXPRESS 999」 共催 ・一̈一音楽、演劇、舞

踊

課、剛、舞

踊

美術

協賛

その他

共催

ジョサイア・コンドル展

演劇、無1,文

協賛

その他「日仏文化交流支援委員会」への寄付

三菱信託銀行株式会社 銀 行

担当部署 :総務部社会貢献活動推進室[ス タッフ数8人 ]

〒100-0005 東京都千代田区丸の内1¨4-5

TEL.03-3212-121l FAX.03-3201¨ 4764 URL.http://1www.MITSUBiSHl― TR∪ ST.co.jp/
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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。

活動名 芸術分野 目的                支援形態

音楽  既成芸術家の支援、芸術文化の書発・普 その他

及

音楽  既成芸術家の支援、芸術文化の啓発・普 その他

二期会オペラ振興会

NHK交響楽団

日本オペレッタ協会 音楽

及

既成芸術家の支援、芸術文化の啓発・普 その他
及
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日本フィル八―モニー交響楽団 音楽  既成芸術家の支援、芸術文化の啓発・普 その他

及

舞踊  既成芸術家の支援、芸術文化の啓発・普 その他

及

音楽  既成芸術家の支援、芸術文化の書発・普 その他

及

音楽  既成芸術家の支援、芸術文化の書発・普 その他

及

スターダンサーズ・バレエ団

東京フィル八―モニー交響楽団

日本オペラ振興会

東京交響楽団 音楽 既成芸術家の支援、芸術文化の啓発・普 その他

及

三菱電機株式会社 電気機器
担当部署 :宣伝部[スタッフ数27人 ]

〒100…8310 東京都千代田区丸の内2-2-3
TEL.03-3218‐ 2318 FAX.03… 3218-2321 URL.htp://ww.meico.co.jp/

資本金0)売上高0経常利益0従業員●)設立1921年

メセナ活動基本方針

1広く文化貢献につながる文化支援活動をめざす。

2当社の企業理念(SOC10-TECH)に つながるイベントヘの協賛、企画協力を行う。

活動名                  芸術分野 目的

三菱電機スーパーセレクション「坂本龍―  音楽 既成芸術家の支援、その他

PLAYING THE ORCHESTRA 1997f」

支援形態

一歴
三菱マテリアル株式会社 非鉄金属

担当部署 :情報本部広報部[ス タッフ数7人]

〒100-8117 東京都千代田区大手町1-5-1

TEL.03-5252… 5206 FAX.03-5252-5272 URL.http://wⅧ ′vv.:Tl!Υ lc.cO.ip/

資本金0)売上高0経常利益0従業員0)設立1950年

メセナ活動基本方針

地味でも永続的なメセナ活動を行う。

活動名                  芸術分野 目的                支援形態

三菱ゴールドコンサート          音楽  若手芸術家の支援、既成芸術家の支援、協賛

岡野弘幹WiTH天空オーケストラ風のまつ

芸術文化の啓発・普及

音楽  着手芸術家の支援、芸術文化の啓発・普 協賛
及り

資本金0 売上高0 経常利盛製D 従業員0 設立1927年
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資本金0)売上高② 経常利益② 従業員01 設立1936年
光村印刷株式会社 E口昴」

活動名

STUDY ROOM東京芸術大学日比野克彦

研究室展'97

芸術分野 目的                支援形態

美術  若手芸術家の支援、芸術文化の啓発・普 主催

及、現代芸術の振興

美術 芸術文化の啓発・普及、地域文化の振興 主催

'97働く障害者フォトコンテスト入賞作品展 美術  芸術文化の啓発・普及 協力(場 )

しながわ音楽プラザ「A一モニカのしらべ」開 音楽  鑑賞者の支援、芸術文化の書発・普及、 協力(場 )

催                         地域文化の振興

STUDY ROOM東 京芸術大学日比野克彦 美術  若手芸術家の支援、芸術文化の啓発・普 主催

研究室展'98 及、現代芸術の振興

未来工業株式会社 他製品

担当部署 :総務部総務課[ス タッフ数7人 ]

〒503¨0295 岐阜県安八郡輪之内町楡俣1695… 1

TEL.0584-68-0010 FAX.0584-69-4589

資本金0)売上高② 経常利益0 従業員②l 設立1965年

メセナ活動基本方針

1地域への選元。

2「豊かな心」をはぐくむ。

活動名

「ミライコミュニティーシアター」ロシア国立

ボリシヨイ・パレエ「ゴールデン・ガラ」

劇団はぐるま公演「王子と乞食」

杉原千畝をたたえる会コンサート

劇座公演やっとかめ探偵団

俳優館公演「春香伝」「望郷」他

前進座特別公演「戦国武士の有給休暇」

芸術分野 目的                支援形態

舞踊  芸術文化の啓発・普及、地域文化の振興 主催

演劇  アマチュアの支援         協賛

音楽  その他               協賛

演劇  既成芸術家の支援         協賛

演劇  既成芸術家の支援、アマチュアの支援 協賛

演慮」  若手芸術家の支援、既成芸術家の支援 その他

株式会社メイテック サービス

担当部署 :社長室

〒107¨0052 東京都港区赤坂8-5… 26赤坂DSビル

TEL.03-5413… 2600 FAX.03-5413… 2620 URL.htp://1wvvヽ″.meitec.co.lp/

資本金④ 売上高② 経常利益④ 従業員01 設立1974年

活動名

東京フィル八一モニー交響楽団特別会員

芸術分野 目的

音楽  芸術文化の啓発・普及、現代芸術の振興

支援形態

その他

協賛名古屋国際ビエンナーレアーテック'97特別 美術、1鳩!

協賛

若手芸術家の支援、既成芸術家の支援、

現代芸術の振興

株式会社メモリアルアートの大野屋 こころの産業

担当部署 :社長室広報部[ス タッフ数5人]

〒160¨0023 東京都新宿区西新宿7-5-25

丁EL.03-5386-4051 FAX.03-5386¨ 4188
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資本金② 売上高0)経常利益② 従業員● 設立1939年 171
メセナ活動基本方針

手づくりの活動の継続により、お客様の身近な企業であることを訴求する。

活動名

サロンコンサート

芸術分野 目的                支援形態

音楽  既成芸術家の支援、鑑賞者の支援、伝統 主催

芸能の振興

メモリアルクラシックコンサート 音楽 既成芸術家の支援、鑑賞者の支援、伝統 主催

芸能の振興

青少年の育成、その他

芸術文化の啓発・普及、その他

ベイン ト教室 美術

美術仏像彫刻サークル

一
一
一
一

一雛
一離
一雛
一聾

仏画サークル 美術  芸術文化の啓発・普及、その他

美術  芸術文化の啓発・普及、その他写仏サークル

メルセデス・ベンツ日本株式会社 輸送用機器

資本金0)売上高0 従業員(0)設立1986年

メセナ活動基本方針

メルセデス・ベンツ日本をはじめとする日本のダイムラー・ベンツグループ各社は、世界的に文化・芸術活動を支

援しているグループの理念を日本で実践し、良き企業市民として日本社会に深く根ざすとともに、日欧の文化の橋

渡しとしての役割を果たすことをめざしています。

活動名                  芸術分野 目的                支援形態

在日ダイムラー・ベンツグループ アート・ス 美術

コープ'97ガスコーニュ・ジャパニーズ・アー

トスカラーシップ

若手芸術家の支援、現代芸術の振興、国 主催

際交流

在日ダイムラー・ベンツグループ アート・ス 音楽

コープ'97シ ュトゥットガルト室内管弦楽団

コンサート

芸術文化の啓発・普及、国際交流   主催

株式会社モスフードサービス 卸売業
資本金④ 売上高0経常利益0従業員② 設立1972年

活動名 芸術分野 目的 支援形態

モス地球遊学制度 全般 若手芸術家の支援、アマチユアの支援、主催

芸術文化の啓発・普及、国際交流

株式会社ヤギコーポレーション 繊維製品
担当部署 :総務部[ス タッフ数12人 ]

〒920-8503 石川県金沢市間屋町2-80
‐
「 EL.076-237…1122 FAX.076… 237…1125 URL.h‖ p://wvぃ″.yagi.co.ip/

資本金0 売上高● 経常利益0 従業員0 設立1967年

メセナ活動基本方針

21世紀の石川をとらえた「石川県文化振興指針」に沿った音楽文化活動助成事業および地域文化活動助成事業

を行うとともに、平成13年完成予定で石川県が進めているコンサートホールの整備支援事業を展開する。

活動名                  芸術分野 目的                支援形態

第7回ヤギスクールシアターミュージカル公 音楽、美 青少年の育成、芸術文化の啓発・普及、 主催

演「新Big Dream『 四月の雪』」      術、演劇 地域文化の振興
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〒105-8660 東京都港区東新橋1…1…19

TEL 03-3574-8917 FAX.03… 5568-7439

株式会社ヤクルト本社 食料品

資本金0 売上高0)経常利益0 従業員0 設立1955年

メセナ活動基本方針

ヤクルトホールを通じて芸術文化の振興をはかる。

活動名                  芸術分野 目的                支援形態

日本フィル八―モニー交響楽団コンサート 音楽  現代芸術の振興、地域文化の振興   協責

全日本バレエコンクール 舞踊  着手芸術家の支援          協賛

課僣慮舞 その他          主催ヤクルトホールの運営

踊、映像

株式会社ヤマタネ 倉庫・運輸
資本金0)売上高0)経常利益0 従業員● 設立1937年

メセナ活動基本方針

文化振興に寄与し、心豊かな地域づくりに貢献する。

活動名 芸術分野 目的 支援形態

聖心女子大学文化事業 全般

音楽

音楽

その他               協賛

芸術文化の啓発・普及        協賛

芸術文化の書発・普及        協賛

日本オペラ振興会

東京フィルハーモニー交響楽団

担当部署 :経営企画本部[ス タッフ数5人]

〒104…8125 東京都中央区銀座2… 16… 10

丁EL.03-3541… 341l FAX.03-5565-3428 URL.htp://Ⅵ Ⅳぃ″.kuronekoyarnato.co.ip/

資本金0)売上高0)経常利益0)従業員0設 立1919年

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じて企業市民として、豊かな社会の実現に貢献してしヽ

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、○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。

活動名 芸術分野 目的                支援形態

音楽  既成芸術家の支援、鑑賞者の支援、芸術 主催

文化の啓発・普及

音楽宅急便

ヤマト運輸株式会社 陸運

焼津水産化学工業株式会社 食料品

資本金0)売上高② 経常利1薇D 従業員0 設立1959年

メセナ活動基本方針

公的な団体に対する芸術文化活動への支援。

活動名                  芸術分野 目的

焼津市文化センターが主催するクラシックコ 音楽

支援形態

協賛

ンサートヘの支援

芸術文化の啓発・普及
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安田火災海上保険株式会社 保険 173
担当部署 :広報部文化事業室[ス タッフ数3人]

〒160-8338 東京都新宿区西新宿1-26-1
~rEL.03-3349‐

3691 FAX.03-3349¨ 4681 URL.http://ww.yasuda.co.ip/

資本金0)売上高0経常利益0従業員●)設立1888年

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、美術を中心とした文化事業や環境・福祉など幅広
く社会貢献活動に取り組んでいる。

伝統的に美術との関係が深く、昭和初期より多くの芸術家への支援を行ってきた。1976年 本社ビルに「安田火災

東郷青児美術館」を開設。美術を中心に、日碁・スポーツなどの文化事業を行っている。

活動名 芸術分野 目的 支援形態

協賛、協力

(人、場)

協賛、協力

美しき日本の自然展 美術 芸術文化の啓発・普及

ゴッホとその時代展「ゴッホと四季」 美術 芸術文化の啓発・普及

(人、場)

協力(人、場)

文化の日美術ドキュメンタリー番組の提供

人形劇場ひまわリホールの運営

ドマーニ・明日展

安田火災美術財団奨励賞の実施      美術  若手芸術家の支援、芸術文化の啓発・普 協力(人・場)、

及、現代芸術の振興

安田火災東郷青児美術館大賞の実施 美術

及

美術  芸術文化の啓発・普及

演劇  青少年の育成、芸術文化の啓発・普及、

没後50年 ピエール・ボナール展 美術 芸術文化の書発・普及

芸術文化の啓発・普及日本美術院創立100周年記念特別展 近代日

本美術の軌跡

美術

夢のひまわり展 美術 青少年の育成、芸術文化の啓発・普及  協賛、協力(人

・場)

美術  者手芸術家の支援、芸術文化の啓発・普
及、現代芸術の振興

一
＞

、

　

一
　

二

　

一

一場

　
一　
一　
　
一　
一

他
一＜人．
他
一　
一　
　
一　

一

の
一カ

の
一賛
一催
　

一賛

一賛

そ
一協

そ
一協
一主
　

一協

一協

一［一搬
一援

一支

一詢
一成一既

安田生命保険相互会社 保 険

担当部署 :財団法人安田生命クオリテイオブライフ文化財団[スタッフ数4人]

〒160¨0023 東京都新宿区西新宿1-10-1

丁EL.03-3349-6194 FAX_03-3345-6388

売上高0)経常利益0 従業員⑦ 設立1880年

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従業員がなんらかのかたちで関与する(参画する)。

活動名                  芸術分野 目的 支援形態

安田生命クオリティオプライフ文化財団への 音楽書踊、無 若手芸術家の支援、伝統芸能の振興、地 その他
出捐

読売日本交響楽団への協賛

形文   域文化の振興

音楽 協賛

日本音楽コンクール受費者発表演奏会を協賛 音楽

NHK短歌学園への協賛          文学

全国小・中学生環境絵画コンクール     美術

鳥塚しげきフアミリーコンサート     音楽

既成芸術家の支援

若手芸術家の支援、既成芸術家の支援

アマチュアの支援

青少年の育成

協賛

協賛

共催

その他 主催

伝統芸能の振興
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担当部署 :経営企画部、総務部

〒461-0004 愛知県名古屋市東区葵3-19-7

TEL.052-935-2344 FAX.052-935-5833 URL.http://wwvv.yahagi.co.jp/

矢作建設工業株式会社 建設

資本金0)売上高0 経常利1【2 従業員0)設立1949年

メセナ活動基本方針

1芸術文化活動支援は企業か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が主目的ならやらないほうがよい(メセナではない)。

活動名                  芸術分野 目的 支援形態

無形文  伝統芸能の振興、地域文化の振興   その他

無形文  伝統芸能の振興、地域文化の振興   その他

音楽  若手芸術蒙の支援          その他

有形文  文化財等の発掘・保存・修復、地域文化 協賛

名古屋伝続芸能振興会への入会

名古屋をどり後援会への入会

日本室内楽アカデミー楽友会への入会

名古屋城本丸御殿壁画修復事業協賛
の振興

名古屋フィル八―モニー後援会への入会  音楽  地域文化の振興           その他

名古屋フィル八―モニー特別演奏会協賛   音楽  地域文化の振興           協賛

担当部署 :総合企画部広報室兼お客きまサービス室[ス タッフ数4人 ]

〒990…8642 山形市七日町3…1-2

TEL.023-623-1221 FAX.023‐631-4628 URL.h■ p://wvvw.yaiΥ lagatabank.co lp/

資本金④ 売上高0 経常利益④ 従業員0 設立1896年

メセナ活動基本方針

地域社会との関係強化。

活動名 芸術分野 目的                支援形態

音楽  若手芸術象の支援、既成芸術家の支援、主催

地域文化の振興
やまぎんクリスマスコンサート

株式会社山形銀行 銀行

株式会社ユアテツク 建設

担当部署 :総務・広報グループ[ス タッフ数4人]

〒983-8622 宮城県仙台市富城野区梱岡4-1-1

TEL.022-296-211l FAX.022-296-2121

資本金0)売上高④ 経常利益④ 従業員0)設立1944年

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。

活動名

宮城県おかあさん合唱連盟

アジア少年少女愛と夢のコンサート

「ユアテックプラザ」の開放

芸術分野 目的

アマチユアの支援

国際交流

美術、映像、そ その他

の他

音楽

支援形態

協賛音楽

音楽 協賛

協力(場 )

「宮城フィル八―モニー」協賛 地域文化の振興 協賛



企業別メセナ活動一覧

雪印乳業株式会社 食料品 175
担当部署 :雪印西梅田開発株式会社UMEDA HEAT BEAT[ス タッフ数20人 ]

〒530¨0001 大阪市北梅田2-6-20 スノークリスタルBl

TEL.06-344-6166 FAX.06… 344…6167 URL.http://wvvw.heatbeat.co.ip/

資本金0 売上高0 経常利益0 従業員0)設立1925年

メセナ活動基本方針

1(金銭的な)営利を追求せず企業イメージの向上、企業文化の確立をめざした活動(事業)が社会に貢献できる姿
をメセナ活動ととらえている。

2芸術・文化活動がとかくメセナ活動の中心ととらえられがちであるが、上記の目的であれば広義の文化活動が
該当すると考えている。

活動名                  芸術分野 目的                支援形態

劇団 座・キュービーマジック「黒いスーツを 演劇  若手芸術家の支援、芸術文化の書発・普 協賛
憲たサンタクロース」協賛              及

劇団 おうるでいすTheater「 花火のあと」協 演劇  着手芸術家の支援、芸術文化の啓発・普 協賛

賛 及

音楽  若手芸術家の支援、アマチュアの支援、主催
芸術文化の啓発・普及

担当部署 :総務室渉外法務部[スタッフ数2人 ]、 財団法人ヨークベニマル文化教育事業財団[ス タッフ数3人 ]

〒963…8543 福島県都山市朝日2-18-2

TEL.0249-24-311l FAX.0249… 32-7623

資本90売上高④ 経常利益0)従業員0)設立1947年

メセナ活動基本方針
1出店地域に関連した貴重な歴史文献の復刻発刊や研究論文集の発刊事業を通した、地域社会に対する貢献活

動。

2それぞれの刊行物は、関係市町村や地域の学校・図書館に寄贈するほか、一般希望者にも無料で提供。

活動名 芸術分野 目的 支援形態

主催歴史書の発刊 文学、その他 地域文化の振興、その他

HEAT BEAT SUPER AUDIT!ON

株式会社ヨークベニマル 小売業

株式会社リクルート サービス
担当部署 :リ クルートクリエイティプセンター[ス タッフ数8人 ]

〒104…8001 東京都中央区銀座8-4… 17

TEL.03-3575-5133 FAX.03-3575¨ 7077 URL.htp://1www.recruit.co.ip/GG/

資本金0 売上高0 経常利益0 従業員01 設立1963年

メセナ活動基本方針

1事業に関連する分野(グラフイックデザインなど)での活動が多い。
2「若手(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。

活動名

「クリエイションギャラリーG8」の企画・運

営

芸術分野 目的                支援形態

美術  既成芸術家の支援、鑑賞者の支援、芸術 主催
文化の啓発・普及、現代芸術の振興、国
際交流

美術、演爵  若手芸術家の支援、既成芸術家の支援、主催
鑑賞者の支援、芸術文化の啓発・普及、
現代芸術の振興

「ガーディアンガーデン」の企画・運営
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担当部署 :営業統括部業務開発課[ス タッフ数1人 ]

〒900-0015 沖縄県那覇市久茂地1-11-1

TEL.098-866-0864 FAX.098-861-2675

株式会社琉球銀行 銀行

資本金④ 売上高0 経常利
`鋼

D 従業員0)設立1948年

メセナ活動基本方針

1メセナ活動を継続する。

2宣伝広告型の協賛事業とは一線を画する。

活動名

紅型デザイン公募

芸術分野 目的                支援形態

美術、鮒′文 若手芸術家の支援、既成芸術家の支援、主催

芸術文化の啓発・普及、地域文化の振興

国際交流 協賛、協力

(人 )

国際親善交流特別演奏会

株式会社レナウン 繊維製品

担当部署 :広報宣伝部広報室[スタッフ数4人]

〒150-8007 東京都渋谷区神宮前2… 34…18

TEL.03… 3478… 9580 FAX.03‐3403-5366

資本金0)売上高●)経常利薇D従業員④ 設立1947年

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 セナにかぎらす、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、まず、業績の回復に努めたい。

活動名                  芸術分野 目的

劇団未来劇場               浸劇

三田文学                 文学

現代芸術の振興

芸術文化の啓発・普及

若手芸術家の支援

アマチュアの支援

美術

美術

支援形態

協賛

協賛

協力(製 )

協力(製 )

高橋靖史アートワーク展

サイモン・ベルナルド・カードコレクション

資本金0)売上高④ 経常利益④ 設立1920年

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値する風格のある企業たるべく、芸術文化の興隆に寄与する。

活動名                  芸術分野 目的                支援形態

管弦楽団「オーケストラアンサンブル金沢」支 音楽  着手芸術家の支援、芸術文化の書発・普 協賛

援 及

既成芸術家の支援、芸術文化の書発・普「関西フィル八一モニー」支援 音楽

文学

音楽

及

協賛、協力

(人 )

協賛

協贅

「日本100冊翻訳の会」支援 芸術文化の書発・普及

芸術文化の書発・普及「関西二期会オペラ活動」支援

レンゴー株式会社 パルプ・紙

ローム株式会社 電気機器

担当部署 :メセナ推進室[ス タッフ数2人]
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〒615-8585 京都市右京区西院溝崎町21 177
TEL.075-311… 2121 FAX.075-311-6206 URL. http://www.rohm.co.ipl
資本金0)売上高④ 経常利益0従 業員④ 設立1958年

メセナ活動基本方針

企業活動を通し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。

活動名

ロームミュージックフアンデーションヘの寄
付

京都・国際音楽学生フェスティパル'97への

協賛

モスクワ放送交響楽団コンサートヘの協賛

プラ八交響楽団コンサートヘの協賛

ルーマニア国立放送管弦楽団への協賛

「ローエングリン展1997」への協賛

CD¨ ROM「ローム君の京都博物日記～ライ
トスケープリポート編」の制作・配布

芸術分野 目的                支援形態

音楽  着手芸術家の支援、既成芸術家の支援、協力(人 )、 そ
アマチュアの支援、鑑費者の支援、青少 の他
年の育成、芸術文化の啓発・普及、現代
芸術の振興、地域文化の振興、国際交
流、調査・研究

音楽  若手芸術家の支援、アマチュアの支援、協賛、協力
鑑費者の支援、青少年の育成、芸術文化 (人 )

の啓発・普及、地域文化の振興、国際交
流

音楽  既成芸術家の支援、鑑賞者の支援、芸術 協賛
文化の啓発・普及、地域文化の振興

音楽  既成芸術家の支援、鑑費者の支援、芸術 協賛
文化の啓発・普及、地域文化の振興

音楽  既成芸術家の支援、鑑費者の支援、芸術 協賛
文化の啓発・普及、地域文化の振興

音楽  既成芸術家の支援、鑑費者の支援、芸術 協賛
文化の啓発・普及、地域文化の振興

有形文  青少年の育成、地域文化の振興    主催

株式会社ワコール 繊維製品
資本金0)売上高0 経常利益0 従業員0 設立1949年

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目標であり
ます」(当社の目標)

活動名 芸術分野 目的                支援形態

美術  鑑賞者の支援、文化財等の発掘・保存・ 協力(場 )、 そ
修復、国際交流、調査・研究      の他

音楽、美衛、演 若手芸術家の支援、既成芸術家の支援、主催
鳳懇、映像 鑑費者の支援、現代芸術の振興

美術  若手芸術家の支援、既成芸術家の支援、主催
鑑費者の支援、現代芸術の振興

音楽  若手芸術家の支援、青少年の育成、芸術 協賛
文化の啓発・普及、国際交流

映像   若手芸術家の支援、既威芸術家の支援、協賛
鑑費者の支援、芸術文化の啓発・普及

美術  既成芸術家の支援、芸術文化の啓発・普 協賛
及、国際交流

無形文  文化財等の発掘・保存・修復、国際交流、その他
調査・研究

京都服飾文化研究財団の運営

スパイラル(複合文化施設)の運営

銀座アートスペースの運営

第9回京都フランス音楽アカデミーヘの寄付

京都映画祭への協賛

「インターナショナルアートフェスティパル
'97」への協賛

国立民族学博物館開館20周年記念事業への

寄 付
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「森村泰昌・空装美術館―美術史を看る」への協

賛

美術  既成芸術家の支援、芸術文化の啓発・普 協賛

及、現代芸術の振興

美術 既成芸術家の支援、国際交流 協賛「超日常‐7人の日本現代美術作家」展への協

賛
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地域メセナの現状 と今後

はじめに

メセナ活動は、当然のことながら東京に代表される大都市圏だけで実施さ

れているわけではなく、全国各地で活発に行われているし、また、大企業だ

けが実施しているものでもなく、中小規模の企業や各地域の地場企業も積極

的に芸術文化の支援活動を行っている。

ただし、このような状況にもかかわらず、これまでは地域におけるメセナ

活動の実態についてはあまり調査が実施されてこなかった。

そこで、『メセナ白書1998』 では、「多様化する地域メセナ」という特集テ

ーマを設定し、徐々に拡大しつつある地域でのメセナ活動の実態を調査・分

析した。

なお、ここでいう
｀
地域メセナ

″
とは、

*地域に本社のある企業が、その地域の住民または地域在住のアーティス

トを主な支援対象としている

*地元の地場企業や地域住民・ 自治体が中心となって、地域に根ざした芸

術文化事業を開催している

*地元の企業や地域住民 。自治体が地元の芸術文化施設の運営に参画して

いる

などのメセナ活動を主な対象とした。

本特集において、アンケー ト調査および事例調査を通じて、地域のメセナ

の現状を把握・検証することにより、単に地域メセナについてだけではなく、

今後のメセナ全般のあり方についても考察していきたい。

企業アンケート調査に見る地域メセナの現状

ここでは、①全上場企業および企業メセナ協議会会員を調査対象とした

「メセナ活動実態調査」(以下、「全国調査」とする。詳細は第 1章を参照)

と、②全国のメセナ組織に属している法人会員を調査対象とした「地域のメ

セナ活動調査」 (以下、「地域調査」とする。詳細は本章第 3節を参照)と の

比較を通じて、地域メセナの特徴を分析する。

なお、①については、地域メセナの特徴をより浮き彫りにするために、

「東京 。大阪・愛知の3都府県に所在する企業」の調査結果 (以下、「3都府

県調査」とする)を比較対象とした。

・メセナ活動の実施件数について

メセナ活動の実施件数について、 3都府県調査と地域調査 とでは結果に大
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きな違いが見られた。

具体的には、実施件数の平均値を算出すると、 3都府県調査が7.0件であ
ったのに対して、地域調査では2.2件 と大きな開きが生じている。

このような開きが生じた背景には、回答企業のメセナ活動の実施件数が 4

件以上の企業が 3都府県調査では55.0%で あったのに対して、地域調査では

13.4%にすぎなかった、という点がある。

このことについては、地域企業のメセナ活動は、限られた枠のなかで件数

を増やすのではなく、的を絞って実施されている、と見ることもできよう。

[メ セナ活動の実施件数 ]

20 80 1 00[o/o]

3都府県調査

[N=175]

地域調査

[N=52]
0.0

■ 1件    2～ 3件 M4～ 5件 ■ 6～ 9件 鰈 10～ 14件 ■ 15件 以上
1.9

・支援 した芸術分野について

メセナ活動において支援 した芸術分野に関しては、 3都府県調査および地

域調査のどちらの調査結果 もほぼ同様の傾向を示 しているが、実施 した企業

の回答数はいずれの項目についても3都府県調査のほうが15～25ポ イン ト程

度大きいという結果 となっている。

これは、上述 したとおり、地域のメセナ活動における 1社当た りの支援件

数が全国平均 と比較 して少ないため、 1社が支援する分野 も必然的に限定さ

れるためであると推測される。

181

４０

‐
‐

19.5 1 8.6
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[支 援 した芸術分野 ]

182
40      50 60   70[%〕

音楽

美術・デザイン

演劇

舞踊

映像

建築

文学

伝続芸能

文化遺跡・

歴史的建造物

その他

75.4

70.3

29.7

29.7

20.6

26.3

3都府県調査 [N=175]
地域調査 [N‐ 52]

・メセナ活動の支援形態について

メセナ活動の支援形態 (企業ベース)を 3都府県調査と地域調査で比較す

ると、支援形態にも両者の違いを見いだすことができる。

「主催 (自社の活動を含む)」 を行っている企業については、 3都府県調査

では53.1%と 過半数を超える企業が実施していたのに対して、地域調査では

26.9%と 半減している。

逆に、「協力・後援 (人的面での支援)」 を実施している企業については、

3都府県調査では20.0%に すぎなかったが、地域調査では42.3%も の企業が

実施しているという結果であった。

このような結果となった理由としては、予算等の制約があるなかで地域の

企業がメセナ活動を行 うにあたり、「主催」よりも「協力・後援 (人的面で

の支援)」 がより実施しやすいためであると推測される。

また、後述するように、単独でのメセナ活動よりも、自治体等の他の主体

と連携する活動が多いということを背景 として、「協力・後援 (人的面での

40.0

13.
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支援)」 が多いという結果となったと見ることもできる。

[メ セナの支援形態 ]

183

20      30      40      50 ６ ０

‐

‐

‐

701%〕

主催

(自 社の事業を含む)

共催

協質

(資 金面での支援 ) 51.9

協力・後援

(人 的面での支援 ) 42.3

協力・後援

(場 所面での支援 )

協力 .後 援

(製品・技術・サービス面での支援)

その他

(文化損員機関への出捐.寄付等)

40.6
19.2 二由i3都府県調査 [N=175]

■■1地域調査[N=52]

。メセナのイニシアティプをとっているところ

メセナ活動において主に「担当部署」がイニシアティプをとっていると回

答した企業については、 3都府県調査では57.1%で回答の第 1位 となってい

たのに対して、地域調査においては15.4%に すぎなかった。
いっぼう、「会長・社長」がイニシアティブをとっている企業については、

3都府県調査では27.4%で あったのに対して、地域調査においては55.8%と
なっていた。

このことは、メセナを担当する部署についての調査結果からも裏づけられ

る。メセナを担当する部署 としては、 3都府県調査においては「広報関連の

部署」が最も多い (44.6%)が、地域調査においては「社長室・秘書室関連

の部署」が第 1位 (19.2%)と なっている。

いっぽう、地域調査においては「とくに担当部署を決めていない」という

回答が17.3%と なっているが、 3都府県調査においては2.3%に すぎない。
これらの調査結果から、地域におけるメセナ活動は「会長・社長」がイニ

シアティブをとる
｀
トップ主導型

″
が現時点においては中心となつていると

考えられる。

10.3

14.3

15.4
|



184

#3r lffi*

[イ ニシアティプをとつているところ]SA

3都府県調査

[N‐ 175]

地域調査

[N‐ 52]

■会長 社長  担当役員 ■担当部署 ■その他 羅無回答

・芸術文化の発展に必要なこと

芸術文化の発展に必要なこと (※ )に関しては、 3都府県調査においては

「市民ひとりひとりの支援」を挙げている企業が回答の53.8%と なっている

のに対して、地域調査ではそれよりも20ポ イント以上高い74.8%で 回答の第

1位 となっている点が特徴的である。

同様に、「地方自治体の支援」については、 3都府県調査における回答の

第 1位 (59.5%)と なっている (「企業の支援」と同数)が、地域調査では

さらに多くの企業 (72.8%)が必要なこととして挙げている。

いっぼう、「政府の支援」については、 3都府県調査では半数を超える企

業 (52.8%)が必要なこととして挙げていたが、地域調査においては、わず

か19.4%に とどまっている点も特徴的である。

これらの結果から、地域における芸術文化支援に関しては、日常生活や企

業行動により身近な公的セクターである地方自治体や地域住民などとの連携

によって、地域に密着した展開を企業が志向していることが浮き彫 りとなっ

たといえよう。

※地域調査 においては、地元の芸術文化 について尋ねている。

10.927

17.3



[芸 術文化を充実させるために必要なこと]MA

企業の支援

政府の支援

地方 自治体の支援

市民ひと りひとりの

支援

芸術文化 団体の自立

10地域メセナの現状と今後

70〔 %l

|

72.8

74.8

185

52.8

12

芸術文化を支援する

必要はない

わからない

その他

,1.0
0.0

Ю

３

９

■
3都府県調査 [N=299]
地域調査 [N=103]

事例に見る地域メセナの現状

本章第 4節 においては、地域メセナの事例が紹介されているが、これらの

事例を眺めていると、地域メセナに通底する2つ のキーワー ドが浮かび上が

ってくる。

地域メセナに関する最初のキーワー ドは、「連携」または「提携」である。

たとえば、地元の企業群 と自治体との連携、そして市民参加により、お仕

着せではなく地元の人たちの手づくりで制作・公演し、成功をおさめた「オ

ペラ『信濃の国・善光寺物語』」(長野県)。

単に自社の音楽ホールを運営するにとどまらず、地元の公共ホールと連携

して、ソフト (コ ンサー トの企画等)を提供している「ブラームスホール」

(滋賀県)。

経済界 (中部地区のほとんどの企業)と 自治体が一団となり、地元の芸術

文化振興のため、地元の特定の芸術団体を支援している「日本室内楽アカデ

ミー楽友会」 (愛知県)。

民俗文化の保存 と伝承を目的とした「四国民家博物館」を舞台に、自治体

や各種団体の強力な後援および協賛を得て、ボランティアで参加した地域の

人々とも連携して上演された「屋島箸火歌舞伎」 (香川県)。

19.4

10      20      30      40      50

1  1  1  1  1



186

第3章 1特集

地元の伝統芸能を東北 6県の協力により探索し、これを現代風にアレンジ

したうえで、仙台駅において上演する「みちのく駅コンテンポラリー」 (宮

城県)。

これらの事例に見られるように、地元の企業同士の連携や企業と自治体 と

の連携、また企業と地域住民との連携など、単にメセナ企業だけではなく、

地元のさまざまな主体が連携して芸術文化の支援活動を行っている、という

点が地域メセナに顕著な特徴として挙げられる。

もう一つのキーワー ドは、「継続」または「地道」である。

たとえば、地味ゆえに企業メセナが難しいともいわれる伝統工芸を支援対

象として、地元の工芸家を国内外に派遣して研修させ、後継者の育成をはか

ろうという「若手工芸家国内外派遣制度」 (福岡県)。

そして、「海 と人間が共生する風土」をテーマとした彫刻 と文学碑を継続

的に配置して、新しい都市空間の創造をめざすという非常に長期にわたり、

かつ地道な活動である「美と安らぎのある街づくり」 (山 口県)。

すでに35年続いている「換乎堂美術展」を開催するなど、自社の複合文化

施設「換乎堂ホール・ギャラリィ」の企画・運営を通じ、地道かつ精力的に

地元での芸術文化支援活動を行う事例 (群馬県)。

地域文化の発展に貢献することを目的に、1981年 より地元の文化情報を柱

に、毎月発行している企業誌「マンスリーアイワード」 (北海道)。

地元の伝統工芸の可能性に対する認識を深めるため、毎年デザイン公募展

を開催し、それらを県民に広 く紹介している「紅型デザイン公募展」 (沖縄

県)。

これらの事例に見られるように、分野 としては地味ではあるけれども、長

期にわたって地道に支援を継続していくことによって、芸術文化を通じての

地域への還元が実現する、という点が、地域メセナのもう一つの特徴として

挙げられる。

今後の地域メセナの方向性

日本経済が低迷を続け、さらに先行きが不透明であるなかで、各企業の経

営環境がよりいっそう厳しさを増すものと懸念されるが、世の中の先行きが

不透明であるからこそ、われわれの生活における文化や芸術の存在意義とそ

れを支援する企業メセナ活動の必要性はより高まっているといえよう。

そして、個性豊かな地域文化を醸成していくことにより、地域における生

活が魅力と活力にあふれ、より豊かさを実感できるものとなる、そのような
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地域づ くりのためにも、地域の企業が以下のようなメセナ活動の特性を生か

しつつ、今後 とも地域メセナ活動に積極的に取 り組んでい くことが強 く期待

される。

・｀
トップ主導型

″
のメリット

前述したとおり、地域メセナの大きな特徴の一つとして、メセナ活動にお

けるイニシアティプのあり方が ｀
トップ主導型

″である、という点が挙げら

れる。

一般的にメセナ活動の運営については、
｀
トップ主導型

″ではなく、予算

を持った専任 。担当部署がイニシアティブを持っているほうが望ましいとい

われているが、地域メセナに関しては、
｀
トップ主導型

″
にありがちなデメ

リットを克服し、むしろその良い側面を生かすことにより、各企業の トップ

たちが地域文化における
｀
世話役

″
的な活動を行っていることは特筆に値す

る。

また、
｀
トップ主導型

″
のメリットとして、かりに企業の規模は小さくと

も、各社の個性やアイデンティティを十三分に生かした、ユニークで独自性

のある芸術文化支援が実施しやすい、という点が挙げられるが、このような

メセナ活動については、大企業よりはむしろ中小規模の地場企業のほうがよ

り実施しやすいという側面もある。

。人的資源の提供

地域メセナの支援形態については、「主催」よりも「協力・後援 (人的面

での支援)」 が多いということも特徴 として挙げられているが、人材も地域

企業の立派な経営資源である。

そこで、イベント開催時における動員のように人手を提供するだけではな

く、本業のビジネスにおいて培ったマネジメント能力を活用するなど、より

高度なマンパワーの提供も今後は検討する必要があろう。

なお、このようなメセナ活動を長期にわたり継続していくためには、当然

のことながら社員の理解 と協力が必要条件 となるため、決して強制的にでは

なく、自主的に社員がメセナ活動に参加するような企業風土をつくり上げて

いくことも肝要であろう。

。今後の展開が期待される国際交流

メセナ活動を実施した目的について、「メセナ活動実態調査」を「東京 。

187
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大阪・愛知の 3都府県に所在する企業 (以下、「 3都府県企業」とする)」 と

「それ以外の県に所在する企業 (以下、「地域企業」とする)」 とに分けて回

答を比較してみる。すると、おおむね同様の傾向にあるものの、「地域文化

の振興」および「国際交流」の 2点 に関しては結果が大きく異なっていた。

具体的には、「地域文化の振興」をメセナ活動の目的として挙げていた企

業は、 3都府県企業が27.1%で あったのに対して、地域企業では52.6%に達

している。いっぽう、「国際交流」をメセナ活動の目的として挙げていた企

業は、 3都府県企業が21.1%で あったのに対して、地域企業では7.9%に す

ぎないという結果であった。

[メ セナ活動の目的]MA

0 40 50[o,b]

374
405

着手芸術家の支援

既成芸術家の支援

アマチユアの支援

鑑賞者の支援

青少年の育成

芸術文化の啓発・普及

現代芸術の振興

伝統芸能の振興

文化財等の発掘・

保存・修復

地域文化の振興

国際交流

調査・研究

その他

296

118

224

211

526

２

３

■
3都府県企業〔N=1225]
地域企業〔N‐ 331]

これらの結果から、地域におけるメセナ活動は「地域文化の振興」のため

に実施されているものが多いが、その反面で、国際交流を目的とした活動に

ついては3都府県企業 と比較して地域の企業の取 り組みは少ないといえる。

19.7

10.3
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しかし、日本の国際社会における役割や重要性が、単に社会や経済の面だ

けではなく、芸術文化の面においても高まってきているこんにち、メセナ活

動を通じて世界に開かれた地域づくりを行っていくことは、おおいに意義の

あることであると考えられる。

そして、ヒト、モノ、情報等の国際交流がよりいっそう活発化しているな

か、これからの国際交流においては、国や一部の地域のみが国際交流を担う

のではなく、それぞれの地域が地理的・歴史的特性に応じて独自性を持った

国際交流を行っていき、国際的な相互理解を深めていくことが期待されてい

るといえよう。

。多様な主体との連携

『メセナ白書1994』 においては、「地方自治体と企業メセナ」に関する実態

調査を行っているが、このなかで、地方自治体に対して、芸術文化振興事業

のために企業への支援要請を行わなかった理由を尋ねたところ、都府県では

「特定の企業色がつ く恐れがある」が58.3%と 群を抜いてお り、市区では

「考えたことがなかった」が トップ (33.8%)であった。

[企 業に支援要請を行わなかつた理由 (『 メセナ白書 1994』 より)]MA

189

10 20 30

特定の企業色が
つく恐れがある

営利組織の協力は
好ましくない

要請の仕方が
わからない

583
331

考えたことがなかつた

その他

無回笞

338

333

33 ■1■ 都府県 [N=12]

||:市 区 [N=151]

しかし、地方自治体では支援しにくい事業分野もある一方で、民間企業は

より個性的な支援も可能であるため、官民が相互に補完することによって、

芸術文化支援におけるよりいっそうの相乗効果が期待できる。

また、阪神・淡路大震災を経験して明らかになったこととして、市民によ

0 ４ ０

‐
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るボランティア活動は、政府や地方自治体等の公的セクターよりも弾力的な

活動が可能であったという点がある。

さらにいえば、本特集においては、各地域に本社がある企業にとくにスポ

ットライ トを当てたが、各地域における企業メセナ活動に関しては、当然の

ことながら大都市圏に本社がある企業等も実施している。今後は、地域の芸

術文化振興 という共通の目的の達成へ向けて、複数の企業間の協力・連携も

重要なテーマになってくるであろう。

このようなことから、今後のメセナ活動においては、地域の企業が単独で

実施するのではなく、政府、地方自治体、 (自 社以外の)民間企業、地域住

民 (ボ ランティア)等の多様な主体が連携 。協調し、芸術文化を支援してい

くケースが増えていくものと考えられる。

このように、今後の地域メセナにおいては多様な主体の連携が重要なポイ

ントとなってくると考えられるが、その際には、以下に述べる各地域のメセ

ナ組織が各企業と地方自治体等とのコーディネーター役を担うことが期待さ

れよう。

・ コーディネーター役としてのメセナ組織

全国におけるメセナに関する組織については、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」が結成された以降も設立

の動きが続いており、現在活動中のメセナ組織は全国に15団体となっている

(第 5節参照)。

また、最近では、97年度に喜多方市に「地域の文化活動を支援する企業と

個人の会」が、出雲市では「出雲メセナ協会」が発足したほか、98年 6月 に

は、熊本市に「くまもと文化アシスト会議準備会」が生まれた。

今後は各メセナ組織において、企画力および実行力に優れたスタッフの養

成が重要な課題 となってくると考えられるが、これらのメセナ組織がコーデ

ィネーターとなったパー トナーシップの結果として、アメリカのような民間

(個人)主導型でもなく、また、フランスのような国家主導型でもない日本

型のメセナのあり方が見えてくるのではないだろうか。

(企業メセナ協議会調査部会 )
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地域におけるメセナ活動について

I.地域における企業人と公立施設のパートナーシップ
財団法人地域創造

津村 卓

僕が小学生の頃、町内に子供会があり、子供を集めて野球やキャンプなど

を行っていた。そのときに世話役をやってくれていたのが同じ町内に住んで
いたサラリーマンのおじさんで、よくご馳走してもらったのを覚えている。
地域にはこうした世話役が必ずいて、さまざまな活動を行ってきた。たとえ

ば、お祭 りのときにお金を集めたり、人を集めたり、地元の人 と神社をつな
いだり……。

公立ホールが地域 と無関係でないかぎり、公立ホールはこうした地域の世

話役のお世話になるはずだ。というか、こうした世話役との関係をつくれな
い (受 け入れられない)公立ホールは、役割の一部を実行していないのでは

ないだろうか。なぜ地域の世話役と公立ホールについて話し始めたかという
と、昨今、話題になつているネットワークやボランティアを考えるときにこ

の「世話役」がキーワードになると思つているからである。

たとえば、演劇界ではすっか り有名になった石川県中島町の能登演劇堂
(注 1)だ が、ここでの世話役は地元企業の社長で、特殊プラスチック製品

(テ ーマパークにある巨大な岩や山のつくりもの)の工場を経営する瀬口庄
八氏。北九州で「CCA北九州」(注 2)と いう公的な現代美術の研究機関の設
立に尽力した地元「千草ホテル」の社長、小嶋一硯氏。長野県東部町のマイ
ムフェスティバルの実行委員長である地元和菓子屋の主人、花岡利夫氏など。

ここでいう世話役に共通しているのは、芝居を見たり、音楽を聞いたりす
るのが好きであるということ、地域の担い手としての自覚があるということ

(た とえホールがなくても町の世話役として活動をしているはずだ)、 自営業
なのである程度自由度があるといつたところだろうか。

そしていちばん重要なのが、 3人 とも自分たちができることを探して、自

分たちが自ら行動しているということである。たとえば、瀬口さんの場合は、
ホールができる前から自分の経営する工場に無名塾の俳優たちをアルバイ ト
で受け入れていたし、小嶋さんは自分のホテルに作品を展示し、花岡さんは

倉庫をスタッフの食堂や宿舎に開放していた。つまり口ばっかりではなく、
身体 と頭を動かしているということだ。
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財団法人地域創造でも、昨年、全国の公立ホールを対象に調査を行った。巡

回公演を共同で実施する南九州地域の「C―WAVE」 や北海道の「かんげき

ネットワーク」、同じ形態のホールが集まった「類似型ホールネットワーク」

「多面舞台協議会」、広報や情報を共有する「北部九州ネットワーク」など。

こうしたホール同士のネットワークを見るにつけ、こういう場ができたこと

でホール職員がいろいろと考える機会が増え、経験が豊かになったように思

う。が、はたして公立ホールの考えるべきネットワークとはこうしたホール

同士を対象としたものだけだろうか。

一昨年には「ホールボランティア」についての調査を行ったが、ここ10年

間にホール実務 (裏方、表方、あるいは企画)への市民参加は急速に進んで

いるのがよくわかつた。反面、ホールのパー トナーとして事業経営に参加し

ている事例はほとんどないといっていい。では、ホールボランティアとは単

に実務のお手伝いを募集するということなのだろうか。

前述した地域の世話役たちを前提とすると、もっとこういう人材を活用し

たネットワークやボランティアの考え方があるのではないかと思う。ただ、

こういう世話役たちが企業経営者だからといって、決して企業の社会貢献の

話がしたいわけではない。彼らは企業の経営者ではあるが、企業の社会貢献

の一環 として地域づくりに参加しているわけではなく、あくまで個人として

自発的に行動しているにすぎない。

僕がこうした世話役たちに期待しているのは、彼ら企業人が持っているビ

ジネスセンスであり (公立ホールとはいっても、チケットを販売したり、人

を集めたり、楽しんでもらったり、基本的にはサービス業なのだから)、 組

織や仕組みをつくる経営者 としてのノウハウであり、地域のリーダーとして

の顔である。こうした人材を公立ホールにうまく受け入れることができれば、

市民に対しての太いパイプと行政が持てない方法論を呼び込むことができる。

たとえば、こうした受け皿 となっているのが能登演劇堂を支えている能登

演劇堂振興協会 (公演の企画から友の会の運営・募集、スポンサー ドまでを

町から委託されている官民共同の組織。瀬口氏が会長、事務局員は町の職

員)であり、「CCA北九州」を運営するCCA事業実行委員会 (小嶋氏が事

務局長)なのである。

こう考えてい くと、つくづ く公立ホールがホール職員 (と くに自治体職

員)だけで運営されていることの限界を感じる。地域にはこうした企業人、

ある意味でのホール運営の専門家がいるのに、彼らをホールのパー トナーに

できる仕組みがつくられていない。教育現場でも同じで、教師だけで学校運
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営をしようとしているところに問題解決が遅れる原因があるのではないだろ

うか。

地域の企業人と公立施設とのパー トナーシップをおおいに考えてみる時代

がきたのではないだろうか。

注1 能登演劇堂は石川県能登中島町に1995年に開館。俳優の仲代達矢さんが率いる「無名塾」が1985年から

夏期合宿を始め、現在、無名塾の公演初日は当ホールで開けている。その他東京ほか多くの劇団が公演
を行っている。友の会会員数1900人。

注2 北九州市八幡地区に1997年開設。公的な現代美術の研究機関。若手アーティスト、研究者を対象とした
1年間の教育プログラムを運営。
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II.サントリー地域文化賞から見た地域メセナ

財団法人サ ン トリー文化財団・ 事務局長

杉谷 健治

1.サ ントリー地域文化賞

サントリー地域文化賞は日本全国各地において地域の文化に貢献 した団

体・個人を顕彰することを目的に、財団創設 とともに設けられた賞で、今年

20回 目を迎えた。全国の地方新聞社、NHK各支局から寄せられた推薦はこ

れまで800件近 くになり、今年決まった 5件を含めて114件の活動が受賞して

いる。

メセナという場合、狭義には芸術活動への支援であろうが、われわれの賞

は衣食住遊を含めた生活文化全般を対象とするものであることをはじめにお

断りしておく。サントリー地域文化賞自体もサントリー株式会社が財団を通

じて行っているメセナ活動と考えている。

2.地域文化活動のパターンと傾向

推薦をいただいた800件について、その活動の主体 を担い手 と資金の両面

から見て、大きく行政主導型 と民間 (企業、企業以外の団体、個人)主導型

に分け、 4年 ごとの合計件数を比率に直 してみたのが下表である。

推薦年 行政主導型 民間主導型

企業 団 体 個 人

1979～ 82     178 60/o 70/o 660/o 210/o

1983～ 86     143 130/o 90/o 640/o 1 4 0Иo

1987～ 90     169 220/o 90/o 560/o 130/o

70/o1991～ 94     162 250/o 70/o 610/o

1995～ 98     144 260/o 80/o 570/o 90/o

彙葛鯉孫1島ほぢ詈ち蠣ヂ多I型観ヤ婁詔葉孫載:翡皐舗悪招:怨議5鴇濃:6添‐品をも
行政や企業からの支援を受けているケースが多い。主たる担い手、資金源により分類 した。

この表を眺めると、賞がスター トした頃に比べて行政主導型の活動のウエ

イ トが大きくなってきていることがわかる。具体例 としてはふるさと創生資

金を活用 したものが91年から登場 している。

1推

薦数
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3.企業メセナーサントリー地域文化賞受賞例から

表では企業主導の活動の比率が小さいが、企業の場合、団体や個人に対し
て寄付金、協賛金のかたちで小日の支援をしているケースが実態として多い

と思われる。

もともと企業の活動自体が、商品やサービスの提供を通じて直接的にせよ

間接的にせよ、なんらかの生活文化に貢献するものである。企業本来の活動
が地域文化の創造に貢献した例 として、青森の郷土作家たちの作品出版に情
熱を燃やす津軽書房の高橋彰一氏 (83年受賞)の活動や、北海道で優佳良織
という新 しい織物を創出した木内綾氏 (83年受賞)、 さらに味覚の分野で、
二重県的矢の故・佐藤忠勇氏 (81年受賞)の牡蠣養殖などがある。企業の活
動がそのまま地域の新しいイメージを創生し活力をもたらすというかたちで、
地域に多大な貢献をしている例 といえる。

また企業がメセナを行う場合、本業とはまったく関係のない分野よりも、
企業に蓄積された知的 。物的財産を公共に提供するのが自然であろう。広島
県福山市の履物メーカー株式会社マルヤマの故・丸山茂樹社長が古今東西の

履物を収集した「日本はきもの博物館」(82年受賞)や、木内綾氏がつ くっ
た「国際染織美術館」、岡山県の両備バス株式会社の社長が郷土画家のコレ

クションを公開した「夢二郷土美術館」 (85年受賞)や高松市で陸運業を営
むカトーレック株式会社が四国近辺の民家を集めてつくった「四国民家博物

195近年の候補では、活動歴10年内のものが増えており、
｀
地方の時代

″
のブ

ームにのって80年代に多 くの活動が誕生したことがうかがぇる。最近は、県、
市、企業、市民が総出で取 り組み、大きな活動をつくり上げる融合型 ともい

うべきかたちが目につくようになった。

多く見られるパターンは、行政の場合、町づくり、お祭 りなどのイベント、
施設 (音楽ホール、美術館)運営が多い。村では、民間の力が弱 く、人材や

資金力が役場に集中しており、活動主体が行政にならぎるをえない面がある。
団体の場合は、音楽や演劇、美術、郷土史研究など各ジャンルの同好の士

が集まり、会費をベースに活動している例が多い。

個人は、伝統保存や伝統芸能などの領域が多 く、単身でひたむきな努力を

続けられている活動である。

おもしろいのは支援側の性格が支援対象のジャンルによって見えてくるこ

とである。同じ芸術活動でも、たとえばオーケス トラには行政の支援が多い

のに、演劇活動には手弁当型が多いなどである。
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館」 (84年受賞)な どがそのタイプである。

1企業でなく多 くの企業が集まって支援するかたちとして、「ふるさと開

発研究所」 (97年受賞)の例がある。これは富山県内の伝統や自然を紹介す

る月刊写真誌を発行する活動だが、富山県下の80も の「檀那衆」と呼ばれる

企業や経営者が50部ずつを買うことによってサポー トしている。

企業の直接的貢献 とはいえないかもしれないが、受賞者団体のリーダーた

ちには会社経営者が多い。金銭的な支援 というより、時間・労力による支援

とみればよいのだろう。経営者ならではのアイディアと行動力、リーダーシ

ップが運営に寄与している。

地方の酒造家も地域の文化を支える役割を果たしている例が多い。その地

域に古 くからある伝統産業ということもあるが、酒の持つ文化的性格にも関

係があると思う。

4.最後に

地域での企業メセナを考える際、地場企業と全国企業とでは事情が異なる。

全国企業のメセナは中央志向で、定評のある著名な活動を支援するものが多

い。これは全国企業のメセナがマーケティング発想にあるためだと思うが、

今後は、地域に密着して小さな活動を支援し育てるというメセナ本来の姿勢

が必要であろう。

繰 り返すが、創造的な企業活動こそ、地域文化活動の源泉である。21世紀

にふさわしい新しいベンチャー生活文化企業が続々と地域に生まれ、サント

リー地域文化賞を差し上げられることを期待したい。

最後にいえることは、行政や企業、団体の場合でも、生き生きとした活動

はすべて強烈な個性 と情熱を持った個人がリーダーシップをとって進めてお

り、その意味では最終的には個人が活動の推進役となっていることである。
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V

地域のメセナ活動調査

調査の概要

本調査は、全国のメセナ組織に属 している法人会員に対 して、地元の芸術

文化支援に対する意識 と地域のメセナ活動の現状を把握することを目的につ

ぎの要領で実施 した。

●調査対象
―

下記の12のメセナ組織に所属する法人会員

出雲メセナ協会/大田まちづくり芸術支援協会/企業メセナ群馬/
佐賀県企業メセナ協議会/JAZZメ セナ野辺地/伊達メセナ協会/
地域の文化活動を支援する企業と個人の会/
中区企業メセナ活動推進懇話会/松本芸術文化協会/メ セナ八幡浜/
山ロメセナ倶楽部/山梨メセナ協会

●調査対象期間

1997年 4月 1日 ～1998年 3月 31日

●調査方法―――郵送法

●回答状況

調査票配布数  606社
回答数     106社 (回答率  17.5%)
有効回答数   103社 (有効回答率17.0%)

※設間の50%以上の回答に不備のあった回答はすべて無効とした。
そのため本書で報告する調査結果は無効の3社の全回答を除いた103社の集計値である。
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198 有効回答企業のプロフィール

[業 種別 ]

企業数  構成比業種 業種

卸売業

企業数  構成比

6   5.8

小売業

銀 行

14   13.6

2    1.9

繊維製品 2    1.9 他金融 5   4.9

パルプ・紙 0   0.0 証 券 0   0.0

3   2.9

化 学 1    1.0

医薬品

ゴム製品

2    1.9

0   0.0

陸 運 0   0.0

海運 1    1.0

空 運 0   0.0

ガラス 土石製品    3   2.9 倉庫・運輸

通信・放送

0   0.0

鉄 鋼 1    1.0 2    1.9

非鉄金属 0   0.0 電気・ガス 3   2.9

金属製品 0   0.0

機械 1    1.0

電気機器 2    1.9

輸送用機器 2    1.9

精密機器 1    1.0

[資 本金別 ]

1000万円未満

10(Ю～5∝Ю万円未満

50∞ ～ 1億 円未満

1～ 10億 円未満

10～ lCЮ 億円未満

lCЮ ～500億円未満

工Ю～ 10∞億円未満

1∝Ю籠円以上

無回答

□□□

16

20

21

39

・
3

0

11

商業

1,0.7.

19.4

食料品

繊維・紙

‐7 ‐6.81 金融・保険

化学・医薬品 ‐_,.3‐  ,2.9 保険

不動産
|・  ‐3    2.9

運輸・倉庫 1    10‐

1.0

2.9
‐
ゴム・ガラス・上石製品

1.0 公共 5  ,4.9

サ=ビス ‐15 14.6

10_  9.7

103.  100.0

機械・‐機器 その他

合計

他製品
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30[社 ]

35

30[社 ]

80[社 ]

82

199

[売 上高別 ]

[経 常利益別 ]

[従 業員数別 ]

[設立年別 ]

500人未満

5∞～ :CЮ O人 未満

1000～20((人 未満

2∝Ю～3∝Ю人未満

3∝Ю～5∝Ю人未満

50∞～ 1万 人未満

1～ 5万 人未満

5万 人以上

無回答

1億 円未満

1～ 10億 円未満

10～ 100億円未満

100～ 1000億 円未満

Ю∞ ～5∞0億円未満

5000～ 1兆円未満

1兆円以上

無回答

13

15
3

7

10

10∞万円未満

1(κЮ～5(XЮ 万円未満

5000～ 1億円未満

1～ 10億 円未満

10～ 50億円未満

50～ 100億 円未満

100～ 5(Ю億円未満

500億円以上

赤字

無回答

17

8
18

17

6

0

20[社 ]

|

|

191

|

|

|

|

|

～ 1899年

19∞～ 1945年

1946～ 1949年

1950～ 1959年

:960～ 1969年

1970～ 1979年

1980～ 1989年

1990年～

無回答

12

17

17
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地元の芸術文化支援について

全企業に対 して、地元の芸術文化支援に対する意識調査を行った。

■地元の芸術文化を発展させるために必要なこと

「市民ひとりひとりの支援」「地方自治体の支援」の回答が 7割 を越す。

[地元の芸術文化を充実させるために必要なこと]MA

70[o/o]

N‐ 103

N=103

市民ひとりひとりの支援

地方 自治体の支援

企業の支援

芸術文化団体の 自立

政府の支援

わからない

青少年を対象に した

芸術文化教育

アーテ ィス トの発表

活動への支援

地元を対象に した

芸術文化事業

郷土文化・伝続芸能の振興

アーテ ィス トの創作
活動への支援

芸術文化施設の建設・運営

地元外を対象に した

芸術文化事業

その他

20 30 40

27.2

19.4

60 70[o/o]

621

13

748

72.8

1.9

芸術文化を支援する

必要はない

その他 1.9

■地元の芸術文化にとって必要な支援内容

「青少年を対象にした芸術文化教育」が トップ。

[地元の芸術文化にとつて必要な支援内容]MA

0.0

.42.7

41.7

17.5

28.2

1.0
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メセナ組織に入会 した理由と会費以外でのメセナ活動実施の有無

全企業に対 して、各メセナ組織に入会 した理由と、会費以外で行ったメセ

ナ活動の有無について尋ねた。

■メセナ組織に入会した理由

「地域貢献の一環」「メセナ組織の趣旨に賛同」「地元の芸術文化の振興」

が主な理由。

201

[メ セナ組織に入会した理由]MA
0

地域貢献の一環 として

メセナ組織の趣旨に
費同 して

地元の芸術文化の振興のため

誘われたから

自社単独では芸術
文化活動がで きないため

自社のイメージア ップ
につながるため

社員の質的向上のため

宣伝広告の一環 と して

N=103
20 30

17.5

57.3

54.4

117

7.8

その他

11.0

0.0

■メセナ組織への会費以外でのメセナ活動の有無 とその理由

97年度にメセナ組織への会費以外にメセナ活動を「行った」企業が52社、

「行わなかった」企業が51社。

「行った」理由は、「社会貢献の一環」が トップ。「行わなかった」理由は、

「メセナ活動実態調査」 (第 1章参照)と 同様に、「資金に余裕がない」が ト

ップ。

[メ セナ組織への会費以外でのメセナ活動の有無]SA

行わなかつた 行 つた

50.50И o49.50Иo

N‐ 103



第3華 1特集

[メ セナ活動を行つた理由]3LA

社会貢献の一環 として

芸術文化の振興のため

自社のイメー ジ向上 に
つながるため

社員の質的向上を
はかるため

企業文化の確立をめざして

宣伝広告の一環 として

文化の事業化をはかるため

優秀な社員の獲得・

確保のため

他社との差別化のため

他社が実施 しているため

その他

N=52
202

60 80[o/o]

80〔 %〕

88.5

65.4

3.8

1.9

1.9

0.0

3.8

26.9

294

23.5

[メ セナ活動を行わなかつた理由]MA

資金に余裕がない

人員に余裕がない

ノウハウがない

必要性を感しない

税制上の優遇措置がない

担当部署がない

社内の理解がない

上記以外の理由

検討中

N‐ 51

20

15.7

|

35.3

11.8

11.8

19.6

9.8



3● 地域のメセナ活動調査

地域のメセナ活動の現状

各メセナ組織への会費以外でメセナ活動を行 った企業52社 に対 して、97年

度のメセナ活動の実態を調査した。

■ 1社当たりのメセナ活動件数

52社の平均メセナ活動件数は2.2件。

[1社当た りの メセナ活動件数 ]SA N=52

203

％５０

・

:件

2件

3件

4件

5rト

6～9件

10～ 14件

21.2

5.8

1.9

1.9

固■目
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■実施 したメセナ活動の芸術分野

全活動の42.9%、 6割の企業が「音楽」のメセナ活動を実施。

[実施したメセナ活動の芸術分野 (件 数ベース)]MA

5040

31.3

42.9

42.3

60[o/o]

60[oro]

59.6

N=112

N=52

音楽

美術・デザ イン

演劇

舞踊

伝統芸能

文学

映像

文化遺跡・歴史的建造物

建築

その他

音楽

美術・デザイ ン

演劇

舞踊

伝統芸能

文学

映像

文化遺跡・歴史的建造物

建築

その他

13.4

3.6

2.7

1.8

0.0

[実 施 したメセナ活動の芸術分野 (企 業数ベース)]MA

10

27

3.8

3.8

50

15.4

13.5

7

0.0



■実施 したメセナ活動の支援形態

全活動の38.4%、 4割の企業が「人的面での支援」を実施。

[実 施したメセナ活動の支援形態 (件 数ベース)]MA

30地域のメセナ活動調査

N=112

N=52

51.9

205

0 10 20

17.9

21.4

50

主催 (自 社の事業を含む )

共催

協質 (資金面での支援 )

協力・後援 (人的面での支援)

協力・後援 (場所面での支援 )

協力・後援
(製 品技術サービス面での支援)

その他
(文 化振興機関への出禍.寄付など)

主催 (自 社の事業を含む )

共催

協質 (資 金面での支援 )

協力 後援 (人 的面での支援 )

協力 後援 (場 所面での支援 )

協力・後援
(製品技術サービス面での支援)

42.0

384

12.5

12.5

[実 施 した メセナ活動の支援形態 (企 業数ベース)]MA

３ ０

‐

‐

26.9

42.3

その他
(文 化振興機関への出捐寄付など)

17.3

15.4

19.2
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■メセナ活動を担当した部署

「社長室 。秘書室関連の部署」「総務関連の部署」が、「広報関連の部署」

「専任部署」より上位に。

[メ セナ活動を担当した部署〕MA N=52

15〔。′ol

社長室・秘薔室関連の部署

総務関連の部署

専任部署

広報関連の部霧

営業関連の部署

宣伝関連の部署

上記以外の部署

系列の企業

系列の財団

その他

とくに担当部署を

決めていない

19.2

19.2

15.4

17.3

17.3

■メセナ活動のイニシアテイプ

「会長・社長」がイニシアティプをとっている企業が55.8%に対して、「担

当部署」は15.4%。

[メ セナ活動のイニシアテイブ]SA N‐52

その他

9.60Иo

無回答

1.90%o

13

会長・社長

55.80Иo

担当部署

15.40Иo

担当役員

17.30Иo

1.9

3.8

3.8



■メセナ活動の予算の有無

メセナを「予算化」している企業は36.5%

[メ セナ活動の予算の有無]SA
無回答

1.90/o

予算を

決めていなかつた

61.60И o

税制上の優遇措置がない

予算額が少ない

情報やノウハウがない

目先のメリッ トがなtヽ

社内の理解不足

適当な支援対象がない

担当部署がない

社内の人材不足

経営 トツプが代わる
たびに方針変更
上記以外の支障

とくになし

3● 地域のメセナ活動調査

32.7

207

予算を

決めて いた

36.50,b

■メセナ活動の支障

メセナ活動の支障は「とくになし」と回答した企業が32.7%。 支障のある

企業の回答では「税制上の優遇措置がない」が トップ。

[メ セナ活動の支障]2LA N=52

10 15 30[o/o]

7.7

3.8

I rr.s
9.6

21.2

32.7



41企業の地域メセナ活動事例

●企業の地域メセナの活動事例 として、企業メセナ協議会調査部会にて選出

した10の活動を紹介する。

●選出にあたっては、①地域バランス②活動主体③活動内容を考慮したうえ
で、これまでに新聞・雑誌等で取り上げられた活動、当協議会主催の「メ
セナ大賞」に応募のあった活動のなかから選出した。

209

地 域 活動名 活動内容

北海道 「マンスリーアイワード」の刊行 地元企業による地域文化の情報発信

東北 みちのく駅コンテンポラリー 支社による地域文化振興

関東 「換乎堂」における芸術支援活動 地元企業による複合文化施設の運営

甲信越 オペラ「信濃の国・善光寺物語」の開催 市民参加による地域発信事業

東海 日本室内楽アカデミー楽友会 地元企業群による芸術団体の支援

近畿 ブラームスホールの運営 地元企業による音楽ホールの運営

中国 美と安らぎのある街づくり 官民一体の新しい都市空間の創造

四国 四国民家博物館の運営 企業財団による民俗博物館の運営

九州 若手工芸家の国内外派遣制度 地元企業による若手芸術家の育成

沖縄 地元企業による伝統工芸の顕彰事業りゅうぎん紅型デザイン公募展



#3r lsr
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地場企業による地域文化貢献活動

全国には「企業誌」を発行している企業が数多 くあるが、そのうち社員や

関係者が発行を待ち望み、熟読されている企業誌はどれくらいあるのだろう。

札幌に本社を構える企画 。情報処理・印刷企業、株式会社アイワードでは、

北海道の印刷出版文化情報誌「マンスリーアイワード」を継続的に発行して

いる。発行日前には、全社員の協力で発送作業をし、ユーザーヘの手渡しで

の配布を含めると、計 2万部を社外に無料で提供しているのである。これほ

ど愛読者の多い企業誌 となった理由は、いったい何であろうか。

同誌は、B5サ イズ 8ページの月刊誌。1981年 に「ニュース KYODO」 と

して創刊以来 (1993年の社名変更にともない現誌名に変更)、 その構成 と、

北海道出身/在住者による木版画の表紙は(200号以上を数える現在 も変わ

りない。同社で企業誌の発行に携わっている社員は計15名。しかし、業務上

の担当は、編集長の佐藤せつ子広報宣伝部長たった 1人である。編集長以外

は、全員ボランティアでの参加、しかも編集会議は勤務時間外に行われる。

業務で日々多忙 という編集委員も少なくないが、編集会議にはできるかぎり

出席している。構成は、北海道内における文化活動のインタビュー記事 4ペ

ージに始まり、北海道にまつわる連続コラムや、北海道をテーマにした本の

内容紹介、北海道で出版される新刊 。自主出版案内、と各 1ページずつ続 く。

まさに、地元北海道づくしの同誌であるが、発行している同社の宣伝 。広告

は皆無である。企業色をいっさい廃し、読者の声に耳を傾けて道内外の人々

に喜んでもらえる情報を模索し提供している。地場企業の社員が地元におけ

る文化の発展のために、手づくりで発行している企業誌なのである。刊行に

あたり、社の トップをはじめとして、編集委員以外の社員も熱心に取 り組み、

協力する姿勢が好評を博している要因だといっても過言ではないだろう。

ジヤンル

実施地域

開始年

全般

北海道

1981年

「マンスリーアイワード」の刊行
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直接的・間接的な地域文化支援活動

インタビュー記事が重要な位置を占める同誌は、年間でテーマが決まって
いる。1997年度のテーマは、「コミュニケーション」。マスコミに大々的に取
り上げられるような活動でなく、地味な地域文化貢献活動を中心に紹介して
いるなかで、障害者も楽しめる映画上映の活動や、和太鼓の保存会について
など芸術面における活動も頻繁に取 り上げられている。記事掲載後にインタ
ビュー先から、読者より支援の申し出があったと喜びの声を聞 くこともある。

「直接の反応でなくても、このように枝葉となって広がっていく地域文化貢
献の一端を担えれば」と担当者はいう。

本誌の表紙を飾る木版画は当初、地元の木版画家に作品を依頼していた。
だが、若手に発表の場を提供する意味でアマチュアも起用するようになった
現在、関係者からの推薦も多い。また、同社に 2色刷 りの機械しかなかった
時代に、読者からの要望に応え、 2色刷 りの機械で 2度刷 りを行い、鮮明な
4色で木版画を見せる努力も怠らなかった。いまでは、表紙になった作品を
購入したいという読者や、展覧会を開催したいので作品リス トがほしい、と
いう反響まであるという。アーティス ト、読者、発行者の尽力で表紙を美し
く飾るだけでなく、それが様々な支援のかたちにつながりうることを再認識
させられる事例である。

このように印刷会社ができる地域への文化貢献を情報誌のかたちで表した
成果は直接的、また間接的に伝わってくる。これは

｀
共育

″
にもつながると

編集長はいう。1998年 2月 の200号を機にページ数を増やすなどいくつかの
拡大案が持ち上がったが、結果的に変更は見送った。決して同じ場所にとど
まるわけではなく「背丈にあった地域文化への貢献を継続したい」と謙虚な
姿勢のあらわれなのだ。長年の継続や、読者対応への熱心な取 り組み方など
から、社内外でこの企業誌が果たす役割の大きさがうかがえる。

*

今日企業メセナが自社の事業と直接的な結びつきを避ける傾向にあるなか、
同社はあえて本業 と結びつく範囲で地域文化支援を行うことを理念においた
活動をしている。読者と地域における文化貢献のために、今後も地道な企業
情報誌の継続発行を期待したい。

株式会社アイワード (北海道)

企画・情報処理・印刷業・ 1945年設立・資本金 3億 3593万円 。従業員数230名

照会先 :株式会社アイワード 月刊アイワード編集委員会
〒060-0033 北海道札幌市中央区北 3条東 5丁目5-5-91 T巨 L.O11-24卜 9341
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駅における伝統芸能の上演

駅コンといえば音楽、とくにクラシック音楽を思い浮かべる人は多いので

はないか。しかし、仙台駅で開催される「みちのくエキコン」は、それとは

ひと味もふた味も違う。まず、東北各県の伝統芸能が題材であること。つぎ

に単に上演するにとどまらず、周知の伝統芸能を現代風にアレンジしたり、

創作作品を上演するなど趣向を凝らしている。人々が行き交う駅で、全公演

無料で提供することにより観客層を限らず、広 く鑑賞の場を用意している。

始まりは1996年、 1日 国鉄から独立した東日本旅客鉄道株式会社が設立10年

目を迎えることから、JR各社のなかでもとりわけ広大なエリアを占める東

北で「地域に還元できることをしたい」という目的からだった。東京をはじ

めとする東北以外の地域から流入する文化情報量に比べて、東北から発信す

るものがきわめて少なかった。そこで、東北の歴史を振 り返 り、広大で美し

い自然のなかで育まれてきた独特の文化に伝わる数々の芸能を最大限に活用

した文化的発展 。発信を実現することを構想した。そこで、東北の玄関口で

ある仙台
｀
駅

″が情報発信の場 として最も適しているのではないか、という

ことから「みちのくエキコン」がスター トすることとなった。駅の利用者は

もとより、それ以外の人たちにも足を運んでもらうために、交通の便が良い

ということもポイントになった。上演する素材の探索は、東北 6県の協力に

より進められる。周知の芸能もあれば、当該地域外では未知のもの、なかに

は埋もれていた価値ある伝統芸能の掘 り起こしに成功した例 もある。こうし

て、既成の郷土芸能の上演、そしてそれを現代風～COntemporary～にアレ

ンジし、毎年秋に約 2か月にわたって開催している本活動は、地元の人たち

や出演者にそのコンセプトを十分に理解され受け入れられていると同時に、

社員の意識向上にもつながっている。

ジャンル

実施地域

開始年

伝統芸能

宮城県

1996年

みちのく駅コンテンポラリー
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伝統芸能を通じての地元への還元

初回の1996年 には、より良い舞台をつ くり上げるため、「駅コン」のため
にかなりの費用をかけて常設の照明設備をつくった。しかし、この設備の導
入により、入 り組んだケーブルの配線や電源など、開催わずか50日 前に担当

者単独では手に負えない技術的問題が発生した。結果的に、この短期間で総
仕上げはできた。技術系の専門部署を多 く持つ JRであり、その社員の全面
的協力があったからだ。ほかにも日に見えない設備投資を考えると、仙台支

社の力の入れようがわかる。
エキヨン開催前夜、仙台駅の吹き抜けのコンコースに舞台と客席がつくら

れる。当日は、駅職員がふだんの制服ではなく「駅コン」のスタッフジャン
パーに身を包み、通常の業務をこなしながら交代で各分担を受け持つ。整理

券の配布、会場の整理・警備、チケット回収をするのもすべて駅職員である。
このときばかりは、業務上の上下関係なく社員一丸となって来場者のために

尽 くす。舞台前に用意された座席はつねに満席。吹き抜けのコンコースに舞
台を設置しているため、 2階部分からの鑑賞者も多い。じつはこれが特等席
だという。観客は常時1000人 あまりで演目によっては3000人 を超すこともあ
るという盛況ぶりだ。しかし、劇場ではなく

｀
駅

″
という生きている空間で

あるため、リスクは免れない。そのためスタッフは、アクシデントによって

舞台が滞ることのないよう神経を尖らせる。公演 7団体のうちプロは 1劇団
のみ、あとはすべて地元の人々による上演だ。なかには本活動の開催により

発掘され、きめ細かな調査により再び息を吹き返した芸能 もある。そして、
地元では保存会を発足させるにいたったほどだ。社員が一丸となり伝統芸能
の追究を地元の人々と協力して行うだけでなく、活力を与えている地域メセ

ナである。

*

大企業が地域貢献のメセナ活動を行っている事例は多いが、本活動のよう
に支社が地元の人たちのために、地元のアートを支援している例はさほど多
くない。なかでも地元の伝統芸能を現代風にアレンジして親しんでもらうこ

とにより伝統芸能の保存を促すという本活動は、とても価値あるメセナ活動
の一つといえよう。

東日本旅客鉄道株式会社仙台支社 (宮城県)

運輸・1987年設立・資本金2000億 円・従業員数 7万 7653名 【本社】

照会先 :JR東日本東北地域本社 みちのくエキコン事務局
〒980-8580 宮城県仙台市青葉区五橋1-1-1 丁匿L.022-266-9629
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ジャンル  音楽・美術・映画

実施地域       群馬県

開始年        1965年

自社の複合文化施設の企画・運営

前橋で換乎堂 といえば知らない人はいない。『論語』～泰伯～二十の尭を

たたえる孔子の言葉より社名を得た同社は、明治初年創業の地元では大きな

書店である。本社ビルの中は、書籍販売部分を除 くと、さながら複合文化施

設である。そして、そこではさまざまな芸術ジャンルにおける、質の高い文

化事業が展開されている。

6階建ての書店の中に、ギャラリィ、ホール、LM音楽スタジオなどの自

社施設がある。そもそもは地元の芸術家 。鑑賞者の支援を主目的として始め

たが、現在では若手芸術家の育成のため、群馬県出身者でなくともコンサー

トや展覧会の支援をしている。ギャラリィにおいては、35年続いている群馬

県出身の既成アーティス トによる「換乎堂美術展」、全国からの作品による

「ンアリズム展」を開催している。それ以外にも「沙鶏会」や「一元会」に

よって書道、陶芸、彫刻などにおける年中行事としての展覧会も開いている。

音楽スタジオは、ピアノ、フルー ト、バイオリン等の教室に活用され、演奏

家にとっては練習の場にもなっている。ホールでは、コンサー トや「換乎堂

165の会」のための映画上映会を行 う。他にも、シンポジウム、ワークショ

ップなどを開催し、いずれも低料金で提供している。それぞれの芸術分野に

おいては、古典から現代、そして前衛までと幅広い。

これらの自社施設で複数ジャンルにわたる企画を担当しているブレーンは、

社内だけでなく社外の芸術関連の企画にも参画している。「本屋を文化の発

信地に」をめざして前橋において地道に、しかし精力的に活動を続けている

同社は、前橋における一種の
｀
サロン″

をイメージして、さまざまな芸術分

野を通じて地域の人々が交流できる場を提供しているのだ。

「燥乎堂」における芸術支援活動



40企業の地域メセナ活動事例

本屋さんからの芸術文化発信

「本屋から前橋における文化の発信をしたい」という目的から「文藝講座」
を始めたのは1968年 にさかのぼる。この「講座」は30年近 くの間毎月 1～ 2

回開催し、水上勉・大江健二郎・立花隆・吉本隆明 。一柳慧など多 くの著明
な作家・評論家・音楽家・芸術家が講師を務めた。「講演会」でなく「講座」
としているのには、換乎堂 としてのこだわりがある。「講師が一方的に講演
するだけの一方通行を避け、講師と受講者が対話し、お互いが学べる場がつ

くれるよう『講座』とした」という。さして、講義料が高いわけではなかっ

た。作家たちは、おそらく担当者の熱意に魅せられ、わざわざ前橋まで足を

運んできたのだろう。
この「文藝講座」の受講者が元となり発足した「シネマの会」は、いまも

活動を継続 している。現在のホールの座席数から名づけられた「換乎堂165

の会」である。会費は決して高くなく、財政的に余裕があるわけでもない。
しかも、すべての映画が換乎堂ホール対応の16mmではない。いい映画が

あればコス トがかさむことを覚悟で、映写機を借 りて会員のために35mm
を上映する。しかし、担当者はきっぱりという。「われわれは好きだから企

画を練る。いい映画を鑑賞者に観てもらいたい。そのためにはもうけなくて

も、等身大でできればいい」と。この思いは映画だけでなく他の芸術分野に

も通じている。

換乎堂がかかわっている数多 くの芸術文化活動に携わっているのはわずか

3名のスタッフ。しかも、それ以外の業務 との兼任である。これだけの企画
を練 りだし、多 くの来場者を集める担当者は、「前橋 と中央をぶつけてショ
ー トさせたい。芸術文化はお互いが刺激 し合うことが大切。文化は

｀
ソフ

ト
″
。いくら良いハードがあってもそれに見合うソフトがなければ」と、と

ても意欲的である。

小さな企業がこれだけのメセナをできるのは、まさしく担当者の熱意 と情

熱である。国や自治体ではない企業メセナの特徴を生かし、今後も柔軟で精

力的なメセナ活動を展開してほしい。また、地域 と中央の企業の距離が狭ま

り連携メセナが発展し、芸術文化に新たな刺激を与えることも期待したい。

株式会社換乎堂 (群馬県)

商業・ 1912年設立・資本金1000万円 。従業員数158名

照会先 :株式会社喚乎堂 企画課
〒371-0023 群馬県前橋市本町卜2-13 丁巨L.027-235-8111
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地元の企業群、個人有志等による地域情報発信事業

「地域の文化を育てたい」、「地域独自の作品を作 りたい」、「都会からの来

演のみでは何かものたりない」。このような話は日本中の地方都市で聞かれ

ることである。しかし、1998年長野では、「長野からの文化発信」と「市民

参加」にこだわった一大イベントが成功をおさめた。

その一大イベントとは、オリンピックの開催都市に義務づけられている

「文化イベント」のなかで最も注目されたプログラムの一つでもあった、「オ

ペラ『信濃の国・善光寺物語』」である。音楽、美術、演劇、文学などのあ

らゆる要素が要求されるオペラをあえて選択し、お仕着せではなく地元の人

たちが手づくりでつくり上げたということは、今後の長野の地域づくりにお

いて非常に大きな一歩を踏み出したこととなる。そして、そこから何かを学

ぼうとする者にとっては、示唆に富んだ良い手本 となるであろう。

このオペラ公演のそもそもの始まりは、地域のアイデンティティの高まり

から自然発生的に話が持ち上がった1994年 に遡る。「県民でつくり上げる」

ために市民フォーラムを開催しイメージを固めつつ、1995年 3月 には芸術・

文化界や政治 。経済界など地元各界からの参画による実行委員会を正式に発

足させ本格的な活動を開始。その後 2回 目の市民フォーラムも行っている。

出演者の一部を地元オーディションで選び、新たに発掘した11名 のソリス

トや128名の合唱団員たちの活躍 と日本 トップレベルのキャス ト、スタツフ

の協力によって、本格的なオペラの上演を可能にした。1998年冬のオリンピ

ックに合わせて、長野 と東京の 2都市でオペラは計 4回上演され、その反響

は記憶に新しいところであるが、その成功の陰には地道な努力と周到な準備

があったのである。

ジャンル

実施地域

開始年

音楽

長野県

1995年

オペラ「信濃の国 。善光寺物語」の開催

ヽ
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市民の参加とリーダーの存在

オリンピック開催を機に「いろいろな人たちの力を合わせ」、「独自の作品
をつくりたい」という思いのなか、「長野を表現できる県民参加型オペラ」
を制作・公演しようという案が急浮上した。この案の実現のため、株式会社
八十二銀行が設立した企業財団である財団法人八十二文化財団内に事務局が

設置されたことにより、その「思い」は一挙に現実的なものとなる。

行政や企業でなく公益法人に事務局を担わせたのは、従来の文化事業 とは

異なり、市民参加がなければオペラ公演を成功させることも、成功させる意

味もないことを意識している。地元企業の協賛や協力、自治体の後援、各種

団体からの助成など、人・物 。金・情報といった各種の支援も「市民参加」
という、地域 として最も合意を得やすい形態であったからこそ可能であった。
また、ここで、事業の推進にあたり中心となるリーダーに恵まれていたこ

とも重要なこととして紹介する。事務局のある同財団は従来から地域のメセ

ナ活動へ積極的に取 り組み、地方都市のなかにあってパイオニア的存在 とし
てすでに豊富なノウハウを蓄積していたのである。そして地元経済界を代表
する組織の中枢に芸術活動に造詣の深い人物が存在していたことも無視でき

ない。大都市発の文化活動を単に受け入れるという姿勢から、初めて「つく

りあげていく」作業を行うには模索が続いたに違いないが、一大イベントを

成功させるための土壌は備わつていたのである。さらに、出演者オーディシ

ョンで選にもれた人たちが練習や稽古のボランティアスタッフとして活躍し

たことも特筆すべき点であるが、ボランティアスタッフのなかにボランティ
アを仕切るリーダーが存在 したことは、少人数体制の事務局と大人数のボラ
ンティア参加者の双方にとって非常に有意義なことであった。

*

地方文化の発信 としてのオペラ公演が今回にとどまらず、今後 も継続・発

展 してい くかどうかは市民にかかっている。また、単に事業の継続のみなら

ず、市民が独自の文化を自らつ くり上げて外へ発信 してい く活動を活発化さ

せることこそが本来の目的である。オ リンピックは終わったが、長野の運動
が根づ くかどうかはこれからがスター トとなるのでありおおいに注目したい。

オペラ「信濃の国。善光寺物語」制作公演実行委員会 (長野県)

1995年発足 委員長・神津昭平 (長野県商工会議所連合会会長)

照会先 :オペラ「信濃の国・善光寺物語」制作公演実行委員会事務局
〒380-0036 長野市岡田178-13 財団法人八十二文化財団内 TEL.026-224-0511
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地元の企業群による地元の芸術団体への支援

日本室内楽アカデミーは、名古屋を拠点に幅広 く質の高い演奏活動を通じ

て地域の芸術文化の向上を目的に、名古屋市芸術奨励賞受賞者のピアニスト

佐々木仔利子を中心にソリス トクラスで発足した演奏家グループである。

「地域文化への貢献」「国際交流」「後進の育成」を柱に意欲的な活動を展開

しており、室内楽の紹介のみならず、若手演奏家のためのコンクールの開催

や海外公演をはじめ、名古屋を中心に国内外で活躍している。発足した1985

年に都市文化奨励賞、1993年 には愛知県芸術文化選奨を受賞するなど、地元

では評価の高い芸術団体である。純粋なクラシックにとどまらず、映画音楽

やポップスなども取 り入れた演奏会も、幅広い層の聴衆から好評を博してお

り、1998年 7月 現在20余名のメンバーで構成されている。

こうしたアカデミーの活動を資金や運営などで支援しているのが日本室内

楽アカデミー楽友会である。1987年 に地元の芸術文化振興のために、中部地

区の主要企業の有志により同会は発足した。地元で積極的に演奏活動を展開

していたアカデミーの佐々木仔利子の熱意に、地元の経済界の トップたちが

動かされたのである。楽友会の初代会長は日本ガイシ株式会社の竹見淳一相

談役が務め、事務局は同社の秘書部に置かれた。1997年秋には 2代目の会長

に中部電力株式会社の安部浩平会長が就任し、事務局も同社の秘書部に移っ

た。中部地区の主要企業のほとんどが入会しており、愛知県知事や名古屋市

長も特別会員として名を連ねている。10年以上にわたって、地元の経済界 と

自治体が一団となって、地元の芸術文化振興のために、地元の特定の芸術団

体を支援している本活動は、全国でも非常にまれなメセナの事例である。

ジャンル

実施地域

開始年

音楽

愛知県

1987年

日本室内楽アカデミー楽友会
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ア
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企業連合によるメセナ活動

楽友会は、会員企業の入会金と年会費 と協賛金を財源に、会長会社に置か

れた事務局が中心となって各会員企業の担当者と連絡をとり合いながら運営
している。年会費を低 く設定しているため、新規会員による入会金収入は貴
重な財源になっている。積極的に会員募集を行っているが、こんにちの経済

情勢とメセナに理解のある企業の多 くがすでに入会していることを考えると、

新会員の獲得は非常に難しい状況にある。限られた財源のなかで、いかに意

義ある支援をしていくかが今後の課題の一つといえる。

本活動は、 トップが主導のメセナ活動であり、個人の理解に基づいた活動
となっている。だが、連絡窓回はトップというわけにもいかず、どうしても

秘書部や総務部に属する社員となる。そのため、異動などで担当者が変わる

たびに事務局が同会の趣旨を一から説明しなければならないことが多い。支

援演奏会のチケット購入は会員の義務であるが、実際には演奏会に足を運ば

ない企業もあるという。資金面での支援だけでなく、生演奏にふれ、音楽活

動への理解を深めてもらうことも重要であると考えており、楽友会活動をさ

らに根づかせることが第 2の課題である。
たしかに課題はある。だが、本活動は順調に推移してきたメセナ活動 とい

えよう。1997年秋に会長の交代により事務局が新会長企業に移ったが、引き

継ぎにおけるトラブルはいっさいなく、その後の活動も滞 りなく行われてい

る。1998年 9月 には第 3回 目となる若手奏者のためのコンペティションが、

楽友会の協賛で開かれた。企業連合によるメセナが10年以上も足並みを乱す
ことなく続けてこられたのは、同会の趣旨が「地元の芸術文化振興のため」
と明確だったことが大きい。

本活動のような地元の企業連合による芸術文化を通じての地域文化の活性
化は、非常に可能性のあるメセナの形態であり、これからのメセナの新しい

あり方として注目できよう。企業メセナの必要性を感じていても、実際には
メセナを行うことができない企業にとって、メセナを始めるうえで何かの参

考となる事例ではないだろうか。

日本室内楽アカデミー楽友会 (愛知県)

1987年発足 会員企業数・約180社

照会先 :日本室内楽アカデミー楽友会事務局
〒461-8680 愛知県名古屋市東区東新町1 中部電力株式会社 秘書部内

丁巨L.052-95卜 8211(内 線2032)
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地場企業による芸術文化施設の運営と企画

滋賀県は大津 と米原の中間に広がる田園地帯、大きな運送会社に囲まれた

一角にブラームスホールがある。自動車整備 。販売業の淡海自動車工業株式

会社所有の同施設は、創業35年 にあたる1987年 に当時の社長・萩野敏晴氏の

「何か文化的なことで地元に還元できれば」との考えで生まれ、同社のショ

ールームの横にある建物の 2階部分を改装してつくられた。150m2の スペー

スに座席数150席 の小さなホールだが、録音室や控え室も完備 しており、残

響時間も室内楽には最適の0.75秒に設定されているなど、本格的な音楽専用

ホールである。ホール内は明るく落ち着いた雰囲気があり、ホール面積の 3

分の 1を 占めるステージフロアにスポットライ トが当たると、ステージと客

席は自然に一体化し、まさに演奏家と聴衆の「ふれ愛」の場 となる。

ホールの運営は、当初は萩野敏幸専務 (現社長)と 声楽家でもある美智子

夫人が中心となり、全社員の協力を得ながら行ってきた。コンサー トの受付

や休憩時のコーヒーサービス、駐車場の整理、終演後の最寄 りの駅までの無

料バスの運行など、社員の協力なくてはとてもできない活動である。同社は

「ふれ愛」をテーマに、良い音楽を提供することに重点を置いた活動を続け

てきた。その一方で、地元の若い音楽家に積極的に発表の場を提供してきた。

1995年 には、ホールの企画事業部を有限会社ブラームスプランニングとして

独立させ、一段とソフト面に力を入れるようになった。現在では、萩野美智

子代表のもと5人の専属スタッフが中心となって、ブラームスホールだけで

なく滋賀県全域で、地域住民や地元の若いアーティストを大切にした精力的

な活動を展開している。

ジャンル

実施地域

開始年

音楽

滋賀県

1987年

ブラームスホールの運営

翠

リ



4● 企業の地域メセナ活動事例

小ホールが地元の音楽界に与える多大な影響

ブラームスホールは地元の音楽界に多大な影響を与えてきた。それまでは

6時半開演が常識になっていた開演時間を 7時に繰 り下げたのは同施設がは

じまりである。また、マチネ (昼間)公演を定着させたのも、この小ホール

である。それらはすべて来場者を考えてのことだ。「クラシック音楽」とい

うだけで身構えてしまう来場者に楽しんでもらえるよう、プログラムは検討
を重ねてきた。一流のアーティストや地元の若いアーティス トによるクラシ

ック演奏から映画音楽や童謡コンサー トまで、プログラムはじつにバラエテ

ィに富んでいる。また、コンサー トに進行役を入れる、演奏家自身に曲目を

解説させる、演奏会の間にコーヒープレイクを設けるなど、徹底した聴衆サ
ービスにも努めてきた。その結果、音楽を聞きに来た来場者が、音楽を楽し

みに来るようになってきた。現段階では、サービスの向上による成果がはる
かに大きいといっ。

滋賀県は最も公共ホールが多い都道府県の一つである。1998年 9月 には大

津市にびわ湖ホールがオープンした。オープニング記念事業の一環にブラー

ムスホールとの共催事業も開催される。ブラームスプランニング設立以降、

他ホールでの企画を依頼されることが多 くなり、いわゆる
｀
出前コンサー

ト
″

も制作されている。ブラームスで発掘・育成された地元の若い音楽家に、
さらなる発表の場を提供しているのである。こうして滋賀県全域に活動を広
げつつある同社が現在最も悩まされているのが法人格の問題である。国や自
治体 と提携する際などに、ホールに法人格がないことがネックになることが

多いという。「今後ますます活動を広げるためにも、ホールとしての人格を

持たせたい」と、美智子夫人は語った。
*

近年の国や自治体による芸術文化施設の建設ラッシュによって、ソフトの

不足が問題 となっている。そうしたなかで地元の小さな企業が、しっかりと

したコンセプトを持ち、自社の音楽施設の運営にとどまらず、ソフトを地元
の公共ホールなどに提供しているのは賞賛に値する。今後のさらなる展開が

非常に楽しみである。

淡海自動車工業株式会社 (滋賀県)

自動車整備・販売業・ 1953年設立・資本金2700万 円・従業員28名

照会先 :ブラームスホール
〒520-3047 滋賀県栗太郡栗東町手原8-l-2 丁巨L.077-553-1699
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地元の企業による街づくり事業

関門海峡を望む下関市細江町の街路に、波を表現した彫刻や、黒光 りする

能勢岩の文学碑が一見無造作に並んでいる。かつて、この辺 りには旧下関駅

や山陽ホテル、関釜連絡船の発着場があり、九州や朝鮮半島あるいは大陸と

の海陸要衝の接点として、経済文化 と情報が交錯する玄関口であった。現在、

この地はウォーターフロント開発が進み、海峡ゆめタワーをシンボルとする、

下関の新しい町並みとなっている。この街路に「海と人間が共生する風土」

をテーマとした彫刻 と文学碑を継続的に配置し、新しい都市空間の創造をめ

ざしているのが「美と安らぎのある街づ くり実行委員会」による街づくり事

業である。

1994年、地元の信金である下関信用金庫 (山本徹理事長)が創立85周年を

記念するメセナ活動の一環として、収益の一部を地域に還元するために、下

関市が推進する「独特の景観を活かした街づくり」に協賛することとなった。

その趣旨を受けて下関市在住の学識経験者 9人による「実行委員会」が設立

され、翌年より継続的に地域還元するために 3期 10年の計画で本事業を開始

した。第 1期事業は1996年 に完了。山口市在住の彫刻家 。田辺武作の斎藤茂

吉、吉井勇、種田山頭火の下関ゆかりの作品を刻んだ文学碑 3点をはじめ、

下関市在住の大学教授・山岡俊平作の波をテーマにした彫刻作品「環のコン

トラクション」など計10基 を設置した。1998年 7月 にはこれらに田辺作の若

山牧水の歌碑および名古屋市在住の彫刻家 。今井瑾郎作の風をテーマとした

彫刻「風の詩学」など、第 2期事業の 5基が加わった。まもなく最後の第 3

期事業がスター トする。このペースでいけば21世紀早々にも「美と安らぎの

ある街」が海峡のまちに誕生するであろう。

ジヤンル

実施地域

開始年

美術

山口県

1994年

美と安らぎのある街づくり



4● 企業の地域メセナ活動事例

事業を一任した委員会を全面的にバックアップ

本活動は旧下関駅付近の市道の歩道に一貫したテーマによる彫刻および文
学碑を10年間継続して設置していく活動である。これは実行委員会による街
づ くり事業だが、資金面はすべて下関信用金庫が支えた。事務局も金庫内に
設置し、人的面でも委員会をバックアップした。本活動に対 して同金庫は

「口を出さずにお金を出していく」姿勢を貫いている。事業を委員会に一任
したほうが、より地域に密着したものが生まれると判断したからである。地
元への深い愛着のある専門家や有識者を委員会のメンバーにしたとはいえ、
これはなかなかの英断である。実際、同金庫が漠然と描いていたイメージと
は違う方向に進んだが、いっさい口を挟まなかった。美と安らぎのある街づ
くりのために文学碑を設置するなど、まったく想像していなかったという。
また、石材確保の問題から事業費の前倒しもあったが、事務局は柔軟に対応
した。「イメージとはかなり違っていたが、結果的にはいいものができた」
と同金庫の吉岡常務理事はいう。

委員会のオブザーバーには下関市の職員もいる。作品群が並んだ通 りの向
かい側の歩道には、市が彫刻作品を設置することを検討しているという。第
1期事業の作品除幕式で、作家の古川薫委員長が「現代都市空間の顔 ともい
える道路に、ふるさとの芸術、文化の香 りを放つ彫刻群が民間の手によって
できたことを心から喜びたい」とあいさつした。同じ山口県でも、彫刻によ
る街づくりの先駆けである宇部市の活動は自治体が主導であった。下関市の
場合は、民間と自治体との連携による街づくりといえよう。なお、本活動で
つくられた作品はすべて市に寄贈される。

*

地方の銀行や信用金庫が地域還元を目的にメセナをする事例は少なくない。
なかには企業財団を設立して、積極的に活動を展開している金融機関もある。
そのなかで、本活動は長期にわたる非常に地道な活動である。だが、地元の
専門家や有識者たちから成る委員会に一任し、企業としては全面的に委員会
を支援していく形態は、これからのメセナの形態の一つを示すものであろう。

美と安らぎのある街づくり実行委員会 (山 口県)

1994年発足 委員長・古川薫 (作家)

照会先 :美と安らぎのある街づくり実行委員会事務局
〒750-0016 山口県下関市細江町1-l-8 下関信用金庫内 丁EL.0832-23-3461
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地場企業による民俗文化の保存と伝承

香川県高松市郊外の屋島山麓にある四国民家博物館は「四国村」の愛称で、

地元の人たちに親しまれている。源平合戦の古戦場 として知られる屋島のな

だらかな斜面の敷地 5万8000m2に は、古い民家や砂糖 じめ小屋、醤油蔵な

ど国の重要文化財指定の 8棟、小豆島の農村歌舞伎舞台や茶堂、丸亀藩御用

蔵など自治体の文化財指定の 9棟など、すべての建物が巧みに配置されてい

る。1998年 4月 には 3棟の灯台退息所が四国村に復元された。また、民具も

6514点 が国の重要有形民俗文化財の指定を受けており、音の庶民の暮らしや

文化を知るうえで貴重な品々が収集されている。村内には四国の秘境祖谷の

かずら橋や小豆島の石で築いた道路や広場があり、季節の変化を示す数多く

の木々や草花が植えられ、周辺の自然環境を巧みに取 り入れたユニークな野

外博物館である。実際に民家の中に入って、かまどや柱や壁などに自由に触

れることもできる。

同館は、1976年 に地元の トラック運輸会社である加藤陸運株式会社 (カ ト

ーンック株式会社の前身)に よって設立された民間の博物館である。加藤達

雄社長 (現会長)が社員の退職後の職場 として始めた讃岐うどんの「わら

家」の店舗 として徳島県の藁葺き屋根の民家を移築したことが同活動の原点

となった。以来、積極的に四国中から貴重な民家・道具などを移築・収集・

保存し、1975年 に設立した企業財団 (財団法人四国民家博物館・加藤達雄理

事長)と本社の総務部が連絡を密にとり合いながら運営を進めている。館内

の施設を細心の配慮で維持・管理するだけにとどまらず、伝統行事や伝統芸

能などの文化事業の開催や施設の市民への開放など、地域に根ざしたメセナ

活動を展開している。

ジャンル

実施地域

開始年

民俗文化

香川県

1976年

四国民家博物館の運営



4● 企業の地域メセナ活動事例

地域コミユニテイの交流の場

同社のメセナ活動は、地域の文化を守 り、後世に伝えていくとともに、年
間諸行事を通じて地域社会に根ざしていくことを目的としている。そのため

同館の施設を「地域コミュニティの交流の場」として開放している。農村歌
舞伎舞台や民家や石蔵などのスペースを四国村にふさわしい行事や催し物に

対して無料提供することで、地域に密着した芸能文化の向上、地域サークル

活動の活性化、地元の新人アーティス トの養成をめざしている。これまでに、
農村歌舞伎舞台では歌舞伎や演劇、演奏会や舞などが上演され、民家では茶
会や歌会、花展などが開かれた。石蔵は織物や陶器や写真などのギャラリー
として利用されている。また、同社の文化事業として、1996年 から毎月第 2

土曜日に、同館の出口にある異人館で東京を中心に活躍中の演奏家や地元の
若手演奏家によるクラシックコンサー トを開催している。他の芸術文化施設
にはないサロン形式での演奏はアーティス トにとって貴重な体験 となってい

る。

1996年 には、歌舞伎役者・澤村藤十郎の発案で屋島箸火歌舞伎が上演され
た。これは四国村における夏の野外歌舞伎である。自治体や各種団体の強力
な後援 と協賛を得て、同社の社員が中心となり、地域住民のボランティアと
一緒に運営した手づくりの事業である。屋島に響 く管弦の音色は燃え盛る箕
火に映え、舞扇のきらめきは満月の光に照らされ、四国の内外から集まった
満員の観客は幽玄の世界に引き込まれた。1998年 には、高松市が生んだ文豪
菊地寛没後50年記念公演として 3回日となる屋島箸火歌舞伎が開催された。

*

本来、民家などの歴史的建造物は移築するのではなく、あるがままの姿で

保存することが望ましい。だが、急速な勢いで地域の特色が失われつつある
現在、四国の古い民家を移築復元し、先人たちの生活様式や民俗文化を体系
的に整理するとともに後世に伝承していくことはたいへん意義深い。また、
施設を単に運営するのではなく、地域コミュニティの場 として開放している
ことは、理想的な地域メセナの一つといえるだろう。

カトーレック株式会社 (香川県)

貨物運送・倉庫・電子部品製造業・1967年設立・資本金7600万 円 。従業員4805名

照会先 :財団法人四国民家博物館
〒761-0112 香川県高松市屋島中町91 丁巨L087-B43-3111
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地元の企業による地域に密着した派遣制度

古 くからアジア交流の拠点である九州は伝統工芸の宝庫である。保存会な

どは九州全域で3000に も上るという。しかし、その一方、時代の変化により、

需要が減少するなどさまざまな問題を抱えており、なかでも、後継者の確保、

育成が深刻な問題 となっている。九州電力株式会社は1993年 より地域・文化

活動委員会を設置し、地域文化全般にわたって積極的な支援活動を行うこと

を定めた。これに基づき、同社の地域振興室においても九州の伝統工芸の支

援について検討を進め、地元の若手工芸家を国内外に派遣して研修させるこ

とによって九州の貴重な文化を支援しようと、1996年 に若手工芸家国内外派

遣制度を創設した。

派遣対象は九州に 5年以上在住している45歳以下の工芸家で、技術習得に

ついて基礎的素養があり、専門とする分野で創作活動実績がある者である。

対象者の募集については、通商産業大臣指定の伝統的工芸品産地組合と熊本

県伝統工芸館を通して行われ、九州の有識者と専門家からなる選考委員会に

はかり、年間 5名程度の派遣研修者を選出する。派遣研修者に対しては順次

国内外に派遣し、研修 として必要な派遣研修費を支給する。その額は国内派

遣研修者については150万 円、国外派遣研修者については300万 円を限度とし

ている。初年度 となる1996年 には国内 3名 。国外 1名、次年度には国内 2

名 。国外 3名の研修者を派遣しており、1998年 も5名の地元の若手工芸家を

国内外に派遣する。全研修者の現地での研修の様子は、同社によってカラー

写真入 りの報告書 としてまとめられている。研修はもちろん、この報告書も

研修者にとってはこれからの創作活動をしていくうえで貴重な財産 となるだ

ろう。

ジャンル

実施地域

開始年

伝統芸能

福岡県

1996年

着手工芸家の国内外派遣制度



4● 企業の地域メセナ活動事例

若手工芸家を取り巻く環境と研修の成果

本制度で派遣された研修者のほんどは、若手 とはいえ、その分野で活躍し
ている工芸家たちである。彼らのなかには研修費用の限度額に達する前に研
修を終えてしまう者が少なくない。貴重な戦力である彼らが現場を離れる期
間には限度があるからである。そのため研修者は限られた貴重な研修期間を

積極的、かつ、有益に使っている。研修期間中に成果を上げ、内外のマスコ

ミに取 り上げられた者もいる。なかでも、小石原焼の太田剛速はイギリスの
エクセターで日本の陶芸が与えた影響を学び、続いてスペインのタラベラで
は陶芸の技術を習得し、地元のメディアで何度も紹介された。三川内焼の山
口祥治はマヨルカ焼で有名なイタリアのシチリア島で「プレゼピオ」と呼ば

れる置物の制作技術を習得するなど、 3か月の研修期間を有意義に過ごし、
帰国後は個展を開催している。また、工芸や美術の基礎を学ぶ者もいた。早
くから現場での作業に追われるため、一度も基礎を学ぶ機会がなかったから
である。違う分野の芸術や技術を学ぶことで、創作における視野を大きく広
げられたという者もいた。その一方で、派遣後すぐに研修中に学んだ技術や

発見したアイディアを現場で実践している者もいる。博多織の米川恒一郎は

中国の蘇州絲綱博物館で博多織のもとになったと考えられている丁橋織機の

製織技術を習得し、新しい博多織のアイデンティティを確立した。
いずれにしても現在の若手工芸家を取 り巻く環境下では、この派遣研修制

度が非常にプラスに機能しているといえよう。同社の担当者がいうように
「いいものをつくっているにもかかわらず、その良さがわかってもらいにく
い」からこそ、より長 く、より広 く本活動が展開していくことを願う。

*

同社は地元の伝統工芸や伝統芸能の継承・支援に力を入れている企業であ
る。本制度のほかにも、九州全域に伝わる民俗芸能をビデォテープに収録し
て次代に残そうという「九州民俗芸能ライブラリー」の制作や、若者向けの

感覚で九州各県に伝わる民俗芸能を紹介した「民俗芸能マガジン」の発行 も
行っている。地味で企業メセナが難しいといわれる芸術分野なだけに、今後
の継続的なメセナ活動を期待したい。

九州電力株式会社 (福岡県)

電気事業・ 1951年設立・資本金2373億 円・従業員 l万 4572名

照会先 :九州電力株式会社 事業開発部地域振興室
〒810-0004 福岡市中央区渡辺通2-l-32 丁EL.092-726-162B
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地元の伝統工芸における顕彰事業

中国の色濃い影響を受けながらも、独自の文化をはぐくんできた沖縄には

数多くの伝統工芸がある。なかでも、鮮やかな色彩を誇る紅型は広 く知られ

ている染色技法の一つである。その起源は確かではないが、王府や上流家庭

向けの婦人の礼装、あるいは神事の際に使われた招込み技法が源流と考えら

れている。18世紀に爛熟期を迎えた紅型は、残念なことに時代の流れととも

に衰退し、さらに、戦禍で紺屋も染物 もほとんどが失われてしまった。

株式会社琉球銀行は、1992年 に沖縄の日本復帰20周年を機に、県内の若手

工芸家の育成 と伝統工芸の振興をはかる目的で「りゅうぎん紅型デザイン公

募展」を開始した。基本方針として「紅型の伝統技法を踏まえたうえで、デ

ザイン開発力の向上をはかる
｀
創造的な場

″
を提供する」「紅型の可能性に

対する認識を深めてもらうために広 く県民に紹介する」という2本柱を掲げ

ている。賞の設定は、大賞、技術賞、デザイン賞各 1点、奨励賞 2点の計 5

点。応募資格の規定はとくになく、テーマも自由という応募者だれもの創作

力をフルに生かせる顕彰事業である。応募作品は、審査が行われる前に那覇

市内のホールで一般に無料で公開される。審査には、紅型に造詣の深い審査

員が選考にあたり、授賞作品決定後は、県内の支店で巡回展を開催する。そ

して、それらの作品は、同行のカレンダーなどの頒布品に使用されるほか、

通帳、キャッシュカー ド、パンフレット、シャッターなどにも制作者名入 り

で起用され、同行の利用者以外の県民にも広 く紹介される。紅型の普及・振

興に役立つよう、さまざまなPR方法を今後に向けてさらに検討もしている。

現在では、30軒あまりの工房を構えるまでに復興した沖縄の伝統工芸である

紅型の伝承といっそうの発展をめざして継続開催されている本活動は、地元

企業による地元のための顕彰事業なのである。

ジャンル

実施地域

開始年

伝統工芸

沖縄県

1992年

りゅうぎん紅型デザイン公募展
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制作者・鑑賞者からの根強い支持

応募者や受賞者の年齢層は幅広い。職業も染織家から会社員、主婦、学生
などじつに多様である。県内在住者はもとより、他の都道府県や海外からの

応募もある。審査員によると、開始当初 と比べて応募作品はレベルアップし
てきており、その要因は、技術面の向上や紅型の制作者人口の増加と考えら
れている。また、喜ばしいことに、学生時代に受賞した応募者らが現在プロ

の染織家 として活躍しているのである。紅型の工芸家や愛好家の目標 ともい

われている本公募展は、開始後数年にして、すでに紅型における登竜門とな
っているといっても過言ではない。たしかに、作品と制作者名が広 く県民の

目に触れる機会を与えられることは、制作者にとってまたとない飛躍のチャ
ンスであろう。

しかし、本活動はつねに順風満帆だったわけではない。応募数の減少とデ
ザインの傾向の類似化が担当者を悩ませた年もあった。来場者へのアンケー

ト調査をもとにマンネリ化を避け、次回へのステップアップにつなげている
担当者は、応募者 と来場者の意見を参考に対応策を練った。こうしてだれも
が応募しやすい環境づくりを求めて見直しをかけた結果、応募作品数は増加
し、デザインも古典の要素と斬新さとが同居するような幅のある作品が見ら
れるようになった。また、来場者に紅型を広く知らしめるため、過去の受賞
者から直接手ほどきが受けられる「紅型手づくり無料体験」も1998年度より

同時開催するようになった。鑑賞者からは、「これほどすばらしい紅型の存
在に驚いた」「紅型への親近感がいっそう湧いてきた」「沖縄の風土を感 じ
る」「自分 も応募したくなった」など賞賛する声が数多 く聞かれる。本活動
を担当する伊證氏は、「紅型産業のさらなる発展と広が リヘ貢献 し、いずれ
は紅型を世界にPRしていきたい」と渇望している。

*

地元の伝統工芸の伝承 。発展という地道な支援に重きをおき、制作者・鑑
賞者である県民を中心に位置づけ、高い評価を得ている本活動は、地域メセ

ナの好例 といえよう。同行は、本活動を含め、さらなる地域貢献活動の強化
を目的として、1997年度に地域貢献室を設置した。県民から、今後の活動展

開に熱い視線が注がれることは間違いないであろう。

株式会社琉球銀行 (沖縄県)

銀行・ 1948年設立・資本金127億6900万 円・従業員1835名

照会先 :株式会社琉球銀行 営業統括部
〒900-0015 沖縄県那覇市久茂地1-11-l 丁EL.098-866-1212
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全国の15の メセナ組織の紹介

230
出雲メセナ協会

〒693-8530

島根県出雲市今市町109-1 出雲市文化観光課内

TEL.0853(21)6514 FAX 0853(21)6585

代表者 遠藤嘉右衛門 [会長]

設立年 1998年

予算規模    700万 円 (当初目標)

会 員 団体会員 50団体   年会費[一口]1万円

個人会員 0名 年会費 [一口]1万円

設立までの経緯  出雲市では、本物志向と住民参加をモットーに1995年 度より「出雲総合芸術

文化祭」を幅広いジャンルの公演活動等で開催してきた。実行委員会の財源は

市・県・国の補助金等であるが、継続性を確保するためには民間企業等のメセナ

支援も必要であることから、市の呼びかけにより設立された。

基本方針 地域の芸術・文化の普及、向上、発展に寄与するため、芸術 。文化活動への財

政的支援や情報提供、優れた活動の顕彰等を行う。

97年度の

主な活動

1998年 に設立。

今後の展望 メセナの意義等の理解が不十分であることから、啓発活動を含め、会員拡大に

努め、予算規模を要望に十分に応えられるものにしたい。
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大田まちづくり芸術支援協会 (asca)
231

〒144-0051

東京都大田区西蒲田7-18-4

TEL.03(3731)4126 FAX.03(3734)1532

代表者 田中常雅 [理事長]

設立年 1992年

予算規模 1200万 円

会 員 団体会員 36団体   年会費[一口]5万円

個人会員 200名     年会費 [一口]3000円

設立までの経緯  ノヽ一ドの町づくりが先行するなかで、地元の企業が中心となり、文化の町づく

りを推進するために企業と市民、行政、アーティストや有識者に呼びかけて設立

した。

基本方針 市民と企業が一体となつて、町の魅力を演出したり、地域文化の振興をはかる

多様な場と機会をつくり、文化の香り高い町づくりを推進すること。

97年度の

主な活動

洗足池での人間国宝費山左衛門による笛の会や田園調布駅前での高原守指揮二

ューヨークシンフォニックアンサンブルによるコンサート、大田市場でのアマチ
ュア音楽祭など、まちを舞台としたコンサートを主催したほか、8件の活動への

助成金の支出をはじめ、各種の活動に協力、協賛した。

今後の展望 企業、場所、ボランティア、アーティストなど、地域のポテンシャルをよりい
っそう生かした活動をめざすこと。とくにつぎの世代が自主的に参加できる環境
をつくっていきたい。
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社団法人企業メセナ群馬

〒371-0037

群馬県前橋市上小出町1-16-9

TEL.027(233)1750 FAX.027(233)1750

代表者 小関博 [会長]

設立年 1990年

予算規模 1000万 円

会 員 団体会員 48団体   年会費 [一 口]20万円

個人会員 2名 年会費 [一口]12万円

設立までの経緯  「企業メセナ協議会」が発足したというニュースをキャッチした地元のジヤー

ナリストが、自社発行の週刊紙のオピニオン欄に「群馬でもメセナ活動を行うた

めの組織をつくってはどうか」という論述をしたところ県内の財界人から「たい

へん良いことだから群馬でもやろう」ということになり1990年8月 設立準備会

を、同年12月に設立総会を開催した。

基本方針 (ネD企業メセナ群馬会員相互の連絡協議を進めるとともに、他企業、行政機関に

対し、メセナ活動に関する啓蒙や情報提供を行うことにより、メセナ活動に関す

る県民の理解を広め、もって群馬の芸術文化の向上・発展に寄与することを目的

とする。

97年度の

主な活動

1 芸術文化に関する啓蒙・普及。

2 芸術文化にかかわる情報の収集と提供。

3 芸術文化活動に対する財政的支援。

4 会員の増強および連帯の強化。

5 専門委員会の活動の充実。

6 基金の募集。

今後の展望 芸術文化の振興をはかり「心ゆたかなふるさと群馬」づくりのための貢献をす

る。そのため、法人会員200社、基金5億円の積み立ての目標達成に努める。
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くまもと文化アシスト会議準備会
233

〒861-5521

熊本市鹿子木町96-5

TEL.096(245)4646 FAX.096(245)4566

代表者 清田和之 [代表]

設立年 1998年

予算規模 100万円

会費 団体会員会費 [一 口]1万円

個人会員会費 [一 口]2000円

設立までの経緯 1998年 6月 にくまもと文化アシスト会議の準備会を開催。記念請演とよびかけ
を行つた。

基本方針 3つの大きな基本方針を持つている。
1 優れた高い文化・芸術を支援する。
2 地域の文化土壌の育成を行う。

3 会員相互の文化的資質の向上をはかる。

97年度の

主な活動

12月 にわらび座「男鹿の於仁丸」の舞台の公演の支援を行った。具体的支援
内容は協賛会社を20社集めたこと。チケット500枚の販売のお手伝いをした。

今後の展望 1998年 12月 に青年劇場「こんにちはかぐや姫」、1999年は前進座「たいこ
どんどん」、わらび座「菜の花の沖」の支援を予定。会の展望は当面30社の会員
とする。さらに21世紀を迎えるために会員の文化的資質向上をはかるための活
動をする。



第3章 1特集

234
佐賀県企業メセナ協議会

〒840-0041

佐賀市城内1-1-59 佐賀県県民生活課

TEL 0952(25)7340 FAX.0952(25)7327

代表者 村岡安廣・杉山順― [代表世話人]

設立年 1994年

予算規模    240万 円

団体会員 24団体   年会費 [一口]10万円

設立までの経緯 1993年  県内18企業による「企業メセナに関する研究会」を発足。

1994年 「個々の企業のメセナ活動も必要だが、志を同じくする企業が、きち

んとした組織をつくり、より公益性のあるメセナ活動をしていきた

い」という趣旨で、佐賀県生活文化課 (現県民生活課)を事務局とし、

佐賀県企業メセナ協議会を設立。

基本方針 企業独自の創意工夫による文化活動の自主性・創造性を生かし、その発展をは

かるために、文化活動 。文化支援活動に対する情報や意見の交換を行い、業種を

越えて互いに交流し、理解を深め、共通の課題について研究・検討を行う。さら

に地域社会の生活文化の発展のために、文化支援に関する啓発や情報提供に努め、

芸術文化活動に対する支援金の贈呈等を行う。

97年度の

主な活動

啓発・普及活動 請演会(1)「芸術の魅力、そして企業の文化支援について」

0「 トヨタの社会貢献活動におけるNPOと企業のパー

トナーシップ」

視察会 大分県竹田市の町おこしグループ代表・三和酒類欄と

の交流

意見交換会 会員企業による意見交換会

支援事業 少年芸術文化活動団体への支援金の贈呈

今後の展望 設立以来、官民連携という独自のスタイルでメセナ活動を続けてきている。そ

の成果も上がりつつあるので、今後とも、互いの役割を踏まえながら、地域文化

の振興に取り組みたい。そのために、新たな会員づくりにも取り組みたい。

会 員
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JAZZメセナ野辺地
235

〒039-3125

青森県上北郡野辺地町字坊ノ塚 1-3

TEL.0175(64)1185 FAX.0175(64)2784

代表者 船橋玲 [事務局長]

設立年 1994年

予算規模 186万円

会 員 団体会員 40団体   年会費 3万円

個人会員 22名 年会費 3万円

設立までの経緯  種々な問題で揺れ、町をあげて再生に向かつているなかで、音楽を通じて
｀
芸

術と文化の兼りがする野辺地を
″
みんなでつくりたく、再生や町おこしを行政に

依存するばかりでなく、住民が積極的に参加し行動を起こすカンフル剤として、

民間レベルでの手づくリジャズコンサートの第1回目を1992年3月中央公民館に

おいて開催。コンサートを企画運営するHOTジ ャズINノ ヘジの活動を支援する

組織として1994年にJAZZメ セナ野辺地として発足。

基本方針 南部藩最大の港として繁栄した野辺地町の逸話の一つに、名だたる豪商たちが

音頭をとり、明治初期、愛宕公園造成について町民に呼びかけ、80余名の賛同

を得て工事に着手したことなど、先人が地域づくりのために私財をつぎ込んで県

内経済の中核を築き、地域発展に貢献した事柄はさまざまありました。そして、

繁栄を築いた先人の進取の精神と地域社会の恩恵によって、事業の発展している

ことに感謝し、その恩返しを地域社会に還元しようと考えます。

97年度の

主な活動

3月

7月

8月

「HOT JAZZ IN NOHEJI PART― V!」

世界的ミュージシヤンを迎えての演奏とジャズクリニック
「'97のへじジャズ:N防雪林」

町制施行100周年事業・防雪林交流事業として、JR野辺地駅構内にある日

本最古の鉄道防雪林での野外コンサート
「ジャズライブ八ウスinのへじ」

地域連帯の試みとして会場を移動しての3ナイトディズ

今後の展望 ジャズにこだわることでさまざまな出会いがありました。毎回ステージを彩る

手づくりのパックスクリーン「ジャズのれん」、スイングするおいしさアドリブ

の利いた味の洋菓子「ジャステラ」、先人の偉業をたたえ大地の恵みと真心伝わ
る防雪林記念弁当「緑の響 (お と)」 、そして究極の物産「のへじ音頭JAZZヴァ
ージョンCD」 。大きな夢は、組織の法人化と管理運営する文化芸術を発信する木
―ルの建設です。
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伊達メセナ協会

〒052-0012

北海道伊達市松ケ枝町34-1 カルチャーセンター内

TEL 0142(22)1515 FAX 0142(22)1155

代表者 岩本英男 [会長]

設立年 1994年

予算規模    2958万 円

会 員 団体会員 41団体   年会費 [一口]2万円

個人会員 367名     年会費 [一口]5000円

設立までの経緯 「だて歴史の杜カルチャーセンター」が1994年 12月 に開館することとなり、こ

れを契機に市民が自らの手で優れた芸術文化事業を企画実施し、市民の鑑賞機会

の拡充と地域に根ざした芸術文化の振興を通して、町づくりに寄与すべく設立。

基本方針 市民の二―ズに対応した事業を企画し、優れた芸術文化の鑑賞機会の拡充をは

かる。他団体との連携を深めながら、地域文化の振興をめざす。

97年度の

主な活動

1 音楽部門 ①南こうせつコンサート OPMFコ ンサート ◎N響コンサート
④小椋佳コンサート ⑤「鼓童」コンサート ⑤羽田健太郎コンサート ②
アルゼンチンタンゴコンサート ◎親子わくわくコンサート

2 演劇部門 ①劇団四季「エビータ」公演 ○ネオ・リアル歌舞伎「酔いざめ
お園」公演

3 展示部門 ①有珠山噴火から20年記念写真展 ②北海道書道展伊達移動展
③新道展伊達移動展

4 市民団体による文化活動の支援

今後の展望 1 協会活動の啓発を行い、市民が育てる芸術文化の拡大をはかる。

2 協会活動を通じて会員の増をはかり、幅広い市民の芸術文化の振興をはかる。

3 他団体との連携を深めながら、伊達市の芸術文化の振興と情報の発信に努め

る。

4 市民劇団、吹奏楽団等市民の文化活動の支援を行う。
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地域の文化活動を支援する企業 と個人の会 (喜多方プラザを
支援する会)

〒966-0876

福島県喜多方市字押切川向5364-1

TEL 0241(24)461l FAX 0241(24)4611

237

代表者 唐橋幸市郎 [会長]

設立年 1997年

予算規模 300万 円

会 員 団体会員 150団体   年会費 [一口]1万円

個人会員 50名 年会費 [一 口]5000円

設立までの経緯  この地方の文化活動の中核施設である喜多方プラザは、運営の基本理念を「地
域の人々とともに歩む運営」としているが、企業・団体とも連携し、文化活動の
活性化をはかることをが必要であることを感じていた。そこで、館の事業を推進
する「喜多方プラザ自主文化事業推進協議会」(大半が民間人)が、数年間の準
備期間を持ち、1997年 4月からこの地方の企業・団体、個人に呼びかけ、同年7
月約150人の会員により設立した。

地域の文化活動を資金面で支援し、文化の香り高い、生き生きとした地域の創
造をはかるため、喜多方プラザの自主企画公演およびその他必要と認めた文化活
動に対し、資金の援助を行う。

97年度の

主な活動

1 喜多方プラザ自主企画公演への資金の支援。
2 会員紹介ネームプレート掲示板の作成および喜多方プラザロビーヘの掲出。
3 喜多方プラザ自主企画公演時における会員名簿の配付。
4 新会員募集。

今後の展望 1 地域とともに歩む喜多方プラザをよりいっそう支援するため、当会の強化と
ともに、この地域の総合的な文化の振興に寄与する。

2 公演等の文化活動を支援することから、多くの人々に感動を与え、「文化は人
をつくり、人は地域をつくる」という理念で社会貢献を広めていく。

基本方針
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東海メセナ研究会

〒460-0002

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 FAX.052(953)6264

代表者 下斗米隆 [会長]

設立年 1991年

予算規模 50万 円

会 員 団体会員 3団体 年会費 [一 口]10万円

個人会員 31名 年会費 [一 口]2万円

設立までの経緯  メセナ活動が新聞、TVな どできまざまに取り上げられ始めた頃、主としてマ

スコミ関係の有志が中心になり研究会をという気運が盛り上がり、数度の会合を

経て設立となった。

基本方針 当初は、メセナ活動の研究が主目的であったが、やはり実際の活動をと、方向

が若干変わっている。ただし現時点では、実際の活動は難しく、情報の収集を中

心に活動している。

97年度の

主な活動

1 月一度の例会を原則としているが、現在は不定期開催となつている。

2 第2回全国メセナ組織会議 (開催地名古屋市)共催。

今後の展望 原点に戻り、地域に根ざしたメセナ活動のあり方、方向をいま一度探つてみた

い。
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中区企業メセナ活動推進懇話会
239

〒231-0021

神奈川県横浜市中区日本大通り35 中区役所地域振興課内

TEL.045(224)8136 FAX.045(224)8215

代表者 増尾有利子 [委員長]

設立年 1996年

予算規模    300万 円

会 員 団 体 会 員  19団 体    年 会 費  注 :事業ことに負担額を決定、各社にて供出

設立までの経緯  94年、95年と、中区役所が地域の文化活動に対しさらなる企業の参加の可能
性を調査。95年度調査のヒアリング調査において賛同が得られた企業を母体に、
さらに企業の参加を画して96年度に懇話会を設立。

基本方針 町の生活文化に根ざした文化事業をはぐくんでいくことを主眼にし、ゆえにホ
ール、美術館の中だけに閉じず、生活空間の中での文化活動の振興を目ざす。

97年度の

主な活動

1 メセナ食談 (飲食店にアーティスト、演奏者を迎えて、その表現やお話をう
かがいつつ、参加者の芸術・文化との接点を広げる)。

2 クリスマスコンサート (中 区役所のサロンホールにおいてのクラシックコン
サート)。

今後の展望 現在は主体性を持って (つまり担い手として)活動を支えていこうという企業
家の仲間を増やしていきたい段階。そのために「メセナ食談」などの機会を増加、
活用していきたい。



第3章 1特集

24o
社団法人松本芸術文化協会

〒390-0874

長野県松本市大手4-7-14

TEL.0263(32)1670 FAX.0263(32)1670

代表者 宮地良彦 [会長]

設立年 1990年

予算規模 1100万 円

会 員 団体会員 63団体   年会費 [一口]10万円

個人会員 60名 年会費 [一 口]1万円

設立までの経緯  21世紀は芸術・文化の時代といわれていますが、それと同時にメセナ活動に

おいても中央から地方に、既存の権威から市民の手にといつた流れがなくてはな

らないと私たち松本市民は考えました。
｀
個性豊かな地方からの発信

″
、そういう

思いで私たちは、資金源としての法人会員、情報源としての個人会員を募り、当

初合わせて29の会員から発足。1994年 に法人会員55団体、個人会員50名に達

した段階で任意団体より社団法人に改組しました。

基本方針 本会は、地域芸術文化の向上と発展を願って設立された団体であるので、その

王旨に基づいた以下の事業を実施します。①顕彰 ③助成 ③協力 ④啓蒙 ⑤

主催の各事業。

実施にあたつてはつぎの点に配慮します。①若手、新人の発掘とその育成を優

先する。②審査会、実行委員会等には会員外の参加も求め、活動の拡大をはかる。

③プロモーター的活動は行わない。④行政との協力姿勢はとっても援助は受けな

い 。

97年度の

主な活動

①9月、若手作家を中心に前衛的作風の美術展「現代アート35」 を開催。

010月、ヨーロツパ・アンティーク美術展を開催。

③12月、郷土出身東京芸大在学生による打楽器コンサートを開催。

④l月、顕彰式典を開催。7個人と1団体に授賞、2団体に助成。

⑤2月、地区女流選抜30人展を開催。

今後の展望 経済不況の折から、前途には困難な状況がありますが、幸いこんにちまでの活

動の成果により、内外から期待が寄せられていますので、さらに事業の質と量を

高めて「メセナ」の意義を普及し、活動範囲を拡大していきたいと考えています。

(現在は松本市を中心に人口約40万人を対象)
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メセナ八幡浜
241

=〒
:796-0066

愛媛県八幡浜市本町1 ノヽ幡浜市民図書館内

TEL.0894(22)0917 FAX.0894(22)3609

代表者 堀田喜―郎 [会長]

設立年 1994年

予算規模    2240万 円

会 員 団体会員 150団体   年会費 [一口]1万円

個人会員 950名     年会費[一口]3000円

設立までの経緯  民間主導とした文化推進組織の必要性を感じ、官民一体となつた「メセナ八幡
浜」の誕生となつた。

基本方針    文化による「まちづくり」をめざす。

97年度の

主な活動

1 米倉まさかね一座公演。
2 メセナツアー (フ ランス・パリ)～美術館巡り。
3 ョーロッパ・アカデミー絵画展。

今後の展望   財政的基盤の確立に努めたい。
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山ロメセナ倶楽部

〒753-0086

山口市中市町1-10 山口商工会議所内

TEL.0839(25)2300 FAX.0839(21)1555

代表者 池部豊 [会長]

設立年 1994年

予算規模 1200万 円

会費 ―律月額1万円

設立までの経緯 1994年 4月 15日 読売新間に山口大学人文学部小谷教授の「都市の品位向上と

企業の社会的貢献」と題された論文が掲載された。それを読んだ山口商工会議所

会頭八木宗十郎 (当倶楽部副会長)が山口信用金庫池部豊 (当倶楽部会長)ほか

に呼びかけ世話人会を設け、市内の各事業所、医師、弁護士等に広く呼びかけ、

同年6月 3日 に会員数84名で設立した。

基本方針 山口市内で行われる芸術文化活動や新しい固有の文化を創造していくような個

人および団体への支援を行い、地域文化の向上をはかり、環境にやさしい、住み

たくなる都市づくりに貢献することを目的としている。若者の芸術文化活動の支

援や、学生や若者の定住に資する活動への支援活動はとくに重視している。

97年度の

主な活動

年4回審査委員会を開催しその間申請のあつた案件を審査し、「彩 。一の坂川

アートふる山口」「山口薪能」をはじめとした22の事業について合計で475万円

の助成を行つた。

今後の展望 今後も地域文化の振興に資する事業や個人に対して助成活動を続けていき、山

ロメセナ倶楽部の活動が、もっと広く認知され、若者や学生からも多くの助成申

請が出てくるよう活動範囲を広めていく。
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山梨メセナ協会 (山梨芸術文化支援協会)
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〒400-0043

山梨県甲府市国母5-2-4

TEL.0552(25)2121  FAX.0552(25)2121

代表者 高野孫左ヱ門 [会長]

設立年 1996年

予算規模 1000万 円

会 員 団体会員 69団体   年会費 12万円

個人会員 32名 年会費 [一口]1万円

設立までの経緯  メセナ発足のきっかけは、文化かぜおこしの会会長の堀内氏が、全国の芸術支
援状況調査など2年間の準備期間を経て県経営者協会会長、山梨ボランティア協
会会長の高野氏に相談したことから始まった。第1回準備会は5人、のち3回の会
合を経て18人による準備会が発足、各委員が手分けして会員加入を呼びかけて、
設立総会にこぎつけた。

基本方針 1 フイランソロピー (博愛、公益、自発、援助)を会の基本理念とする。
2 人材を育てるため、意欲的、挑戦的、実験的な芸術創造活動への助成。
3 児童、生徒の感性、創造性を豊かにするための活動助成。
4 社団法人化をめざし、100社メセナの組織化。

97年度の

主な活動

1 芸術文化団体への助成11件。
2 海外研究、留学のための助成2件。
3 子供バンブーオーケストラ育成のための助成。
4 企業メセナ会員の施設を芸術活動に開放。
5 助成事業に対する会員の鑑賞参加呼びかけ。

今後の展望 1 経済状況が厳しいだけに、質の高いメセナ活動が問われている。背伸びせず
に着実な活動のなかで信頼を高めていく。

2 とくに会員企業のなかに、事業を通してメセナヘの理解を広げていく。
3 NPO法による法人化。
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よこはま市民メセナ協会

〒221-0835

神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2-24-2 かながわ県民活動サポートセンター内

LC No.19「よこはま市民メセナ協会」

TEL 045【 591 )1536 FAX 045(312)1
代表者 西田由紀子 [会長]

設立年 1995年

予算規模    250万 円

会 員 スタッフ会員 25名   年会費[一口]5000円

サポート会員

個人

団体

年会費 [一 口]

年会費 [一口]

3000円
1万円

設立までの経緯  本会は、横浜市金沢区主催のアートプロデユーサー養成講座の修了生を中心に、

主婦・学生・会社員などの市民有志からなるメセナ団体「よこはまメセナ研究

会」として、1995年 8月に発足。2年半の活動実績を踏まえて、今後いつそうの

発展を期し、理事会設置等の体制を整備するとともに市民主体のメセナ団体とし

ての立場を鮮明にするため、1998年 4月 に「よこはま市民メセナ協会」に改称。

基本方針 市民を主体としたボランテイアによる市民提案型メセナ団体として、企業・行

政との連携により、地域の芸術文化活動の促進と普及をはかり地域に貢献するこ

とを目的とし、研究会、請演会の開催、会誌の刊行、研究調査、文化交流等の事

業を行う。とくにアートマネジメントセミナーの開催と鑑賞事業の企画実施等を

通じて市民ボランティアを活動の担い手として養成していく。

97年度の

主な活動

1 第3回 アートマネジメントセミナー「舞台芸術を企画・実施する」(全 10

回)。

2 セミナー受講生の企画・制作による鑑賞事業の実施「音・金沢八景」(金沢区

民文化祭参加)。

3 文化サロン開催 (2回 )グスト青蔭文雄氏 (第3回)高松範氏 (第4回 )。

4 ニューズレターの発行。

5 第2回全国メセナ組織連絡会参加。

今後の展望 協会に生まれ変ゎったことを契機としてさらに市民メセナを広く根づかせ、だ

れもが心から楽しめる文化あふれる地域社会づくりに貢献できるよう、活動を展

開していく。また企業や行政との連携はもとより、広く全国各地のメセナ団体と

の交流を深め、社会と連動していける市民メセナ活動をめざしたい。
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国・地方自治体の芸術文化支援

株式会社社会工学研究所芸術文化研究室・主任研究員

石綿 祐子

1。 国の芸術支援状況一文化立国への躍進―

1997年 は、戦後日本社会を支えてきた常識的なシステムや価値が大きく揺

らいだ年であった。銀行、大手証券会社をはじめとした大手企業の経営破綻

や、贈収賄事件等を背景 とした官僚制度の信用失墜、そして学校教育・家庭

と子供たちをめぐるさまざまな事件・問題の多発など、いままで信じられて

きた社会的 。経済的な価値がものの見事に崩れさった年であった。そして、

これら顕在化した諸問題を早急に解決すべ く、国家を挙げての行財政改革、

教育改革等六大改革が推進された。

その教育改革においては、心の教育の問題が筆頭に挙げられ、児童生徒の

個性を尊重し、豊かな人間性 と創造性をはぐくみ、心豊かな活力ある社会を

形成していくことに主眼が置かれている。そのため、創造性を支えるものと

しての文化や科学技術の重要性が高まり、科学技術総合立国とともに、美し

いものに感動したり伝統文化を大切にする心を涵養し、文化の香 りに満ちた

活力ある、国際的にも貢献できる文化立国の実現が掲げられている。

その具体的展開として1997年 の国の芸術文化支援状況においては 2つ の点

が注目される。「文化振興マスタープラン」の報告 と「新国立劇場」の開場

である。

文化振興マスタープラン

教育改革を含む行政改革の動きを受けて、1998年 3月 に文化政策推進会議

(会長 :坂本朝一 。日本放送協会名誉顧間)に より「文化振興マスタープラ

ンー文化立国の実現に向けて一」が報告された。この提言は、1995年にまと

められた「新しい文化立国をめざして」 (文化推進会議)を踏まえ、具体的

な政策の見直しを行ったものである。

「文化振興マスタープラン」では、く文化〉を く教育〉、く経済〉、く情報化〉、

く国際化〉、く地域〉といった5つの柱とのかかわりのなかでとらえ、21世紀

に向けて、日本が今後とも活力ある社会を維持し、世界に貢献するためにも、

246
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■「文化振興マスタープラン」における提言の骨子

5文化による国際貢献 と文化

発信
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1芸術創造活動の活性化 芸術創造活動への支援

メディア芸術の振興 (「 メディア芸術21」

の推進)

幅広い芸術文化活動への助成 (芸術文化振

興基金の助成の充実 )

メセナ活動の活性化 (税制上の優遇措置の

充実など)

活字文化の振興 と普及

2伝統文化の継承 。発展 文化財の保存・修理等の充実強化

文化財の保存伝承基盤の充実

文化財の公開・活用の推進

文化財の保護対象の拡大 と歴史的文化環境

の保護

3地域文化 。生活文化振興 子どもたちの文化活動や鑑賞の機会の充実

(「地域こども文化プラン」の推進)

地域における個性豊かな文化の振興 (ア ー

ティスト・イン・ レジデンス事業など)

文化施設や文化団体の活性化支援 ((社 )

全国公立文化施設協会の諸活動への支援・

委託など)

伝統的な生活文化の継承 と多彩な生活文化

の振興

4文化を支える人材の養成

・確保

若手芸術家の養成研修

芸術文化活動を支える人の養成・確保

文化財の保存伝承基盤の充実

芸術家や芸術団体の相互交流の機会の充実

映画芸術の交流
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資料 :「平成10年度我が国の芸術文化振興施策の概要」(文化庁)

文化行政の総合的推進のための取 り組みを求めるとともに、具体的な施策の

見直 しを行い、国 (文化庁)が文化施策をより広 く柔軟な視点にたって構想

することを求めている。

新国立劇場の開場

また、発案から37年 という長い道程を経て、オペラ、バンエ、現代演劇の

ための新国立劇場が1997年 10月 10日 に開館 した。設置は特殊法人 日本芸術文

化振興会、運営は財団法人新国立劇場運営財団が当たる。設置目的 としては、

伝統芸能振興を主眼 とした国立劇場に対 して、日本の現代舞台芸術のいっそ

うの充実発展、国民が広 く芸術文化を享受できる場、国際的にも文化的な貢

献をしていくための拠点、 といったことが掲げられている。予算は初年度が

約46億円、1998年度予算が約54億 円となっている。ちなみにオープニング企

画制作費は約20億5200万円であった。

伝統文化の国際交流の推進

博物館・美術館 。文化財研究所の相互交流

の促進

文化財保護に関する国際協力の推進

内外の日本語や日本文化の学習者などへの

支援

6文化発信のための基盤整備 美術館・博物館活動の活性化

国立美術館・博物館 。文化財研究所の整備

充実

新しい国立文化施設の整備充実

文化情報に関する総合的システムの構築

文化に関する研究機能の充実

情報化の進展や国際的動向に対応した著作

権施策の展開
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【1997年度公演プログラム】
・オペラ「健・TAKERU」 「ローエングリーン」「アイーダ」
・バレエ :「眠れる森の美女」「くるみ割り人形」「梵鐘の聾」
。現代舞踊 :「マスターワークス」「パノラマ展A・ Bプログラム」
。演劇 :「紙屋町さくらホテル」「夜明け前」「リア王」「銀ちゃんが逝く」

当初予定されていた、専属カンパニー、教育機関、図書館等研究機関とい

った計画が結局は縮小・棚上げにされ、オペラ研修所がとりあえず開設され

ることになった。なぜいま「国」立劇場かといった議論が各紙面で取 り上げ

られたが、この財政状況下での莫大な予算措置も含め、国として舞台芸術を

どうとらえ、何を支援・育成していくのかといった点についてはまだ議論じ

きれていない部分もあり、今後の運営方針の明確化が望まれている。

文化庁予算の概況と芸術文化支援策の概要

1998年度予算では、文化庁の芸術文化関連予算は、前述のように、文化立

国の実現をめざすとともに、国民の文化への強い関心の高 まりなどを踏 まえ、

[平成10年 度文化庁予算]

その他

6百万円[2.4%1 芸術創造活動等の推進

5,898百万円[7.20/o]
国立博物館整備運営等

12,140百 万円[1480/o]

2 369百万円[2.9%]

新国立劇場の整備推進

9,050百 万円[11.10/ol

伝統芸能等の伝承

7:263百万円[8.90/o]

E }jE[8.40/0]
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文化財保護の充実

55`682百 万円[68.00/ol

国宝・重要文化財等の

保存事業の促進等

81,388百万円

[100.0%]

地域の文化振興

芸術文化の振興

24:220百 万円[29.60/ol

史跡等の整備・活用

24,313百万円[29.70/ol

11,966百 万円[1460/ol

出典:「平成10年度我が国の芸術文化振興施策の概要」(文 化庁)

国立美術館整備運営等
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①芸術創造活動の推進、②芸術文化に親しむ機会の充実、③文化財の継承 。

発展、④文化発信のための基盤整備、⑤国際文化交流・協力の推進のため、

対前年1.1%減 の計819億円が計上された。

[文 化庁予算]

1996年度           1997年 度           1998年 度

一般1会言十 (A)     751,049 773,900 776,692 [億 円 ]

文部省一般 (B)     57.539 58,198 57,909 [億 円 ]

文化庁予算 (C) 750 828 819 [億 円]

C//A (%) 0.10 0.11 011

C//B (%) 130 1.42 141

文化庁の予算編成・施策で顕著なのは、アーツプラン21を 中心とした芸術

創造支援活動への体制整備である。財政が逼迫しているなかで、芸術創造活

動の推進のための芸術文化活動支援予算は約58億円 (対前年伸び率3.9%)

と増加 しており、うちアーツプラン21の 予算規模は42億円 (対前年伸び率

10.6%)と 伸びている。

[芸術文化活動支援予算等の推移]

■文化庁    簿芸術文化振興基金

[百万円]

5000

4000

元      2       3       4       5       6       7       8       9

注1 平成7年度までの「文化庁」は、「民間芸術等振興費補助金」「日米舞台芸術交流事業」「優秀舞台芸術公演奨励」
「舞台芸術高度化 発信事業」各事業の予算額の合計額。

注2 芸術文化振興基金は、助成額の実績。ただし、平成9・ 10年度は予算額。

10[年度 ]

2000

‐「‐‐‐‐‐‐‐‐コ
‐‐‐‐

田 厖

貿□目
:741
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芸術創造活動に対する支援施策のアーツプラン21は、芸術団体 としての活

動を対象とし、年間の活動に対する支援とした「芸術創造特別支援事業」と、

日本の芸術家に対し海外で発表する機会を与えることで、創造的刺激を与え

新しい経験を積んでもらうことを目的とする「国際芸術交流推進事業」、ま

た芸術関連団体が実施する研修や調査研究に対し助成を行う「芸術創造基盤

整備事業」そして、公演ごとの事業を対象として助成される「舞台芸術振興

事業 (芸術文化振興基金補助金)」 の 4つの体系となっている。芸術創造特

別支援事業は、原則として 1団体が 3年間助成を受けることができるもので、

1998年度は25団体が対象となっている。

[ア ーツプラン21の助成概要(総 額4,208百 万円)]
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芸術創造特別支援事業(1,72i百 万円)

音楽:10団体 [2]舞 踊 :6団 体 [1]演 劇 :9団 体 [2] [ ]内は98年度新規対象団体数

国際芸術交流推進事業(1,128百 万円)

音楽:7公演 ダンス・舞踊 :6公 演 演劇:13公演 フェスティパル:1公演

芸術創造塁盤整備事業(358百 万円)

人材育成 :音楽6事業 舞踊・バ レエ8事業 演劇4事業  調査研究:13事業

舞台芸術振興事業(1,00i百 万円 芸術文化振興会への補助金、助成交付額は805百 万円)

音楽(25件 :応募80件)508百万円 舞踊(i4件 :応募52件 )80百 万円 演劇(46件 :応 募170件 )262百万円

アーツプラン21は、施設整備といったハコモノ偏重の文化行政に対する批

判のなかで、もっとソフト重視の支援、さらにいえば新しい創造活動への支

援、継続性のある支援を、といった助成のあり方に対する要望が、具体的な

施策として受け入れられてきたことの一つの現れであり、さまざまな芸術分

野関係者の努力の結実ともいえる。ただし、その応募資格や選考過程の公開

など一部課題もあり、 3年 目を迎え、その効果と方向性、実施方法等を一度

検討・評価する必要が出てきている。

そのほか、文化庁の芸術文化支援施策として地域における文化振興を目的

とした事業としては、以下のような事業が実施されている。このなかでは、

とくに1997年 より開始されたアーティス ト・イン・ レジデンス事業が注目さ
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れる。

アーティスト・イン・レジデンス事業では、国内外の芸術家がある地域に

一定期間 (こ の場合 6か月程度)滞在し、芸術家と地域の相互の交流等を通

じて創作活動を行い、芸術家に対する刺激や、地域における芸術文化活動の

向上をはかるといったことを目的として、音楽、舞踊、演劇、映画、美術 と

いった分野を対象として行われる。茨城県のアーカス構想や、東京都の日の

出村など、先駆的に実施した自治体もあるが、継続性や事業の考え方 (地域

振興が目的か芸術家の創作活動支援が目的か)、 芸術家に対する負担 (交流

プログラムヘの参加など)、 運営の仕方などまだ試行錯誤の段階であるが、

国として、本事業の継続性をいかに維持していくかが一つの課題 となろう。

【地域文化の振興関連施策 ( )内は1998年度予算】
。文化のまちづくり事業 (7億2663万円)

。アーティスト・ イン・ レジデンス事業 (1億182万 円)

。国民文化祭 (2億1166万円)

。全国高等学校総合文化祭 (2964万 円)

。国立博物館・美術館巡回展 (6738万 円)

。芸術情報プラザ (6646万 円)

。芸術鑑賞教室等 (1億1252万円)

。各種人材育成事業 (キ ュレーター研修等)(988万円)

他省庁での芸術文化支援

文化庁以外の各省庁でも、地域振興、国際交流、産業振興などを目的とし

た施策のなかで数多 くの芸術文化支援事業が展開されている。

国際交流基金では、文化交流を通 じての国際相互理解 と友好親善の促進を

目的 として幅広い分野 (学術研究、日本語教育、芸術、出版、映像メディア、

スポーツ、生活文化)を対象 とした文化交流事業を実施 してお り、全体 とし

て予算は約216億円 (1997年度)であった。芸術文化面では、芸術家の海外

への派遣・招聘および海外公演・展示会、国内公演・展示会への助成を中心

に支援 を行っている。また、1982年 の日仏両国の合意のもと準備が進められ

てきたパ リ日本文化会館が1997年 5月 に開設され、 3番目の日本文化会館 と

して 9月 より事業が開始された。

自治省では、財団法人地域創造を中心 として、地域活性化を視野に入れた

芸術文化支援 を推進 している。1997年 度は約 6億9000万 円、98年度 は 7億

6000万円の事業予算 となった。自治体等により段階的・継続的に実施される

芸術創造事業に対する長期的 (3年間)支援、自治体間で共同で企画・制作
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を行 う事業に対する支援、市民参加を視野に入れた事業に対する支援、そし

て自治体主催の研修事業に対する支援などの助成 。支援事業のほか、研修・

交流事業や情報交流事業などを実施 している。この他、市街地活性化、地域

活性化、街づ くりなどにかかわる補助金が建設省、農林水産省等に設置され

ており、当然文化的イベント、文化施設整備 もその対象 として補助を受けて

いる。

その他

昨年度の特徴的な動きとしては、マルチメディアの急速な市民生活への浸

透と、産業 としての急進を背景に、映像、コンピュータグラフィックスを中

心としたマルチメディア作品に対する支援の動きが活発化したことも挙げて

おきたい。「文化振興マスタープラン」にも「メディア芸術21」 として、メ

ディア芸術の振興がうたわれているが、いわゆるデジタル革命を背景 とした

放送の多チャンネル化、インターネットの普及などにより、デジタルソフト

(コ ンテンツ)に対するニーズが急速に高まった。このコンテンツ産業育成

については通産省、郵政省をはじめ各省で人材育成、技術開発支援、流通環

境整備など、さまざまな取 り組みが開始され、文化庁においても、新しい創

造・表現 としてのマルチメディア芸術に対する支援事業として、1997年第 1

回マルチメディア芸術祭が開催された。また、ネットワークの急進によるメ

ディア上での作品開示や複写の問題、不特定多数の受け手への情報発信の可

能性など、著作権保護体制の整備が緊要の課題 として取 り組まれている。

どちらかというと娯楽産業といわれがちの分野ではあるが、芸術表現の新

しい概念や方法論 となる技術 として、メディアアー トはもちろん、美術、演

劇、音楽など、芸術分野に多大な影響を与えつつある。

2.地方自治体の芸術文化支援

1995年度時点での地方自治体の芸術文化経費 (文化財保護関連を除 く)に
ついては、1993年 を境として、急減している。とくに顕著なのは都道府県に

おける文化施設建設費の激減である。文化事業費、施設にかかわる諸経費に

ついては横ばいながら、建設費についてはほぼ半減している。また、市町村

においても、経常的な芸術文化経費、建設費ともに減少傾向にある。

地方自治体ではきわめて厳しい財政状況を抱え、自治体の財政破綻 も現実

味を帯びてきているなかで、行財改革の推進が最重要課題 となつている。事
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[地 方自治体の文化予算(文化財保護経費を除く)の推移]

■都道府県  磯市町村

6000
〔億円]

1986    1987     1988     1989    1990    1991 1992     1993     1994    1995

資料:「 地方文化行政状況調査報告書」(文 化庁)

務系業務のスリム化の推進、行政サービス部門の民間への業務委託、公共事

業、大型プロジェクトの先送 りなど、さまざまな経費削減策が取られている。

その状況下にあって、凍結される美術館、ホール等文化施設の計画もあれ

ば、大阪市立近代美術館等の一時中断されていた計画の復活や、また、札幌

コンサー トホール キタラ (札幌市)、 静岡県舞台芸術公園 (静岡県)、 福井

県立音楽堂 (福井県)、 すみだ トリフォニーホール (東京都墨田区)、 横浜み

なとみらいホール (横浜市)な ど大型の専用施設が相次いで開館した。1997

年度内でざっと公立ホール等40館以上、公立美術館も15館以上が開館してい

る。しかし、これらの施設も計画当初の予想とは社会情勢が大幅にずれ、財

政的に問題があることには変わりがない。従来のように事業費を自治体等か

らの補助金で補填していくという方法ではなく、施設を運用することで事業

費を自主的に捻出する運営方法が採択されるケースが目立っており、個性的

な事業を展開するためにも、かなりの知恵と経営努力、経営センスが必要と

なっている。

また、現在の芸術文化支援の状況を象徴する出来事 として、東京文化会館

使用料値上げ反対運動があった。1997年 8月東京都が「財政健全化計画実施

案」のなかで補助金廃上の対象となった文化施設 (東京文化会館、東京芸術

藤
一囲
■

田
■
一

笙LB

139
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劇場等)の使用料の大幅な値上げ (最高75万 円が140万 円)を提示した。こ

れに対し、 7つの在京オーケス トラをはじめ、オペラ、演劇、舞踊など約90

団体を中心に「東京都文化施設使用料大幅値上げを許さない芸術 。文化団体
の会」が活発な抗議行動を展開し45万余人の署名を集め、最終的には条例改

修案は3月 の都議会で否決され、現行どおりとなった。結局、財政政策 とし

てみれば、かかった費用は利用者が負担すべきだという理屈であるが、芸術

文化支援の視点で、公共が何のために文化施設を持っているのかという根元

的な問題意識にかかわる出来事であり、非常に多 くの人の努力によって、や

っと、経済的価値では計 り知れない芸術文化の価値が体面を保った結果とな

った。

地方自治体の芸術文化支援の方向一芸術創造型と市民参加型

昨今の、地方自治体の芸術文化振興支援 として、二つの方向が挙げられる。
一つはワークショップや市民オペラ、あるいは稽古場やアトリエの整備 とい

った、より市民の参加や市民の創作活動に主眼をおいた方向である。市民の

ための公共施設 といった、どちらかというと行政サービス的な性格が強い。

公共文化施設や文化事業では現代美術や現代音楽などを中心に据え、芸術支

援の視点からすると先鋭的画期的なコンセプトから出発しても、結局は動員

力のなさで、2～ 3年たって、より市民のニーズにあった運営方針に転換して

くという例 も少なくない。その背景には、ハコモノ・ハー ド偏重の文化施設

批判に始まって、ソフト (運営体制 。予算面)の脆弱さ、鑑賞事業の動員数
の伸び悩み、さらには施設 と地域・市民の遊離といった問題が横たわってい

る。運営体制をいかに強化するか、聴衆・観客をいかに育成するか、個性あ

る地域の事業をいかに展開するか、劇場 。ホールあるいは美術館 といった施

設の公共性にどう説得力を持たせるか、そしてより多 くの市民が事業にかか

わる仕組みをいかにつくるかなど課題が多いなかで、一つの方策 として、市

民参加型・サポー ト型事業が急激に増えてきた。

しかし、さまざまな問題を解決する万能薬のような市民参加型事業ではあ

るが、さまざまな人々の思い入れや思惑が副作用として配合されていること

も事実である。自治体 (施設)がこの市民参加型事業をいかにマネジメント

し、冷静な目的意識 と評価、そして将来ビジョンを展開できるかといったこ

とは、地域の芸術文化振興をどうはかるかということに非常に重要な意味を

持つている。

もう一つは、芸術創造といった視点を重視し、いわゆる芸術のインスティ
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テュー トとして、芸術監督あるいは専属劇団、レジデントアーティス トなど、

特定の芸術家と一定期間つきあう、あるいはプロを育成するためのプログラ

ムを運営するといつた視点に立った支援施策である。行政戦略、あるいは都

市経営の施策として積極的に芸術文化施策を展開し、どちらかというと国際

的な視野も含め、自治体あるいは都市を対外的にプロモー トしていく手段 と

して位置づけられる。そのため、ともすると地域住民と激しく乖離するケー

スが多く、最近ではプロを支援するとともに、プロの芸術家によるアマチュ

ア (市民)の指導や共同制作 といったプログラムを取 り入れ、いかに市民に

施設や活動を開いていくかといったことがポイントとなっている。

地方自治体の芸術文化支援は、ハー ド整備から自主企画、自主企画からス

タッフ育成、スタッフ育成から観客・聴衆育成へとその課題が変化してきた。

今後はこの先にプロの芸術家育成が一つのテーマとしてあり、さらにプロダ

クション的な機能を日本の公共施設が持つにいたるかどうかといつた課題が

ある。すでに、水戸芸術館など専属の集団を教育、運営していくシステムを

取り入れている自治体もあるが、静岡県をはじめ積極的に芸術創造にかかわ

る施策が目立ってきている。従来からいわれている、専属カンパニーがあっ

てはじめて、劇場・ホールとなるといつた劇場理想論に近づきつつあるとい

えなくもない。よしあしはともかく、ほんの10数年前までは演劇やヒトに対

する投資などほとんど文化行政の視野に入っていなかったことを考えると、

自治体の芸術活動とのつきあい方には隔世の感がある。

3。 今後の方向―評価の問題―

1997年 は、国 。自治体そして民間すべてが組織改善、財政再建の必要性を

痛感させられた年であり、経済効果偏重の政策の行き詰まりのなかで文化的

な価値が再評価されるいっぽう、それゆえに何のための芸術文化支援である

かといったことを考えぎるをえない状況にあった。「文化」という、何者 も

否定しがたい言葉によって推進されたさまざまな施策が、財政の悪化という

国 。自治体の死活問題にかかわる状況のなかで、より積極的な意義と効果を

求められてきている。とくに、自治体の施策は、地域活性化という大命題の

もとに展開されており、純粋に芸術文化を支援するといった立場に立つのは

なかなか難しい。

現在、行政改革のなかで、政策評価の考え方が広まっているが、おそらく

芸術文化分野についても、現状では単なる動員数といったデータしかないが、

数字では計 り知れない価値 といわれる部分について、客観的な判断材料とし
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てなんらかの指標を構築する必要が出てくるであろう。「文化」の必要性は

十分認識しつつも、どのような結果 (成果)を具体的にめざすのか、 といっ

た点については、課題が多 く判断が難しい。指標 として、集客性、企画の話

題性、行政内での評価、市民の参加、市民の評価、業界内での評価、国際的

評価などさまざまなものが想定されるが、芸術文化政策の場合は質の部分を
いかに評価 していくかといった点が重要になってくる。

こうした評価の必要性が高まるとともに、市民活動の支援なのか、当面の

地域活性化か、50年先・100年先に通用する芸術文化 。地域文化の創出をめ

ざすのかなど、政策ビジョンとして、どの時点で何をクリアすればいいのか、
短 。中 。長期的目標を念頭に置きながら、事業を構築、展開していくことが

必須である。

今後、より厳しい状況のなかで、国 。地方自治体の芸術文化支援政策が、
よりよい成果を残すためにも、こうした政策ビジョン・ 目的の再確認の作業
が必要となってこよう。

2,7
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事業財団一一発信の可能性

258 財団法人ソニー音楽芸術振興会・事務局長/ゼネラルプロデューサー

佐藤 正明

1.はじめに

日前に迫った21世紀は、文化と宗教の時代になるともいわれている。

パソコン、インターネット、携帯電話等がここ数年のうちに急激に普及し

た事実は、21世紀が予想を超えたハイテクノロジーの時代になる可能性を象

徴している。テクノロジーの発達は「ゆとり」をなくし、ス トレスの増大に

つながることは広 く指摘されているところである。こうした時代にあって文

化・芸術や宗教のような精神的「癒し」がますます重要性を帯びることは間

違いあるまい。

本稿は、芸術文化事業に携わる企業財団 (メ セナ財団)の うち事業型の財

団 (事業財団)について、個人的な経験をもとに実態を述べるとともに、そ

の可能性を観測するものである。

2.帥ソニー音楽芸術振興会 (3ony Music FoundatiOn)の 概要

0ソ ニー音楽芸術振興会 (英文名称 Sony Music Foundation/略称 :

SMF)は、メセナという言葉が一般的になるかなり前、1984年 11月 から、

音楽家でもあるソニー株式会社社長 (当時/現会長)大賀典雄の発案により、

社業と利益を離れたところで音楽の分野で社会貢献したいというポリシーで、

自ら理事長に就任、ソニーの出捐によリスター トした事業財団である。ソニ

ーほか、ソニーグループの資金的、人的援助を受けて運営している。

『メセナ白書1997』 によれば、SMFの総事業費 (8億3000万 円)は、記

載のあった84財団のうち、ニッセイ文化振興財団、明治村に続いて、全国第

3位 とのことであるからかなり大規模な活動を展開していることになろう。

SMFの活動は、多角的 。多層的かつ多彩であることを目標にしている。

これは、音楽全般につき、なるべ く多 くの可能性を追求しようという姿勢の

現れである。SMFの メセナがめざすところは、オールエリアのオールジェ

ネレーションに、クラシック音楽を中心としたオールジャンルの幅広い良質

な音楽を提供することである。

事業財団の具体例 として下記に事業内容を紹介する。
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国際フェスティパル、コンクール等の開催および協力

●「国際オーボエコンクール・東京」の開催

1985年 に第 1回を開催。以後 3年ごとに開催。このコンクールの目的は、
オーケス トラのなかでたいへん重要な楽器でありながら、ともすれば他の楽

器の陰になりがちだったオーボエの真価を広めるとともに、優れた国際的な

オーボエ奏者を発掘・育成し、世界への活躍の場を広げ、国際的な視野をも
って音楽文化の発展に寄与することである。

オーボエ単独の国際規模のコンクールとして世界的にも最大級のもので、
国際的に注目されている。これまでに、当コンクール入賞後、シカゴ響の首

席に就任したオーボエ奏者など幾多の逸材を輩出している。審査委員には、
ベルリン・フィルのソロ 。オーボエ奏者ハンスイェルク・ シェレンベルガー

氏をはじめとして、各国の著名な音楽家を招いている。

●「全日本大学オーケス トラ大会」の開催

「全日本大学オーケス トラ大会」は、1986年 に第 1回 を開催して以来、毎

年開催しており、昨年度で12回 日となった。日本の一般大学のオーケス トラ

は、国際的に見ても最高水準にあるといわれているが、その真価は社会に広

く知られているとはいえない。この大会は、大学オーケス トラの全国的な交

流をはかることにより、いっそうの活性化 と活動内容を広めることを目的と

している。これまでの参加団体は、北は北海道から、南は九州 まで、延ベ

129団体に上る。学生側に主体的に大会を企画運営してもらうよう事務局が
コーディネイ トしており、学生側もたいへん積極的に取 り組んでいる。実行

委員 。講評委員には日本を代表する著名な音楽家が多数参加、事務局 と何回
も打ち合わせを持つなど、意欲的に活動していただいている。

●横浜市との協力

1998年、横浜市 と協力して「横浜みなとみらいホール」 (横浜市文化振興

財団運営)開館記念事業のうち、以下の事業の企画制作をsMFが担当して
いる。SMFは公益法人のため地方公共団体にとって協力体制を取 りやすい

組織である。

【ハイドン・オラトリオ「天地創造」】

指揮 :ハ ンス=マルティン・ シュナイト/演奏 :東京フィルと神奈川フィ
ルによる特別編成オーケス トラ/合唱 :公募による市民合唱団 とシュナイ

ト・バッハ合唱団との合同合唱団。住民参加型の企画である。

【JAZZ AT LINCOLN CENTER IN YOKOHAMA】
リンカーン・センター・ジャズ 。ォーヶストラは、1988年 に「アメリカが
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生んだ最高の芸術文化 としてのジャズの継承 と発展」をテーマに、ウイント

ン・マルサリスを音楽監督に迎えて結成された。偉大なジャズ作曲家の歴史

的作品を演奏するとともに、音楽セミナーなどを積極的に開催している。今

回は、リンカーン・センターの全面協力のもとに、JAZZの街・横浜でコン

サー トや子供のためのワークショツプ、マスタークラス、クリニック、講演

会を開催。教育プログラムの実施は、アメリカ以外では最初であり、マスメ

ディアでも大きく取 り上げられた。

●浜松市との協力

1998年 、浜松市と協力して、下記の企画制作を実施。

【浜松国際ピアノコンクール入賞者日本ツアー】

アレッシオ・バックス・ ピアノコンサー トの企画制作。

【イーストマン音楽学校夏季セミナー'98】

浜松市主催で今年度から開催するイーストマン音楽学校夏季セミナーの企

画制作協力。

【第 4回浜松国際ピアノアカデミー】

浜松市主催で開催する第 4回浜松国際ピアノアカデミー (音楽監督 :中村

紘子)の制作協力。

音楽、オペラ、舞踊等の創造開発および協力

●全国の音楽ホールの活性化 と音楽文化の振興

【「カラベリ・ グランドオーケス トラ」の招聘 (1996年 )】

この公演は社団法人全国公立文化施設協会 (全国公文協)と SMFの平成

8年度共同企画事業 として実施され、全国25か所で公演した。SMFは、全

国の音楽ホールの活性化 と音楽文化の振興をめざしており、親しみやすく受

け入れられやすい音楽の普及にも力を入れている。この企画もSMFが公益

法人であるため実現した企画である。

【イース トマン・ウインド・アンサンブル (EWE)の 招聘 (1998年 )】

1952年 に創設された EWEは、イース トマン音楽学校の学生によって編

成された吹奏楽団で、世界でも確固たるレベルを誇っている。

今回の日本ツアーは、全国の音楽ホール、学校での開催がメインであり、

日本の学生吹奏楽メンバーとの合同演奏も各地で行った。日本全国で演奏者

が約70万人 。1万3000団体 といわれる吹奏楽の振興にいささかなりとも寄与

する企画と考える。

●“GREAT ARTIST SERIES''の 開催



20企業財団の芸術文化支援

当シリーズは、世界的に実力第一級のアーティス トを招聘し、商業ベース

に左右されることなく、本人の希望するプログラムで、存分に実力を発揮し
てもらう演奏会の開催を意図する。リーズナブルな入場料のうえ、学生席も
設けている。1996年 は、ソニー株式会社創立50周年記念事業として同社の協
賛を得て、世界の名門オーケストラのなかでも最高峰といわれるベルリン・

フィルハーモニー管弦楽団 (芸術監督/指揮 :ク ラウディオ・アバ ド)を招
聘し、東京 。大阪で公演を主催した。

とりわけ、10代の青少年を対象にした特別公演「10代 のための
｀
第九

″
」

は10代席一律5000円 という特別価格を設定。当日は熱気あふれる若い聴衆が

出演者にもインパクトを与え、まれにみる感動的なコンサー トとなった。
●「松尾芭蕉『奥の細道』ピアノ紀行」の企画制作

この作品は日本の作曲家、故柏木俊夫氏 (東京学芸大学名誉教授)が、松
尾芭蕉の「奥の細道」から代表的な17句 を選んでピアノ曲に作曲したもので、
いずれも芭蕉の豊かな情景描写を見事に表現している。1994年 ニューヨーク
で世界初演。1995年 の日本初演 (テ ィアラこうとう)では、映像を加えた斬

新な公演を提供し「日本の伝統と西洋音楽の融合」と話題を呼んだ。

芸術家の研鑽に対する助成

●“PERFORMANCE TODAY"――今日 (こ んにち)の演奏―の開催

邦人音楽家のデビューコンサー トシリーズ。五II島 みどり (ヴ ァイオリン)

など、国際的に高い評価を受けている逸材を輩出した。

声楽、オペラ、舞踊等に関する講習会の開催

●世界的に高名な講師による講習会の開催

年 1～ 2回、日本および海外において開催。

その他、目的を達成するために必要な事業

●「 0才 まえのコンサー ト」―ママのおなかは特等席一の企画制作および開

催
｀
人間の知能 。情操は生 まれるまえから育 まれうる

″
という研究をもとに、

妊娠 している母親がクラシック音楽を体験することにより、深い感動 と喜び

がお腹の中の赤ちゃんにも共感できるのではないか、 という発想から企画さ

れたユニークなコンサー ト。1985年 にスター ト、現在 までに全国で約80回開
′鳳
=。
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0)cOncert fOr KIDS～ 0才からのクラシック～

1998年 に開始した、 0歳以上の乳幼児を対象としたコンサー ト。

●岡崎ゆみ ピアノ&ト ークコンサー ト

クラシックを全国へ普及させるコンサー ト企画。専属ピアニス ト岡崎ゆみ

が曲の合間に軽妙な会話をはさむ。

●「日本赤十字社血液センター基金チャリティーコンサー ト」の開催

1990年 から開始した、日赤のためのチャリティーコンサート。東京、大阪

または名古屋で年各 1回開催。

●「ながさき洋館コンサー ト」の制作

長崎新聞社 とのポピュラー系コンサー トの協力企画。

SMFの事業をイメージ的に図示してみると下記のようになろう。富士山型の図は高さが

芸術的高度、幅は人口的広がりを表している。また、山の内側はプロフェッショナル演奏

者対象、境界線はアマチユア演奏者対象、山の外側は聴衆対象の事業である。右側はクラ

シック、左側はポピユラー系とした。

GREAT ARTlST SERIES

コンクール

―ル入賞者ツアー

TODAY

イース ミナー

ノアカデミー

講習会

ケストラ大会

リティーコンサート

ながさき

カ

ト

お「KIDS

事業財団の担当者は、自己の財団を俯轍するために、最も適切と考えられる図を用いて、その事業をプロットしてみる

とよい。事業のバランスの実態がわかるであろう。上図はその一例である。

3.他事業財団

1988年 に文化庁の呼びかけに応じて発足した芸術文化助成財団協議会は、

当初10財団であったが、現在23財団に増加した。純粋な助成財団ばかりでは

」AZZ・

AT・
´

LINCOtN

CENTIER

Ｍ

‐Ｎ

ＨＡ
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なく、事業財団も加入しておりSMFも その一員である。最近では助成兼事

業財団の加入が多くなってきたことは注目される。事業を行っている財団と

しては、SMFを含め約半数である。

活発な事業を行っているいくつかの財団を下記に紹介してみる。 (五十音

順)

●働朝日新聞文化財団

従前助成型であったが1998年 から0大阪国際フェスティバル協会の事業を

引き継 ぐことになったため、助成に加え、大型の事業を展開することになっ

た。大阪国際フェスティバルは40年の伝統を持ち、一流のアーティス ト・団

体を数多 く招聘したことで知られる。発信力が抜群に強力なマスメディアを
バックにしているので今後の活動が注目される。

●働|ア フィニス文化財団

日本のプロオーケストラの楽団員の研鑽 と相互啓発を目的として、室内ア

ンサンブルを中心としたセミナーを行う「アフィニス夏の音楽祭」を1989年

から開催している。地域に根づいた息の長い活動を展開している。

●働サントリー音楽財団

1969年設立で長い歴史と実績を持っている。「サントリー音楽賞」「芥川作

曲賞」などの助成事業を行う一方、記念コンサー ト/「作曲家の個展」コン

サー トなどの事業を確たるポリシーのもとに展開し、つとに知られた財団で

ある。

●②新日鐵文化財団

紀尾井ホールの運営を中心事業として1994年 に設立された財団である。ホ
ールを有しているので明確なコンセプトが打ち出せる。歴史 と伝統ある「新

日鉄コンサー ト」も母体企業から引き継いでいる。「新日鉄音楽賞」贈呈な

どの助成事業も幅広 く行っている。

●働|セ ゾン文化財団

対象を現代演劇 。現代舞踊に絞 り込んだ、日本ではきわめてユニークなメ

セナ財団である。日本のメセナ財団は対象がクラシック音楽に片寄っており、

演劇・舞踊はきわめて少ない。助成事業がメインであるが、アカデミックな

調査研究も充実しており、かつスタジオの提供、セゾン劇場を中心とした自

主公演など、発信力の強い事業を展開している。
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4。 事業財団の特性

財団が一般の会社 と同じ事業を行うのでは意味がない。そこにはおのずと

公益性、公共性、普遍性、そして継続性が必要である。財団の事業は収益を

上げることを目的としていない。したがって、絶対必要なのは事業を継続で

きる安定した経済的基盤である。

企業財団の理事長、会長の多 くが母体企業の トップを兼ねている理由の一

つは経済的に安定するためである。

確固たるポリシーが必要なのはいうまでもない。ポリシーはトップが自ら

の信念により決めるべきである。企業財団のメセナは個人のパ トロネージュ

とは異なる。十分な基本財産を持つごく一部の財団以外では、経済情勢が悪

化した場合、母体企業に対して説得力を持つプログラムを実施していないと、

運用財産 としての寄付予算が削減され、財団の事業が滞ってしまうことにな

ろう。

事業財団は助成財団に比べ、ポリシーをより明確に外部に対して発信でき

る特徴がある。自主事業についてマスコミに対するパブリケーション、また

宣伝広告を通して、対象者に対する訴求力も期待できる。

日本の経済情勢が悪化しているこんにち、発信力を持たない企業財団は、

なんらかのかたちで発信性を身につける必要があろう。

事業財団は、運営に特殊なノウハウを必要とする。したがつて専任の制作

スタッフが必要である。ポリシーに則した事業計画の策定 。実行は外部の専

門家に委託することなく、財団のスタッフ自らで行うことが望ましい。メセ

ナを真に理解し、パースペクティブな視野を持ち、バランス感覚に優れたア

ー トプロデューサーやアー トマネジャーが必要である。

5。 アンテナを高く

電波と同じくメセナにおいてもアンテナを高 くすることが必要である。発

信 と同時に受信も行う双方向型アンテナである。情報化時代に対応する高度

な性能が必要である。そして、日本のメセナもいっそうの国際化に対応する

ため、地上アンテナのみならず衛星アンテナが必要となる時期がまもなくや

ってくるであろう。
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企業財団の調査結果

『メセナ自書』では企業が行うメセナ活動のほかに、企業財団の芸術文化

(支援)事業についても例年調査を実施 し、各財団の基本方針 と活動内容を

紹介している。今回は、従来の調査のほかに、NPOに 関する意識調査を行

った。

なお、「企業財団」の定義にはいろいろな考え方があるが、ここでいう

「企業財団」は、企業本体の出捐だけでなく、企業オーナー個人が拠出して

いる財団をも含む広義での定義を採用している。

調査方法と回答状況

日本の企業財団のなかで芸術文化に関連のある137財団に調査票を郵送し、

99財団から回答を得た。なお、調査対象期間は各財団の1997年度の 1年間と

し、有効回答は95、 有効回答率は69.3%で ある。97年度に実質的な芸術文化

(支援)活動を行っていない 4財団は集計から除外している。93年版調査以

降の有効回答数は29、 40、 72、 81、 88、 95と 着実に増えてきている。

なお、企業メセナの一つである企業財団の活動を広 く紹介するために、芸

術文化支援を主目的としていない、各財団の芸術文化事業も調査対象にして

いる。

回答企業財団の概要

今回、回答のあった95財団を主務官庁によって「地域法人」と「全国法

人」に分類してみると、全国法人が54財団、地域法人が41財団であった。こ

こでいう「地域法人」とは主務官庁が都道府県レベルのもの、「全国法人」

とは主務官庁が国の中央省庁であるものを指す。当然のことながら、活動範

囲が全国に及ぶか、都道府県内にとどまることが多いか、の違いがある。

設立年別に見ると1970年代に設立された財団 (23財団24.2%)と 1980年代

後半以降設立された財団 (43財団45.3%)が多い。とくにメセナ元年といわ

れる1990年 を挟んで前後 5年間 (1988～1992年)に設立された財団は27団体

(28.4%)で約 3割を占める。まもなく10周年を迎える財団が増えてくるが、

長引 く低金利下、効率性や事業効果の見直しが必要な財団があるとすれば、

活動を続けるうえで一つの節日となる時期に差しかかっているといえよう。

資産規模別で分類すると、総資産額が10億円以上30億円未満の財団が27団

体 (28.4%)あ り、全体のおよそ3割 を占めた。また、資産額が50億円以上

の財団も12団体 (12.6%)あ った。

前回にも回答のあった74財団のうち、親会社等からの支援で資産額が増え

265



266

第4章 1国・地方自治体・企業財団の芸術文化支援

ている財団は26団体 (35.1%)だ ったのに、基本財産の切 り崩し等で資産額

が減った財団は9団体 (12.2%)で あった。

減少した財団の減少総額は2億6894万 円となり、 1財団当たり2988万円、

増加 した財団の増加総額は149億7306万 円となり、 1財団当たり5億7589万

円となる。なお、増加した26財団のうち資産増加額が10億円以上の財団は 3

団体あった。それを除いた23財団の増加総額25億3722万円、 1財団当たり1

億1031万 円となる。

[設立年別財団分布 ] [資 産総額別財団分布 ]

設立年 財団数   比率 (%) 資産総額 財団数   比率(%)

1946～ 1950 0 0.0 1～ 5億 円未満 25 263

1956～ 1960 5 10～ 30億円未満 284

50～ 100億 円未満 7 7.41966´ヽ́1970

1976～ 1980

1986～ 1990

1996～

8.4

21 22.1

1.1

計

無回笞

95 100

計 95 100

1億円未満～1945

1951^´ 1955

312 2       2.1

.0‐ 010 5～ 10億 円未満

1     1.1  .   30～ 50億円未満

6

15     158 1‐00億円以
=

14    147

21      22.1

19 20.0

1961～ 1965

1971～ 1975

1981・、・1985

1‐ 991～ 1995



3● 企業財団の調査結果

回答企業財団のプログラムから

今回の調査では95財団から362件のプログラムの回答を得た。

芸術分野別 に見ると、企業調査 と同様 に「音楽」が最 も多 く、58財団

(61.1%)で 「音楽」のプログラムが実施 された。プログラム数 は168件

(46.4%)に及ぶ。「美術・デザイン」のプログラムも「音楽」と同様、58財

団 (61.1%)で実施された。そのうちの20以上の財団は美術館等の芸術文化

施設を運営している。また、 1財団当たりの芸術文化事業数は3.8件 となる。

今回の調査で84財団からプログラムごとの事業費に回答が寄せられた。そ

の総事業費は46億1471万 円となり、 1財団当たりの総事業費は5494万円とな

る。前回調査では79財団から回答があり、総事業費は60億2005万円、 1財団

当たりの総事業費は7620万円であった。今回は前回に比べて、平均総事業費

が2000万円あまり減少したことになる。

なお、全国法人の平均総事業費は7101万円だったのに対し、地域法人の平

均総事業費は3548万 円であった。

[芸 術分野の財団・活動比率 I

芸術分野        財団数 N=95 比率 (%) プログラム数 N=362 比率(%)
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美術・デザイン

伝統芸能

16

611

168

53

274

135

29

9

41

37.3

2.5

11.3

舞 踊

建築

その他 10 10.5 15 4.1

′音楽
‐||158 61 1           168 46.4   .・ ‐

‐演副
‐26 27.4 13●

鋏像 11

9.1文学

文化遺跡・歴史的建造物  23 |.1  24.2■_   
‐
・‐・    3フ 10.2
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NPOについて

今回の調査で NPOに 関する設間 として、「支援対象 となる芸術団体 と

NPO法人格の有無について」と「NPOに寄付する場合の税制上の優遇措置

に対する意見について」を調査した。

なお、 2つ の設間で回答が多かった組み合わせはつぎのとおりである。
。「法人格の有無については現段階で動向を見守 りたく、また、NPOに 寄付

する場合の税制上の優遇措置についても動向を見守 りたい」・……27財団
。「支援対象となる芸術団体はNPO法人格を有 していなくてもかまわず、

また、NPOに寄付する場合の税制上の優遇措置は講 じられるほうが望ま

しい」・……15財団
。「支援対象となる芸術団体はNPO法人格を有 していなくてもかまわず、

また、NPOに寄付する場合の税制上の優遇措置は必要である」・……13財団

[NPOに寄付する場合の税制上の優遇措置に対する考え]SA
N=95

無回笞

7.40/o 優遇措置が

必要である

24.20%o

[支援対象となる芸術団体とNPO法人格の有無との関連]SA
N=95

現段階では

なんともいえな

40.00Иo

優遇措置は

必要でない

2.10/o

優遇措置が

望 ま しい

26.30/o

無回答

5.30Иo

現段階では

なんともいえない

33.70%o

有無に

かかわらず

支援しない

2.1 0Иo

有 していることが

必要条件

2.1 0Иo

有 していることが

望ましい

15.80%o

有 していな くても

かまわない

41.1 0Иo

い
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41 企業財団の芸術文化活動一覧

事業方針 と活動内容

●
―

ここに掲載した財団の活動は、日本の企業財団のなかで芸術文化 との

関連のある団体、計137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を五十音順に掲載している。

●
―

各財団の住所 。電話番号下の日は設立年、回は主たる出捐者、日は主

務官庁、口は資産総額、日は代表者名を示している。

●
―

掲載したプログラムは1997年度のものである。芸術文化支援活動だけ
でなく、芸術文化事業のプログラムも紹介している。

●
―

芸術分野は、「音楽」「美術 。デザイン」「演劇」「舞踊」「映像 (映

画・ ビデオ)」 「建築」「文学」「伝統芸能 (無形文化財)」 「文化遺跡・

歴史的建造物 (有形文化財)」 に区分し、該当しない分野は「その他」
に区分することとした。

また、「オペラ」は「音楽」に、「ミュージカル」は「演劇」に、「書

道」「写真」は「美術・デザイン」に含み、芸術文化 と直接関連 して
いない「スポーッ」「学術研究」「生活文化」「福祉」「環境問題」など

はメセナ活動から除外している。

なお、複数の芸術分野にわたるプログラムの場合は、芸術分野に複数

記入している。

●
―

芸術分野の表記にあたり、「美術・デザイン」は「美術」と、「伝統芸

能 (無形文化財)」 は「無形文」と、「文化遺跡・歴史的建造物 (有形

文化財)」 は「有形文」と略している。
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財団法人愛銀教育文化財団270
〒460-8678 愛知県名古屋市中区栄3-14-12 愛知銀行本店内 TEL.052-262-9601
FAX.052-261-7896
口1990年 4月 口豚式会社愛知銀行 口1愛知県教育委員会 口5億 1622万円 EP」 出ヽ員市

基本方針

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。

芸術文化プログラム名 芸術分野 事業費(万円)

音楽活動への助成 音楽 120

郷土史研究への助成 無形文 180

美術工芸活動への助成 美術 60

演劇活動への助成 演劇 140

高校生の文化活動等への助成 演劇 150

舞踊活動への助威 舞 踊 30

総計 680

〒104¨0061 東京都中央区銀座6-6-7 朝日ビル4F TEL 03-5568-8816 FAX.03‐3571-4032

口1992年 5月 日勝式会社朝日新聞社 口文部省 (文化庁)■ 10億円 口松下宗之

基本方針
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。

芸術文化プログラム名 芸術分野 事業費 (万円)

財団法人朝日新聞文化財団

助威活動 音楽・美術・舞踊・映像 5500

朝日賞 音楽・美術・演劇・舞踊・映像・建築・文学

無形文 。その他

1635

ァサヒ・フェローシップ 音楽・美術・演劇・舞踊・映像・建築 。文学

無形文 。その他

950

企業の社会貢献度調査 音楽・美術・演劇・舞踊・映像・建築・文学

無形文 。有形文 。その他

900

総計 8985

財団法人アサヒビール芸術文化財団
〒130-0001 東京都墨田区吾妻橋 1‐23-l TEL 03-5608‐5202 FAX.03-5608-5201

■1989年 3月 ロアサヒビール株式会社 l目文部省 (文化庁)1目6億 1800万円 口腫口廣太郎

基本方針

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・博物館が開催する美術展覧会への助成。

2 オペラ、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。
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3 美術・音楽にかかわる日本人学生の海外研修への助成。
4 美術・音楽を専攻する外国人留学生への助成。
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。

芸術文化プログラム名            芸術分野

271

事業費(万円)

美術展 730
音楽会 1230
日本人の海外研修帰国発表会 音楽 30

外国人留学生スカラーシップ 音楽・美術 1320
外国人留学生音楽会 音楽 740
総 計 4050

財団法人あさひ 。ひむか文化財団
〒882‐0847 宮崎県延岡市旭町6-4100 TEL 0982-22‐2054 FAX 0982‐ 22-2021
■1985年 11月 口胆化威工業株式会社 口宮崎県 口5億円 口田中信昭

基本方針
1 音楽等の芸術文化に関する行事の開催。
2 地域社会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.

芸術文化プログラム名            芸術分野 事業費(万円)

芸術鑑賞会 音楽 170
文化情報誌 音楽 70

総計 240

財団法人飛鳥保存財団
〒634-0138 奈良県高市郡明日香村越13-l TEL 0744¨ 54-3338 FAX 0744-54-3638
口1971年 4月 口総理府 1口21億 5000万円 口上山善紀

基本方針

地域 (飛鳥)に伝わる伝続芸能継承者育成。

芸術文化プログラム名 芸術分野 事業費(万円)

明日香村文化協会育成助成 二弦琴および南無 音楽・舞踊
手踊り

100

総計 100

財団法人アフイニス文化財団
〒105-0002 東京都港区愛宕1-1-11 虎ノ門八東ビル6F TEL 03‐ 3431‐ 4211
FAX 03‐ 3431-4214
■1988年 3月 口1日本たばこ産業株式会社 口反部省 (文化庁)口53億9000万円 口長岡責
基本方針
「クラシック音楽の普及活動」「音楽家の研鎖に対する援助」「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。

芸術文化プログラム名 芸術分野 事業費(万円)

オーケストラが主催する演奏会等への助 音楽 7900プロ
成

音楽



第4章 1国・地方自治体・企業財団の芸術文化支援

楽団員の海外研修に対する助威 音楽 1572
272

「第9回アフィエスセミナー」の開催 音楽 4788

芸術文化の調査研究に対する助成 音楽 368

「アフィニス・サウンド・レポート」の発行  音楽 380

「アフィニス・アンサンブル・セレクション」 音楽

の開催

715

総計 15723

〒655‐0873 兵庫県神戸市垂水区青山台1-21-l TEL 078-751-5216 FAX 078‐ 751‐ 7696

口 1 969年 11月 口肝植歳男 口兵庫県教育委員会 口9億8500万円 口丼植貞雄

基本方針

教育・学術および文化に関する各種事業を行い、もって学術勤労および社会善行の奨励ならびに文化の振興、

および社会福祉の増進に寄与する。

芸術文化プログラム名 芸術分野 事業費(万円)

財団法人井植記念会

井植文化賞の表彰 音楽・美術・演劇・舞踊・映像・建築・文学

無形文・有形文

430

垂水生活文化協会への助成 (コ ンサート)2件  音楽 100

総計
530

財団法人石川文化事業財団
〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台 1‐6 TEL 03-3294‐ 2418 FAX 03-3294‐ 0621

■1941年 9月 l目石川武美 口文部省 口53億2909万円 口隋川晴彦

基本方針

山本有三記念・路傍の石文学費、路傍の石幼少年文学賞、郷土文化賞の頭彰。

1 路傍の石文学賞は、「路傍の石」「真実―路」などの作品で知られる作家の山本有三氏が、生涯深い関心を

持ち、力を注いできた「青少年の育成」という遺志を顕す貴であり、青少年の読書に適する優秀な文学作

品に贈られる。

2 路傍の石幼少年文学費は、幼児から小学3年生くらいまでの読者を対象に「幼少年の読書に適する優秀な

文学作品の作者」に贈られる。

3 郷土文化賞は、生涯郷土を愛し続けた作家山本有三氏の■であり、郷土の文化育成や環境改善など優れた

文化事業を行っている団体・個人に贈られる。

芸術文化プログラム名 芸術分野 事業費(万円)

路傍の石文学賞 文学 100

郷土文化賞 無形文・有形文 100

路傍の石幼少年文学費 (′ 97年度は該当作なし)文学 0

路傍の石文学賞特別賞 文学 100

300
総 計

財団法人逸翁美術館
〒563-0053 大阪府池田市建石町7-17 TEL 0727¨ 51-3865 FAX 0727-51‐ 2427

■1957年 7月 口阪急電鉄株式会社 口文部省 口小林公平

基本方針

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。
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美術工芸品および庭園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。

芸術文化ブログラム名 芸術分野 事業費(万円)
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展覧会の開催 美術

講演会の実施 美術

館蔵美術品の貸出

財団法人出光美術館
〒100-0005 東京都千代田区丸の内3-1-1 TEL.03-3213-9402 FA)( 03‐ 3213‐ 8473
口1972年 9月  l口出光興産株式会社 口l文部省 (文化庁) 口853億 9870万円 口出光昭介
基本方針

優れた美術品を後世に伝える一助をなす。展覧会を通じての社会教育の助成と海外に対する日本文化の紹介。

芸術文化プログラム名 芸術分野 事業費(万円)

美術館運営 (展覧会開催) 美術 30800
総計 30800

財団法人伊藤忠記念財団
〒173-0035 1東京都板橋区大谷口2-3-6 TEL.03-3974-2531 FAX.03-3974-2049
口1974年9月 口伊藤忠商事株式会社 口総務庁青少年対策本部 口戸崎誠喜

青少年の健全育成を目的とし、四つの助成事業と表彰、施設提供事業を行つている。内容は、青少年問題を
取り上げ有識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、ボランティアリーダーの養成を行つている。

芸術文化プログラム名 芸術分野 事業費(万円)

子ども文庫助成事業 演劇・映像・文学 3000
子ども文庫功労賞 文学 200
総 計 3200

財団法人岩谷直治記念財団
〒100-0014 東京都千代田区永El町2-10-2 TBRビ ル712 TEL.03-3580-2251
FAX.03‐3580-2700
■1973年 11月 口旨谷直治 (岩谷産業株式会社名誉会長)口科学技術庁 □旧億4093万 円 口岩谷徹郎
基本方針

当財団の芸術文化事業助成も12年 目になるが、今後の考え方は、
1 助成の継続を第一に考える。
2 主務官庁の手前、新しい助成は行わない。

芸術文化プログラム名            芸術分野 事業費(万円)

日本音楽コンクール 音楽 1000

口19 83年 10月 口植野藤次郎 l口兵庫県教育委員会 □ЮO億3851万円 口腫野藤次郎

1000総計

財団法人植野アジア芸術文化振興財団
〒659-0003 兵庫県芦屋市奥池町12-l TEL.0797-38-0021 FAX 0797-32-2797
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基本方針
1 エンバ中国近代美術館の維持運営。

2 当財団が建設して1994年に寄付した氷上町立植野記念美術館の受託運営。

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「エンパ美術コンクール」、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 地震による収蔵品の修復。

芸術文化プログラム名 芸術分野 事業費(万円)

美術展覧会の開催 800

小学生のための夏期陶芸教室

850
総計

財団法人エー・ビー・シー音楽振興財団

〒531-0075 大阪市北区大淀南2‐2-48 朝日放送内 TEL 06-453-5340 FAX 06‐ 453-5121

田1990年9月 口文部省 (文化庁) □4億7200万円 口藤井桑正

基本方針

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。

芸術文化プログラム名 芸術分野 事業費(万円)

ABC新人コンサートオーディション (新人コ

ンサート、フレッシュガラ、フレッシュコンサ

ート)

3151

ABC国際音楽賞 音楽 1893

ザ・シンフォニーホール ユースオーケストラ 音楽

への助成

100

日本のオペラシリーズヘの助成 音楽 200

総計
5344

財団法人エネルギア文化・スポーツ財団
〒730-0041 広島市中区小町4-33 中国電力内 TEL 082‐ 542-3639 FAX.082-542 -3644

口1994年 10月 口中国電力株式会社ほか関係17社 口文部省 ロレ0億 7110万円 口多田公熙

基本方針

中国地域在住の団体または個人による美術・音楽・伝統文化・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、地域の文化・スポーツの振興と発展に寄与する。

芸術文化プログラム名 芸術分野 事業費(万 円)

中国地域在住者による美術の展示発表活動   美術 387

中国地域在住者による音楽の公演活動 音楽 1298

中国地域在住者による伝統文化の活動 無形文 656

エネルギア美術賞 50

エネルギア音楽賞 音楽

エネルギア伝続文化賞 無形文

総計

〒870‐0938 大分市今津留3-1-1 大分放送内 TEL.0975-58‐ 111l FAX 0975‐ 51-1111

口1989年9月 日株式会社大分放送 口医分県教育委員会 口5371万円 口七蔵司真―

財団法人大分放送文化振興財団

2491

美術
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基本方針

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
与することを目的とする。

芸術文化プログラム名            芸術分野

もって大分県の文化の発展および育成に寄

事業費(万円)

275

大分交響楽団の活動について 音楽

大分県民演劇の活動について 演劇 40

県民オペラ30周年・メモリアルオペラコンサ 音楽
―卜の活動について

国民文化祭に向けて大分マンドリン・オーケス 音楽
トラの活動について

20

三浦梅国に関する研究活動 その他 20

第7回日韓現代絵画交流展 美術 20

別府アルゲリッチ音楽祭への活動 音楽 20

市民グループ「ハーモニアス別府」の活動   音楽 20

230総計

財団法人大桑教育文化振興財団

口1993年 9月  l日大桑勇 (株式会社チェーンストア オークヮ代表取締役会長)口和歌山県教育委員会 ロ
2億 795万円 口床1桑勇

〒641-0006 和歌山市中島184‐ 3 TEL 0734-25‐3394 FAX.0734‐ 26-1049

基本方針

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300万円で
ある。なお、当財団の事業は大学生に対する奨学金の給付と、教育 。文化振興のための援助と寄贈の2つの柱
から成り立つている。1997年度より「大桑文化奨励賞」を設ける。これは和歌山県出身または在住で文学・
芸術の分野で活動している素質ある有望な新人に贈るもので賞金は50万円である。

芸術文化プログラム名 芸術分野 事業費 (万円)

花園村郷土古典芸能保存会

椎出鬼の舞保存会

岡崎団七踊保存会 舞踊

和歌山商工まつり実行委員会 無形文

高野山不動堂修理事務所 有形文

大桑文化奨励賞 (永栄啓伸氏) 文 学

■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23社 口大阪府教育委員会 口7億
3249万円 口麻本省三

総計 300

〒565-0826 大阪府吹田市千里万博公園10-5 TEL 06-877-1971 FAX 06-877-1973

基本方針

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。

財団法人大阪日本民芸館
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276 6 その他目的を達成するために必要な事業。

芸術文化ブログラム名 芸術分野 事業費(万円)

展示「西日本の工芸―くらしの美」

特別展「没後20周年―陶匠・浜田庄司」    美術

特別展「李朝の工芸」 美術

財団法人音楽鑑賞教育振興会

〒153-0063 1東京都目黒区日黒1-4-l TEL.03-3495-6885 FAX 03-3495-9981
口 1972年4月 口文部省 ■24億円 口松本誠也

基本方針

主として、小、中、高等学校における音楽教育の向上をはかるため、とくに鑑賞教育について、指導法、教

材 (音楽)研究、開発制作、演奏会の後援、コンサートチケットの斡旋、音楽教師のための講習会、研修会の

開催、後援 (講師、機材、教材提供)などを行っている。また月刊誌 F音楽鑑賞教育』を通じて、音楽、音楽

鑑賞についての資質の向上に役立つようにしているが、これらの活動は一般向けとして、生涯学習としても行

っている。

芸術文化プログラム名 芸術分野 事業費(万円)

音楽鑑賞教育振興論文作文募集 音楽 1800

出版 (『音楽鑑賞教育』等を発行) 音楽 2500

鑑賞教室開催 音楽 90

賛助活動 (コ ンサート、音楽教育研究会等を費 音楽

助)

夏期講習会および冬期講習会の開催 音楽 450

講習会の後援 1600

総 計
7100

財回法人音楽教育振興財団
〒164-0001

口1991年 2月

東京都中野区中野2‐7-6 TEL 03‐ 5835‐ 7738 FAX 03-5385-7727

口三浦規 口文部省 □Ю億円 口三浦規

基本方針

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立つ諸活動に対する助成等を通して、音楽文化の発展に寄与すること

を目的とする。助威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、音楽教育に役立つ諸活動

も含む。

芸術文化プログラム名 芸術分野 事業費(万円)

音楽教育振興賞 (顕彰部門) 音楽 700

音楽教育振興賞 (助成部門) 音楽 300

1000
総計

財団法人花王芸術・科学財団
〒103-8210 東京都中央区日本橋茅場町 1‐ 14-10 TEL.03-3660-7055 FAX 03‐3660‐ 7994

口1990年 10月 l目花王株式会社 □屎部省 (文化庁)口125億円 口躊盤文克

基本方針

財団全体としては、「人間性あふれる文化の創造」のために、下記を基本的な枠組みとし、21世紀を拓く新

しい取り組みに着手します。

1 人間性を豊かにする芸術文化の創造。
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2 人間社会に真に役立つ科学技術の創造。
3 文 。理を融合した総合的な課題解決。

うち、芸術文化 (支援)事業については、従来同様「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」ことと
しています。

芸術文化プログラム名 芸術分野 事業費(万円)
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芸術文化活動への助成事業 音楽・美術 4310
総計 4310

財団法人鹿島美術財団
〒107-0052
■1982年 11月

東京都港区赤坂6‐ 5-30 KIビ ル8F TEL 03‐ 5382-5920 FAX 03‐5561-2016
口鹿島卵女 口文部省 (文化庁)■10億 1200万円 口鹿島昭―

基本方針

美術に関する調査研究、出版物の刊行、国際交流等の助威援助を行つて美術の振興をはかり、もってわが国
の文化の向上、発展に寄与する。

芸術文化プログラム名 芸術分野 事業費(万円)

美術に関する調査研究の助成 2900
美術に関する出版の援助 820
美術に関する国際交流の援助 693
鹿島美術財団賞 100

総計 4513

財団法人北野生涯教育振興会
〒153-0053 東京都目黒区五本木1-12-16 TEL 03-3711-1111 FAX.()3-3711-1775
口1975年 6月 2北野隆春 口文部省 □B億 1145万円 口比野隆興

基本方針
一般人を対象に民俗、美術を中心とした文化への参加、きつかけづくり。

芸術文化プログラム名            芸術分野 事業費(万円)

彫刻奨学金 美術 317
美術め ぐり 美術 183
城め ぐり 有形文 20

伝承学習 無形文 156

676総計

財団法人北野美術館
〒381-0101 長野市若穂綿内7963‐2 TEL 026-282-3450 FAX.026-282-2955
■1967年 日長野県教育委員会 ■1 9億6678万円 口北野次登

基本方針
1 美術作品の収集、保存および一般公開ならびに美術作品・美術関係資料に関する研究調査を行い、あわせ

て美術に対する知識の普及をはかり、わが国の学術文化の振興に寄与する。
2 美術館その他、国、地方公共団体などの主催する展覧会などへの美術品の貸与。
3 各種出版物、ガイドブック、カレンダーなどに作品の掲載許可およびポジフィルムの貸与。
4 館内ビデオルームにて、所蔵作品説明ビデオの放映および日本巨匠シリーズその他の放映。
5 入館者に対する作品鑑賞の手引き、説明案内の実施。
6 地域小 。中学校行事への美術鑑賞の無料開放の実施。

美術
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278 7 特別展、北野美術館大賞展 (新人発掘)の実施。

芸術文化プログラム名            芸術分野 事業費(万円)

長野オリンピツク文化・芸術祭参加プログラム 美術
「
′
98新春所蔵名作展」～富士シリーズ～

100

10Cサマランチ会長夫人主催のテイーパーテ 音楽・美術 その他 50

ィーヘの会場賞与

150
総計

財団法人吉備路文学館
〒700-0807 岡山市南方3-5-35 TEL 086-223‐ 741l FAX 086-223-7411

■1985年3月 l四株式会社中国銀行 口岡山県教育委員会 口9億9000万円 口山田良祐

基本方針

岡山県に関係ある文学資料および文学に関連する歴史資料、美術資料、郷土文化資料の収集・保管、展示、

啓発の事業等を行い、もって広く郷土文化資料の普及、県民の文化意識の昂揚と県民の教育および文化の発展

に寄与することを目的とする。

芸術文化プログラム名 芸術分野 事業費(万円)

展示活動 文学 220

収集活動 文学 160

普及活動 文学 。その他 0

380総計

財団法人矯正福祉会
〒100‐ 0005 東京都千代田区丸の内1-5-1 新丸ビル8F 日立製作所内

TEL.03-3212-111l  FAX.03…3215-2449

口1971年 9月 2株式会社日立製作所 日は務省 口10億 1000万円 口長島敦

基本方針

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・矯正教育に、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・詩歌・随筆などのコンクール、出版)に継続して助成してい

る。

芸術文化プログラム名 芸術分野 事業費(万円)

文芸作品コンクール・出版事業 美術・文学 500

500総計

財団法人紀陽文化財団

〒640-8033 和歌山市本町 1‐35 TEL 0734… 26‐ 7133 FAX 0734‐ 31-3511

l■11995年8月  l四株式会社紀陽銀行 口l和歌山県教育委員会 ■1億 5000万円 口西達司

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、つぎの事業を行う。

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。

芸術文化プログラム名 芸術分野 事業費(万円)



紀陽クラシックコンサート (2回 ) 音楽
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900 279
美術鑑賞の支援 110
総計 1010

財団法人キリン福祉財団
〒104‐ 8288 東京都中央区新川2.…10-1 キリンビール新川本社ビル内 T[L03‐ 5540-3522
FAX.03-5540-3525
■1981年 7月 ロキリンビール株式会社 口厚生省 口52億9261万円 ロト山英世

基本方針

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。

芸術文化プログラム名 芸術分野 事業費(万円)

こどもの国における行事への援助 500
こどもの城における行事への援助 演劇 。有形文 900
児童福祉文化普及事業への援助 演劇・有形文 1250
「キリンフアミリー賞」作品募集・表彰事業  文学 450
人形劇・演劇公演事業への援助 演劇 440
映画上映事業への援助 映像 100
総 計 3640

財団法人熊本放送文化振興財団
〒860-0016 熊本市山崎町30 熊本放送内 TEL 096-328‐ 5503 FAX 096-355-5605
口1983年4月 l四株式会社熊本放送 □熊本県教育委員会 ■ 1 億1000万円 |シ」ヽ堀富夫
基本方針

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。

芸術文化プログラム名 芸術分野 事業費(万円)

音楽活動への助成 音楽 175
文化活動への助成 有形文 70

245総計

財団法人芸術文化振興会
〒399-4117 長野県駒ケ根市赤穂88 TEL.0265‐83-5100 FAX.0265-83-5180
■1994年 1囲株式会社エンタープライズ 日長野県教育委員会 口5億4840万 円 口山浦義人
基本方針

財団法人芸術文化振興会は、人口3万3000人という極小市にあって駒ヶ根高原美術館を中心に芸術文化の創
造と発表の場として提供し、美の殿堂としての活躍を助ける。ことに毎週土曜は青少年の育成の場として無料
提供。

芸術文化プログラム名 芸術分野 事業費(万円)

駒ケ根高原美術館別館増築 音楽・美術・演劇・その他 40000

総計

美術

42000

駒ケ根高原美術館企画展 2000
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〒150‐ 0043 東京都渋谷区道玄坂1-21-2 新南平台東急ビル5F TEL 03-3477-6671

FAX.03-5458-1696
■1990年3月  l目東急グループ (東急電鉄、東急百貨店、東急不動産、東急建設、東急バス)|口文部省 (文

化庁)■ 11億 2217万円 口障田二郎

基本方針

優れた人材の発掘と育成を通して、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。

芸術文化プログラム名 芸術分野 事業費(万円)

財団法人五島記念文化財団

オペラ公演への助成 音楽 1200

オペラ新人賞 音楽 150

美術新人賞 150

オペラ新人賞受賞者海外研修 音楽 1830

美術新人賞受賞者海外研修 1100

オペラ新人賞受賞者研修成果発表 音楽 800

美術新人賞受賞者研修成果発表 美術 1814

総 計
7044

財団法人佐賀銀行文化財団
〒840‐ 0813
口1990年 12月

佐賀市唐人2-7-20 TEL.0952-25‐ 1620 FAX.0952‐ 26-7 506

l四株式会社佐賀銀行 口1佐賀県教育委員会 口3億円 口脂山弘養

基本方針

美術・音楽・演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。

芸術文化プログラム名 芸術分野 事業費(万円)

コンサートの開催 音楽 985

地域芸術活動への助成 音楽 300

若手芸術蒙への支援 音楽・美術 409

1694
総計

財団法人三銀ふるさと文化財団
〒515‐0017 三重県松阪市京町510 第二銀行内 TEL 0598‐ 25-0363 FAX 0598-25-0403

口1990年 1月 口1株式会社第三銀行 口匡重県教育委員会 口1億 84万円 口吉田光寛

基本方針

二重県の文化振興、地域文化の育成、県民文化の高揚と潤いのあるふるさとづくりに資するため、芸術文化

支援活動を行う。

芸術文化プログラム名 芸術分野 事業費(万 円)

定期コンサート 音楽 318

三銀ふるさと三重文化賞 音楽・美術・演劇・舞踊・文学・無形文 80

総 計

FAX.03-3589‐ 5344

694

398

財団法人サントリー音楽財団
〒107-8430 東京都港区赤坂3-21-4 サントリービル分室 TEL.03-3589‐ 3

美術



40企業財団の芸術文化活動一覧

口1969年 12月 ロサントリー株式会社 口文部省 (文化庁)■2億 560万 円 口佐治敬三

基本方針

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影を行い、もって洋楽界の水準の向
上に資し、わが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。

芸術文化プログラム名            芸術分野                 事業費(万円)

各種コンサートの開催 音楽

281

音楽賞の贈呈 音楽

音楽に関する出版物の刊行 音楽

邦人作品を含むコンサートの助成 音楽

財団法人サントリー文化財団
〒530-8204 大阪市北区堂島2‐ 1‐5 サントリーアネックス9F TEL 06-342‐ 6221
FAX.06-342-6220
■1979年2月 ロサントリー株式会社 口文部省 ■16億 2120万円 口鳥井信一郎

基本方針

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。

芸術文化プログラム名            芸術分野                 事業費(万円)

出版助成 音楽・美術・演劇・舞踊・映像・建築・文学・

無形文 。有形文・その他

500

サントリー地域文化賞 音楽・美術・演劇・舞踊・映像・建築・文学

無形文・有形文 。その他

1000

総計 1500

財団法人四国民家博物館
〒761-0112 香川県高松市屋島中町91 TEL 087-843-311l FAX 087-344‐ 1831
回1975年 11月 ロカトーレック株式会社 口暦川県教育委員会 |■ 16億 667万円 口伽藤達雄

基本方針

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つていただく (歌舞伎舞台、ギャラリ
ー、民家等)。

芸術文化プログラム名            芸術分野                 事業費(万円)

日本の伝統行事 (どんど焼き、七夕、重陽の節 無形文

句)

10

森の演奏会 音楽 10

子供歌舞伎 13

総計

美術

48

ギャラリー展示 15

作曲委嘱 (邦人作曲家を対象とする)     音楽
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財団法人十八銀行社会開発振興基金282
〒850-0841 長崎市銅座町1-11 十八銀行経済文化部内 TEL.0958‐ 24‐ 1818
FAX 0958-26-6124
口1969年 10月 口株式会社十八銀行 日長崎県教育委員会 口7億219万円 l口野崎元治

基本方針

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。

芸術文化プログラム名            芸術分野                 事業費(万円)

学校・地方公共団体等の楽器・視聴覚機器の購 音楽・映像

入

学校・各種研究団体の図書購入・研究誌発行費 文学・無形文・有形文 150

文化財・民俗・歴史等の研究団体の活動費   文学・無形文・有形文 170

音楽・演劇・演奏家団体への公演活動費    音楽・演劇 140

総 計 920

財団法人新日鐵文化財団
〒102-0094 東京都千代田区紀尾井町6‐ 5 紀尾井ホール TEL 03-5276‐ 4500
FAX.03-5276-4527
口 1994年 11月 口断日本製鐵株式会社 口文部省 (文化庁)■ 16億 7400万円 口開

‐
藤裕

基本方針
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。

芸術文化プログラム名 芸術分野 事業費(万円)

音楽家の育成 10400

演奏会等の開催 23800

優れた音楽活動に対する支援 音楽 5700

音楽ホールの管理・運営 音楽 15200

総計 55100

〒857-0806 長崎県佐世保市島瀬10-12 TEL 0956-23‐ 3606 FAX 0956‐ 24‐ 5363

口1989年 9月 口,株式会社親和銀行 日長崎県商工労働政策課 四5億952万円 口1田添秀夫

基本方針

親和銀行の企業理念である「地域社会への貢献」を、よりいっそう推進し、地域の産業・文化を振興するた

めに、長崎県内の優れた町おこし活動、県産品の開発、学校教育活動、学術研究活動などに助成を行っていく

ことと、書籍刊行による地域文化の向上に資することを方針としている。

芸術文化プログラム名            芸術分野                 事業費(万円)

地域活動への助成 無形文・有形文 340

財団法人親和銀行ふるさと振興基金

学校教育活動への助成 370音楽

710総計
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財団法人末永文化振興財団 283
〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2-10-16 寿軒ビル TEL 092-411-2612
FAX.092-474-1330
■1985年4月 口1末永文子、末永直行 :口1福 岡県教育委員会 口5億 1673万円 口末永直行

基本方針
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 各種団体のオーケストラ、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。
3 福岡音楽学院の協力を得て、音楽教育の振興をはかる。
B・ 絵画展示場の提供
1 郷土芸術象に絵画、彫刻などの展示場を提供する。
C・ 国際交流の推進
1 福岡YMCA学国にホール・教室 。図書館を優先的に提供し、語学教育を通して国際交流を支援する。
2 九州日仏学館にホール・教室を優先的に提供し、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YMCAとともに、多様な国際理解や交流の場をつくる。

芸術文化プログラム名            芸術分野                 事業費(万円)

音楽活動への助成 音楽 150

絵画展示場の提供と美術館の運営 美術 100

総計 250

〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅1-2-4 TEL 052-581-2904 FAX 052-583-9287
l■11986年 11月 口名古屋鉄道株式会社 l鳳愛知県教育委員会 ■37億 6513万円 口梶井健―

基本方針

杉本健吉の新平家物語・聖徳太子博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、lま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、ひいてはわか国文化の高揚と、社会教育
の振興に寄与せんとするものである。

芸術文化プログラム名            芸術分野                 事業費(万円)

常設展 (代表作品展) 美術 175

財団法人杉本美術館

企画展 105

総計 280

財団法人住友財団
〒105-0012 東京都港区芝大門1-12-16 住友芝大門ビル2号館 TEL 03‐ 5473-0161
FAX.03-5473-8471
■1991年9月 口住友グループ20社 口総理府 口140億 5539万円 l口」ヽ田稔

基本方針
「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。また、自国および他国の文化に対する認識を深めるには、文化財に接することが最適の方法の一つです。
これらの点から、文化財の保存・次世代への継承は、しヽ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・修復には必す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しヽます。

芸術文化プログラム名            芸術分野                 事業費(万円)

文化財維持・修復事業に対する助成 有形文 4804
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284 海外の文化財維持・修復事業に対する助成   有形文 2200

総 計 7004

財団法人駿府博物館
〒420‐ 0852 静岡市紺屋町15‐ 4 TEL 054-252-011l FAX 054-252-7011
■1970年 12月 |口株式会社静岡新聞社、SBS静岡放送 l口1静 岡県教育委員会 諄 億193万円 |"ヒ木徹

基本方針

当財団は、博物館法第1章第3条に規定された、登録博物館で、主たる事業は、展覧会の開催、博物館資料

の収集保管、調査研究、普及活動で、「助成」「奨学」「顕彰」については行わないし、当法人定款(寄付行為)

にも規定されておりません。

芸術文化プログラム名            芸術分野                 事業費 (万円)

美術展覧会 992

総 計 992

財団法人セゾン現代美術館
〒389-0111 長野県北佐久郡軽井沢町長倉芹ケ沢2140 TEL.0267‐ 46-2020
FAX 0267-46-2021
■1960年 10月 日に野県教育委員会 l口73億 5793万円 口提‐清二

基本方針

収商品を通して、現代美術の啓豪、普及活動および、展覧会を通して

芸術文化プログラム名            芸術分野

日本の若手芸術家の育成と紹介。

事業費(万円)

荒川修作一意味のメカニズム展 美術 1110

20世紀美術の光と影―セゾン現代美術館コレ 美術

クション展

1305

ART TODAY 1997 0PERA APERTA 美 術 2055

総計 4470

財団法人セゾン文化財団
〒104-0031 東京都中央区京橋 1-6‐ 13 アサコ京橋ビル5F TEL.03-3535-5566
FAX1 03‐ 3535‐ 5565
口1987年 7月 口堤清二 日反部省 (文化庁)口 1 05億 9034万円 口堤清二

基本方針
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。

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。

芸術文化プログラム名            芸術分野 事業費(万円)

現代演劇・舞踊助成 (創造環境整備活動)  演劇・舞踊 1150

現代演劇・舞踊助成 (アーツマネジメント留学 演劇・舞踊 750

研修 )

現代演劇・舞踊助成 (芸術創造活動 |) 演劇・舞踊 1600

現代演劇・舞踊助成 (芸術創造活動‖) 演劇・舞踊 3200

現代演劇・舞踊助成 (国際交流公演活動)  演劇・舞踊 2200

現代演劇・舞踊助成 (国際共同創造活動)  演劇・舞踊 1000



特別助成 音楽・演劇 。文学 。その他
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4943 285
自主製作事業 演劇・舞踊 10414

総計 25257

〒102-0076 東京都千代田区五番町5‐ l JS市ケ谷ビル7F TEL.03-3261-9831
FAX (33‐ 3261-9898
■1984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 !E文部省 (文化
庁)日目15億 2900万 円 口床賀典雄

基本方針

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。

芸術文化プログラム名            芸術分野                 事業費(万円)

国際的フェスティパル、コンクール等の開催お 音楽
よび協力

5368

財団法人ソニー音楽芸術振興会

音楽、オペラ、舞踊等の創造開発および協力  音楽・舞踊 373
芸術家の研鑽に対する助成 音楽 217
その他、目的を達成するために必要な事業   音楽 6880
総計 12838

財団法人ダイキンエ業現代美術振興財団
〒530-0015 大阪市北区中崎西2-4-12 梅田センタービル19F TEL 06… 373-4282
FAX 06-373-4380
■1996年3月 口|ダイキンエ業株式会社 口文部省 □F億円 |"キ上礼之
基本方針

地域社会貢献活動の一環として大阪で唯―の国立美術館である国立国際美術館の運営を支援することで、同
館が主事業とする現代美術の振興に資する。
1 美術館が行う展覧会、調査研究の支援。
2 現代美術に関する講演会などの開催、支援。
3 現代美術作家への助成・顕彰。
4 現代美術に関する出版物の刊行。
5 ミュージアムショップの運営。

芸術文化ブログラム名            芸術分野                 事業費(万円)

国立国際美術館の年間特別展・企画展支援   美術 1100

国立国際美術館の開館20周年記念請演会の支 美術
援

60

財団法人大同生命国際文化基金
〒550-0002 大阪市西区江戸堀1-2-l TEL.06-447-6357 FAX 06-447‐ 6384
口1985年 3月 l口大同生命保険相互会社 l日外務省 口17億 3855万円 口睡藤祐三

基本方針

わが国と諸外国との文化交流の実施あるいは助成を行うことを通して、国際相互理解の促進をはかり、わか
国とくに関西地域の国際化に貢献する。

大阪トリエンナーレ展 (版画展)特別費提供  美術                        50
「国立国際美術館月報」の発行        美術                        9o
総計                                                              1300
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芸術文化プログラム名 芸術分野 事業費(万 円)

286
アジアの現代文芸翻訳出版 文学 1067

国際相互理解促進のための事業助成・協力   美術・その他 945

総 計 2012

財団法人大和文化財団
〒920-0981 石

'|1県

金沢市片町2‐2-5 TEL.076‐ 220-1105 FAX 076-263-6012
■1992年 10月 i四株式会社大和 ロロ川県 |■ 1億 8213万円 口八田恒平

基本方針

地域の音楽活動に対する支援。

芸術文化プログラム名

地域の古典芸能等伝統文化継承のための助成。

地域文化振興に対する支援。

芸術分野 事業費(万円)

石川県音楽文化振興事業団の運営助成 音楽 300

音楽文化国際交流
′
97イ ン ロシア 音楽

石川県婦人コーラス連盟の運営助成 音楽

「リトルバインシアター」の支援 演劇

「コールとかし」の支援 演劇

総計 430

財団法人辰馬考古資料館
〒662-0962 兵庫県西宮市松下町2-28 TEL.0798-34-0130 FAX 0798…34-0130

口1976年 7月 口辰馬悦蔵 口文部省 |口 12億 4628万円 口辰馬寛男

基本方針

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。

芸術文化プログラム名            芸術分野                 事業費(万円)

定期展覧会 (企画展)の開催 美術・有形文 100

館蔵品の保存修復 有形文 100

200総計

財団法人たましん地域文化財団
〒186‐0004 東京都国立市中1-9-52 多摩中央信用金庫国立支店ビル TEL.0425¨ 74-1360
FAX.0425-77‐ 5070

l口11991年 4月 2隆摩中央信用金庫 1回東京都教育委員会 口18億8591万円 1沖鴫榮治

基本方針

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「たましん歴史・美術館」で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。

芸術文化プログラム名            芸術分野                 事業費(万円)

たましん歴史・美術館における企画展示    美術 1465

御岳美術館 (分館)における常設展示 美術 560

多摩地域の歴史・民俗などの調査研究と機関誌 無形文・有形文

『多摩のあゆみ』発行

1745



多摩地域の歴史・美術などに関する講演・見学 美術
会・教室
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56 287

多摩地域の歴史・民俗などの研究団体、保存団 無形文
体への助威

50

たましん財団賞 20

総計 3896

財団法人中信美術奨励基金
〒600-8009 京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町9 1 京都中央信用金庫内 TEL 075-223-8385
FAX 075-223-2563
l■ 1987年4月 口京都中央信用金庫 l口京都府教育委員会 酔 億5500万円 口道端進

基本方針

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、ならびに京都市民の精神文化向上に寄
与すること。

芸術文化プログラム名 芸術分野 事業費(万円)

京都美術文化賞贈呈 美術 600
京都美術文化賞受賞記念展 美術 250
『美術京都』出版 313
総 計 1163

財団法人東京オペラシティ文化財団
〒163‐ 1403 東京都新宿区西新宿3-20‐ 2
FAX 03-5353-0771
口1995年 12月 口日本生命保険相互会社、

東京オペラシティタワー3F TEL 03-5353¨0770

N~「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 (文化庁)!■9億 2800万円 日米澤啓明
基本方針

当財団は、東京オペラシティと呼ばれる大規模な、賑わいのある文化ゾーンの施設のうち、コンサートホー
ル、アートギャラリーを拠点に、音楽、美術を中心とした幅広しヽ文化事業を実施します。
また、新国立劇場など他の施設と連携をとり、お互いに補完・影響し合い、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みます。
コンサートホール (武満メモリアル)では、97年 9月の柿落としから98年 6月 までオープニングシリーズ

として67公演を実施しました。
また、アートギャラリーでは99年秋のオープンを前に難波田龍起作品展previewl～ 6を実施中です。

芸術文化プログラム名 芸術分野 事業費(万円)

オープニング・コンサート (1公演)小澤征爾 音楽
指揮/サイトウキネン・オーケストラ

アドバイザリー・コミュニティシリーズ (8公 音楽
演)

VOICE=声 (5公演) 音楽

キーボード・プラス (9公演) 音楽

TIME一日本のオーケストラの時 (5公演)  音楽

コンポージアム1997(9公演) 音楽

オルガンシリーズ (4公演) 音楽

アジアの地平 (1公演) 音楽

ウインドウ (8公演) 音楽

リンガリング・コンサート (5公演) 音楽

美術
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288 ニューイヤーコンサート (1公演) 音楽

特別演奏会 (3公演) 音楽

難波田龍起作品展preview3.4

対談と講演シリーズ・難波田龍起を偲んで   美術

難波田龍起追悼文集『翔』の刊行 有形文

財団法人道銀文化財団

〒060-0042 北海道札幌市中央区大通西4丁目 北海道銀行別館 TEL.011-233‐ 1029

FAX.011-221-0481
l■11991年 3月  l口株式会社北海道銀行 日誂海道教育庁 口3億円 口靡田恒郎

基本方針

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、広く道民の芸術鑑貴の機会を与えることを目的に活動している。

芸術文化プログラム名 芸術分野 事業費 (万円)

第86回さつぼろ市民コンサート 音楽 30

第11回 ライラックコンサート 音楽

美術鑑賞会 美術 30

第7回道銀芸術文化奨励賞 美術・舞踊 130

音楽、美術、演劇、文学、4団体への連携支援 音楽

事業

美術・演劇・文学 80

770
総計

財団法人東芝国際交流財団
〒105-8001 東京都港区芝浦 1‐ 1-1 東芝ビル3C-4 TEL.03-3457-2733・ 8468

FAX.03‐ 3457-4389
口 1 989年4月 口株式会社東芝 □瞳産省 口30億2000万円 口佐藤文夫

基本方針

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

とともに芸術面に重点を置く。

芸術文化プログラム名 芸術分野 事業費(万円)

海外の大学・美術館の日本研究活動 (芸 術文 美術・演劇・映像 文学・無形文 680

化)行事助成

美術館・博物館の行事、展示物の案内、図録の 美術・有形文

作成助成

570

国内グループの海外公演の助成 音楽・演劇 200

芸術家の海外創作交流活動の助成 美術 150

海外美術館展示物の案内・広報紙の発行、日本 美術

美術品の保存助威

1930

総計

基本方針

口3億 7 54万円 国内池佐太郎

3530

財団法人東邦銀行文化財団

〒960-8041 福島市大:町3-25 TEL.024-523-5882 FAX 024‐ 522-5663

l■11993年 4月 IB株式会社東邦銀行 l目福島県教育委員会

美術
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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世紀を担う人材の育成
に寄与する。

芸術文化プログラム名 芸術分野 事業費(万円)

289

地域文化活動団体への助成 音楽・美術・文学・無形文 380
北川暁子ピアノリサイタルの開催 音楽 117
総計 497

財団法人東洋信託文化財団
〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-4-3 TEL.03‐ 3218-061l  FAX.03-3201-2935
■1989年 11月 口1東洋信託銀行株式会社 l口文部省 (文化庁):四9億8840万 円 口隊背光雄
基本方針

地域における継続的な文化活動に助成
1 アマチユアの音楽団体が開催する公演。
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 美術館等が企画開催する美術展。

芸術文化プログラム名 芸術分野 事業費(万円)

音楽活動に対する助成 音楽 750
演劇活動に対する助成 演劇 350
伝統芸能に対する助成 無形文 700
美術展に対する助成 700
総 計 2500

財団法人徳島新聞社会文化事業団
〒770‐0853 徳島市中徳島町2-5-2 TEL 0886-55‐ 7365 FAX 0886-55‐ 7395
口1973年 3月 口随1島新聞社 口朦島県 |四13億 9458万円 口阪田雄幸
基本方針
地方文化の向上をはかることを目的とした事業と各団体への助成を行う。

芸術文化プログラム名            芸術分野 事業費(万円)

徳島新聞助成金 音楽・美術・演劇・無形文 1139
障害者芸術祭「エナジー97」 291
チヤリティ 絵画展示即売展 美 術 484
総計 1914

財団法人富山佐藤美術館
〒930-0081 富山市本丸1-33 TEL 0764-32‐ 9031  FAX.0764-32-9080
口1957年 12月  |]左藤助九郎 ロロ山県教育委員会 □18億 8646万円 口佐藤助九郎
基本方針

美術品の収集

芸術文化プログラム名

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。

事業費(万円)

総計

芸術分野

1790

特別展開催 1650
平常展開催 140

美術
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財団法人トヨタ財団290
〒163-0437 東京都新宿区西新宿2… 1-1 新宿三井ビル37F TEL.03‐ 3344-1701

FAX.03‐3342‐ 6911

口1974年 10月 ロトヨタ自動車株式会社 口俗1理府 ロレ14億円 ロロ田英二

基本方針
1 当財団は、助成財団であり、芸術文化事業への助成も、助成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つて行われる文化的な事業や研究への助成を行ってしヽる (国

際助成)。

4 当財団は、日本と東南アジアの文学など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)。

芸術文化プログラム名 芸術分野 事業費(万 円)

「隣人をよく知ろう」プログラム 文学 1690

総計
1690

財団法人長島文化財団
〒890‐ 0045
日11985年 3月

口辰島公佑

基本方針

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給付。

芸術文化プログラム名 芸術分野 事業費(万円)

鹿!見島市武3-42-18 TEL 099-250-5400 FAX 099-250-5478
日長島公佑 (長島商事株式会社代表取締役)口鹿児島県教育委員会 口56億 5862万 円

長島美術館の管理・運営

財団法人奈良そこう美術館

〒630‐ 8510 奈良市二条大路南1…3-

口1989年 9月 |口株式会社奈良そこう

l TEL 0742-36-3141  FAX 0742-36-3872
口p億5000万円 口野田泰通

基本方針

古今東西の優れた美術を紹介して、関西地区の文化の向上に資する。

芸術文化プログラム名 芸術分野 事業費(万円)

美術展の開催 19000

総計
19000

財団法人ニッセイ文化振興財団
〒100-0006 東京都千代田区有楽町1-1-l TEL.03-3503-3111 FA)( 03-3501-6816

口1973年 11月 口日本生命保険相互会社 口1文部省 回1 4億8788万円 ロシ」ヽ林玉夫

基本方針

当財団は、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する。

上記目的を達成するためにつぎの事業を行う。

1 児童向けおよび一般向け舞台芸術等の開催。
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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、請演会等の開催。
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などの表彰。
7 その他上記目的を達成するために必要な事業。

芸術文化プログラム名

291

芸術分野 事業費(万円)

こどものためのミユージカル・プレイ「ニッセ 演劇
イ名作劇場」(第35回)の主催および感想文集
の発行

青少年のための「日生劇場オペラ教室」の主催 音楽

第6回「日生劇場国際サマーフェスティヴァ 音楽・演劇
ル」の主催

「ニツセイ・オペラ・シリーズ
′
97」 の主催  音楽

「ニツセイ・ミュージック・コンサート」の主 音楽
催

海外の優れた舞台芸術の招聘 音楽・演劇

「ニツセイ・パツクステージ賞」の表彰    演劇

「日生劇場舞台フォーラム
′
97」 の開催 演劇

財団法人日本生命財団
〒541¨0042 大阪市中央区今橋3‐ 1‐7
FAX 06-204-0120

日本生命

'橋
ビル TEL 06‐ 204-4011

Ai9ts+7F 口1日本生命保険相互会社 口l総理府 口119億 8357万円 :口」ヽ林幹司
基本方針

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しヽて市販性に乏しいが、学術的

・専門的見地から公開が強く要請されている学術的専門書の出版に資する。
3 児童・少年自らが、郷土芸能伝承活動や音楽活動・図書文庫活動などの地域活動を実践することにより、

創造力に富んだ情操豊かな子供たちに成長することに資する。

芸術文化プログラム名 芸術分野 事業費 (万円)

博物館総合案内出版助成 無形文・有形文

学術書出版助成 無形文・有形文

児童・少年の健全育成助成 音楽・美術・演劇・文学・無形文・有形文

総計 9155

財団法人日本テレビ放送網文化事業団
〒160-0022 東京都新宿区新宿6-27‐ 8 新宿スカイメナービル4F TEL 03-3205-6201
FAX 03-3205-6240
□11976年 11月 口1日本テレビ放送網株式会社 ■15億円 ロロ」ヽ林興二次
基本方針

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。
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292 3 語学研究機関への助成。

4 音楽・芸術 (演劇)への助成。

芸術文化プログラム名 芸術分野 事業費(万円)

第28回世界児童画展 東京中央展および42都 美術

道府県展

3000

劇団01E公演
100

ヴィルトウオーゾ ガラ コンサート 500

ピュリッツアー賞写真展記念シンポジウム   美術 700

総計
4300

財団法人日本美術協会
〒105-0003 東京都港区西新橋1-11-3 虎ノ門アサヒビル6F TEL 03-5251-2245

FAX.03-5251‐ 2247

口1887年 口傘業よりの寄付金 l目文部省 (文化庁)■14億 3279万 円 目瞭島龍三

基本方針

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100周年を記念して創設した「世界文化賞」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。同費は人類共通の「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。

芸術文化プログラム名 芸術分野 事業費(万円)

第9回「高松宮殿下記念世界文化賞」 音楽・美術・演劇・舞踊・映像・建築 30700

第15回「上野の森美術館大賞展」 美術 4000

「VOCA展-98」 美術 2300

美術 10
二科展

第10回 「日本の自然を描く展」 美術 6000

研究会・講演会・セミナー・アートスクール 音楽・美術・演劇・映像・建築 3600
46610

総計

財団法人野間奉公会
〒112-0013 東京都文京区音羽2-12-21 講;討t社 ビリレ TEL.03-5395‐ 3721  FAX 03‐ 3943-1096

口1939年 10月 口文部省 □r4億5500万円 口野間佐和子

基本方針

文芸に対する奨励および表彰。

芸術文化プログラム名 芸術分野 事業費(万円)

野間文芸賞・同新人賞 文 学 ∞
一∞
一〇〇

７

一
４

一
２

一
　

一

一
　

一

一
　

一

三文 学野間児童文芸賞・同新人賞

相模原市児童・生徒図画展
1300

総計

財団法人野村国際文化財団
〒103-0027 東京都中央区日本橋1-9-1 TEL.03-3271-2330 FA)( 03-3281-8522

口1990年 5月 口陳部省 (文化庁) ■40億8400万円 口氏家純―

基本方針

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
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に対しての助成を行います。
1 音楽などの分野における着手芸術家の育成活動に対する助成。
2 芸術文化の国際交流を目的とする講演会、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攻する外国人留学生に対する奨学金の交付。
4 その他、目的を達成するために必要な事業。
上記4項目について、いす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。

芸術文化プログラム名 芸術分野 事業費(万円)

293

パシフイツク・ミユージツク・フェスティバル 音楽
(PMF)に 対する助成

着手芸術家に対する展示場の無料提供およびパ 美術
ンフレット等の制作援助

現代音楽普及のためのCD制作への援助    音楽

敦違研究院の研究者受入事業への助成 美術 。有形文

ローザンヌ国際パレエコンクール交流団体への 舞踊
助成

各種音楽会・展覧会への助成、海外演奏活動の 音楽・美術
サポート

東京芸術大学資料館への寄付 美術

若手音楽家の海外留学への助成 音楽

財団法人八十二文化財団
〒380-0936 長野市岡田178‐ 13 ノヽ十二別館内 TEL.026-224-0511 FAX.026-224‐ 6452
■1985年 3月 口豚式会社八十二銀行 日長野県教育委員会 ■2億円
基本方針

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。
4 新しい情報機能の活用。

芸術文化プログラム名 芸術分野 事業費 (万円)

教養講座の開催 美術 。映像・文学 。その他

コンサートの開催 音楽

ギヤラリー企画展の開催 美術

上記以外の、地域に根ざした芸術文化活動 美術・文学・無形文・有形文・その他

総計 22700

〒103-0016 東京都中央区日本橋小網町11-5 TEL 03-3662-5321 FAX 03‐ 3662-5322
■1980年 8月 ロペんてる株式会社 l目文部省 ■1億円 ロロ間英太郎
基本方針
1 世界児童画展の年度開催。

世界各国 (97年度75か国・地域)よ り児童生徒の絵画作品を募集。優秀作品を選定し、日本および海外
で展覧会を開催。

2 美術教育誌『美育文化』月刊発行。
対象 :美術教育関係者。部数6000部。月額850円 。

財団法人美育文化協会
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芸術文化プログラム名 芸術分野 事業費(万円)

294
第27回 「世界児童画展」開催 美術 650

月刊誌『美育文化』発行 美術 1800

2450
総計

財団法人東日本鉄道文化財団
〒151-8578 東京都渋谷区代々木2‐2-2 TEL 03-5334-0623 FAX.03-5334-0624

口1992年 3月 口運輸省 ■68億円 口住田正三

基本方針
1 鉄道を通じた地域文化の振興。

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。

以上3つを事業の柱とし、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。

芸術文化プログラム名 芸術分野 事業費(万円)

東京ステーションギャラリーの運営と展覧会の 美術

開催

地域文化事業支援 無形文

とうきょうエキコンの開催

みちのくエキコンの開催 音楽・舞踊・無形文

財団法人ビクター伝統文化振興財団
〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷1-14‐5 千駄ヶ谷インテスピル7F TEL 03-5410-7143
FAX 03-5410-7138
■1993年 4月 口|ビ クターエンタテインメント株式会社 口陳部省 (文化庁)口2億8523万 円 口黒河内

茂

基本方針

ビクター財団賞「奨励賞」を設置……将来いっそうの活躍が期待される優秀な演奏家に対して贈呈。

芸術文化プログラム名 芸術分野 事業費(万円)

顕彰事業 第1回ビクター財団賞 音楽 160

160
総計

財団法人美術工藝振興佐藤基金

〒248-0003 神奈川県鎌倉市浄明寺5¨ 9-39(連絡先)TEL 03… 3881‐ 1590 FAX 03‐ 3881-1409

■1979年 5月 l四千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)口7億 3150

万円 口陸藤千壽

基本方針

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。

芸術文化プログラム名 芸術分野 事業費(万円)

創作活動および調査研究に対する助成 美術 160

外国人受け入れに対する助成 560

講演会等 美術 90

若手金工家の育成 美術 100

音楽



総 計
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財団法人ひろしま美術館
〒730-0011 広島市中区基町3‐ 2 T[L.082-223-2530 FAX 082‐223-2519
■1974年4月 1四株式会社広島銀行、広島市 ロレ3億 8386万円 口橋回収

当財団は、1978年広島銀行の創業100周 年記念事業として、「地域への密着と奉仕を強力に推進する」同
行の経営の基本理念に基づき設立されたものであり、国内屈指のコレクションを有する常設展示や、年4～ 5回
の特別展の開催等により、今後とも地域社会の芸術 。文化の向上に資する方針である。

芸術文化プログラム名 芸術分野 事業費(万円)

マナブ間部展 美 術 1700
三尾公三展 美術 1200
タマラ・ド・レンピッカ展 美術 2200
ユトリロ展 美術 2600
マ リー・ ローランサン展 美術 2000
総計 9700

財団法人福岡文化財団
〒812-0011
口1985年 6月

福岡市博多区博多駅前3… 1-l TEL 092-472-1676 FAX 092‐ 452-1137
l困株式会社福岡シティ銀行 日福岡県教育委員会 口6億5000万円 口四島司

基本方針

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しヽます。

芸術文化プログラム名 芸術分野 事業費(万円)

プロムナードコンサート 音楽 350
シルクロード写真展 (4件)および写真集発行 美術 718
アジア国際美術展などの助成 (6件 ) 350
イタリア音楽祭支援 音楽 100
総 計 1518

財団法人福銀報公会
〒810‐0001 福岡市中央区天神2-13-1 福岡銀行広報部内 TEL 092-723‐ 2801
FAX.092‐ 721-5863
[1975+3tr 口株式会社福岡銀行 日福岡県教育委員会 ロレ億5800万円 口 個亮二

基本方針

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。

芸術文化プ回グラム名 芸術分野 事業費(万円)

ふくぎんビルの谷間のコンサート 音楽 250
ふくぎんフレッシュコンサート 音楽 350

〒206‐ 8686 東京都多摩市落合 1‐34 TEL 042‐ 356-0810 FAX 042-356-7301

600総 計

財団法人福武学術文化振興財団
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口1985年6月 l四株式会社ベネッセコーボレーション 口陳部省 口3億 7 00万円 口順武絶―郎

基本方針

当財団の寄付行為には、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

啓発に努め、もってわか国の学術の振興及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掲げている。

芸術文化プログラム名            芸術分野                 事業費(万円)

研究助成 無形文・有形文 1400

学会・研究専会の開催に関する助成 無形文・有形文 250

講演会 文学 66

総計 1716

〒464-0066 愛知県名古屋市千種区池下町2-50 T[L.052-763‐1991 FAX.052-763‐ 1992

口1987年 9月 口店サ|1篇三郎 (日 本ヘラルド映画株式会社名誉会長)

古川鶯之

口愛知県教育委員会 口26億円 ロ

基本方針

古川美術館は、初代館長の故古川篇三郎 (日本ヘラルド映画株式会社名誉会長)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。また独自制作の八イビジョン番組の上映も行われている。なお、平成7年より新たな美術

館活動の一つとして「篇二郎記念館」の公開を行っている。

芸術文化プログラム名 芸術分野 事業費(万円)

財団法人古川美術館

企画展「季を謳う」 美術 100

企画展「絵を味はふ」 美術 100

特別展「聴き耳たてて」 美 術 2350

企画展「美人画展 春招く若女 (お とめ)た 美術

ち」

100

総計 2650

〒522-0043 滋賀県彦根市小泉町31 TEL 0749-23-4575 FAX 0749-27-3008
口1989年 3月 口巨原平次郎 (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 7436万 円

口巨原平次郎

基本方針
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。

芸術文化プログラム名            芸術分野 事業費(万円)

財団法人平和堂財団

海外留学生助成 (芸術部門) 音楽 40

郷土図書寄贈 (製作助成および寄贈) 無形文 150

文化・芸術公演助成 音楽・美術 200

新進芸術家活動助成 音楽・美術 120

新進芸術家美術展の開催 美術 182

音楽・美術・演劇・舞踊・映像・建築・文学

無形文 。有形文
文化団体交流シンポジウムヘの助成 10



総 計

4● 企業財団の芸術文化活動一覧

702 297

財団法人ベルナール・ビュフェ美術館
〒411‐ 0931

口1973年 11月
静岡県駿東部長泉町駿河平 TEL 0559‐ 86‐ 1300 FAX 0559‐ 87-5511

l囲株式会社スルガ銀行 口静岡県教育委員会 口同野光喜

基本方針

フランス現代画の巨匠ベルナール・ビュフェの作品を公開展示することによって、文化の向上に寄与する。

芸術文化プログラム名            芸術分野                 事業費(万円)

ベルナール・ビュフェ美術館の運営 美術

絵画展 美術

財団法人ポーラ伝統文化振興財団
〒104-0061 東京都中央区銀座1-7-7 ボーラビル3F TEL 03-3561-7408 FAX 03-3561‐ 7480
口1979年 12月 口麻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、有限会社ポー
ラ興産 l口文部省 (文化庁)■6億9161万円 目安藤憲

基本方針

わが国の優れた伝統工芸・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、伝統文
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、もつてわが国の文化の向上、発展に
寄与することを目的とする。

芸術文化プログラム名            芸術分野                 事業費(万円)

伝続文化ポーラ賞の贈呈 演劇・舞踊・無形文・有形文 410

出版 演劇 200

伝統文化記録映画の制作 映像 。有形文 1628

伝統文化記録映画の上映 演劇・映像・無形文・有形文 258

総 計 2496

財団法人三井海上文化財団
〒101-8011 東京都千代田区神田駿河台3-9 TEL 03-3259‐ 4131 FAX 03-3291‐ 5466
口1988年 10月 l四三井海上火災保険株式会社 l鳳文部省 (文化庁) 口6億8212万円 口船1方康

基本方針

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。

芸術文化プログラム名            芸術分野                 事業費(万円)

地域住民のためのコンサート開催 音楽 3700
国際交流活動に対する助成 音楽・舞踊・無形文 1900

全国高等学校総合文化祭「東京公演」に対する 音楽・演劇・舞踊
助威

100

第35回記念江差追分全国大会への助成 音楽・無形文 100

総計 5800

財団法人三菱信託芸術文化財団
〒103-0027 東京都中央区日本橋2-2-4 日本橋永楽ビル内 TEL 03-3281-0604
FAX.03-3281-0605



298

第4章 1国・地方自治体・企業財団の芸術文化支援

口1987年 12月 口三菱信託銀行株式会社 □反部省 (文化庁)□2 1億 5781万円 口麻宏

基本方針

わか国のプロのオペラ、オーケストラ、その他の音楽団体か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。

芸術文化プログラム名            芸術分野                 事業費(万円)

三菱信託音楽賞 音楽

音楽芸術公演活動への助成 音楽 5500

総 計 6000

財団法人明治村
〒484‐0000 愛知県犬山市内山l TEL.0568-67-0314 FAX 0568‐ 67-0358

口1962年 7月 口陥古屋鉄道株式会社 l目文部省 □157億2924万円 口鵬井健―

基本方針

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。

芸術文化プログラム名            芸術分野                 事業費(万円)

第24回明治村賞 無形文・有形文 100

第31回明治村茶会 無形文 1700

特別展 無形文・有形文 330

ミュージアムコンサート 音楽 120

呉服座公演 演劇 400

総計

〒920-0061 石川県金沢市間屋町2¨ 80 ヤギコーボレーション内 TEL 076-237‐ 1122
FAX 076-237-1275
口1991年 3月 口株式会社ヤギコーボレーション ロ盾川県教育委員会 □

“

億7834万円 :日本陣靖司

基本方針
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。

芸術文化プログラム名            芸術分野 事業費 (万円)

2650

財団法人ヤギメセナフアンデーション

ヤギスクールシアター 演劇 917

917総計

財団法人安田火災美術財団
〒160-0023 東京都新宿区西新宿1-26-l TEL.03… 3349-3080 FAX.03‐ 3349-4555

口1976年 6月 口陵田火災海上保険株式会社 |おに部省 (文化庁)■ 1 2億 7113万円 口後藤康男

基本方針
1 展覧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客層の幅を広げて入

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。

芸術文化プログラム名            芸術分野                 事業費 (万円)
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安田火災美術財団奨励賞 美術 299
安田火災東郷青児美術館大賞 美術

安田火災東郷青児美術館の運営・管理 美術

財団法人安田生命クオリテイ オブ ライフ文化財団
〒160‐ 0023 東京都新宿区西新宿1-9-8 TEL 03-3349‐ 6194 FAX 03-3345-6388
1991年 6月 口1安 田生命保険相互会社 l口文部省 ■15億 4000万円 l口大島雄次

基本方針

当財団は、音楽における人材育成ならびに地域の伝統文化の継承、とくに後継者育成に対する助成等を行い、
もっ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。

芸術文化プログラム名            芸術分野                 事業費(万円)

日本音楽コンクール開催助成 音楽 550

海外音楽コンクール参加費用助成 音楽 180

海外音楽研修生費用助成 音楽 3510

音楽学生奨学金 音楽 920

地域の伝続文化継承のための助成 無形文 2800

総計 7960

財団法人大和文華館
〒631-0034 奈良市学国南1-11-6 TEL 0742-45-0544 FAX.0742‐ 49‐2929
■1960年 10月 堕近畿日本鉄道株式会社 l口大阪府教育委員会 口金森茂―郎

基本方針

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。

芸術文化プログラム名            芸術分野                 事業費(万円)

陳列品解説 美術

日曜美術講座 美術

美術論文集発行 美術 500

文化財展覧会 美 術 1420

総計 1920

〒630-8213 奈良市登大路町3 奈良県教育委員会事務局文化財保存課内 TEL.0742-24-3902
FAX 0742‐ 24-3902
■1960年 9月  i堕近畿日本鉄道株式会社 口奈良県教育委員会 |口 14億 1663万円 口金森茂―郎

基本方針

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。

芸術文化プログラム名            芸術分野                 事業費(万円)

文化財保険加入推進助成 有形文 65

財団法人大和文化財保存会

指定文化財修理援助 有形文 585
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未指定 (指定候補)文化財修理援助 有形文 2655
300

文化財調査事業 有形文 275

総計 3580

財団法人ヤマハ音楽振興会
〒153-0064 1東京都目黒区下目黒3-24-22 TEL.03-3713-1351 FAX.03‐ 3794‐ 1654

口1966年 8月 ロヤマノヽ株式会社 □反部省 ロレ億円 口肛口秀人

基本方針
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成。

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つを活動の柱として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。

芸術文化プログラム名            芸術分野                 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

ティーンズミュージック フェスティバル   音楽

ミュージック・クエスト 音楽

インターナショナル エレクトーンコンクール 音楽

音楽を学ぶ学生のための奨学金 音楽

日本人メキシヨ移住100周年記念コンサート 音楽

国際シンポジウム「第4回アジアからのメッセ 音楽
―ジ」ジュニアオリジナルコンサート

地球温暖化防止京都会議の成功を祈って
「J.O Cコンサート」

音楽

財団法人ユニオン造形文化財団
〒550-0015 大阪市西区南堀江2-13-22 TEL 06-532-8764 FAX.06-533-3747
■1994年 5月 口豚式会社ユニオン ロ文部省 (文化庁)l■4億円 口匡野純三

基本方針

空間造形デザイン文化の振興と向上をはかるため、調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成および顕彰を行い、もってわが国芸術文化の発展に寄与することを目的

とする。

芸術文化プログラム名            芸術分野                 事業費(万円)

空間造形デザインに関する調査研究 1450

空間造形デザインに関する国際交流 美術 300

空間造形デザイン分野で活躍する若手芸術家の 美術

在外研修に対する助成

空間造形デザイン分野で優れた創作活動の顕彰 美術

総計

基本方針

2430

財団法人ヨークベニマル文化教育事業財団
〒963-8543 福島県郡山市朝日2-18-2 ヨークベニマル総務室内 TEL 0249-24-3111
FAX.0249-32-7623
1■11985年  目株式会社ヨークベニマル ロ旧島県 口12億8157万円 口大高善二郎

美術
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目的

文化ならびに教育活動の推進を通し、福島県内に住む青年の国際性を養成すること。
概要
1 毎年、福島県下の公私立高校生を海外研修に派遣(ア メリカ語学研修、カナダ・マニトパ州ホームステイ)。

2 隔年、カナダ・マニトパ州の青年を福島県に招待 (ホームステイ)。

3 その他。

芸術文化プログラム名 芸術分野 事業費(万円)

301

1997年度 (第 13回)ア メリカ・カナダ海外 その他
研修派遣事業

3300

第5回カナダ学生招待交流事業 その他 1300
楽譜寄贈事業 (楽譜、カセツト)「うつくししヽ 音楽
ふくしま」

100

総計 4700

財団法人よんでん文化振興財団
〒760‐ 0033 1香川県高松市丸の内2-5 TEL 087-823-551l FAX.087-823‐ 8903
口1991年 10月 口文部省 (文化庁)■ 1 0億2600万円 IDll本博
基本方針

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。

芸術文化プログラム名 芸術分野 事業費(万円)

主催事業 音楽・美術 120

音楽活動への助成 音楽 1370
美術活動への助成 美術 260
奨学援助 音楽・美術 1150
顕彰 音楽・美術 360
総計 3260

〒615‐0044 京都市右京区西院西中水町l TEL 075-311‐ 7710 FAX 075‐ 311-0089
口11991年 2月 □佐藤研―郎、日―ム株式会社ほか 口文部省 (文化庁)■30億 7729万 円 |口佐藤研―
郎

基本方針

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、もつてわが国の
文化の向上、発展に寄与する。

芸術文化プログラム名            芸術分野                 事業費(万円)

音楽活動助成 音楽 2920

財団法人ローム ミュージック フアンデーション

音楽セミナーの開催 音楽 180

国際交流助成 音楽 1140
京都 。国際音楽学生フェスティパル

′
97の開催 音楽 1689

音楽研究助成 音楽 260
音楽在外研究援助 音楽 1600

総 計

音楽

9533

奨学援助 1744
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財団法人ローランド芸術文化振興財団302
〒530-0004 大阪市北区堂島浜1-4-16 大和堂島ビル TEL 06‐ 345-7340 FAX 06‐ 345-7450

口1994年 9月 口悌郁太郎、ローランド株式会社 |おた部省 (文化庁) 口B91 9万円 口悌郁太郎

基本方針

電子技術を応用した芸術文化の振興と普及をはかるため、公演の開催、人材養成および助成等を行うととも

に、国際交流を推進し、わか国芸術文化の発展に寄与することを目的としている。

芸術文化プログラム名 芸術分野 事業費(万円)

ミュージック・スクール・フェスティバル
′97 音楽 200

JAZZ ORGAN LIVE′ 97 音楽 755

オルガン・フェステイパル
′97 676

レイクサイド・コンサート 9

オルガン・フェア
.97

音楽 300

新ししヽ音楽教育を考えるセミナー・シンポジウ 音楽

ム

1886

橘ゆリオルガン・アレンジ・セミナー 音楽 58

学校教育のためのコンピュータ活用コンクール 音楽

協賛

289

ローランド・A―モニー・プロジエクト    音楽 301

ローランド認定講師オーディション/ライセン 音楽

ス取得研修会

578

ローランド音楽指導研究会 音楽 679

アソシエイテッド・ボード検定 音楽 94

公演・講演会・調査研究への助成 385

総計 6210
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授賞趣旨と受賞活動の紹介

「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、日本の企

業メセナのいっそうの充実と、世論の関心を高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'97」 は、日本に所在する企業および企業財団によって、1996

年度内 (1996年 4月 1日 ～1997年 3月 31日 )に行われたメセナ活動のなかか

ら7つの活動を表彰した。

賞の種類、選考基準および審査委員は下記のとおり。

3o4

[賞の種類]

メセナ大賞

メセナ育成賞

メセナ企画賞

メセナ国際賞

メセナ奨励賞

メセナ地域賞

メセナ普及賞

総合的に最も優れているメセナ活動

芸術家および芸術団体の育成に最も貢献したメセナ活動

企画が最もユニークで独創性に富むメセナ活動

国際文化交流の面で最も貢献度の高かったメセナ活動

とくに推奨に値する中小企業のメセナ活動

地域の芸術文化振興に寄与したメセナ活動

芸術文化の普及に最も貢献したメセナ活動

[選考基準]

創造性/独創性/発展性/社会への貢献度/
継続性/社員参加/当該年度における活動の特色 など

[審査委員]

・浅田 彰

・池辺晋一郎
。岩渕潤子

・奥野健男

・周防正行

・高橋康也

・永井多恵子

・堀田 力

・福原義春

京都大学経済研究所助教授

作曲家/東京音楽大学教授

美術館運営管理研究者

文芸評論家/多摩美術大学名誉教授

映画監督

演劇評論家/昭和女子大学教授

世田谷文化生活情報センター館長/NHK解説委員

弁護士/働さわやか福祉財団理事長

(ネ⇒企業メセナ協議会理事長
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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

今回のメセナ大賞の応募件数は203件 (151団体)で、全国各地から、この

賞が創設された91年度に次 ぐ多数の応募が寄せられた。

本年から審査委員も全員交替、気鋭の諸氏が加わって、前後 2回の審査委

員会では自由闊達な論議と活気あふれる応酬が交わされた。

例年「あれかこれか」で議論が自熱する大賞が、「カザルスホールの運営」
にすんなり決まった。10年前に主婦の友グループが創設したこのホールは、
日本初の室内楽専門ホールとして後発ホールの模範となったものだ。自主企

画によって内外の若手 。中堅演奏家に活躍の場を提供 してきたことも高く評

価された。

国際賞はいくつかの有力候補をめぐって議論が分かれたが、結局日独仏 3

国にまたがる国際プログラムで在日ダイムラー・ベンツグループが受賞。育

成賞は自社の多目的ホールを拠点にコンテンポラリーダンスを支援するい東
京ガス都市開発が、地域賞は殉職した青森県出身の報道カメラマンの生涯を
つづった ドキュメンタリー映画に取 り組んだいみちのく銀行が、それぞれ受

賞した。い松下電器産業は2度 目の受賞だが、今回はフランス人アーティス

トを招いて阪神・淡路大震災で被災した建物を作品化するというユニークな
プロジェクトで、企画賞を受けた。奨励賞に決まったのは「日本の現代美術
の若手支援」に目標を絞って独力で現代美術館を運営するいローザ。地域賞

候補にもノミネー トされた帯広のい六花亭製菓は、文芸・音楽・演芸 。絵画
と幅広い支援活動を長年にわたって全社を挙げて展開してきたことが評価さ

れて、普及賞に輝いた。

応募案件の内容はいよいよ多様化したが、1)支援ポリシーの明確化、2)ダ
ンス、 ドキュメンタリー映画などこれまで企業メセナの取 り組みが難しかっ

た分野の開拓、3)文化関係者、市民、社員が積極的に参加するボランティア

型メセナの発展、4)中小企業の躍進、が目立った。新しいメセナの地平を拓
く動きとして注目したい。

305
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株式会社お茶の水スクエア

1本社所在地  東京都

1業種     ビル管理運営等

1設立年    1967年
1資本金   6000万 円

1従業員数   80人

主婦の友グループ3o6

カザルスホールの運営

偉大なチェリスト、故パプロ・ カザルスの名を冠するカザルスホールは、

い主婦の友社が87年に東京 。お茶の水にある旧本社ビルをリニューアルした

際、日本初の本格的室内楽ホールとして内設したものである。

独立の室内楽専用小ホールという採算的に成立しにくい形態にもかかわら

ず、年間平均350公演をこなして内外の音楽家の演奏活動を紹介。日本の音

楽文化に新たな局面を切 り拓き、それまで日本ではあまリスポットライトが

当たらなかった室内楽の普及において先駆的な役割を果たした。

貸しホールとして一般に演奏の場を提供するほか、主催コンサー トも年50

回ほど開催。「ハイ ドン交響曲全曲演奏会」、「アマチュア室内楽フェスティ

バル」、「ヴィオラスペース」など、過去10年間に好評を博した主催コンサー

トは枚挙にいとまがない。

また、海外の優秀な若手演奏家を発掘し、日本に初めて紹介する「デビュ

ーコンサー トシリーズ」や、日本の若手から中堅演奏家に演奏の機会を提供

する「特別企画」などを通して、室内楽の将来を担う演奏家の育成にも努め

ている。さらに、カザルスホール・ クァルテットをはじめ、いくつかのレジ

デント・ クァルテットを組織し重点的に支援するなど、その後建設された多

くの室内楽専用ホールに数々の模範を示してきた。

94年にはホール運営への支援企業を募る「カザルスホール倶楽部」を組織。

97年10月 にホール設立10周年を迎え、さらなる活動の充実をめざしている。

運営にあたるのはグループ内の不動産管理会社いお茶の水スクエア。また

同社のカザルスホール事業部アウフタクトが企画を行っている。
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本社所在地

業種

設立年

資本金

従業員数

東京都

ビル賃貸業
1991年

86億円

159人

東京ガス都市開発株式会社 307

パークタワー・アートプログラム ダンスシリーズの実施

「パークタワー・ アー トプログラム」は、94年東京・西新宿にオープンし
た複合 ビル「新宿パークタヮー」のアー ト・イベ ン ト・シ リーズで、

「TOUCH AND GET WARM」 (都市生活に温もりと肌触 り感を与えよう)

をスローガンに美術・音楽・ダンスの分野で開催されている。
なかでも今回の受賞となったダンスシリーズは、同ビル 3階にある多目的

ホール「パークタワーホール」を拠点にコンテンポラリーダンスを支援して
いる活動である。日本ではこのジャンルヘの企業の支援が少なく、その意義
が高く評価された。

ダンスシリーズの基本コンセプトは、 1)海外招聘公演、 2)国内の中堅
振付家公演、 3)国内の若手振付家公演の 3つ に大別される。96年度は「ネ
ザーランド・ ダンスシアターⅢ」をオランダより招聘、国内の中堅振付家公
演では、岩下徹、和栗由紀夫+好善社の公演を行った。

とりわけ、同年より開始した「パークタワー・ネクス トダンス・フェステ
ィバル」は、国内の若手振付家の支援プログラムとして注目を集めている。
今後の活躍が期待される3人の新進振付家が新作を競い合うこのフェスティ
バルは、新作の発表の場が与えられるのみならず、選ばれた 3人にパークタ
ワーが新作を委嘱し、創作のための稽古場 として約 2か月間スタジオを提供
する創作段階からの支援プログラムである。
第 1回の

｀`
ネクス トダンス″

の旗手として選ばれたのは、能美健志 。井手
茂太・伊藤キムの 3人。フェスティバルは通しチケットが完売する盛況ぶり
で、成功のうちに終了した。コンテンポラリーダンスにおける若手アーティ
ス トの育成の場 として、今後のさらなる充実が期待される。
同プログラムの運営は、ビルを所有・運営している東京ガス都市開発い

(東京ガスグループ)が行つている。

育成賞

・
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本社所在地

業種

設立年

資本金

従業員数

大阪府門真市

電気機器製造販売

1918年

2085億円

4万6972人

松下電器産業株式会社308

阪神アートプロジエクトヘの支援

大きな災害のあと、芸術が被災地にできることはいつたい何なのか
一

阪

神 。淡路大震災は多 くの芸術関係者に人間とアー トのかかわりについて根源

的な問いを投げかけた。

フランス人アーティスト、ジョルジュ・ルースは取 り壊しが決まった建物

を作品化して写真に残すことで知られた作家である。「彼を招聘して神戸で

作品をつくってもらおう。それを記録に残し、被災地の希望の光にしよう」。

現地で救援活動に奔走していた松下電器のメセナ担当者が美術評論家・岡部

あおみとともに一念発起して実現したのがこの「阪神アー トプロジエクト」

である。
この発案は、またたくまに阪神間の美術関係者の連帯を生み、美術館学芸

員や芸術大学の教師、美術作家など26名 による実行委員会が組織された。彼

らの呼びかけで学生や企業人など140人 ものボランティアが集まり、95年夏、

ルースの 8枚の写真作品「廃墟から光へ」が制作された。作品 1組が地元美

術館に寄贈され、95年秋から97年春にかけて全国15か所で巡回展も行われた。

来日を快諾したルースの派遣はフランス政府が援助。松下電器は制作費の

ほか、制作場所の提供、社員のボランティア、ハイビジヨンでの記録制作、

完成作品の巡回展サポー ト、告知用のインターネット上ホームページ作成な

ど、プロジェクトのプロセス全般において柔軟な対応で多面的な支援を行い、

担当部署のみならず多 くの部署を巻き込んだメセナ活動を展開した。また同

社を核 として、キリンビール、メルシャン軽井沢美術館、ホルベインエ業、

ターナー色彩など、趣旨に賛同した他の企業も資材提供などさまざまなかた

ちでサポートを行った。

芸術の力で被災地の人々のエネルギーを結集し、震災の記憶を伝え残し広

げてゆく活動 となったこのプロジエクトは、「お金だけではない」新たなメ

セナのあり方をも提示し、芸術 と社会の今後の関係に大きな希望をもたらし

た。

企画賞
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メルセデス・ベンツ日本株式会社
本社所在地  東京都

業種    自動車および関連製品の輸入・販売
設立年   1986年
資本金   00億 円

従業員数   433人

ダイムラー・ベンツグループ アート・スコープ ガスコー
ニユ・ジヤパニーズ・アート・スカラーシツプの実施

ガスコーニユ・ ジヤパニーズ 。アー ト・ スカラーシップは、毎年日本の若
手現代美術作家 1名 をフランス中西部のロット・工・ガロンヌ県に派遣し、
滞在制作の機会を与えるアーティス ト・イン・レジデンス・プログラムであ
る。

91年、文化事業の一環としてアーティス ト・イン・ レジデンスを計画して
いたロット・工・ガロンヌ県の要請で、ダイムラー・ベンツ社 とメルセデ
ス・ベンツ日本いの協力によリスター トした本スカラーシップは、95年から
在日ダイムラー・ベンツグループ全体による支援に拡大し、世界規模で展開
している同グループのメセナ活動の一環 としていっそうの充実がはかられた。
派遣された日本人アーティストは、豊かな自然と温暖な気候に恵まれたガ

スコーニュ地方のモンフランカン市にひと夏滞在し、創作活動に専念する。
同市は毎年計 6名の作家を受け入れており、他国のアーティス トたちとの交
流は、 2か月半の滞在を刺激に満ちたものとしている。

また、滞在後はフランスと日本で展覧会が開催され、成果を発表する機会
が与えられる。

選考は、日本国内の 6名 の専門家が推薦する12名 のアーティス トのなかか
ら行われる。最終選考委員は日本の美術専門家、ダイムラー・ベンツの代表
者、モンフランカン市長、独仏の駐日大使など、日独仏の国際プログラムを
象徴する人々で構成されている。現在は公開審査となり、国内でのキャリア、
将来に向けて質の高い作品を生み出す可能性、現地で文化交流に貢献しうる
資質など、明確な選考基準のもと、オープンかつ透明な選考が行われている。
96年は郎世源が派遣され、滞在制作を行った。

309在日ダイムラー・ベンツグループ

国際賞

｛一一彎“．一
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本社所在地

業種

設立年

資本金

従業員数

埼玉県川口市

商業環境造形企画デザインほか

1962年

4900万円

310人

株式会社ローザ310

斎藤記念川口現代美術館の運営

「斎藤記念川口現代美術館」は、70年代以降の日本の現代美術を専門に扱

う日本でも数少ない美術館で、自主企画展を通じて日本の若手 。中堅作家を

支援し続けている。

マネキン製造および総合ディスプレイを社業 とする0ロ ーザは、埼玉県川

口市の本社ビル新築の際、クリエイティビティを重視する本業にかんがみて、

芸術支援を決意。須賀忠治社長の親戚である斎藤規子氏の篤志も得て、美術

館が併設されることとなった。

こうして94年、本社ビルの 1階から3階を占める「斎藤記念川口現代美術

館」が開館した。エントランスはじめ展示スペースはォフィスから完全に独

立、専門の学芸員も擁 し、開館以来、日本の若手作家たちの作品収集も始め

ている。

個人コンクションの保存・公開のために設立される私立美術館が多いなか、

同館はコレクションではなく「日本の現代美術の若手支援」という理念から

出発したユニークな存在である。評価の定まっていない同時代の美術は大規

模な観客動員は見込めず、また、その収集には大きなリスクがともなう。ま

してや海外の著名なコンテンポラリーマスターではなく、日本の若手作家の

作品のみを展示・収集するのは勇気ある決断といえよう。

とりわけ96年に開催した「レクイエム
ー

榎倉康二と33人の作家」展は充

実した企画であった。東京芸術大学で教鞭をとり、数多 くの優れた作家を育

てた榎倉康二が95年に急逝したのを悼み、教え子たち33人 による追悼展を連

続開催。はからずも日本の中堅作家たちの活躍を集約して展観する貴重な機

会 となり、大きな注目を集めた。

同時代の造形表現に投資する
一

その明快なポリシーの徹底により、日本

の未来の感性がここにはぐくまれつつある。

奨励賞

口 ふ|
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青森市

銀行業

1921年

241億円

1733人

地在
　
　
　
　
数

所

　

年

金

員

社

種

立

本

業

本

業

設

資

従

株式会社みちのく銀行 311

ドキュメンタリー映画「サワダSAWADA」 の制作

青森県を中心に111店舗を有するみちのく銀行は、96年に合併20周年を記

念して、青森市出身の報道カメラマン、故・沢田教一の生涯をつづった ドキ
ュメンタリー映画「サワダ SAWADA」 を制作・上映した。

沢田はベ トナム戦争の報道写真「安全への逃避」でピュリッツァー賞を受

賞。70年カンボジアで取材中に銃撃され、34歳の若さで亡 くなった。
みちのく銀行では沢田教一の存在とその業績を国内、とくに県民に広 く知

ってもらい、郷上の誇 りを後世に伝えたいという願いから、同映画を制作。

撮影にかかる費用を負担したほか、大道寺小二郎頭取 (現会長)自 らシナリ

オづくりや編集作業にも参加し、香港やハノイでの撮影に現地滞在の行員が

協力するなど、全面的なバックアップを行った。このように地方銀行が映画、
とりわけ興行収入のあまり見込めないドキュメンタリー映画に支援するとい

うメセナ活動は非常に珍しい例 といえる。

この映画は沢田に心酔していた五十嵐匠監督が同行に協力を要請してつく

られたもので、96年度キネマ旬報ベス トテンの文化映画部門の第 1位に輝い

たほか、毎日映画コンクールでも記録文化映画部門のグランプリを受賞、高
い評価を受けている。また、監督自身も青森県出身であることから、題材・

監督 。制作とも青森県という「地方発信型」の映画としても注目を集めた。
みちのく銀行では完成後、全国公開に先駆け、青森市、弘前市、八戸市で

延べ10回 にわたり無料試写会を開催。また、97年 には青森県内の全高校にこ

の作品のビデオを寄贈するなど、積極的に地域の人々に鑑賞の機会を提供 し

た。さらに全国公開に合わせて東京・恵比寿で行われた写真展「沢田教一の

まなざし展」にも協賛。写真展の入場者 も1万3000人に上 り、沢田教―の業

績があらためて注目された。
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北海道帯広市

和洋菓子製造販売

1933年

9150万円

781人

六花亭製菓株式会社312

十勝に根ざした芸術文化活動

北海道帯広市に本社を持つ六花亭製菓いは、文芸・音楽・演芸・絵画と多

岐にわたる芸術文化活動を長年継続して行っている。

十勝の子供たちに詩の発表の場を提供し続けている児童詩誌『サイロ』は

とくに息の長い活動で、1959年 の発刊から毎月休まず発行。97年 8月 で450

号を数え、単行本も出版されている。

また、82年に創業50年を記念して室内楽の演奏会と古典落語の寄席を開催

したのをきっかけに、「坂本直行記念館」や本店 4階の「六花亭ホール」な

どで毎年コンサー トや寄席を行っている。こうした市民と演奏者の交流が下

地 となって、同社を事務局に「十勝ひろびろ音楽祭」や「帯広モーツアル ト

協会」が発足。96年に10周年を迎え、東京で記念公演も行った「十勝ひろび

ろ音楽祭」は、同社の温かい歓迎もあって参加を希望する演奏者も多い。

美術の分野では、開拓農民のかたわら山岳画家として山や草花を描いてき

た坂本直行の遺作を後世に伝えるため、92年、中札内村にある柏の原生林に

「坂本直行記念館」を建設。また、96年同地に歴史的石造建築の帯広湯を移

築して、北海道の雄大な山の姿を集めた「北の十名山 。相原求一朗美術館」

を開館した。94年には本店 3階にギャラリーを開設し、地元作家の絵画を中

心に企画展を開催している。97年12月 には帯広市最古のレンガ建築を増改築

した「相原求一朗デッサン館」も開館した。

「十勝の地域 。住民の日常生活に根づいたイベントであり、施設でなけれ

ばならない」という理念のもと、文化活動はすべて自社で企画・運営され、

活動には多 くの社員が自主的に携わっている。
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季刊メセナ読者賞と新トロフィ選定コンペ

季刊メセナ読者賞が創設

「メセナ大賞'97」 より「季刊メセナ読者賞」が創設された。この賞は、97

年度受賞 7事業より、当協議会が発行する季刊誌『メセナ』の読者投票で最

多票を集めた活動に与えられる賞である。

第 1回 目に当たる「メセナ大賞'97」 の「季刊メセナ読者賞」は、松下電

器産業株式会社による「阪神アー トプロジェクトヘの支援」に決定した。

新 トロフィを若手アーティス ト指名デザイン・ コンペで決定

受賞者に授与されるトロフィが一新された。これまで彫刻家 。多田美波に

よって制作されていたトロフィを、企業メセナ協議会のささやかなメセナと

して「評価の定まらない」若手アーティス トに依頼することになった。作家

の選定にあたっては、水戸芸術館現代美術センターの協力を得て、 5人の若

手現代美術作家を候補 として、指名デザイン・コンペティションを行った。

5人の作家たち本人によるプレゼンテーションの結果、中村哲也のコンセ

プ トに決定した。新 トロフィ 〈サポー ト〉は「メセナ大賞'97」 から3年間

受賞者に贈呈され、 7個の トロフィの制作費として毎年総額250万 円が支払

われる。

選評

開閉するトロフィなど前代未間のユニークさである。ストレー トなコンセ

プトとわかりやすい表現で、贈呈式でのインパクトも強い。

一見シンプルなアイディアだが、じつはなかなかひねりが効いている。読

み解こうと思うと複雑だ。

企業という箱がこのように透明かつ開閉自在で、両の掌でそっとデリケー

トな芸術を包んでくれていたらというのはじつに若々しい憧憬だ。箱を開 く

と、栄光の象徴であるトロフィが輝 く。でもそれは見慣れた市販の トロフィ

で、だれにも身近な像が親しみの笑いを誘う。空っぽなのは天使が羽ばたい

たあとなのか。残された金色の影は「パンドラの匝」の底に残った「希望」

の輝きにも思える。メセナは決して楽な道のりではないことを作者は見抜い

ているのだろうか。

芸術とメセナの関係やサポー トのありように、期待と醒めた視線を投げか

けるこの作品は、見る人によってさまざまな解釈が可能だ。

また、置物 として鑑賞されるだけでなく、開閉じ参加する歓びがあり、

人々に会話の種を提供しようとする楽しさも好評だった。かねてより市販の

31う
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トロフィを用いて市井の人々の人生における栄光の瞬間 とその思い出のはか

なさを、哀愁 と共感を込めて表現 してきた作者ならではの手法である。

(企業メセナ協議会大賞部会 )

中村 哲也 1968年千葉県生 まれ。東京芸術大学大学院で漆芸 を専攻。個展 は

「クリテイリオム17-覇者の証」 (%年・水戸芸術館 )、 「ポーズ」 (97

年・ ギャラリー小柳)な ど。

.■

■ |｀麟
'(腱 `11(0崚

麟

‐
―

嶽

軒
「

|
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151団体203事業の応募

[五十音順]

燃|アートネイチャー (東京都) 加藤轍鄭記念館の運営

|:|卜 |:|||ツ||タト|||1中 ||:|||111隷岸‖,|:||||||||||||||||‐ ||||||||||||||||:||||||||||||||:||||11111:|か ||く|||||||1基1筆営:|||::|:|||:|||:|||:|||:||11111:||||||:|||:|||:||||:||:||||||1111:||||||111111111:||||||

帥愛銀教育文化財団 (愛知県) 教育 。文化活動に対する助成ならびに援助

榊秋山愛生館 (北海道) 札幌の演劇活動の支援・振興

315

1,1彎TIIIII111〒 1111  1111111111111111111111111111111111111警撃姜基轟11:事 :||ヨ:|:,毒皇甚露露早,F,
榊朝日新聞社 (東京都) 朝日賞をはじめとする表彰事業

回アサヒビール芸術文化財団 (東京都) 美術・音楽を日本で学ぶ外国人留学生の支援

鞠足利銀行 (栃木県) あしぎん婦人夏期大学講座の開催、宇都宮美術館への

絵画寄付、栃木県交響楽団の支援ほか

■″ 才

=ス
文化財団 (東京都)

華華:華菱:≧≡≡:菫:蒸

':1率

綺|:|`轟1苺

=1■

■
=≡

藝葺:頭羹≡ヨ三菫藝:憂肇≡萎≡≡≡
=:==::働アリオン音楽財団 (東京都)           音楽・芸術文化発展のための諸活動

棘伊予銀行 (愛媛県) 伊予銀行地域文化活動助成制度

1111守 ||lrlI       IIII:笙菫:||:|:|::::::,|:||,|,「 |:||

帥エー・ビー・シー音楽振興財団 (大阪府)

大川創業榊 (大阪府)

ABC新 人コンサートの実施

関西フィルに対する資金・物的・場所的援助

李彎:||11著肇

'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII:|||:||||||||||||||||||||||||||:|||:|||:||:|||||||:|||:||1攀

肇警|1華葺:||:|1早1箸詳|::|1智1,::l「1

大阪ガスグループ (大阪府) 扇町ミュージアムスクエアの運営～OMS戯 曲賞の
展開～

帥音楽鑑賞教育振興会 (東京都) 音楽鑑賞教育に関する研究・助成・教材制作・出版事
業

Ⅲ
=|い

|:||`=|IⅢ

'|||:||||||||‐

‐‐‐|||||  ||‐ ||||11111111:|||:||||||==築 華葦1美華|||:|||:|||:|:::|||:||:||11111:|||:||:|11111:|||:||:|||:|||:|||:||:|||||||:|||:|||:|||:|||||1111111111:|||

カスミグループ (茨城県) 「わたしの企画」応援します !の実施

関西電力佛 (大阪府) かんでんふれあいコンサートの実施、美浜美術展の開
催ほか

検北■硝子 (北海道)              1  日本美行展ヵ夕||グ颯集
‐
ブ|ジ iタトめ協力

船北里研究所 (東京都) 絵のある病院

理111薇 |||(|=業ゆ|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||九

",||=|イ

|:|1轟:IⅢI軽 ||111111111111111:||||||||||||||||||11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

撃:||||111111管 1111早
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||lilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll:議 事|1饉ξ轟:蒙:|::講 |||:|||:「 |:|::||11111r

|イ ト■
=■

カド■子|ども重書館:1高校生懸賞作文、小
|さな童護大賞の実施|

|1蒸

=菫=姜
華議

=幸
術黎●建築警蒙|:|||1連

=|:|

1111111

'陽

燦手難||(警馬県)

北野文芸座の運営 ||
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316 固北野美術館 (長野県) 美術館の運営と特別展の開催

|'|イ薬畠
=業

機餞 県)           Ⅲ職|1姜01ヽた文化支琴活動      ‐
岐阜信用金庫 (餃阜県) ウィーン東京アンサンブル演奏会、夢のハーモニー

'96の開催

キリンビール榊 (東京都)

近畿日本ツーリスト榊 (東京都)

零:111:彎

'||||す

す11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111:|||||1轟 露妻奮菫星|:轟套||,市常|||||111:1警 ||:|

ジャンルを問わす若い芸術蒙の才能を見いだし応援す
る活動

旅の文化研究所の「公募研究」への助成金支給など

公益信託愛媛出版文化賞基金 (愛媛県)

帥佐賀銀行文化財団 (佐賀県)

公益信託愛媛出版文化賞基金の実施

新人員の贈呈

lil::::1111:||'11:111111‖ |:|||IWil:||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1轟 ::||:|111:學 1輩|‖ |||‖警警:

財三銀ふるさと文化財団 (三重県) 地域文化活動貢献者の顕彰、文化振興のための文化請

演会、コンサート等の開催

三洋電機鞠 (大阪府) 大阪シンフォニカーの演奏活動支援

|す||:|(宗1養

'||:|||||||||‐

|        ||‐ ||||||||||||:|||||||:|IⅢ Ⅲ
=||:1妻 =会

1姜奎|||||||||||||||||‐  ‐    |||||||||
佛資生堂 (東京都) 海外新進日本人作家紹介展の開催

=草

|=タル|ユ ||1篠|:識 ||||:||||||||||1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111:||||||111111111:|||:||11111:|||:||111111111:|||:||:|||:":|=基 IIII轟葺|||:|||:|||:|||:||:||11111:||||:|||:|||:|||:||111111111:||||:||||||||||||||||||||:|||||||:||||・
||11111:||111111111:|||11111:||11111:|||:||11111:

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

事||口 ||'|||||111本 韓|"'||||:||||||||||||||||||||||||||||11111:|||||||11111111111111111111:|||1111111111:||||:||||||||||||:||||||||||||||||||||:||||||||:||||:||||:||||||||:|||:|||:|||:|1菫 |1華壼華事を構苺颯華:||||||:1争肇総蜂‖||#夕|ル1表華
m新日鐵文化財団 (東京都) クラシック音楽と日本の伝統音楽 (邦楽)の支援

|スベ|ネ |||IⅢ II`==議

'|‐

        ‐
||||||||||1薪 ||||あ豪濃:||||:||||:||||:||||||||||||||‐

         ‐||||
住友海上火災保険榊 (東京都) しらかわ。ジュネス・ストリングス・サマースクー

ル&コ ンサートの開催

騰住友銀行:(東京都).  ‐

住友生命保険同 (大阪府) クラシック音楽専用いすみホールの運営

セイコー電子工業犠 (千葉県)           エスアイアイ・ コンサートの協賛

榊西友 (東京都) サンダンス・フィルム・フェスティバル・イン・トー
キョーの実施ほか

"||||||ン

|′ |ヽ|ネ||`||=|,|■ ||||||||||||||||||:||:|||1術来11姜華::ⅢⅢI寮
=|||||^諄

|:|1密 ||||1漏Ⅲ摯■辱
千里朝日阪急ビル管理い (大阪府) 演劇・発表会・コンサートに対するA&Hホール使用

料特別料金の実施

ツ||夕|"||||:||1表 |1苺 ,|:|||||||||||||||llllllllll:|||111111‐ ||||‐

|||||||||||||||||:||||||||111111111111111:||||:|||||||1111111111:||||:||||:||||:||||:||||||1111111静 年[=1華

=葺

夕1諄幸||夕書楽普織器辮精翔||:|||:|||‐ ||||:||||:||||:|||:||11111:||||:

V00A展 '97の 開催、第一生命ギャラリーの運営、
劇団「扉座」への支援ほか

第一生命保険(桐 (東京都)

キヤ′:ン魏111(事事部)

機きkち豪行:||:`葉景蔀)|‐

て東京都)

第 61回住友銀行スプリングコンサートの実施
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mダイキンエ業現代美術振興財団 (大阪府) 国立国際美術館の事業支援 317

大洋酒造佛|(新潟県) 三面川を語る集いの開催

田窪恭治―――サン・ヴィゴール・ ド・ミュー礼拝堂プ 田窪恭治―サン・ヴィゴール・ ド・ミュー礼拝堂プロ
ロジエクト日本支援委員会 (東京都)        ジェクトの実施

榊千葉銀行 (千葉県) ちばぎんアートギャラリーの運営、ちばぎんひまわり
コンサートの開催

嘲韓備業術案ⅢI華 |||||`暮菫華,||||:||||:|||11111:|||:|||:|||:||11111:||||||||:||||||11111111111:||||||||:|||||||||||||:||||:|||||||lllllllllllllllllll11111榊 幣馨術
=11章

1摯睾|:|||||な華φ業警彙,|1業
|||||||||||||:|||||||||||||

月星化威帥 (福岡県) つきほし創作館の実施

‖‖‖‖1晴年1111:||:|||||||:|||:||:|111111111111:|11111:|||:||:||1111111111:|||1111111111111:||:|1111111111111:||1111111111111:||||||111111111‖ ‖‖111筆::::11:|:薯著肇識|:1甘
いデジタル・メデイア・ラボ (東京都) マルチメディア時代のソフトクリエイター・映画製作

者の育成支援

鞠電通 (東京都) 「電通ギャラリー」の年間活動

東京オピニオンズ (東京都)  1         東京オピニオンズフェスティバルの実施

東京海上火災保険佛 (東京都) トウキョウマリン・ギャラリーの運営

東京ガス都市開発佛 (東京都) パークタワー・アートプログラム ダンスシリーズの
実施ほか

榮1鷲囀|1椰 ||:||||1業:苺 ,|:||:|11111:|11111:|||:||||:|||:|||:|||:|||:||111111111:||||:|||:|||||||||:||||:||||:||||:|||||||||:||||:||||:||||:|||lillll:|||||1鼎 幕|‖1梓|||ム1澤攀姜||||:|::|||:||::|:|||:::|||:||11111:|||:||:||111111111:|||:||||:|||11111111111111:||||||111111111

東京電力榊 (東京都) メセナ企業雑誌『イリューム』の発行

東陶機器献|(福岡県) ギャラリー・間の活動、建築系芸術書の出版活動ほか

業精ガス1擁 ||||lt華摯幕,||111111111:||:||:1111:||:||:|||:||1111111111111:|||:|||:||||||||:|||:|||:|||:||||:||||:|||||||11111:||||:||||||||:||||‐ ||||:||||:|||1尊松ヽ様擁|を|||||=表1肇姜華轟:||11111:|||||||||11111111111111:||||:|||||||||||||||11111

同東葉産業 (千葉県) 柏市文化フォーラム104大賞展・丁AMON賞 の実施

専門図書館都市問題資料室の設置・運営

佛トナカイ オペラサロン・ トナカイ (東京都)   若手アーティスト育成とオペラ文化の普及

鞠ナンバースリー (東京都) 創作キャラコン学生大賞の実施

喘‖1構韓嗜:|||||1幕摯華

'|||||:|||:|||:||::||:|:|:||:||:||:|||:||11111::|:|||:|||:||||:|||:||:|||:||:||||||||:|||:||||:||1111111111111111111:||||:||||:|||||‖

‖‖:||||11,||卜孝||1華 1韓1薦條:||11111:|||:||:|||:|||:|||:|||:||111111:|||:||111111111:|||111111111111111

社員や関連団体・販売会社との連携による
｀
子どもの

夢や想像力を育む
″
メセナ活動

トヨタ自動車鞠1巌景:蔀

'::||:111111:|||:|||||:||||:||  |   

トヨタ・iイナル||,■ :ド||:|ラ1芽|■し,ム 11ヽ
=タ

ー
・ァ

|||||||||||111111:||||||||:|||||||:||1111111111111111111111111‐   ■トマ■ジメ|ン |1萎肇|1事鰺ⅢⅢ:|||:|||||1111:|||:|||||||||‐ |

日産自動車枷 (東京都)

タカマツ・ランチ・|タイム・■
=|コ

ンサ=卜の開催

田苑栗源酒造機 (鹿児島県)|

第30回小,中学生陶蒸|=ツタ■ヂレ●実凄|

:||:||‖ |

同和火災海上保険備|(大阪府)||

ω都市開発協会 (東京都)

凸版印刷機 (東京都卜|| プリンツ21グランプリの実施、1繹刷資料館の運営、読
書感想画中央コンク■ル協賛|
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日本アイ・ビー・エム枷 (東京都)        企業文化誌『無限大』の発行、「日本 lBMバ レエ特
別奨学金」制度の設置ほか

車本オリベッティ欄|(東京都)|:11111111111:||:||1111:||||:|||:||:||||||:||||||:|||1驚 議|「SPAZ10■■発行|||:||::■ ||:|||:||||||||:||||:||:|||:|||||||:||||:||:

日本航空榊 (東京都)               JALス テージスペシャル比叡山延暦寺音舞台の開催

帥日本室内楽振興財団 (大阪府) 第 2回大阪国際室内楽コンクール、第 2回大阪国際室

内楽フェスタの開催ほか

日本たばこ産業榊 (東京都)

日本電信電話鞠 (東京都)

生命誌研究館の運営

NTT― N響コンサートの開催

轟1春メ十111榊 |い|1崚Ⅲ幕,|||||||:|||:|||:||||||||:|:||:|||||:||:||:||||||||||||IⅢ IIIIド岸付韓1澤膏:::|:|||:|||:||:|||:||:||:||:|||:|||:|||:|11111:||:|||||:|||:|||||||:||:|||||||:||1111111111111:||||||

八光信用金庫 (大阪府) 地元老人劇団公演の全面的支援ほか

|:ⅢⅢIII磯IⅢ )IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII:||||||:|||:|||||:|||||:||:||:||:||:||:|||:|||:|||:|||:|||:||:||:||:|||||:||:||||||:||:||:||||||1韓 ,鋼 lillt俸 |■ ,Ⅲ

'■=:■

■,||:|1業麟||:|||

動東日本鉄道文化財団 (東京都) 地方文化事業支援

mひろしん文化財団 (広島県) ひろしま平和能楽祭、青少年のための能楽鑑賞教室の

開催ほか

佛フィリップ モリス (東京都)          フィリップ モリス アート アワード1996の実施

薇,,|,ヽ 11‖||ll騰景軒,:|||:||:|::||||:|||:||:|:|||:|||:|||:|||:|||:|::|||:|:|||||||:|||:|||:||:||||:|||:|||:|||:|||:|||:|||:||1111111筆 |1111轟‖‖|1本 ,"スカ:|シ華|1妻 ::=ヽ■薫:1諄

=|"専

|
:||||||:|||:|||:|||||||:|||||||||||1111111111‐

|||||||||:|||||||||||||||||‐ ||||:111111111111:|||||:||||:|1111111111:||1111:|111111:|||:|||:|||:|||:|||:|||::|:|||:||:|||:||1111:|||:|||:|||111111111111111,,事 |ン14‖

''9寒

構:||:||||:::|||||||||:|||:|||:||:|||:|||:|||:|||:||:|||:||:||:|||:||:|:||||:||:||||:||:|||:|||:|||:|||:||||:|||111

榊福岡シティ銀行 (福岡県)            「博多に強くなろう」「北九州に強くなろう」シリーズ

の実施

働得綺率|‖幣‖||:||||(構 申幕,|||:|||||||||1111111111111:||::::::|::::|::|:|:1111111111:|||:|||:||1111摯 中|‖‖‖|ド 1111ン葺|:10菫礁::|:|::::::||:::::|||:|11111:|lil

榊フジカワ画廊 (東京都)             公的展覧会への作品貸出および出品協力

罐 Ⅲ Ⅲ 菫 器 樺 ,|||||||:||||||||:||||||:|||||||:||:||:|||:|:|||:||:||:||:|||:|||:|||:||:||:|||:|||:|||:|11111:||:||:|||:|||:|||:|||||||:|||||||:||||||:|||`'構 外榊 ||ンⅢ Ⅲ 馨 ||:|||:|:|||:|||:||:|||:||:|||:|||:|||:|||:||:||:||:||:|||||:||:||||||:||:||11111:|||:||

富士ソフトABC佛 (神奈川県)         全日本ロボット相撲大会の開催

榊平和 (群馬県) 東京交響楽団創立50周年記念特別演奏会の特別協賛

北海道放送機 (北海道) |     ||    ‐  HBC少 年少女含唱日、HBCIジユニアオーケスト

| ||||■ |||||  |  ラの運営      ||‐ ||||||||||||||

榊ホテルオークラ (東京都) アートは世界のこどもを救う～企業の名品アートコレ

クション展の開催

マルホ佛 (大阪府) 全国俳誌ダイジェスト F俳壇抄』の発行と贈呈

ドキュメンタリー映画「サワダSAWADA」 の制
作ほか

榊みちのく銀行 (青森県)

動日本交通公社 (東京都)

日榊    (東京都)|||||||||||||||:||,||||||||| |1日本信販N100Sillギ ヤラ,■の運営||||

ロシア |ノ レヽエ
ー
・インステイ■ユ■|卜の運営

富士通コンサ‐卜の実施

::|:|||:||:|||:|||||||:|||:|||:|||:|||:|||:|||:|1畢 神常‖卜|ア申|ン 1董121華 1ヽ華俸:::::|||:||:||1111:||:||:|||:||:|||:|||:|||:||:|||:||||||:111

の開催



30応募企業および企業財団とその活動

三菱地所佛 (東京都) 横浜JAZZ PROMENADE'96の開催

MBCユ ースオーケストラ演奏活動

第10回全日本マーチングフェスティバルヘの協賛活動

319

明治生命保険0(東京都)

モービル石油榊 (東京都) モービル音楽賞の開催

森||||||(茉

=極
)|:||:||:||111111111:|||||||:|||:||:|||||1111111111111:||:||||||||||||||:||||||111111111ホ 業市議力||||夕 1集|=車|=|´ |ヽヽ 0"|||||11111:|||:||||||||||||

m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「'99真 夏
の…突然」の実施

|1本|||1幕嘩|い ||||:ltl泰 1摯

'|111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111illllllll申

申1率人事1い議場01奪:||ホ,|,|1建彗1111111111111:||11111111111:|11111111

働安田火災美術財団 (東京都)           安田火災東郷青児美術館の運営と表彰事業

齢柳章||||`=専 暮,:|||||:|||:||111111:||111111:||||||||||||||||||||||||||||||||:||||||||||||||||||||||||||||||||1111111111111111111:||||:||||:|||111111111111奉 薇率

`“

事幸|:1葉||:|:|:公事,|:||||1菫 経 :|||:||||:|||:|||||||||||:|||:||11111:|||||||:||||:|||||||||||:||||

m山形しあわせ銀行教育振興基金 (山形県)     教育振興への寄与

ヤ||ヽ1簿苺い
|11111【 業1彙苺,1111::三 |||:||11111:|||11111111111111111111111111111111111111111情 楽喜慧俸11111111ヽ1姜き轟葺,=|ヽ |`1111蒻 薦 ||||

佛雄松堂書店 (東京都)              ゲスナー賞の実施

吉川紙商事佛 (東京都)              °NATURE― MATERIAL AND IMAGE'
00ntemporary Att From Japanの 実施

1藝::菱華菱華憂羹 藝 華 華萎藝藝 ≡ 華 二 ≡ ■ ::111書1華華華菱華雪壷 萎 :垂:菫::華ヨ嚢 萎≡ 華 ≡ ≡
働組依巽 (東京都)                アジアンプライダル・97～歓びの風景の開催～

回理想教育財団 (東京都) 新孔版画コンクールと新孔版画展の実施ほか

ルイ||||ザ 111卜 |ン,||,|ヽ|1111:`蒙暮年,|11111111111111111111111111111111111111111111111111111111‐ 澪帯1術韓オ|ン暮ンをレ1華諄||:幸

=華

湊1華 1111111三 |1111

鞠ローザ (埼玉県)                斎藤記念川口現代美術館の運営

十勝に根ざした芸術文化活動

籠
'|||,|||=|ヽ =||=||11幕=苺

,||11111:||111111111111111111111111111111111111111111illlllllll‖ ‖11二 11:411111:|IⅢ ⅢI華肇|:車||:||1森篠|||::::||||:||11111111111:11111

欄南日本放送 機 児島県)

艤ユ|オン|セ
=“

難||IⅢ II,

六花亭製薬腕 (北海道)
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メセナロデータ



■
１
‥

活字になったメセナ [1997年度]

新聞、雑誌、書籍に登場 したメセナ

○ここには、1997年 4月から1998年 3月 にかけて、新聞、雑誌、書籍などで

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 。自治体等の芸術文化政策、芸術文化施設、NPOに

関するものなども収録している。

○収録は、基本的に各月別に分けているが、「連載」、「書籍・資料」、「専門

誌」に関しては月別 とせず、最後にまとめて収録した。

○各項目の配列は、発行日付順とした。なお、月刊誌は配列の最後にした。

○「書籍 。資料」の項には、単行本、会議記録、講演要旨、小冊子資料など

も含まれている。

○ここに収録したものは、すべて企業メセナ協議会事務局で閲覧できる開架

資料である。

☆企業メセナ協議会事務局内ライブラリー

東京都千代田区有楽町2-5-1有楽町マリオン13F

開館時間 月～金曜日 (休 日は除 く)10:00～ 18:00

※事前に電話にて要確認 (TEL.03-3213-3397)
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第6章 |メ セナ・データ

新聞 [1997.04.01～ 1998.03.31]

世田谷パブリツクシアター :アートを生活の中に引き
寄せたい

中町の住民メセナ5年 :会費から今年も20万円
仏で「日本年」スタート

独 。日の文化支援で21日、シンポジウム
アンサンブル金沢
「花王芸術・科学財団」に名称変更 :花王芸術文化財
団

演劇振興へ提言目指し新団体

太田 芳枝

作品発表の場提供 :ナディアパーク

七つの顔を持つ劇場 :「パブリックシアター」三軒茶
屋駅前にオープン

NPOセ ンターが初の全国フォーラム :6月 に横浜市で
未来美術館lCC開館へ :八イテク芸術の発信地に

新劇場時代?:「国、公」寄りではなく「私」が楽し
みたい

文化センターオープン :世田谷・三軒茶屋

社会貢献で生き残り:企業協力

10活字になったメセナ [1997年度]

読売新聞 9704.01

323

｀
丸の内響

″
がメンバー公募 :アマ音楽家よ来たれ

グローブ座 経営自立 :自主公演抑え貸館を中心に

市民こそ社会の主役

「メセナ大賞」募集

ミュージカルをプレゼント:再春館製薬所
待たれる行政側の

｀
認識

″
:英国の「文化政策研究」

リポート
「メセナ大賞・97」 募集

メセナ大賞の応募、推薦を募る

計7500万 円をプロ17楽団に助成 :ア フイニス文化
財団

北海道の神楽会など47件 に伝統文化助成 :安田生命
文化財団

社会貢献、長足の成長

候補企業など募集 :メセナ大賞
′97

英国流「大人の舞台」:「ウェストエンド・シアター」
旗揚げ

山梨メセナの助成事業開始

苦しいボランティア団体 :経企庁調査
2音楽団体の活動を支援 :N[C
「メセナ大賞'97」 募集

独創的プロジェクトを発掘 :「社会とアートの橋渡
し」を開く

山岡 義典

河島 仲子

神戸新聞

産経新聞

毎日新聞

日本経済新聞

日刊工業新聞

1日本経済新聞「文化往

来」

日本経済新聞

産経新聞「TOKYOル
ポ
′
97」

日本経済新聞

日本経済新聞「話題探

検」

毎日新聞「文化という

劇場」

日本経済新聞

中日新聞「市民とチャ

リティー 英国視察報

告」

毎日新聞

朝日新聞

日本経済新聞「NPO
最前線」

毎日新聞

電通報

電通報「文化」

97.04.01
97.04.02
97.04.02
97.04.03
97.0403

9704.04

97.04.06
9704.06

9704.06

97.04.08
9704.09

97.0409
970410
9704.10

97.04.10
9704.14
97.04.14

97.04.14
97.04.15
9704.16

970417

97.04.17

97.04.18
97.0418

97.04.19
9704.19
97.04.19
9704.19
97.04.21

青木 利元

日本経済新聞

産経新聞

毎日新聞

日刊工業新聞

日本経済新聞「NPO
最前線」

産経新聞

読売新聞

山梨日日新聞

産経新聞

産経新聞

日本経済新聞

電通報

97.04.05
9704.06
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美術と社会つなぐ巨大施設 :「ゲティ・センター」年

末オープンヘ

先進フィリピンに学ぶ

鼓董が財団法人を設立

補助金カット、団員
｀
冬の時代

″
:チ ューリンゲン・

フィルが人ンスト

閉鎖要求は棄却 :劇場・極右市長が対立

地方をみんなで元気に :特性生かしまちに誇り

若手芸術家にアトリエなど貸与 :京都

デンマーク :120年を越えるメセナ活動の伝統

トヨタ自動車60周年記念コンサート開催

トヨタ創立60周年記念コンサート

アフィニス文化財団助成 :平成9年度海外研修員決定

市民活動の定義めぐり攻防 :NPO法案審議開始

社会貢献企業が
｀
スクラム

″:人形劇に障害者を招待

地蔵にならず歩みを蓄積

97年度の研究助成対象テーマを公募 :ト ヨタ財団総

額1億7000万円

ミユージアム百花績乱 :「中身」には課題も 学芸員

不足の館多く

バブル時代に「メセナ」という言葉が流行つた

自治体はNPOと 地域づくり連携を

広がる「企業の社会貢献」活動

「メセナ大賞'97」 を募集
「コミュニケーション」をモノよリコトで見せる

ォーケストラ創設マレーシアが着手

ぜいたくなリクエスト

台湾からの厳しい指摘

「マウント・フジ」中止 :観客低迷、大口協賛なく

美術ファンに新名所二つ :ICC、 宇都宮美術館

きょう4団体に助成金を贈呈 :サントリー愛鳥基金

助成対象者募ります :山梨メセナ協会が始動

労組も一肌、社会貢献 :防災ポランテイア結成

広がるリスナー メセナ実を結ぶ :多言語放送局

「FM CO・ CO・ LO」

文化経済学界が研究大会 :文化政策と公立文化施設

メセナ大賞の候補募集

落城寸前 :ベルリン アングラ芸術家の牙城「タヘレ

ス」

古楽演奏団体を東京 。大阪で支援 :NEC

970502

日本経済新聞「文化」 97.0503

瀧口 範子

菅波 茂

早瀬 昇

桝山 寛

雨宮 孝子

日本経済新聞「NPO
最前線」

朝日新聞「メモ・らん

だむ」

産経新聞「地球楽信ワ

ールド・トピックス」

朝日新聞

朝日新聞

日本経済新聞

エグゼクテイブ

音楽の友

音楽芸術

音楽芸術

月刊ボランテイア

朝日新聞

読売新聞

日本経済新聞「NPO
最前線」

日本工業新聞

電通報

読売新聞

読売新聞

970422

97.0424

97.0426

97.0428

970428
97.0429
97.04.29
9704
9704
9704
97.04
9704

9705.01
970501

970505

970505
97.05.05
97.0506
9705.07

970508
97.0508

9705.08

9705.09
97.05.09
97.05.10
9705 11
9705.11
97.0512

97.05 12
97.05 12
9705.13

大分合同新聞「東西南

北」

日本経済新聞

毎日新聞

朝日新聞

朝日新聞「デジタルワ

ールド」

朝日新聞

日経産業新聞「人 往

来」

日本経済新聞「NPO
最前線」

日本経済新聞

毎日新聞

日刊工業新聞

朝日新聞

読売新聞

1産経新聞

日本経済新聞 9705 13



4団体の支援決定 :サントリー愛鳥基金

箱根山中 美 巡る論争

企業メセナ協議会「メセナ大賞'97」 の応募を受け付

け

NPO法案 与党・民主が合意 :修正、今国会成立ヘ

前進

情報公開・NPO育成を 透明性は確保されるのか :

田中優氏

文化「支援の実」着実に :「伊達方式」根づく

NPO法は今国会で成立を

NPO関連シンポジウム

現代美術専門の公的な教育機関 :北九州市に誕生

日本独自のオベラ「忠臣蔵」はメセナの成果 E席
1000円の超低価格

企業メセナ

公共メセナ
｀
前衛

″
に厚く :ドイッ文化センターホフ

マン総裁に聞く

リストラ企業、冠イベントどころじゃない!?

「仮想現実空間」を楽しむ :キヤノンVRパ ッケージ展
が話題に

オペラ「忠臣蔵」と企業メセナの新次元

NPOを行政の下請けにするな

鎌倉の邸宅、美術館に :「ニューオータニ」前会長の

収蔵品公開

メセナ

NPO法案審議へ :新進はボイコット予定
NPO法案審議つくせ

収容人員マイナス :昨年の首都圏文化イベント
ADMAの源流

「アートマネジメント」の現在 :芸術と社会の接点で

問われる理念

「おかげさまの論理」で身近な芸術文化を支援 :山梨
メセナ・ルネサンス

NPO法は審議尽くし今国会成立を

文化イベント市場首都圏の動向 :ぴあまとめ

プロ・セミプロ対象 舞台芸術など支援 :埼玉県

映画フアンが本当に観たい映画をお見せします 松井

寛子氏

トヨタ・フイル八―モニック・マスター・プレイヤー

ズ、ベルリン

ニ人を結びつけた芸術文化への熱き思い :堤清二、福

原義春、根本長兵衛

NPOと は市民の利益を守る公益法人である

第28回サントリー音楽賞決まる

第7回出光音楽賞決まる

第七回出光音楽賞受賞者発表と受賞式

楯 文隆

斎藤 清三

本間 正明

雨宮 孝子

菅波 茂

小林 進

小山 殿也

神保 哲生

10活宇になったメセナ [1997年度]

日本工業新聞

朝 日新聞

日本工業新聞

朝日新聞

朝日新聞「改革の虚

実 :財政を考える」
室蘭民報「月曜リポー

ト」

朝日新聞「社説」
日本経済新聞

日本経済新間

週刊ポスト

中国新聞「でるた」
日本経済新聞

毎日新聞

電通報

電通報「ソーシャル

コミュニケーション」
朝日新聞「論壇」
日本経済新聞

神奈川新聞「照明灯」

朝日新聞

読売新聞「論点」

日経流通新聞

日本経済新聞「NPO
最前線」

毎日新聞

山梨日日新聞

日本経済新聞

流通サービス新聞

日本経済新聞

イグザミナ

バンプキン

プレジデント

プレジデント

音楽の友

音楽の友

音楽芸術

9705.13
97.05.14
97.05.14

9705.17

9705.18

97.0519

9705.19
97.05.19
97.05.20
97.05.23

9705.23
97.05.23

97.0524
97.05.26

97.05.26

97.0527
97.05.27

97.05.28
970528
970528
97.05.29
9705.29

97.0529

97.05.30

97.05.30
97.0530
97.05.31
97.05
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97.05
9705
9705
97.05

46*l *p+.7-9

第28回 (1996年度)サントリー音楽賞発表

新日鐵文化財団平成9年度下期助成対象活動募集

メセナ大賞
.96贈

呈式

トヨタコミュニティコンサートで、アマチユア演奏会

を楽しもう

市民メセナ :全国に誇れる伊達市方式

NPOが公的サービスの主カヘ :重要度増す企業の地

域貢献活動

構想見えない新国立劇場の演劇

当事者の評価は真っ二つ :市民団体の活動支援法案審

議

NPO法案、衆院通過の見通し

第27回モービル音楽賞

国立劇場は車いす専用席設けて

押し花講座など新設 :メ セナ総合大学 4期 ロスター

ト

ー人ひとりが主体性確立を :市 民社会の行方占う

「NPO法案」

NPO―堂に初の全国大会 :横浜で7、 8日

NPO法案を可決 衆院委

「みどり教育財団設立五周年記念 五嶋みどリウイー

クエンドコンサート」大阪ガス

NPO法案採決すれ込み :今国会成立は微妙

人に投資の独 日は施設に力 :ド イツと日本似て非な

る文化支援

NPO法案あす衆院を通過

改革目指しタフな生活

地位揺らぐ日本劇団協議会

NPO法案 :与党修正案が可決の見通し

NPO法案、衆院通過ヘ

画廊に広まる海外との交換展

市民と議員連携 法案作成の手本に :衆 院通過の

NPO法案

NPO法案が衆院を通過

論議呼ぶ社会派アート

NPO法案が衆院通過

子ども向けミュージカル ニッセイ名作劇場公演が

3000回達成

復興塾

「NPO法案」への期待と注文

芸術文化活動の助成をスタート:山梨メセナ協総会

能條 伸樹

吉本 光宏

早瀬 昇

世古 ―穂 朝 日新聞

音楽芸術

音楽芸術

花伝別冊

中央公論

「NEVVS」

北海道新聞「ぽてと時

評」

電通報

日本経済新聞「文化往

来」

毎日新聞

毎日新聞

読売新聞

毎日新聞

鹿児島新報

朝日新聞

朝日新聞

電波新聞「サンルー

ム」

読売新聞

読売新聞「文化」

日本経済新聞

日本経済新聞「NPO
最前線」

日本経済新聞「文化往

来」

毎日新聞

日本経済新聞

毎日新聞

読売新聞「解説と提

言」

日本経済新聞「環状

線」

日本経済新聞「文化」

毎日新聞

朝日新聞

朝日新聞「窓 解説委

員室から」

読売新聞「社説」

山梨日日新聞

97.0601

970602

9706.03

97.0603

97.0603
9706.04
970604
97.0605

97.0605

970605
97.0605
97.06.05

97.0605
9706.05

9706.05

97.06.05
9706.06
97.06.06
9706.07

97.06.07

97.0607
97.06.07
97.06 10

970610

9706.10
97.0611

97.06.05
97.0605



会員増などめざす メセナ協会が総会

今年も京都・国際音楽学生フェスティバル大盛況
サントリー文化財団 4団体、地域文化賞

役所の監督より情報公開

より自立した市民活動へ 大阪ボランティア協会事務

局長 早瀬昇氏

市民団体に横のつながり NPOサポートセンター連

絡会事務局長 山岸秀雄氏

美術館研究充実を :文化庁協力者会議が提言

社会貢献など理解深める :経営倫理講演会
「アサヒビール音楽賞'97」 演奏会の出演者募集

世界の障害者画家の絵画 :三菱電機ビルテクノサービ

ス

洋楽部門は畑中氏・邦楽部門は芝氏にモービル音楽賞

増える私設ギヤラリー :社会との接点求め

企業所有の美術展 :企業文化交流委員会
9つの事業を決定 :山梨メセナ協会の初支援

熟練の舞台見せます 若者の街・下北沢に新劇場

東京国際フオーラム・年間稼働率815%に
社会への貢献

助成48地域団体を決定

ビジネスマン・OLの 演奏会「トヨタアフター5コ ン

チェルト」

3セ クと「半官半民」の違しヽ

不言実行

その国の独自性を育てる 途上国に対する文化支援 :

大貫良夫さんと考える

野村、美術品購入で裏金 :供与3億 2000万 円の資金

か

京都の映画に1億円

国際的に高まる期待 :NPOの役割

映画作家の登竜門ぴあフィルムフェス「場外乱闘」5

日から

NPO法案、若手議員の奮戦記

「900円 メセナ」の調べは続く

開場待ちわびる間に機熟す :新国立劇場までの31年

永遠の愛は名画の前で :倉敷・大原美術館「ギヤラリ
ー結婚式」

花盛り映画祭 生き残り合戦
公益法人が破産危機 :「人形美術協会」債務保証で
｀
文化立国

″
の貧ししヽ台所 :「千年の名宝」守るには

個性競うパブリックアート

雨宮 孝子

村田 真

岩瀬 敬―郎

山岡 義典

太田 芳枝

本間 正明

吉竹 達雄

10活字になつたメセナ [1997年度]

朝日新聞

電波新聞

朝日新聞

日本経済新聞「NPO
最前線」

読 売新 聞「Men &
Ⅵ′Omen」

日本経済新聞「列島プ

ラザ ひと悠々」

日本経済新聞

佐賀新聞

産経新聞

電波新聞

毎日新聞

毎日新聞「アートの景

色・97 美術」

流通サービス新聞

朝 日新聞「教育・文

化」

読売新聞

日本経済新聞

中日新聞「紙つぶて」

東京新聞

日本経済新聞

日本経済新聞「NPO
最前線」

日本経済新聞「あすヘ

の話題」

読 売 新 聞 「文 化

100人インタビュー」

朝日新聞

産経新聞

日本経済新聞

朝日新聞

朝日新聞「ポリティカ
にっぼん」
日本経済新聞「文化」
日本経済新聞「ニュー

ス複眼」

朝日新聞

読売新聞「土曜芸能」

毎日新聞

産経新聞

電通報「企業文化」

9706.11
970611
9706 12
9706.12

9706.15

9706 15

327

97.06.16
97.06.17
97.06.17
97.06 17

9706.17
97.06.17

97.06 17
9706.18

97.06 18
9706.18
97.06.19
970619
97.06 19

97.06.19

9706 19

970620

9706.22

9706.23
97.0623
970624

97.06.24

97.0624
9706.25

97.06.27

970628
97.06.28
970630
97.06.30
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「ぴあフィルムフェスティパル」20周年

国内初のフアツション美術館が六甲アイランドに開館

平成9年度五島記念文化賞発表オペラ公演助成金

アフィニス文化財団設立10周 年記念事業「日本戦後

音楽史」の研究委託

(財 )ロームミュージツクフアンデーション平成9年

度財団事業

第13回 日本管打楽器コンクール優勝者によるジョイ

ント・ リサイタル/第 14回 日本管打楽器コンクール

応募者募集

トヨタ自動車が創立60周年を記念して
｀
夢のコンサ

ート
″
開催

フィランソロピーに積極参加 :オ リエントコーポレー

ション

「市民活動促進法案」今国会成立要請の論理 :「NPO
法案」大阪公聴会陳述原稿

富士国際音楽祭12、 13日 に開催 :近ツーと河□湖町

NPO法実秋には必ず

県芸文会議展覧会を助成 :岐阜メセナクラブ理事会

本年度事業決める

社会貢献、米国流を導入 :開かれた株主総会 椋本彦

之氏

音楽ホール響かす「芸術監督」欲しい :企画・運営…

各地で悩み

「継続は力」を実感 赤字でもPR効果 :サントリー社

長 鳥井信一郎氏

ゴッホの「ひまわり」ニセモノ?:仏フィガロ紙報道

人形美術協会債務保証問題「6億分契約書、保存せ

す」

市民参加の映画館に支援活動 :福島

読売新聞「芸能」

イグザミナ

音楽芸術

音楽芸術

音楽芸術

音楽芸術「NEWS」

楽

財界展望

月刊ポランテ イア

日刊工業新聞

毎日新聞

岐阜新聞

神戸新聞「この人に聞

く」

朝日新聞

日経産業新聞

と5分間」

毎日新聞

毎日新聞

朝日新聞「文化二都物

語」

四国新聞

朝日新聞

毎日新聞「文化という

劇場」

電通報

産経新聞

産経新聞

日本経済新聞「NPO
最前線」

日本経済新聞「文化往

来」

中日新聞

日本経済新聞「点描」

北海タイムス

970702

97.0702

「この人 970702

97.07.02
9707.02

97.06

97.06

97.06

9706

97.06

97.0701
9707.01
97.07.02

97.07.03

97.07.05
97.07.05

9707.06

97.07.07
97.07.08
97.07.10
97.07.10

97.07 11

97.07.12
9707.12
97.07.12

97.0630
9706
9706
97.06

久我  和己

ミュージカルに招待 :創立記念で児童4002人

朝日新聞文化財団「企業の社会貢献賞」:イ トーヨー

カ堂など分野別に10社 を表彰

芸術普及のカン違い :「わかりやすさ」だけの美術館

教育でいいのか

芸術・文化支援は企業と社会を豊かにする

芸術家たちの偉大なメセナ

若手育成事業に着手 :世界文化賞

「深野さん」たちの活躍

未来の聴衆育成へ長期プログラム

1千円でウィーンの一流演奏 :Nl~「東海ドコモ支援

育て隠れた名作

今年はお年寄りに焦点 本し信金メセナ事業

早瀬 昇



イサム・ノグチの軌跡を後世に :木曜会会長 平井二

郎さん

音楽家の卵アジアつなぐ :日本生まれの青年 オーケ

ストラ中国初演奏

地域に溶け込む演劇ワークショップ

高齢化社会 での企業の地域貢献は :総合福祉研究会が

発足

きめ細かなケア大切

「福祉」「文化」に資金投入 :パソナグループ :南部靖

之氏

企業ボランティア普及へ :ネ ットワーク会議11月 設

立

ベートーベン生家 保護ヘタクト

小さな重話大賞表彰式

客席のみんな、手拍子してよ

自治体、市民活動助けます

成功収めるミュージアム広告 :米 少額予算で巧みに

集客効果上げる
「フランスメセナ視察団」を募集 :企業メセナ協議会

国際交流活動は新鮮な驚きをもたらす

閑古鳥 1日都庁跡地の「東京国際フォーラム」会議室
「社会貢献 市民の役割」:三菱電機顧間が講演

市民オペラ元気です「鑑賞」から「創造」へ、フォー

ラムで報告・討論

大学生43人を招待 :日航財団

NPO「促進法案」つて?: ｀
制度を作る会

″
が解説

冊子

サイトウ・キネン協賛企業に感謝状

時代にらみ幕引く勇気

映像が主役の座に :ドクメンタ、ベネチア・ビエンナ

ーレ

市民との対話で活性化 :ミュンスター彫刻プロジェク

ト

劇場の未来求め若返リ ロイヤル・オペラが
｀
さよな

ら公演
″

メセナ復活へ期待
「プログラムオフィサー」

授賞に功労的意味合いも :ベネチア・ビエンナーレ

トヨタ・フィル八一モニツク・マスター・プレイヤー
ズ、ベルリン美しく見事な く四季〉

リチャード

バンチャス

雨宮 孝子

山岡 義典

清水 敏男

武藤  完

10活字になったメセナ [1997年度]

日本経済新聞「列島プ

ラザ ひと悠々」
日本経済新聞「文化」

日本経済新聞「文化往

来」

神戸新聞

日本経済新聞「NPO
最前線」

日本経済新聞「起業と

経営」を語る

山陰中央新報

朝日新聞

毎日新聞

日本経済新聞「パフォ

ーミング」

朝日新聞

電通報

電通報

電通報「ソーシャル・

コミュニケーション」

毎日新聞

宮崎日日新聞

朝日新聞

日刊工業新聞

毎日新聞

信濃毎日新聞

日本経済新聞「NPO
最前線」

日本経済新聞「文化

現代美術のゆくえ 三

大国際展を歩く 上」

日本経済新聞「文化

現代美術のゆくえ 三

大国際展を歩く 下」

産経新聞「地球楽信」

電通報

毎日新聞「余録」

読売新聞「文化 :欧州

現代美術の祭典から

上」

毎日新聞「音楽」平野 昭 97.07.29

97.0713

9707 15

9707 16

9707.17

97.0717

9707 17

9707 18

9707.18
9707 19
97.07.20

9707.21
97.0721

9707.21
97.0721

97.07.22
9707.23
9707.23

970723
9707.23

97.0724
97.07.24

970725

97.0726

97.07.28

97.07.28
97.0728
97.0729
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市民がともす歌劇場の灯 :最近オペラ文化事情

アートが「サービス」に :ミ ュンスター・彫刻プロジ

ェクト

映像中心に街を彩る :カ ッセル・ ドクメンタ

チャリテ ィーバザーの約束

「震災児に夢と希望を」と神戸でミュージカル

アサヒビールが目指すもう一つの「トップの座」:ア

サヒビール社長 瀬戸雄三氏

文化支援より企業の「文化化」の時代 福原義春氏

住まいの絵、入選決定

「劇場好き」の不気味 :建物やシステムで文化を仕切

る人々

メセナで開け地域文化

夏につかめ次世代フアン :子供向け音楽会

映画発祥の地・京都に新映画祭 企画公募し製作費の

半額助成

ジュニアコーラス受賞団体が決まる

ベルリンフイル中心に :ト ヨタ自動車創立60周年で

記念コンサート

社会貢献学ぶ :学生育成セミナー

第9回日本ファンタジーノベル大賞

1%クラブ

朝日新聞

読売新聞「文化 :欧州

現代美術の祭典から

中」

読売新聞「文化 :欧州

現代美術の祭典から

下」

日本経済新聞「NPO
最前線」

イグザミナ

財界

東京人

970730
97.0730

97.07.31

一九青 木

朝日新聞

毎日新聞「文化という

劇場」

四国新聞「社説」

朝日新聞

朝日新聞

9708.02
9708.02

97.08.03
97.08.04
970804

970804
97.08.04

97.0804
97.08.05
97.08.06

9708.07
97.08.07
97.0807

9708 12

97.08 12

97.07.31

97.07
97.07

9707

97.08.14
9708 14
97.08.16
97.08.18

企業が秘蔵の名画68点展示 :11日 から東京で

企業の秘蔵美術を公開

外交、人道援助を柱に

資本主義は60点 メセナは慈善でなく企業存立の条

件 :林原社長 林原健氏

チェコと音楽交流、青少年レベルも

企業秘蔵の絵画―堂に

勤労者に広がるボランテイア :企業の体暇制度も着々

増加

住民の手で地域文化創造

「芸術と政策との対話」来月5日 に公開シンポ

「文化バブル」個性競演 :音楽ホール完成ラツシュ

NPO通 し社会貢献 :ポランティア信託を開発した安

田信託銀行

オーケストラの魅力を語る :ト ヨタ 。フィル八一モニ

ツク・マスター・プレイヤーズ、ベルリン音楽監督ツ

ェベリッツ氏

若原 泰之

朝日新聞

電通報

読売新聞

毎日新聞

日本経済新聞「交遊

抄」

読売新聞

日本経済新聞

日本経済新聞「NPO
最前線」

日本経済新聞「人間発

見」

日本経済新聞「文化往

来」

朝日新聞

読売新聞「「体み」考」

読売新聞「論点」

毎日新聞

日本経済新聞

毎日新聞「青い山脈」

菅波 茂

仙道 作三

毎 日新聞 97.08 19



10活字になったメセナ [1997年度]

「答え」は創造するもの

新人発掘へ実験映画コンペ

社会貢献基金を設立 :九州ジャスコ25周年で記念事

業

ヘ`ルツオーク
″
の演出で :オペラ「忠臣蔵」制作現

場から

一流演奏家による上質なプログラム

ホテルホークラの「アートコレクション特別展」
11月 20日 |こ 「毎日ソリステン」

地域と共生する企業に :N¬
~「

社会貢献推進室 三好

繁義氏

公立劇場の役割考える :来月5日から新潟で講座

今年度の助成金は57件、4.4億円 :三菱財団

芥川作曲賞～ドラマチツクな「公開選考」

文化振興へ
｀
応援団

″
:メセナクラブ結成ヘ

第40回 900円 メセナコンサート

芸術家も爆発だ :都の文化施設使用料
｀
倍増

″

美術館は電子の夢を見るか :Nl¬
‐
が東京・西新宿に

ICCオープン

NPOの財政事情 :「二重構造」を克服できるか

第37回 3000人の吹奏楽

第28回サントリー音楽賞贈賞式

芥川作曲賞に川島氏

熱いメッセージ伝えたい :資生堂「プロデユーサーの
時代」開く

アート・マネジメント講座花盛り

｀
さりげなく'′ 4年ロ ヴアンテ金曜寄席

「信用金庫社会貢献賞」ブロンズ像原型が完成 :全信

協が創設、毎年6月表彰ヘ

アートステーション :帝都高速度交通営団

全国音楽ホールネツトワーク協議会

民間への支援・助成の施策 行政積極的な取り組み必

要 :岡山県文化振興懇話会

10日 にオープン、多彩に記念公演「タケミツ」ホー

ル

「和解のレクィエム」日本初演、鎮魂超えた生者への

警告

交響楽団が悲鳴 都、音楽本一ル値上げヘ

大作曲家の家を守ろう :ソニー会長 大賀典雄氏

早瀬  昇

三枝 成彰

山内 直人

日本経済新聞「NPO
最前線」

朝日新聞

日刊工業新聞

電通報「文化」

97.08.21

9708.23
97.08.23

9708.25

97.0825

97.0826
9708.26
97.08.26

97.08.27
97.08.27
970828

9708.29
97.08.29
97.08.29
97.0830

331

毎日新聞「おすすめヒ

ット・ナウ :ク ラシッ

ク」

日本経済新聞「春秋」

毎日新聞

毎日新聞「私のボラン

ティア論」

朝日新聞

日刊工業新聞

朝日新聞「音楽の風

景」

岩手日報

東京新聞「黒板」

読売新聞

朝日新聞

夫
　
　
　
　
　
　
典

幸

　

　

　

　

　

義

三宅

朝日新聞

イグザミナ

音楽芸術

朝日新聞

電通報

日本経済新聞「文化往

来」

毎日新聞

岐阜新聞

日刊工業新聞

毎日新聞「余録」

岡山日日新聞

読売新聞

読売新聞

日本経済新聞

日本経済新聞「あの人

消息この人」

日本経済新聞「NPO
最前線」

970830
97.08
9708

97.09.01
97.0901

970901

97.0901
97.0902

97.09.02
97.0902
970903

970903

97.09.03

97.09.03
97.0903

障害者の芸術家育成に夢 山岡 97.0904
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ドウマゴ文学賞は町田氏の「くつすん大黒」

川島氏が芥川作曲賞を受賞

オープンスタジオ :作品理解に役立つアトリエを公開

トヨタが障害者の芸術活動を支援

企業メセナはもはや
｀
死語

″

個性発揮し大きな和を

都文化施設料の大幅値上げは許せない

芸術・文化支援のメセナクラブ組織化を進める 千葉

教子さん

演奏会にも
｀
価格破壊

″
:入場料九百円「メセナの神

髄コンサート」

米、個人の意志で富還元 :税制優遇未熟な日本と好対

照

港町八マに船上美術館 :遊覧船改造文化発信の場に

営団地下鉄新駅の開業記念し壁画寄贈 :日本マクドナ

ルド

日本のメセナは「思想」でなく「費用」だから不景気

になると削られる :ウ シオ電機株式会社会長 牛尾治

朗氏、陶芸家 辻厚成氏
｀
小さなメセナ

″
も7年目 :川 回の「パッションクラ

ブ」

フイランソロピー浸透目指し賞新設

今秋東名阪で開催の「モスクワ放送交響楽団」コンサ

ートにロームが協賛

都がホール使用料値上げ計画 文化団体「はんた一

い」合唱

インド現代美術に魅せられて :自社工場に「美術館」

を開設

独の公益的地域映画館に注目

｀
ろう重複障害

″
の試練と喜びを描くアニメ映画「ど

んぐりの家」全面字幕付き自主公開

日本のオペラ 活況の陰に
｀
地域格差

″

「クラシツク演奏会変えよう」援助なしに挑戦 :あす

渋谷で若手音楽家ら

ヘンデルにスポット !テ レマン協会がレクチヤー第2

弾

ワークショップ埼玉・越谷で開催 英の現代音楽グル

ープ

水の国の美術館出現 江の川流域の島根・桜江町

企業文化と社会貢献 :余裕なくてもアイデア次第 :ホ

テルオークラ社長 大崎磐夫氏

世界のギャラリー、作品を出展

札幌室内歌劇場の
｀
頭脳派

″
ぶり

小学館児童出版文化賞に二作

毎日新聞

毎日新聞

毎日新聞

産経新聞

産経新聞「談話室」

毎日新聞

しんぶん赤旗「主張」

岩手日報「人」

読売新聞「手帳」

日本経済新聞

神奈川新聞

日経流通新聞

毎日グラフ・アミュー

ズ

埼玉新聞

日本経済新聞

電波新聞

朝 日新聞

電通報「文化」

日本経済新聞「文化往

来」

朝日新聞

読売新聞「文化」

朝日新聞

産経新聞

朝日新聞

日本経済新聞「SAT―

URDAY NIKKEI"X"
A蔵 &Visual」

日刊工業新聞「私の主

張」

日本経済新聞「文化往

来」

日本経済新聞「文化往

来」

朝日新聞「黒板」

97.0904
97.09.04
9709.05
97.0906
97.09.07
970907
97.09.08
97.09.08

97.09.08

97.09.08

97.0909
97.09.09

9709 10

97.09.11

97.09.12
97.09.13

97.09.15

97.09.15

97.09.15

97.09.16

97.09.17
97.09.19

97.09.20

97.09.20

97.0920

97.09.22

97.0922

97.09.23

970924



10活宇になつたメセナ [1997年度]

毎日新聞「可能性」を選んだ公開選考～第7回芥川作曲賞選考
演奏会を終えて

ガード下のギヤラリー :つ いでのときにのぞいてよ

國華賞決まる 佐々木さん夫妻らの3作品

企業の文化活動に焦点 :来月に「関西ミュージアム・

メッセ
′
97」

企業メセナの一環として世界の名画を集めた陶板美術

館を開館 :大塚製薬相談役 大塚正士氏

サントリー地域文化賞に「淡路人形座」など4団体
NPO:初の全国規模の市民活動調査結果

メセナとお菓子の壽城美術館展

ホノルル・シンフォニーに50万 ドル

英の博物館を後援 :東芝 世界的メセナ推進の一環

インターンで現場知る

銭湯が文化発信基地に :ギヤラリーに変身

オペラ聴き優雅にお食事 :若手らの訓練の場にも

新国立劇場、寄付は順調だが…

琉銀が地域貢献室新設

阪神大震災忘れなしヽ 支援活動粘り強く

1日 だけの展覧会、今後10年継続ヘ

米でも理事活性化課題

国際化時代の美術家は :田窪恭治氏、西垣通氏

新国立劇場がオープンしたが…

「JTア ートウォール」出現

六本本に新スポット 情報発信型複合ビルがオープン
「誘惑のパー」作品展開催 :ワ コールアートセンター

南青山、来月25日 から鯨津朝子さんの現代美術作品

展

メセナとFB企業 :文化経営が企業成熟度の指標

生の名曲に心躍らせ :東京オペラシテイの子供向け公

演
「ますます自棄になつて…」

カザルス木―ルずっしり10年祭 :若手育成・ユニー

ク企画…

障害者、芸術で社会貢献

武田 明倫

枝野 茂

雨宮 孝子

山岡 義典

97.09.24

97.0927

97.0928
970929

97.09

97.09
9709
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日本海新聞

朝日新聞

日経産業新聞

日本経済新聞「NPO
最前線」

産経新聞

朝日新聞

日本経済新聞「文化往

来」

琉球新報

朝日新聞

日本経済新聞「文化往

来」

日本経済新聞「NPO
最前線」

朝日新聞「対論」

四国新聞「主張」

電通報

電通報

電通報

産経新聞

朝日新聞「東京ものが
たり」

朝日新聞

電通報

Forbes

イグザミナ

月刊ボランティア

繊研新聞「意見提言」

読売新聞

産経新聞「ひと」

朝日新聞

日本経済新聞「NPO
最前線」

日本経済新聞

日本経済新聞「キャリ

アグラフィティー」

日本経済新聞「生活家

庭」

97 1003
97.10.03
97.10.04

97.10.04
97 1006
97 10.06

97 1009

97 1001
97 10.02
97.10.02
97.1002

97 10 11
97.10.12
97 10 13
97 10 13
97 1013
971014

97.10.14
97.10.14

97 1015
97 1016

バレエ根付くか新国立劇場 :国内初の専属団デビュー

間近

日本の若しヽ才能幅広く紹介 :中島律子さん (企業文化

コーデイネーター)

シビカス世界会議から :国境越えた「市民社会」を

97.1016

97 10 18

97 1018

青木 利元

97 10.18
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｀
お上

″
の没倫理 :公的な文化支援に無理解な役人た

ち

わが国初の美術館・博物館専門見本市 :「関西ミユー

ジアム・メッセ」開く

支援者チケツトに協力を

日仏両文化の出あいの碑に 田窪氏の礼拝堂再生

活発化する企業の社会貢献活動

海外研究活動を支援 :山梨メセナ協会

若手演奏家のデビユー公演 :サントリーホール企画

よみがえる地芝居 :多彩な「型」を現代に伝える

カスパー・ケーニツヒ講演会「ミュンスター (街 とア

ートが出会うとき〉」
｀
流行

″
では済まない環境投資

街に飛び出したアート ジャンル超え多彩に

ニッセイ・バックステージ賞に3氏

映画製作専門家養成講座が開幕

企業の文化支援微増「若手育成」に積極姿勢 メセナ

白書1997
企業の文化支援は微増「メセナ白書1997」

「メセナ白書1997」 が刊行 企業の文化支援微増

アメリカの企業と社会貢献

企業の文化への資金援助は微増「メセナ白書」

企業の文化支援は微増「メセナ白書1997」

企業の支援は微増 「メセナ白書1997」

第6回音楽教育のためのメデイア活用コンクール :口

―ランド芸術文化振興財団が作品募集

電子技術応用の芸術文化活動に助成公募

新日本フィル、下町の拠点完成

京阪宇治駅ビルに日本最大級のステンドグラス製壁画

準備に温度差 :NPO法案への対応

障害者の芸術促進エイブル・アート・フォーラム開催

企業の資金援助額は微増「メセナ白書1997」

東南アジアで社会貢献 :活動内容多彩に

企業の文化支援微増97年版「メセナ白書」出版

六花亭がノミネート 管内初長年の芸術文化活動評価

メセナ大賞'97

市民の手でもできる文化支援

落ち葉が堆肥になるように

職業としてのNPOセクターを :求められる意識の変

革と法整備

「企業文化」考 :よき伝統は残していこう

若手育成が増加 1社 当たり9975万 円 ・97メセナ

白書刊行

毎日新聞「文化という

劇場」

電通報

日本経済新聞「女性か

わらばん」

朝日新聞「単眼複眼」

日刊工業新聞

朝日新聞

日本経済新聞

毎日新聞

朝 日新聞「講演・ 講

座」

日本工業新聞

毎日新聞

朝日新聞「メモ・らん

だむ」

毎日新聞

宮崎日日新聞

日本海新聞

四国新聞

茨城新聞

信濃毎日新聞

神戸新聞

神奈川新聞

電波新聞

電波新聞

日本経済新聞「文化往

来」

イグザミナ

月刊ポランティア

月刊ボランティア

上毛新聞

日経産業新聞

佐賀新聞

十勝毎日新聞

神奈川新聞「社説」

朝日新聞「社説」

電通報「文化」

日刊工業新聞「論説ノ

ート オピニオン」

山梨日日新聞

97 10.24
97 10.24
97.1025

97 1031
97.1031

97 10
97 10
97 10

97.11 01
97.11.02
97.11 03
97.11.03

97.11 03
97 11.03
97.11 03

97.1019

97.10.20

97.1020

97 1022
97 10.22
97 10.23
97.1023
97 10.23
97.10.24

97.10.27
9710.28

元 子今 井

97 10.28
97.1030
971031
97.1031
97 10.31
971031
97 10.31

97 11 03

97 11.04



サントリー学芸賞決まる

六花亭製菓にメセナ大賞 道内から2社目

英国最大オペラ劇場「コロシアム」閉鎖ヘ

本紙記者にサントリー学芸賞

企業の文化支援は額、件数とも微増「メセナ白書
1997」

低料金のコンサートじわり :アマが手作り、託児・喫

茶も

企業の文化支援微増「メセナ白書1997」

久保惣記念美術館新館が無料公開

企業文化支援は微増「メセナ白書1997」

企業の文化支援微増1社平均1億 円弱「メセナ白書
1997」

めざすは映画作家 :実践講座 定員4倍超の応募者

「脱消費社会」への意識改革 21世紀への視座 :堤

清二さんと考える

イタリアで震災、文化財修復支援へ募金

企業メセナ順調に浸透 協議会が昨年度実態調査
企業の文化支援は微増「メセナ白書1997」

企業の文化支援パブルから脱却「メセナ白書1997」

｀
進化

″
するミュージアム :収蔵品をデータベース化

芸術の秋 色づく企業メセナ :障害者や通児に援助の

手 大阪ガス、パソナ

財団の助成金が主財源

転換期のメセナ八幡浜

メセナと公共ホール :企業とマスコミが支援

オペラで「接待」年間予約シート

パソナグループが13日 まで全国公演ベルリン・フィ
ル八―モニー・サロンオーケストラ

地域に密着し「社会サービス」

企業の文化援助額96年度も微増傾向 メセナ白書
芸術文化支援活動の「メセナ大賞・97」 受賞7社の贈
呈式を開催

島氏喜びの授賞式 稲盛財団「京都賞」
96年度メセナ援助額が微増

フォーラム「企業メセナの新たな地平」

本社玄関でオペラ公演 :王子製紙
3氏にバックステージ賞

創業百周年記念し東武鉄道が演奏会

企業の文化支援は微増「メセナ白書1997」

中村 透

10活字になったメセナ [1997年度]

日本経済新聞

北海道新聞

毎日新聞

毎日新聞

千葉日報

朝日新聞

南日本新聞

日本経済新聞「文化往

来」

岡山日日新聞「出版話

題」

山陽新聞

毎日新聞「アメ リカ

NPO事情 上」

愛媛新聞「ワイドリぼ

一と」

沖縄タイムス

日本経済新聞

日本工業新聞

毎日新聞「アメ リカ

NPO事情 下」

下野新聞

産経新聞

産経新聞

中国新聞

朝日新聞「講座・講演

会」

日本経済新聞

日本経済新聞

日本経済新聞

北日本新聞

97 11.06

97 11.07

97 11.07

97 11 07

97.11.07

97.11 07

97.11.05
9711 05
97 11 05
97 11.05
97.11 06

97.11.07
97.11.08
97 11 08

97.11.10
97.11.10
97.11.10

97 11 11
97 11.11

97 11.11
97 11 13
97.11.13

335

97 11 08
97 11 09

97.11 09

97.11.10

97.11.10

97 11 13
97.11.13
9711.13
97.11.13

読売新聞「トビック最

前線」

読 売 新 聞 「文 化

100人 インタビュー」

日本経済新聞「文化往

来」

流通サービス新聞

伊勢新聞

秋田魁新報「ジヤーナ

ル」

日本経済新聞「文化」

産経新間
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サントリー学芸賞

「NPO法成立早く」市民団体廃案へ危機感強める

今年も上昇傾向に 企業メセナ協議会「メセナ白書

'97」 発表

採算考えキャンパス開放 :学生・市民・企業が一体

メセナ団体結成へ :文化で地域貢献

声楽のコンサートに障害者招待のメセナ

テノール独唱会に新方式 :マテウツツイ 視聴覚障害

者を招待

ミリン氏に特別賞 アサヒビール音楽賞

六花亭に普及賞 メセナ大賞'97来月5日表彰式

「メセナ大賞
.97」

に主婦の友グループ

「音楽賞」表彰式開く :アサヒビール芸術文化財団

六花亭はメセナ普及賞に

「美術教育」元気です :新しい試み続々と

メセナ大賞決まる

メセナ頼りの
｀
新国

″
お粗末劇

企業メセすは衰退どころか定着 。上昇傾向へ

企業の文化支援微増 「メセナ白書1997」 出版

社会貢献リストラ :企業腰くだけ

小劇団、ネツト化で個性に磨き

企業所蔵の泰西名画公開

「ゎたせせいぞう同和火災カレンダー展」

社会貢献活動 :企業にも
｀
優しさ

″
必要 オムロン会

長 立石信雄氏

5日、浅田氏ら招きフォーラム～メセナ大賞贈呈式

倉」造する新「空間」日仏文化サミッド97第 1日

都市の新生へ出会う異文化 日仏文化サミット
′
97第

2日

商社の社会貢献活動 :文化 。人材交流に力点

メセナ大賞に音楽ホール運営

平成10年度「地域の伝統文化継承活動費助成」公募

5億円バイオリン、軽い気持ちで ・̈:メセナ哲学は世

界へ 林原社長 林原健さん①

わたしの徒然草 :メセナにお願い

自主製作映画を紹介 :ぴあフエス、11本が参加

サントリー学芸賞贈呈式行われる

恐竜展示の博物館準備着々 :メセナ哲学は世界へ 林

原社長 林原健さん0
〈プロジェクト〉という装置 :美術家と市民の自己実

現の場に

育て未来の観客 :歌舞伎オペラ「鑑賞教室」活動が定

着

酒井 登志生

毎日新聞

読売新聞

読売新聞

電通報

産経新聞

熊本日日新聞

読売新聞「フロツピ

ー」

日本経済新聞

産経新聞

十勝毎日新聞

朝日新聞

日本工業新聞

北海道新聞

毎日新聞

毎日新聞

毎日新聞「らんだむ批

評」

ダイヤモンド

岐阜新聞「文化あらか

ると」

神戸新聞

日本経済新聞

電通報

電通報「アンテナ」

読売新聞「ビジネス」

読売新聞「ぴ一ぷる」

朝日新聞

朝日新聞

日本工業新聞「よき企

業市民として」

日本経済新聞

毎日新聞

毎日新間

千葉日報

日本経済新聞

毎日新聞

毎日新聞

毎日新聞「アートの景

色
′
97美術」

岩手日報

村田 真

97.11.28

97 11.13
97.11.15
97.11 16
97 11.17

97.11.18
97.11.19
97.11.19

97 11 20

97 11.21
97.11 21
97 11.21
97.11.21
97.11 21
97.11.21
97.11 21
97 11.21

97 11 22
97.11 23
97 11.24
97.11 24
97.11.24

97 11.22
97.11 22

97.11 24
97 11.25
97 11.25

97 11 25

97.11 26
97.11.26
97.11 26

97.11.27
97.11 27
97.11.27
97.11 27

97.11 27



10活字になつたメセナ [1997年度]

朝 日新聞 97 11.28セゾン、美術館閉じる 西武池袋店の別館入場者減で
99年に

メセナ事業全体で支援 :セ ゾングループ

セゾン美術館99年 2月閉館 文化事業もリストラ
セゾン美術館99年閉館ヘ

社長業のパランス感覚は空手から :メセナ哲学は世界
へ 林原社長 林原健さん③
「現代詩花椿賞」小池さん華やか

企業の文化支援微増 メセナ白書1997
セゾン美術館、99年 閉館 セゾングループ3研究組
織も来春統合

NPOは社会の「魅力」と「活力」の源泉

美術メセナで豊かな生活を :ギ ヤラリーきく社長 山
元清則氏

市民が育てる文化 :こんな作品が見たい こんな場所
にしてほしい
「メセナ大賞97」 決まる 大賞は主婦の友グループ
「映画は文化遺産」保存機運高まる

固定美術館を開鎖 セゾンコーポレーション3シ ンク
タンクも統合

主婦の友グループがメセナ大賞を受賞

若手発掘の映画祭 都内で続々 :明日の才能先物買い

しては

安田生命クオリティオブライフ文化財団が地域の伝統
文化継承活動に助成金を支給

成立へ自社さ合意 NPO法案名称変更など修正
土台揺るぎ「冬の時代」ヘ

「世界障害者絵画展」を開催 三菱ビルテクノサービ

ス6日 から東京で

NPO法案成立へ 参院与党が修正で合意
ロイヤル・オペラ・八ウス経営ピンチ

在日ダイムラー・ベンツグループ、メセナ国際賞を受
賞

企業の社会貢献を見守りたい

今度こそNPO法の成立を

世界障害者絵画展 :三菱電機ビルテクノサービス

企業のパワーを地域に生かして とくしまボランティ
ア推進センター

才能のひらめき びあフィルムフエステイバル

六花亭にメセナ普及賞 東京で小田社長に表彰状
光の彫刻 :神戸ルミナリエに協賛 DXア ンテナがメ
セナの一環で

337

松岡 紀雄

日刊工業新聞

日本経済新聞

毎日新聞

毎日新聞

産経新聞

東奥日報

日経流通新聞

Business Research

財界

産経新聞「マンデーリ

ポート」

電通報

日本経済新聞「月曜リ

ポート」

日本工業新聞

産経新聞

朝日新聞

毎 日新聞

朝日新聞

朝日新聞「文化
′97回

顧 美術」

日本工業新聞

毎日新聞

読売新聞

日経産業新聞

神戸新聞「社説」
朝日新聞「社説」
電波新聞「フレキシブ
ル」

徳島新聞

毎日新聞「らんだむ批
評」

十勝毎日新聞
電波新聞

97.11 28
97 11.28
97.11 28
97.11 28

97 11.29
97.11 29
97 11.29

97.11

97.11

97.12.01

97 1202
97 12.02

97.1202

97 1203
97 1203

97.1203

97 12.01
97.12.01

97 12.03
97.1204
97 1204

97 1201

97.1205
97 12.05
97.12.05

97 12.05

97 12.05

97.1206
97 12.06
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第6華 |メセナ・データ

自治体、けいこ場整備に力 :ホール建設―巡、倉」作支

援

東京で「オーケストラ・サミット」

NPO法案継続審議ヘ

企業博物館事典を刊行

トヨタコミュニティコンサート 1700回 迎え記念演

奏会

不況で問われるメセナ :行革の時代にこそ応援 総合

研究大学院大学教授 出回正之さん

創造と革新を求めて

21世紀の企業と文化あるべき姿をさぐる 18日 に国

際会議

英国 寄付側が決定 :日米英 募金の使われ方比較

「新国立」問われる公の役割 :戯曲の力、見直し加速

街をテーマに連続講演会 慶大アート・センター

子どもの領分展 来年 1月 18日 までサントリー美術

館

オペラ新時代 道なお遠し:充実の企画よく知る聴衆

「両村上時代」くっきり

メンデルスゾーン姉弟の宗教曲上演

アーバナート展#6

美術館は消滅するのか

時代の空気映す空虚な言葉、さまざまな「悪」際立つ

納得できないNPO法案たなざらし

美術この1年 :「沈滞感」「逆風」の中の表現

メセナ大賞
.97決

定 主婦の友グループ「カザルスホ

ールを運営」

水戸芸術館の新芸術監督に逢坂恵理子さん

ヴェニスピエンナーレで第2回ベネッセ賞を受賞した

アレキサンドロス・プシフウーリスさん

みち銀が企業メセナ協議会の地域賞受賞

「カザルスホール」運営を評価「メセナ大賞」贈呈式

開く

萬斎氏ら語る JTアートウォール開設記念トーク

オペラに好企画、歌唱力も向上

インターネット使いアートプロジェクト

社会貢献活動1社 4億円 :経団連発表

介護保険法など28件成立 臨時国会・NPO法案など

継続審議に

久々、元気に :世界が評価「うなぎ」「HANA― BI」

渡辺 好章

清水 敏男

日本経済新聞「文化」

日本経済新聞「文化往

来」

毎日新聞

日本経済新聞

中部経済新聞

朝日新聞「テーブルト

ーク」

電通報「ニュー・マー

ケティング2001」

毎日新聞

毎日新聞「青い山脈」

朝日新聞「文化'97回

顧 演劇」

毎日新聞

毎日新聞

朝日新聞「文化'97回

顧 音楽」

読売新聞「文化'97回

顧 文芸」

毎日新聞

新美術新聞

新美術新聞「新美術時

評」

朝日新聞「文化・97回

顧 文学」

日本経済新聞「社説」

毎日新聞

新美術新聞

新美術新聞

新美術新聞「人らんだ

む」

デーリー東北

電通報

電通報

読売新聞「文化'97回

顧 クラシツク」

毎日新聞

日本経済新聞

毎日新聞

毎日新間「
′97回 顧

映画」

97.1206

97 12.06

97 12.06
97.1207
97 12.08

97.1208

97.1208

97 12.08

97.12.08
97.12.09

97 12.09
97.1209

97 12.10

97.12.10

97.12.10
97 12.11
97 12.11

97 12 11

97.12.11
97.12.11
97 1211

97.12.11
97.12 11

97 12.15
97 12 16
97 12 16

97.12 13
97 12.15

97.12 15
97 12.15

97.12.16



伝統と新風 新劇に厚み :新国立劇場、起爆剤に

つまずいた
｀
オペラ元年

″

13年 かけ全戯曲 :彩の国さいたま芸術劇場

玉三郎大役確実に/野村玲子が成長/杉村春子亡く…

｀
不幸な状況

″
変えたい :演出家・新国立劇場芸術監

督 渡辺浩子さん

大人の教養映画担い30年 :岩波ホール

「コレクションなし」の身軽さ

海外から来演 刺激と活気 :「新国立劇場」効果で発

展の兆し

困難な時代に在り続ける力を 松下電器の企業メセナ

ブーム、先駆者の足すくうセゾン美術館の閉館

芸術祭賞 :演芸部門大賞には語りの平野啓子さん

紀伊国屋演劇賞決まる

素朴な感性 社会照らす :障害者芸術、評価高まる

メセナ普及賞

パフオーマンスアーツに焦点 :芸団協 初のデータ集
「芸能白書」刊行

企業の社会貢献は着実 :経団連が96年度調査結果発

表

オペラ、生き残り確認 :新国立劇場オープンも刺激

3知事がNPO支援宣言

杉村以後|ま 「夜明け前」

長坂にメセナの会発足 :芸術家助成や発表の場提供

北陸の里に現代美術の輪

創業50周年メセナで祝う :四 日市の太陽化学

新芽の息吹と秋風交錯

若手作家らを支援、企業メセナも協力を

メセナ地域賞を受賞 みち銀 映画制作に高しヽ評価
セゾン劇場10周年、基礎固め終了

外務省 国際美術展を計画 :2001年 から3年に1度

助成の質的転換の動き

ベネフアクターチケット制を取り入れた新タイプのメ

セナ

ト∃夕支援による東南アジア・コンサート・ツアー

小暮 宣雄

荒井 由泰

杉山 弘

音楽芸術 97 12

1● 活字になったメセナ [1997年度]

読売新聞「文化
′97回

顧 演劇」

毎日新聞「′97回 顧
クラシック」

朝日新聞

毎日新聞「′97回 顧

演劇」

産経新聞「ステージド
ア」

朝日新聞「主張・解

説」

朝日新聞「物騒なお

話」

読売新聞「文化
′97回

顧 舞踊」

日刊京都経済

日本経済新聞「ニュー
ス複眼」

毎日新聞

日本経済新聞

日本経済新聞「SAT―

URDAY NIKKEl“ X″

An&Visual」

十勝毎日新聞「編集余
録」

電通報

電通報

日本経済新聞「回顧
′97 クラシック」

朝日新聞

日本経済新聞「回顧
.97 ,員

濠」」

山梨日日新聞

日本経済新聞「文化」

朝日新聞

日本経済新聞「回顧
'97 美術」

名古屋タイムス「言わ

いでか」

東奥日報

日本経済新聞「文化往

来」

毎日新聞

テアトロ

音楽の友

97.12.17

97.12.17

97.12.18
97.12.18

97.12.19

971219

97.12.19

97.1219

97.12.19
97.12.19

97.12.19
97 1220
97.12.20

97.12.21

97.12.22

9712.22

9712.22

97 1223
97.1223

97 12.24
97 12.25
97.1226
97.12.27

97.12.27

97.1230
97.12.31
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9712.31
97.12
97 12
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「NPO法案」は今国会で成立を 1

音楽のための建築

日本美術修復計画 :フ ィリップモリスがカレンダー基

金を募集

セゾン美術館が閉館へ :新たに「セゾン美術展」をつ

くり活動

地域文化を拓く :来るべき「人間の世紀」瀬戸内から

情報発信を

「現代美術のオリンピツク」:日本で2001年開催

相続税「美術品で物納」優遇 :文化庁が法提出へ 散

逸防ぎ一般公開促進

新日鉄音楽賞 :バイオリニストの樫本らに決まる

企業の文化支援 :金額よりも独自色に主眼

文化遺産保護に尽力 :行動の芸術家 平山郁夫氏

私蔵の美術品一般公開促す :文化庁98年度にも「認

定制度」

待たれていた「芸能白書」この一冊 :膨大なデータ、

多角的に分析

広響高らかに新年彩る名曲 広島でコンサート

会社社長が若手にチャンス オペラ「こうもり」きよ

う上野で上浸

インドにミシンを贈ろうコンサート 朝日生命の社内

ボランテイア組織

「舞台励まそう」今年も支援公演 阪神大震災から3

年

複数年度予算が目玉に 国立美術館・博物館をエージ

ェンシー化

「現代美術のオリンピック」日本でも2001年開催に

向けて調査費

クラシツクコンサート情報紹介 :大阪商工会議所 月

刊ガイドを発行

NPO法案 成立阻む「各党の思惑」

どうなるボランテイア :金子郁容 慶大教授に聞く

芸術に親しむ環境づくり推進、幅広いジャンルで資金

援助も :長坂メセナ会の初代会長 浅川正さん

「エプソン国際奨学財団」設立 セイコーエプソンが

創立55周年を記念

文化施設使用料の据え置きへ要望書 日本美術家連盟

第5回読売演劇大賞 ノミネート決まる

例年より水準高く白熱 第5回読売演劇大賞第1次選

考の模様・上

「人に優しく」クラシツク :世田谷百円演奏会 子ど

も・障害者に配慮

非営利の民間団体 :資金作りや組織運営ノウ八ウを教

えます

月刊ボランティア

建築文化

97 12
97.12井□ 直巳

新美術新聞

新美術新聞

山陽新聞

日本経済新聞

読売新聞

日本経済新聞

北海道新聞

産経新聞

日本経済新聞

毎日新聞

中国新聞

朝日新聞

日刊工業新聞

朝日新聞

新美術新聞

新美術新聞

朝日新聞

読売新聞「焦点・争

点」

毎日新聞「青い山脈」

山梨日日新聞「顔」

電波新聞

産経新聞

読売新聞

読売新聞

朝日新聞

98.01.01

98.01.01

98.01 03

98.01.04
98.01.05

98.01.06
98.01 06
98.01.07
98.01.09

98.01.09

98.01.10
98.01.10

98.01.10

98.01.11

9801.11

98.01.11

98.01.12

98.01.12

9801.13

98.01.14
98.01 14
98.01.14

98.01 15

毎日新聞 9801.15



年間通した活躍に評価 第5回読売演劇大賞第1次 選

考の模様・下

震災に負けず劇団運営 :兵庫県立ビッコロシアター館
長 山根淑子氏
「懸命な人」応援社会を :メセナの在り方示す 宮崎

市で文化座談会

クラシック音楽手軽に楽しもう :練馬ミューズの会

新旧の美融合 大山崎山荘美術館

アジアのメセナ講演会

企業メセナを巡 り論議活発 :宮崎市で新春座談会

被災者支援 NPO税優遇 全国初神戸市が財政後押 し

ヘ

「ワイマール時代のパウ八ウス展」ミサワバウ人ウス

コレクション

アジアのメセナ講演会

アジアのメセナを考える講演会開催 :東京で来月3日

メセナ団体代表が講演会で近況報告

歌劇「アイーダ」舞台裏は
｀`
ドタバタ劇

″
新国立劇場

アジアのメセナ講演会

アジアのメセナ講演会

劇場はどこ? 世田谷区の「パブリックシアター」
アジアのメセナは

企業メセナもビジネス直結 :低成長下、文化振興に新

形態

地方都市オーケストラ・フエステイパル :目覚ましい

充実

アジアのメセナ講演会

アジアのメセナ請演会

アジアのメセナ講演会

アジア各国のメセナ活動紹介

フィリップモリスが若手芸術家を支援

アジアのメセナ報告 来月3日 に東京で請演会

伝統芸能を活かす「踊り」を通じ立ち直る

芸術団体に心強い企業援助

アジアのメセナテーマに請演会 東京で来月3日

「もでなし」の文化を美術館に :江戸時代のサロン、

京都・角屋

伝統芸能を活かす 地域を愛し生きる力を

いつ成立…気もむ市民団体 NPO法案審議入り

企業メセナの現在を探る :「メディアアート」の動向

中心に

メセナの在り方探る :県産業文化振興事業団企業交流

会に100人

10活字になつたメセナ [1997年度]

読売新聞

日本経済新聞「フォー

カス」

宮崎日日新聞

朝日新聞

日本経済新聞「SAT―

URDAY NIKKEI“ X"

An&Visual」

四国新聞「情報クリッ

プ」

朝日新聞

朝日新聞

電通報

伊勢新聞

河北新報

山梨日日新聞

産経新聞

北海道新聞「短信」

北国新聞

産経新聞

京都新聞

日経産業新聞

日本経済新聞「話題セ

レクト」
愛媛新聞「文化短信」
宮崎日日新聞

神戸新聞

上毛新聞「情報クリッ

プ」

繊研新聞

東奥新聞

産経新聞「教育再興
心を培う学校 上」
岩手日報「潮流」
山陽新聞

産経新聞

産経新聞「教育再興
心を培う学校 下」
朝日新聞

電通報

岐阜新聞 98.01 27

98.01.16

9801.16

98.01.17

98.01.17
9801 17

9801.19

9801 19
98.01.19

9801 19

98.01.20
98.01.20
98.01 20
98.01 20
98.01.20
98.01.20
98.01.21
98.01 22
9801.22

98.01 22
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98.01.23
98.01.23
9801.23
98.01.24

9801.24
98.01 24
98.01 25

98.01.26
9801 26
98.01 26

9801.26

98.01.26
9801 26
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企業の博物館、見どころ網羅

「NPOセ ンター」始動 :人材養成ヘフォーラムも

繊細な感性と卓越した成果と ′
97毎 日新聞デザイン

賞

街を変える現代の「町衆」

「NPO法案成立を」期待する市民団体 :「推進ネット

ワーク」作り

サントリーミステリー大賞は結城五郎氏

美術館常設展の陰と陽 : ｀貧すれど鋭い
″
企てに活路

人は魂で対話してこそ幸せになる :拓かれた新しいメ

セナの地平

「びわ湖ホール」が平成10年 9月に開館

メセナ育成賞を受賞した東京ガス都市開発の芸術パッ

クアップ術

テクノ・アート

NPO法案は、なぜ継続審議になつたのか?

美術を支援する長期的視点について

成立か廃案か今国会カギ NPO・ サッカーくじ法案

「舞台芸術フェア」開く

メンデルスゾーン姉弟の曲、メセナで

責任不明、場当たり…お国柄示す新国立劇場

研究テーマ「10年以上先を読む」:林原社長 林原健

氏

文化活動企業で担う :商品陳列にも手腕

700回記念で大作に挑戦「トヨタ・コミュニテイ・

コンサート」

第5回読売演劇大賞 :受賞者と作品

「百貨店美術館」で活躍 :求人状況は狭き門

舞台芸術フェア芸団協など開催 東京で16日 から

若手劇団広く紹介 グローブ座・春のフエステイバル

地域再興をアートで :越後妻有の挑戦

芸術劇場とネオン

質の高しヽ
｀`
地方発信

″
映画相次ぐ

足引つ張る経済情勢、骨格固め先送りに アジア「メ

セナ」ネット構想

第5回VOCA賞に湯川雅紀氏

夕カシマヤ美術賞

浅田 彰

清水 敏男

北川 フラム

坂東 真理子

朝日新聞

朝日新聞

毎日新聞

日本経済新聞「ニユー

ス複眼」

毎日新聞

毎日新聞

朝日新聞「探究」

PR Today

イグザミナ

エネルギーフォーラム

ボイス

月刊ボランティア

新美術新聞「新美術時

評」

読売新聞

電通報

毎日新聞「おすすめヒ

ット・ナウ クラシツ

ク」

毎日新聞「文化という

劇場」

読売新聞「ビジネス」

読売新聞「平成の士た

ち 学芸員 上」

東京新聞

読売新聞

読売新聞「平成の士た

ち 学芸員 下」

日本経済新聞

日本経済新聞「話題セ

レクト」

毎日新聞

日本経済新聞「あすヘ

の話題」

毎日新聞

信濃毎日新聞

新美術新聞

新美術新聞

98.01

9801

980201

98.02.01
980202
98.0202

98.02.02

980203

98.0203

980204

9802.04
98.02.04

98.01

98.01

98.0205
980205

98.01 27
98.01.29
9801.29

9801.30

98.01.30

98.01 30
98.01.31
98.01

9802.05
98.02.06

980206
9802.11

9802 11
98.02.11



アジアの芸術・文化を支援 :東京でネツトワーク構想

の会議

グランシップに「美術館」:未公開秀作ズラリ シア

ターオリンピックスに合わせ

動き鈍るメセナ アジア・ネツト構想先送り

杉山好二さんニツセイ・パックステージ賞を受賞した

藤浪小道具の技能参与

東京ビデオフェス賞決定

メンデルスゾーン姉弟作品

フレツシユアーテイスト賞に樫本大進氏 :新 日鉄が音

楽賞授賞式

経済危機で足踏み メセナのアジア・ネットワーク

経済悪化で先送り「企業の芸術・文化支援」アジア太

平洋ネット構想

大型国際美術展が続々と :アートに東アジアの新風
メセナの足引つ張る経済情勢 アジア・ネットワーク

構想国際組織づくり先送り

経済悪化で振るわず、美術館閉めた企業も アジアの

メセナネット準備会議

サントリーミステリー人賞決まる

文化に経済性は合わない :都、箱物から催しに視点

NPOに 熱い視線を送ろう

アジアの企業メセナ :広がる通貨 。経済危機の中 欧

州並みネットワーク模索

読売文学賞の7氏贈賞式 95歳河盛さんらが喜び語
る

経済危機で前途多難 アジアのメセナネット計画

市民活動広がる転機に NPO法案国会審議大詰め

平成10年度文化庁予算 :前年度比1.1%の減

清らかな音楽に至福の時間 トヨタ・コミュニティコ

ンサート700回記念

文化活動グループ6社で支援、西友などの負担軽減
セゾン

自民修正案に野党軟化 NPO法案、今国会で成立の

見通し

都内の美術館集客に躍起

日本美術修復で寄贈 フィリップモリス社
NPO法案 今国会で成立ヘ

文化活動グループで分担 セゾン基幹社に割り当て

日本古美術品修復を支援 :フ ィリップ・モリス

NPO法案、来月にも成立

市民の熱気が支え 世界の話題作上演 ゆうばり国際

冒険・フアンタスティック映画祭
′98

若い才能の
｀
開花環境

″

読売演劇大賞の贈賞式 980228

入山 映

富永 壮彦

10活字になったメセナ [1997年度]

神奈川新聞

静岡新聞

琉球新報

東京新聞「この人」

日本経済新聞

日本経済新聞

日本工業新聞

北日本新聞

愛媛新聞

毎日新聞

デーリー東北

茨城新聞

電通報

日本経済新聞「ニュー

ス複眼」

毎日新聞「語りたい」
朝日新聞「単眼複眼」

読売新聞

中国新聞

朝日新聞

新美術新聞

東京新聞「音楽」

日本経済新聞

朝 日新聞

日本経済新聞

朝日新聞

読売新聞

日経流通新聞

毎日新聞

日本経済新聞

毎日新聞

毎日新聞「らんだむ批

評」

読売新聞

9802.11

9802 11

98.02 11
9802.12

9802.12
9802.12
98.02.12

98.02.12
9802.13

9802.13
98.02 14

9802 16

9802 16
98.02 16

9802 16
98.02.17

9802.17

9802 19
98.02.19
980221
9802.23

98.02.23

98.0225

98.02.25
98.0226
98.02.26
98.02.26
980226
9802.27
980227

98.0227

343
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町工場入つてみたら美術館 :東京・下町、意表突く創

造空間

第8回新日鉄音楽賞決まる

第28回サントリー音楽賞記念コンサート

トヨタ・コミュニティ・コンサート700回記念でメ

ンデルスゾーン姉妹のオラトリオ演奏

第8回新日鉄音楽賞発表

第27回モービル音楽賞贈呈式行われる

「アーティスト・イン・レジデンスを考える」シンポ

開催

メセナの黒 い手

「芸術興行」私の生きがい :無名・若手演奏家中心に

損覚悟で感動の舞台紹介

芸術行政 日本の難点と利点 :「新国立劇場」が新た

な道示す

障害者による芸術展も開催 :「'98アート・パラリン

ピック長野」

成熟した社会を実現する条件 :芸術を地域に根づかせ

るために

育成の歴史、新劇場に託すオペラ研修所
｀
豊かな文化を多くの人に

″:「舞台芸術フェア」開く

五輪に華添えて「文化・芸術祭」も多彩に

育て 笑えるボランテイア

NPO法案、参院委で可決 今国会で成立確実

NPO法案 :非営利団体 |こ 「お墨付き」、「官主導」転

換の一歩にも

NPO法案、参院委で可決 今国会で成立の運びに

NPO法案あす参院通過

都写真美術館と桑沢デザイン研 :美術現場でも遠隔授

業

NPO法成立確実に 参院委 賛成可決ヘ

子役など出演者募集 秋田市で公演のミュージカル

ますは合格点「早く成立を」NPO法案、参院委で可

決

NPO法案、成立見通し

国内メセナに理解ない金融機関

新美術新聞 9803.01

安丼 収蔵 新美術新聞「色いろ

調」

朝日新聞

98.0301

9803.01

山崎 正和 毎日新聞「時代の風」 9803.01

産経新聞 9803.02

西日本新聞「社説」 98.0302

日本経済新聞「SAT―

URDAY NIKKEl“ X・

Art&Visual」

音楽の友

音楽芸術

音楽芸術

音楽芸術

音楽芸術

朝日新聞「歩く」

電通報

電通報

日本経済新聞「青い山

脈」

産経新聞

朝日新聞

朝 日新聞

読売新聞

毎日新聞

毎日新聞

秋田魁新報

朝日新聞「時時刻刻」

読売新聞

日経金融新聞「金融フ

ォーラム」

日本経済新聞「社説」

毎日新聞

朝日新聞「社説」

読売新聞

読売新聞

日経産業新聞

毎日新聞

9802.28

98.02
98.02
98.02

98.02
98.02

9803.02
98.0302
98.03.02
98.0302

98.03.03
98.03.03

9803.03
98.0303
98.0303

98.0303
9803.04
98.03.04

98.03.04
98.03.04

98.0304
98.03.04
98.03.05
980305
98.03.05
98.03.05
98.0305

江戸 京子

NPO法案の参院可決を歓迎する

国会改革の契機にNPO法市民主権ヘー歩

NPO法で社会を変えよう

NPO法案成立へ :市民と議員連携 立法に
｀
新風

″

歌にあわせて手話で :社会貢献コンサート

ダイキンエ業など、4団体に寄付

NPO法案を可決 優遇税制求める声も



14日 にピアノコンサート :メセナ事業の第1弾 長坂
「官僚」主導を変える契機にNPO法案

音楽愛好者ら高い評価 :フ ェニックスホール開館3周

年

NPOサポートセンター各地に着々 :法案、成立を前
に育つ市民活動
｀`
日本

″
に熱い視線 第48回ベルリン映画祭から

不況下でもメセナに関心 :福岡都市圏の中小企業

展覧会もお客さま第一 :安田火災海上保険広報部文化

事業室主任 小坂佳世子氏

NPO法案の成立後の課題

45万人の反対で値上げに歯止め 都の文化施設使用

料は倍額から13・ 5%に
使用料25%値上げ～東京都美術館

第5回「アート村・夢のデザイン大賞」応募作品展開

催中
「エイブル・アー ト・ワークショップ 98」 3月 20
～22日開催

クラシックより身近に :料金は自己申告

故古橋悌二氏の特別展5月開催 キヤノンのアートラ

ボ

生命力ほとばしる作品
′
98アートパラリンピック長野

NPO法案17日可決ヘ

世界障害者絵画展 三菱電機ビルテクノサービス

現代アートで街づくり:大震災被災の兵庫県下で試み

小規模の「文化・芸能基金」:こんな低金利じゃ助成

金が出せない |

美術家の連携希薄に :「キュレーターの時代」に潜む

危うさ

「フィランソロピー」と「暗夜の一灯」

「社会貢献」わが社では?講演会に60人 効果的活

動探る

印刷を文化史から考える :博物誌刊行や「博物館」設

立ヘ

NPO法案週内にも成立

東京グロープ座に4月 から名称変更 パナソニック・

グローブ座

19日成立見通し NPO法案、衆院委で可決ヘ

湯川雅紀氏がVOCA賞 受賞

企業の社会貢献「在り方」考える 福井で研修会
NPO法が成立

NPO新世代

サントリー音楽賞に東京交響楽団

NPO法の要旨

ボランティア団体に法人格 NPO法成立

童話と絵本の展示会 日産自動車
NPO法が成立 :市民団体に法人格付与

サントリー音楽賞に東響

10活字になったメセナ [1997年度]

山梨日日新聞

毎日新聞「社説」

産経新聞

毎 日新聞

毎日新聞

西日本新聞

読売新聞「今日も元気

で」

読売新聞「社説」

音楽舞踊新聞

新美術新聞

新美術新聞

新美術新聞

朝日新聞

日本工業新聞

読売新聞「手帳」

読売新聞

日刊工業新聞

日本経済新聞「文化」
東京新聞「SCRAM―
BLE」

朝日新聞「文化」

日刊工業新聞「産業春

秋」

愛媛新聞

朝日新聞「単眼複眼」

読売新聞

日本経済新聞

毎日新聞

日本経済新聞

福井新聞

朝日新聞

朝日新聞「窓」

読売新聞

読売新聞

読売新聞

日刊工業新聞

日本経済新聞

日本経済新聞

98.03.06
98.0306
980307

980307

98.03.07
98.03.10
9803.10

9803 10
9803 11

9803 11
9803.11

9803.11

98.03.12
98.03 12

ぅ45

9803.13
98.03.14
98.03.14
98.03.14
9803 15

98.03.16

9803 16

9803 17

98.03.17

9803.17
98.03 17

98.03.17
98.03.18
98.03.18
98.03 19
9803.19
98.03.19
98.03.19
98.03.19
9803 19
9803.19
98.03 19
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NPO法、午後成立 衆院、全会一致で

「行革」につなげる論議を NPO法
クラシック公演、学割で誘う :新しい客層の開拓に躍

起

次は「NPO税制」だ

NPO法誕生意義あること 橋本龍太郎首相

社会的信用の向上歓迎 NPO法 が成立

「優遇税制」が焦点に NPO法が成立

出雲メセナ協会設立 :山陰初、資金援助・顕彰など計

画

佐川美術館琵琶湖畔にオープン

第9回五島記念文化賞 〈美術新人賞〉

アジアをつなぐ 〈企業メセナ〉の動き :韓国・豪州が

ネットワークに積極的役割

値上げ案否決47件 に 都公共施設の使用料

NPO法を生かすために

NPO法成立 :「法人格」取る?取らない?
フランスで喝釆 資生堂が慶大の公演に協賛

「アフィニス夏の音楽祭」

群馬交響楽団とメセナ

アートパラリンピツク長野 :障害者の芸術展全国ヘ

法人格ないと信用されぬ

メセナ大賞の候補企業募集

メセナ大賞候補企業募集

芸能と現代社会のかかわりを追究 :芸団協が来月から

慶大に寄付講座開設

クラシックに興味を 29日 東京・渋谷で若者向けコ

ンサート

独自の美学の主張 サントリー音楽財団コンサート

「西村朗」

メセナ大賞募集

「道具」どう使いこなすか

メセナ大賞の候補募集

メセナ大賞の候補募集

ルーブル美術館に5億円寄付

メセナ大賞候補募集

意識もてば社会が変わる

日本テ レビ

京都市、劇場映画に助成 :市内で撮影が条件

NPO法案成立 :市民活動と公益、議論さらに深く

メセナ大賞の候補募集

メセナ大賞の候補企業募集

劇場施設にもっと愛を :戯曲雑誌がアンケートで採点

メセナ大賞の候補募集

文化活動支援する企業・財団を募集 メセナ大賞
′98

武田 明倫

毎日新聞

産経新聞

朝 日新聞

朝日新聞「社説」

朝日新聞「発言録」

日本経済新聞

毎日新聞

山陰中央新報

新美術新聞

新美術新聞

新美術新聞

毎日新聞

毎 日新聞

読売新聞

日本経済新聞「社説」

朝日新聞

電通報

読売新聞「話の港」

上毛新聞「三山春秋」

朝日新聞

朝日新聞「スタートラ

インのNPO・ 上」

長崎新聞

東京新聞

毎日新聞

山梨日日新聞「ミニ情

報」

朝日新聞「スタートラ

インのNPO・ 中」

徳島新聞「芸能クリッ

プ」

神戸新聞「ふあいる」

読売新聞

西日本新聞

朝日新聞「スタートラ

インのNPO・ 下」

日本経済新聞

読売新聞

熊本日日新聞

山陽新聞

朝日新聞

朝日新聞「黒板」

読売新聞「ぴ―ぶる」

98.03.19
9803.20
980320

9803.20
98.03.20
98.0320
98.03.20
98.03.21

98.0321
98.03.21
98.0321

98.03.21
9803.22
98.03.23
98.0323
98.03.23
9803.24
98.0325
98.03.25

98.0325
98.03.25
980325

98.0325

98.0325

980326

980326

9803.26

980327
98.03.27
9803.28
98.0328

9803.28
98.03.29
9803.30
98.0330
98.03.30
980330
98.0330



1● 活字になったメセナ [1997年度]

日本経済新聞 980330
347

公共ホール、チケット管理を代行 ぴあ、まず横浜で

運営支援

メセナ大賞の候補募集

候補企業を募集 第8回メセナ大賞

社会が求める企業の社会貢献活動と勤労者のボランテ

イア活動

新国立劇場に固定資産税10億

第16回 NECスーパータワースペシャルコンサート

いつまで待たす?NPO法
「美術の高島屋」の伝統から生まれた「夕カシマヤ美

術賞」

地域に根ざした地道な活動が高く評価されたメセナ大

賞
′97

宣伝会議

【撻車載】[1997.04.01.～・1998.03.31]

新潟日報「芸能短信」

南日本新聞

HRIレ ポート

ういずVol.38
音楽の友

月刊ボランティア

月刊経営塾

98.03.31
98.0331
98.03

9803
98.03
9803
9803

新聞

9803

97.04.02

970403

9704.04

9704.07

970408

97.0624

970627

9706.28

970701

970704

自主制作中心 初の施設

オペラの殿堂 課題も多く

活動に専念できる環境を

スローな
｀
種 まき

″
の演劇

事業費確保へ試行錯誤

到着4日 後に署名活動参加

工夫を凝らして資金集め

｀
一歩譲つて

″
目的達成ヘ

情報を専門化せず、わか りやす く

情報発信とロビー活動で

岡田 直子

柳本 文貴

大島 昭宏

高橋 由紀

西田 陽子

読売新聞「新しい舞台

芸術をめざして 新国

立劇場 。1」

読売新聞「新しい舞台

芸術をめざして 新国

立劇場・2」

読売新聞「新しい舞台

芸術をめざして 新国

立劇場・3」

読売新聞「新しい舞台

芸術をめざして 新国
立劇場・4」

読売新聞「新しい舞台

芸術をめざして 新国

立劇場・5」

毎 日新 聞「米 国の
NPOに チャレンジ !

1」

毎 日新聞「米 国の
NPOに チャレンジ 1

2」

毎 日新 聞「米 国の
NPOに チャレンジ 1

3」

毎 日新 聞「米 国の
NPOに チャレンジ |

4」

毎 日新 聞「米 国の
NPOに チヤレンジ |

5」

毎 日新 聞「米 国の
NPOに チャレンジ |

6」

情報を売 り活動源 に 斉本 隆男 97,07.05
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46181/n+.7-5

多様な分野の人とつながりを

「プロ意識」支える財源確保

理事とスタッフの連携が大事

相互インターンを実現

文学賞で町をPR ノヽ一ドからソフトヘの転換

自分の童話聞かせ子供たちに絵を描かせる

88年に「坊つちゃん文学賞」全国向けの流れヘ

破格懸賞金とアイデア 応募作数はプロ文学賞並み

母への手紙に応募殺至」「一筆」スタイルが大受け

旅と人生テーマに中高年が応募

文学の本質とは・̈「平凡の中の美」描くこと

フランスの国立美術館と国立美術館連合

ポンピドウー・センターのフランス的運営方法

ルーブル美術館公共企業体 ルーブル美術館の新しい

運営組織

アメリカの美術館経済学 〈1〉 総論

アメリカの美術館経済学 (2)ヒ ト・カネ・モノ

アメリカの美術館経済学 〈3〉 現代系美術館の状況

雄大・豊潤な日本アイ・ビー・エムの社会貢献活動
｀
家庭の幸福

″
から

｀
社会への貢献

″
に視座を高めた

シチズン

演劇の創造性と達成感を社員全員が共有する「未来工

業」の企業文化

高橋 直子

今田 克司

今田 克司

エリッサ・リ

ーフ

清水 敏男

清水 敏男

清水 敏男

富井 玲子

富井 玲子

富井 玲子

97.06

毎 日新 聞「米 国の

NPOに チャレンジ |

7」

毎 日新 聞「米 国の

NPOに チャレンジ |

8」

毎 日新 聞「米国の

NPOに チャレンジ |

9」

毎 日新 聞「米 国の

NPOに チャレンジ |

10」

毎日新聞「懸賞ブーム

の内側」

毎日新聞「懸賞ブーム

の内側」

毎日新聞「懸賞ブーム

の内側」

毎日新聞「懸賞ブーム

の内側」

毎日新聞「懸賞ブーム

の内側」

毎日新聞「懸賞ブーム

の内側」

毎日新聞「懸賞ブーム

の内側」

新美術新聞「海外美術

館レポート・その経営

実態を探る 1」

新美術新聞「海外美術

館レポート・その経営

実態を探る 2」

新美術新聞「海外美術

館レポート・その経営

実態を探る 3」

新美術新聞「海外美術

館レポート。その経営

実態を探る 4」

1新美術新聞「海外美術

1館 レポート・その経営

1実態を探る 5」

1新美術新聞「海外美術

1館レポート。その経営

1実態を探る 6」

|ブレーン

|ブレーン

97.07.08

97.07.11

97.07.15

97.07.18

97.09.01

97.09.08

97.09.15

97.09.22

97.09.29

97.10.06

97.10.20

9801.01

98.01.11

98.02.11

98.02.21

98.03.01

98.0311

9704
9705

ブレーン
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実験性と知的遊戯性に充ちた、N‐

「

インターコミュ
ニケーション・センター

モノづくりから社会貢献まで質の尊重を貫くローム

(株)の企業文化

在野精神で「拡印刷」にチャレンジする大日本印刷の

企業文化

社員の自主性と継続性を重視する東京海上の
｀
大人の

企業文化
″

常に時代のニーズを先取りするミナミの企業文化

独創的で高踏的な日本国レアルの企業文化戦略

顧客満足を最高度に追求する安田火災の文化事業活動

地球的・国際的視野で現代のテーマに取り組む日本ア

ムウェイ

コミュニティに根ざした文化性 :文化性豊かなヤギコ
ーポレーション

季刊アスティォン1997春 大特集「21世紀の企業

像」

シンポジウム 文化支援の展望「―
‐公的・民間支援の可

能性

いきいきビジネス・ライフ 脱 。会社漬け人間のすす

め

「美術品‐一保存と管理」セミナー「企業アートコレク

ションの管理」テキストブック

初めての著作権講座～著作権って何?～

日本のオーケストラ1997～賃金労働条件等実態一覧

文化は都市の未来を救えるか――都市と文化を考える一

「自立・共創」の世界文化首都・関西 報告書

1997国 際文化交流団体ダイレクトリー

あなたの会社の総合評価 :ベスト企業1997

マルチメデ ィア時代の芸術 と社会

初めての著作権講座 ‖～市町村の仕事と著作権～

会議報告書 地域の映画祭・映画上映を考える

よくわかる「市民活動促進法案」

フイランソロピー入門

すべての地に新ししヽ陽は昇る !「アート・エイド・神

戸」活動記録集 [1995年 2月～1997年3月 ]

NPO基礎講座―市民社会の創造のために一

芸術見本市 出展者ガイド

ブレーン

ブレーン

ブレーン

ブレーン

9707

9708

97.09

97.10

349

ブレーン

ブレーン

ブレーン

ブレーン

97 11

97 12
98.01

98.02

ブレーン 9803

・資料】―!瞳:[1997.04.01～ 1998.03.31]

TBSプ リタニカ

東京ドイツ文化センタ

藤井則彦

企業アートコレクショ

ンの管理セミナー運営

委員会

社団法人著作権情報セ

ンター

日本音楽家ユニオン

東京都文化行政シンポ

ジウム

社団法人関西経済連合

国際交流基金

財団法人朝日新聞文化

財団「企業の社会貢献

度調査」委員会

富士ゼロックス株式会

社

社団法人著作権情報セ

ンター

国際交流基金

シーズ

高橋陽子

「アート・エイド・神

戸」実行委員会事務局

山岡義典

芸術見本市事務局

97.04

97.04

97.05

97.05

97.05

9705

97.05

97.05

9706
97.07

9707

9707

97.07
9707
9708
9708

9709
9709
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社団法人日本オーケストラ連盟総覧 (1997年 度〉版

「アーツフォーラム、21世紀への提言」第3回 市民

の芸術マインドを育てる～芸術への市民参加をめざし

て～

NPO法活用のための基本資料 NPO法の検討・活用

にむけて

公益法人の実像

公益法人論文選

民間公益セクターの全体像

助成財団決定要覧 1997

第7回全国文化の見えるまちづくり政策研究フォーラ

ム

群馬県文化年鑑

文化を事業する

第2回文化復興支援フォーラム報告書～市民グループ

に対する支援のあり方～

芸能白書1997

情報化社会における芸術支援政策の財政分析

「企業メセナ研究 |」 課題研究発表集 (課題〉企業の

メセナ活動について

公益法人白書

助成団体要覧 民間助成金ガイド1997

アート・マネジメント

アンコール5 1998Ⅶhter

日本のオペラ年鑑1996

クラシツク音楽コンサート市場活性化のための調査研

究報告書

倉」造都市の経済学

演劇年鑑
′98

・98演劇年鑑別冊

舞踊年鑑22 平成9年の記録

演奏年鑑
′
98音楽資料

社団法人日本オーケス

トラ連盟

芸術文化交流の会

全国子ども劇場おやこ

劇場連絡会 文化政策

推進部

入山映・林知己夫

財団法人公益法人協会

民間公益セクター研究

財団法人助成財団資料

センター

第7回全国文化の見え

るまちづくり政策研究

フォーラム実行委員会

群馬県教育委員会、財

団法人群馬県教育文化

事業団共編

清水嘉弘

阪神・淡路震災復興支

援10年委員会

社団法人日本芸能実演

家団体協議会

京都大学大学院経済学

部研究科経済政策学専

攻 金武創

1成安造形大学造形美術

1科芸術計画群

1総理府

1財団法人助成財団資料

|セ ンター

1慶応大学アートセンタ

社団法人日本クラシツ

ク音楽マネジメント協

オペラ団体協議会

社団法人日本クラシツ

ク音楽マネジメント協

佐々木雅幸

日本演劇協会

日本演劇協会

全日本舞踊連合

社団法人日本演奏連盟

97.09

97.09

97.09

97 10
97.10
97.10

97 10

97 10

97.11

97 11
97.11

97.12

97 12

97 12

9801
98.01

98.01

98.01

98.02
9802

98.02
9803
98.03
9803
9803



1● 活字になったメセナ [1997年度]

世界劇場会議 国際フォーラム'98

プロフィール 日本の劇団

文化を愛する企業へ～企業文化とメセナ～

公立ホールにおけるネットワーク活動に関する調査研

究

ホール文化形成のために

平成9年度まちづくり研究活動報告書

クラシック音楽マネジメント事業者の事業実態調査の
こ報告

我が国の芸術文化振興施策の概要 :平成10年度

東京国際舞台芸術フェスティバル
′
97報告書

東京国際舞台芸術フェスティパル
′
97報告書 :アーテ

イスト・ミーツ・アーティスト

舞台芸術フェア 報告書

舞台芸術フェア ガイド

舞台芸術フェア 出展団体リスト
The Journey of My Life

ARCUS アーカス構想パイロット事業1997年度活

動記録

アートが学校・地域社会を変える…こどもと芸術::策境

大阪府文化振興指針

専門誌

「世界劇場会議 国際

フォーラム
′
98」 実行

委員会

社団法人日本劇団協議

柿崎孝夫

財団法人地域創造

財団法人地域創造

財団法人滋賀総合研究

所

社団法人日本クラシッ

ク音楽マネジメント協

文化庁文化部

東京国際舞台芸術フェ

スティバル実行委員会

東京国際舞台芸術フェ

スティパル実行委員会

舞台芸術フェア事務局

舞台芸術フェア事務局

舞台芸術フェア事務局

福原義春

茨城県

アーツフオーラム・ジ

ヤバン

大阪府生活文化部文化

課

9803

9803

9803
9803

98.03
9803

98.03

98.03
9803

9803

351

9803
98.03
9803
9803
9803

9803

9803

「経済広報」月刊 ンター
「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」月干」 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」月千」 財団法人地域創造
「フイランソロピー」月干」 社団法人日本フイランソロピー協会
「文化経済学会」季刊 文化経済学会
『文化庁月報」月干」 文化庁
「メセナ」季刊 社団法人企業メセナ協議会
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メセナ年表

全国のメセナ組織の発足、NPO法の成立など

1997年352
4月 ５

８

　

９

‐６

　

‐９

２０

２‐

　

２５

世田谷パブリックシアターオープン(東京)

「第2回全国メセナ組織会議」開催(名古屋、全国メセナ組織連絡会・企業メセナ協議会 。東

海メセナ研究会)

「メセナ会議'97東海」開催(名古屋、同実行委員会)

シンポジウム「21世紀のふるさとづくり'97」開催(東京、地域活性化センターほか)

フジエポックホールオープン(山梨)

NT丁インターコミュニケーション・センターオープン(東京、日本電信電話)

季刊「メセナ』28号発行(企業メセナ協議会)

シンポジウム「文化支援の展望――公的・民間支援の可能性」開催(東京、東京ドイツ文化セ

ンター)

水の国・ミュージアム104オープン(島根)

5月 牧丘町民文化ホールオープン(山梨)

鎌倉大谷記念美術館オープン(神奈川)

6月 千葉県南総文化ホールオープン(千葉)

「NPOフォーラム'97 inか なかわ」開催(横浜、日本NPOセンター)

7月 ３

‐４

２０

地域の文化活動を支援する企業と個人の会設立(福島)

都の文化施設の値上げを含む「都財政健全化計画実施案」発表(東京都)

季刊『メセナ』29号発行(企業メセナ協議会)

9月 ２

‐０

２６

岡山県文化振興懇話会発足(岡 山)

東京オペラシティコンサートホールオープン(東京)

パブリックアート・フォーラム第4回シンポジウム開催(四 日市、全国パブリックアート

フォーラム実行委員会)

10月 ７

‐０

‐６

２０

２３

２６

「関西ミュージアム・メッセ'97」開催(大阪、同実行委員会)

新国立劇場オープン(東京)

全国文化の見えるまちづくり政策研究フォーラム開催(静岡、同実行委員会)

季刊Fメ セナ』30号発行(企業メセナ協議会)

『メセナ自書1997』 発行(企業メセナ協議会)

すみだトリフォニーホールオープン(東京)

11月 13～14「日仏文化サミット'97」開催(東京、朝日新聞社)

22   桶川市民ホール、さいたま文学館オープン(埼玉)

12月 ５

８

８

９

「メセナ大賞'97」贈呈式(企業メセナ協議会)

『芸能白書」発行(芸能文化情報センター)

国際会議「21世紀の知識生産・文化生産」開催(東京、文化科学高等研究院)

シンポジウム「アーツフォーラム、21世紀への提言第4回」開催(芸術文化交流の会)

1998年

1月 ‐０

‐６

２０

２６

熊谷文化創造館オープン(埼玉)

新春文化座談会「コミュニテイ文化の創造とメセナ」開催(宮崎市芸術文化連盟)

季刊『メセナ』31号発行(企業メセナ協議会)

「メセナ企業交流会」開催 (岐阜県産業文化振興事業団)

2月 2   アジアにおけるメセナ・ネットワーク組織設立作業委員会開催 (企業メセナ協議会)

3   講演会「文化のネットヮークーアジアのメセナ代表に関く」開催 (企業メセナ協議会)

16～18 舞台芸術フェア開催(全国公立文化施設協会、日本芸能実演家団体協議会)

3月 ＝

■

２

２

２

３

『文化を愛する企業へ』発行(柿崎孝夫)

特定非営利活動促進法(NPO法 )成立

出曇メセナ協会発足(島根)

佐川美術館オープン(滋賀、佐川急便)

都の文化施設の値上げを含む条例案否決(東京都)

「我が国の芸術文化振興施策の概要」発行(文化庁文化部芸術文化課)
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企業メセナ協議会1997年度の活動状況

1997年 4月～1998年 3月 活動年表 357

1997年

4月 第2回全国メセナ組織会議 (愛知・愛知芸術文化センター)

メセナ会議'97東海「地域におけるメセナ活動の今後のあり方」
事例発表:他企業メセナ群馬、大田まちづくり芸術支援協会(愛知・愛知芸術文化センター)

季刊『メセナ』28号 〈特集 :21世紀のメセナを支える人びと〉発行

5月 ２

３

メセナセミナー入門編 講師 :加藤種男、北川恵、多田敏志 (東京 。東京芸術劇場)

メセナセミナー入門編・関西 講師 :井上小太郎、加藤種男、栗田和典 (大阪 。大阪府立
青少年会館)

6月     5 アートセミナー くアート環境シリーズ |

村田真、山本豊津 他 (東京・有楽町朝
|「ギャラリーの社会的役割」〉講師 :並河恵美子、
1日 スクエア)

1997年 度第1回助成選考委員会

総会・特別講演会「アメリカにおけるアートサポートの変化」講師 :岩渕潤子 (東京 。経
団連会館)

7月 １

２

３

アートフィールド視察研修 |(新国立劇場・東京オペラシテイの見学〉(東京)

季刊『メセナ』29号 〈特集 :民間からの政策提言 【芸術編】〉発行

1997年 度第2回助成選考委員会

8月   21   アートセミナー 〈フォローシリーズ・演劇編「ふるさときやらばん 。石塚克彦さんをお迎
えして」〉講師 :石塚克彦、村井健 (東京・有楽町朝日スクエア)

9月    10 アートセミナー 〈アート環境シリーズ ll「市民生活に開かれた文化政策をめざして」)

講師 :古賀弥生、小林真理、米屋尚子 他 (東京・有楽町朝日スクエア)

メセナ視察団派遣 (フ ランス)17～

27

10月 1997年度第3回助成選考委員会

メセナセミナー 〈ケーススタデイX VI「ワコールのメセナ活動」)講師 :尾崎宣之 (東
京・スパイラル)

BCA設立30周年記念行事と国際会議 (ア メリカ・ニューョーク)

季刊「メセナ」30号 〈特集 :進め !メセナ少年一支援要請の現場から〉発行
『メセナ白書1997』 〈特集 :企業の顕彰・コンクール事業〉発行
『メセナ白書1997』 記者発表会 (東京。日本外国特派員協会)

メセナセミナー (ケーススタディxv‖「林原のメセナ活動」〉講師 :政木和也 他 (岡 山
林原本社 他)

アートフィールド視察研修 Ilく直島文化村の見学〉(香川)

カスパー・ケーニツヒ講演会 (「ミュンスター :街とアートが出会うとき」〉
講師 :カスパー・ケーニッヒ (東京・スパイラルホール)

一

４

０

３

　

　

４

５

３

１

２

２

　

　

　

２

２

11月 ２

３

メセナ大賞'97記者発表会 (東京・有楽町朝日スクエア)

アートセミナー 〈フォローシリーズ・映画編「映画監督・河瀬直美さんをお迎えして」〉
講師 :河瀬直美、武藤起― (東京 。こどもの城)
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う58
12月 1997年 度第4回助成選考委員会

メセナ大賞'97贈呈式 (東京・有楽町朝日ホール)

理事・評議員合同会議 (東京・有楽町朝日スクエア)

1998年

1月
３

　

０

アートフィールド視察研修‖|〈体験講座「舞台の裏側」)

講師 :松本直み、ノノン・パデイーリャ (東京・シアターコクーン)

季刊『メセナ』31号 〈特集 :メセナ最新キーワード2o〉 発行

一　
３

2月 アジアにおけるメセナ・ネットワーク組織設立作業委員会

アジア・メセナ講演会「文化のネットワーク～アジアのメセナ代表に聞く～」

講師 :C.ガ ントナー、S.S.バーガツト、金致坤、堤清二 他 (東京 。国際交流基金国際

会議場)

アートセミナー 〈フオローシリーズ・ダンス編「振付家・井手茂太さんをお迎えして」〉

講師 :井手茂太、後藤美紀子 (東京・東京芸術劇場)

1997年 度第5回助成選考委員会

3月    18 アートセミナー くフォローシリーズ・美術編「F河原温―全体と部分1964-1995』 展を

鑑賞しなから」〉

講師 :南雄介、村田真 (東京・東京都現代美術館)

1997年度第6回助成選考委員会

総会・特別講演会「主婦の友グループのメセナ活動～カザルスホールの10年間」

講師 :石川康彦 (東京・東京商工会議所)
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31 1997年度助成認定活動
115件の活動を認定

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」をとってお り、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る。

1997年度 は115件 の芸術活動を助成対象 として認定 した。 また、その助成
認定事業に対 し、1997年度中に544社 (法人/個人含む)よ り寄付があった。

※ ( )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

3'9

第l回助成認定活動(1997年6月 )

劇団民藝公演「アンネの日記」
(的劇団民藝)

「ミユージカル李香蘭」シンガポ
ール公演

(助舞台芸術センター)

バロツク音楽と舞踏のスペクタク
ル「ヴェルサイユの祝祭」
(「 ヴェルサイユの祝祭」実行委員
会)

真船きち子による
｀`
モダンダン

ス・よこはま
″PARTiV

(真船さち子 MDS舞 踊団)

東京室内歌劇場29期第89回公演
(東京室内歌劇場)

ミュージカルフアンタジー「ミラ
クル」公演

(青少年の心を育てる会)

オペラ「蝶々夫人」

(動神奈川芸術文化財団)

「アート・オン・ザ・ネット/イ
ンターネットの挑戦1997」 展
(ア ート・オン・ザ・ネツト展実
行委員会)

ミュージカル「バートタイム八イ

スクール」

(欄 ミクル劇団)

第12回仙台バッ八アカデミー1997

(仙台バッ八アカデミー協会)

パシフイツク・ミュージック・フ
ェスティバル (PMF)1997
(パ シフイック・ミュージック・

フェスティバル組織委員会)

EU。 ジャバンフェスト日欧交流
事業「ジュリアス・シーザー 3部
作」公演

(E∪ ・ジヤパンフェスト日本委
員会)

EU・ ジャバンフェスト日欧交流
事業聾明公演「芸灯護摩供養」
(巨 U・ ジヤバンフェスト日本委
員会)

第22回新宿ケチャまつり
(芸能山城組)

岩橋崇至「THE 日00KIES
―アラスカからメキシコまで」ボ
ストン写真展

(IW∧ H∧ SHI 日OCKI巨 S
FO日 ∪M)
田月仙 〈チョン・ウォルソン〉リ
サイタル

(田月イ山 〈チョン・ウォルソン))

アジア現代美術展/1997/台 北
“FLOW"
(池田 ―)

阪神・淡路大震災復興チャリティ
ーコンサー ト PMFオ ーケス
トラ神戸演奏会

(PMFオーケストラ神戸公演実
行委員会)

PMFオーケストラ東京演奏会
(PMFオーケストラ東京公演実
行委員会)

はせみつこパフォーマンス'97

スーパーことば芸

(侑)う りぽ)

オーケストラサミット・イン・ジ
ャバン

(m日 本オーケストラ連盟)

第2回助成認定活動(1997年7月 )

第 9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)

コールマイン田′‖1997年 後期/

1997年度助成認定活動一覧
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「川俣正コールマイン田川1997」

(川俣正コールマイン田川実行委

員会)

発声学コンサート第 1回杵屋正邦

師へ捧ぐ ベ`ルカントと長唄の共

演
″

(発声のしくみ研究会)

超日常 7人の日本現代美術作塚

(上海美術館 (超 日常〉展実行委

員会)

劇団態変'97「死霊」エジンバラ

およびベルン公演

(イ マージユ)

シ リー ズ ア ジア の人 形 芝 居

Part5カ ンボジアの影絵芝居ス

パエク・ トム日本公演

(働現代人形劇センター)

桜の薪能 in WashingtOn
(宝隆会)

「粟津潔全作品展 inポ ーランド

共和国」

(「粟津潔全作品展 inポ ーランド

共和国」実行委員会)

劇団プロジエクトOIE企画制作

「リサの瞳の中に」

(劇 団プロジエク ト01E(オ イ

エ〉)

ヤン・フアンミュンスター/岡本

敦生交換展

(ヤ ン・フアンミュンスター/岡
本敦生交換展実行委員会)

創作オペラ「御柱」

(m岡谷市振興公社)

「無垢なる魂～アトリエ・エレマ

ン・プレザンの作家たち～」展

(動川崎市市民ミュージアム)

100人のトロンボーン

(日 本音楽家ユニオントロンボー

ン支部「100人 の卜ロンボーン」

実行委員会)

ヒロシマアー トドキユメント
'97:URBAN MIRAGE
(0日 EA丁 |∨ 巨 ∪N10N HI日―

OSHIMA)
「トポスの復権」展 3

(「 トポスの復権」展実行委員会)

ワールドプロセツサー'97

(ワールドプロセツサー実行委員

会)

映画「白痴」の制作

(映画「白痴」制作委員会)

関西二期会第40回/49回定期オペ

ラ公演

(関西二期会)

音のかけら展

(音のかけら事務局)

「あたらしい朝」

(Uフ ィールド)

東京芸術劇場ミュージカル公演

「YESTERDAY IS・ ¨

HERE」
(m東京都教育文化財団)

日中国交正常化25周年記念読売日

本交響楽団北京公演

(日 中国交正常化25周 年読売日本

交響楽団北京公演実行委員会)

観世宗家/'97フランス公演

卿 観世能楽会)

知の開放―デジタルアートによる

新しい芸術への挑戦

(知の開放実行委員会)

第3回助成認定活動(1997年 10月 )

「すみれの花の咲く頃」{山台公演

(∪ フィールド)

京都映画祭

(京都映画祭実行委員会)

現代日本ガラスニ人展

((ネ」国際文化協会)

岩井成昭 “DIALOGUE"展
(岩 丼成昭 “DIALOG∪ 巨"展

実行委員会)

「第26回ローザンヌ国際バレエコ

ンクール」日本参加

(ロ ーザンヌ国際バレエコンクー

ル日本事業部)

宇野千代生誕百年記念 西川千麗

舞の夕「おはん」

(西川千麗)

L00Po
(BANANAN― B∧ NANE
内藤千佳)

フェイマス・ピープル・プレイヤ

ーズ東京公演

(FPP公演実行委員会)

東京室内歌劇場29期90回公演

(東京室内歌劇場)

亜細亜弦想―原―男・胡弓 張

勇 。二胡 ジョイントコンサート

(原 ―男・胡弓 張勇 。二胡 ジ

ョイントコンサート実行委員会)

'97ロ サンゼルス国際アートフエ

スティバル

(日 本国際アートフェスティバル

組織委員会)

'98DA・ M演 劇 公演「aruku
(アルク)」

(DA・ M(ダム))

第4回助成認定活動(1997年 12月 )

日本舞踊 第21回冬夏会

(冬夏会実行委員会)

オペラ・ガラ J.シ ユトラウス

「こうもり」

(千代田区 OP巨日A愛好会)

札幌室内歌劇場第18回公演オペラ

「魔笛」

(札幌室内歌劇場)

ドキ ュ メ ンタ リー音 楽 映 画

「Becoming an Orchestra
(仮題)」 (85分 )の日米共同製作

(パ シフィック・ミュージツク・

フェスティパル組織委員会)

21世紀のルネッサンス 〈甲斐ミュ

ー ジ ッ ク フ ェ ス テ ィ パ ル

(KMF)。 日仏交流コンサート〉

(21世紀のルネッサンス・プロジ

ェクト)

桃園会第13回 公演「うちやまつ

り」

(桃園会)

笠原祥子グラスアート展

(笠原祥子)

新しい都市環境 :現代英国建築と

そのヨーロツパにおけるコンテク

スト

(英国建築・都市環境展実行委員

会)

歌舞伎再発見「小芝居
｀
老後の政

岡
″
」

(新潟発歌舞伎実行委員会)

舞踊集団ノマド～S シアタ~ト

ラム公演

(舞 踊集団 Nomade～ S〈 ノマ

ド〉)

藤岡幸夫指揮マンチェスターカメ

ラータ演奏会開催

(マ ンチェスターカメラータと藤

岡幸夫招聘実行委員会)

第5回助成認定活動(1998年2月 )

1998年度スウェーデンに於ける個

展と野外美術展参加

(城下るり子)

第7回首都オペラ公演「椿姫」

(首都オペラ)



第 3回宮崎国際室内楽音楽祭

(動宮崎県立芸術劇場)

いしかわミユージツクアカデミー

(い しかわミユージツクアカデミ
ー実行委員会)

第 6回川西市民オペラ「カルメ
ン」

(m川西市文化財団)

岡本文弥メモリアル

(岡本文弥メモリアル実行委員会)

“meta media(メ タ メデ ィ
ア)"展―飯村隆彦のフィルム、
ビデオ、CD¨日OMイ ンスタレ
ーションー

(飯村隆彦)

国際美術評論家連盟 日本大会
(美術評論家連盟)

モーツアルト歌劇「魔笛」
(モーツァルト劇場)

フレデリック・ ワイズマン映画祭
(フ レデリック・ワイズマン映画
祭実行委員会)

映画「恐怖の森」製作
(「恐怖の森」製作実行委員会)

ヒロシマレクイエム

(プロフェッショナルダンスセン
ター)

劇団プロジェクトolE公 演「八
―ベイ」

(劇団プロジエクト01E)
第 6回葉山芸術祭オープニング・

葉山コンサート

(―葉会・葉山芸術祭実行委員会)

第21回日本の象牙彫刻展

(第 21回日本の象牙彫刻展組織委
員会)

ASian Fantasy Orches―
tra Asian Tour'98
(エ イジアン・フアンタジィ実行
委員会)

共創スパーク97/98「灰神楽」ド
イツ公演

(〈地球との対話〉プロジェクト)

「菊と薔薇～英国公使夫人のみた
明治日本～」公演

(「菊と薔薇」公演実行委員会)

第6回助成認定活動(1998年 3月 )

コールマイン田川1998

(川俣正コールマイン田川実行委
員会)

日独共同創作演劇公演「ティル
(丁 ILL)」

(劇団らせん舘)

「きつねと老人」公演
(岐阜人形劇センター)

第七回「外国人の為の歌舞伎教
室」公演

(外国人の為の歌舞伎教室実行委
員会)

大田区民オペラ協議会公演 W.
A.モーツアル ト作曲 歌劇「ド
ン・ジョヴァンニ」
(大田区民オペラ協議会)

日仏文化交流年事業 オペラ「あ
やめ」公演

(0日 本楽劇協会)

日本・ トルコ「芸術の町」を考え
る展示とシンポジウム

(日 土彫刻家協会)

日本テレマン協会創立35周年記念
事 業/日 本 テ レマ ン協 会 第
125～ 129回 定期演奏会

(日 本テレマン協会)

ELF voL7
(Y・s Dance Company)
祝祭 。国際モーツアルトin七飯
'98

(七飯モーツアルト協会)

立川国際芸術祭'98

(日本国際アートフエスティバル

組織委員会)

森下真弓「山田耕作を歌う10年コ
ンサート」〈其の三〉く北原白秋
と三木露風の巻>
(森下真弓「山田耕律を歌う10年

コンサート」実行委員会)

第 4回北とびあ国際音楽祭
(m北区文化振興財団)

日本美術展カタログ収集推進プロ
ジェクト

(日 本美術展カタログ収集推進委
員会)

フランスのオトブラフ～自筆にみ

301997年 度助成認定活動

る歴史からのメッセージ～展

(フ ランスのオトグラフ展実行委
員会)

第 6回プリンツ21グランプリ展
(プ リンツ21グランプリ展事務局)

スキヤキ・ミーツ・ザ・ワールド
98

(ス キヤキ・ミーツ・ザ・ワール

ド実行委員会)

金津創作の森 グラス・アート・

ドキュメント'98

(m金津創作の森財団)

中村明― 尺Aの世界 第 9回リ
サイタル

(オ フイス・サウンド・ポット)

国際音楽の日フェスティパル・98
イン東京

(働音楽文化創造)

「HAAS 21世紀の精神的パラ
ダイムを求めて USAの 大自
然及び宇宙と交感するソーラーカ
ーの旅」

(SOlar POWe「 Lab〈ソーラ
ー・パワー・ラボ〉)

シエナウインドオーケストラ第 5

回定期演奏会「佐渡裕&シエナウ
インドオーケストラシンフオニツ
クプラス コンサート」
(シエナウインドオーケストラ)

映画「オランダ絵師と呼ばれて…
なおたけのめ、浮世絵のめ」
(筒)コ バン・ガジユマル)

ミュージカル「プロミセス・プロ
ミセス」くアパートの鍵貸します)

(鞠シルバーライニング)

武生国際音楽祭'98

(武生国際音楽祭推進会議)

京都チェンバーオーケストラ1998

年度定期演奏会 (第11,12,13回 )

(京都チェンバーオーケストラ協
会)

日チェコ国際共同展
nポ

リフォニ

ツクアート イン プラ八
″

(PAP日本準備室)

かもねきショット 夢十夜シリー
ズ 第五夜「約束」
(か もねぎショット)
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1997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。
佛アーク・スリー・インターナシ

ョナリレ

RKB毎 日放送佛

輸 l&S
佛アイ・コーボレーション

アイサワエ業佛

愛知榊

嚇)ア イネス

佛アオキインターナショナル

榊アサヒエージェンシー

蜘朝日工業社

アサヒサンクリーン榊

アサヒビール榊

アスザック帥

麻生 泰

向アッシュ・クリーン

佛アトソン

アビックヤマダ佛

阿部 茂

佛アメニティ・デザイン

荒井 員

荒川化学工業腑

飯塚一朗

井日 明

池野通建佛

石井利治

公認会計士石井稔事務所

石川島芝浦機械佛

石川島播磨重工業榊

板垣千賀子

井田耕夫

位田博敏

イタリヤード蜘

いちこ綜合法律事務所

―色健輔

―帆会・昭和電エグループ

榊―保堂茶舗

佛ィトーヨーカ堂

0イ トーリアルティ

棘伊藤園

伊藤忠燃料榊

伊藤ハム佛

稲垣美穂子

伊那食品工業鞠

稲畑産業姉

榊井上

井上トラ子

(五十音順/敬称略 )

井原 責

今井 正

今啓パール鞠

榊イムラ封筒

入一通信工業榊

岩田工芸硝子榊

榊上野運輸商会

上野製薬蜘

植村 攻

ウシオ電機佛

日田照枝

伸内田洋行

内山靖子

榊エー・エー・ピー

エーザイ榊

榊エービーシー商会

榊栄光

江崎グリコ榊

蜘 NHKアート

佛エヌ・テイー・エス

エヌピー総合開発榊

佛エフ・アール・シー

江間信克

榊エム・シー・ビー

遠藤光―

遠藤商事輔

榊オーキツド

オイレスエ業榊

榊王子加工所

王子信用金庫

大木祐―

大阪ガス榊

榊大阪共立

大槻佐知子

大演亮也

榊大林組

大前靖共

大屋厚夫

岡田 敏

佛岡村製作所

岡本次男

蜘小倉屋山本

榊お世話センター

鞠おたペ

小野フミ

榊小布施堂

小渕恵三

小俣シャッターエ業佛

オムロン榊

オリエンタル建設備

オリオン機械榊

榊カクイチ

佛鹿熊組

加治正方

鹿島建設榊

カシヨ榊

榊カッシーナジャバン

勝目 紘

榊加藤組

加藤十大

佛加藤スプリング製作所

加藤 洋

加藤利智子

佛角川書店

金井大道具榊

神奈川県労働金庫

榊金津村田製作所

金森建設佛

金鵬総業榊

上沢かおり

紙パルプ技術協会

カヤパエ業腕

カルピー佛

川岸工業棘

川北電気工業帥

川崎電気エンジエアリング伸

川瀬開三

川本工業佛

関西電力1榊

榊神崎高級工機製作所

元旦ビューテイーエ業佛

神林照子

榊寛和金属

紀伊川隆能

北大路都市開発い

北川泰久

鞠北近畿クボタ

北ケープルネットワーク佛

北野建設佛

北野貴裕

キッコーマン1榊

キヤノン販売佛

九州朝日放送佛

榊崎陽軒

1997年度支援者一覧



301997年 度助成認定活動

榊協興商事

京セラ佛

協和建設工業佛

共和電気工事佛

協和発酵工業佛

キリンピール佛

榊キンスイインターナショナルリ
ゾート

佛きんでん

榊国設計

国立音楽院

佛クボタ

鞠熊谷組

蜘クリエイション

クログルマ佛

佛ケイエスピー

蜘ケィ。エッチ・ディー

0ケイシーコーボレーション

佛ケイセイ

京阪神不動産佛

京浜警備保障佛

京北産業佛

京北倉庫佛

京葉忠燃蜘

佛ケンアンドエス

佛現代彫刻センター

剣菱酒造佛

KOA佛
コーナン建設備

佛公益社

榊高津商会

江東ケープルテレビ榊
鴻池運輸佛

佛鴻池組

佛神戸製鋼所

公立学校共済組合東京宿泊所ホテ
ルフロラシオン青山

國分紀―

コクヨ佛

越野建設榊
コスモ石油榊

小谷公穂

佛コトブキ
コニシ佛

小林香二

小林製薬佛

小林真理子

輸小見山家具製作所
五洋建設佛

燃)ザ・スタッフ

斎久工業佛

斉藤武男

斎藤 裕

酒井悦子

鞠サカクラ

佐川吉男

佐々木七津女

佐藤郁夫

佐藤恵子

佐藤工業榊

佐藤道路榊

佐藤椒也

佐藤有子

佐藤祐司

佐藤陽子
三機工業佛

榊三協精機製作所
三鶏通商帥
三建設備工業榊

鞠三晃空調

サンセイメンテナンス榊
三精輸送機榊
サントリー佛

榊サンビルダー

三洋倉庫運輸榊
サンリン榊

榊三和銀行

シー・エイチ・シー・システム佛
榊 CSK
塩田市治

四方朋子

重田治之

佛資生堂

志立託爾

榊自重堂

信濃毎日新聞社佛

清水建設榊

清水知良

下飯坂法律事務所

榊シュウ ウエムラ化粧品

榊週刊長野新聞社
ジュンアシダ服飾開発榊

榊松栄堂

榊小学館

佛聖護院八ツ橋総本店
商工組合中央金庫

榊上昇

上新電機榊

湘南信用金庫

佛昭和起重機製作所

昭和商事鞠

昭和建物榊

白山殖産榊

榊しんきんクレジットサービス
神藤隆良

新日本空調枷

進 保政

新菱冷熟工業榊

榊スズオカ

佛スナダフーヅ

住友海上火災保険佛
榊住友銀行

住友金属工業榊

住友商事榊

住友電気工業榊

住友不動産佛

佛スルガ銀行

諏訪信用金庫
生活クラブ生活協同組合

榊清光社

佛清康社

佛聖文館

関(合名)

積水化学工業佛

積水八ウス佛

設備メンテナンス佛

瀬戸三郎
セルコホーム蜘
セントラル硝子佛
ソニー佛

ソリエール昌子

榊ダイイチ

佛第一勧業銀行

第一工業伸

伸第一紙行

第一製薬佛

佛第一成和事務所

第一法規出版佛

榊大氣社

ダイキンエ業榊
大威佛

大成建設佛
大威産業佛

ダイダン榊
ダイニック佛
大日本土木佛
大日本法令印刷佛
ダイ八ツエ業鞠
太陽工業佛

佛大和銀行

大和證券佛

高木昭好

高砂熱学工業佛

高瀬 博

タカナシ乳業佛
タカノ燃)

高信電気工事鞠

高松建設佛
タカラベルモント佛
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364 籠野川信用金庫

竹沢芳広

鞠タケシタ

武田薬品工業佛

佛竹中工務店

榊竹村製作所

佛タジマ

佛ダックスインターナショナル

佛籠村美術構物

建自 哲

田中籠夫

田原健治

玉田真理子

田村印刷佛

佛丹下健三都市建築設計研究所

佛丹青社

榊竹風堂

中外産業佛

中国画材佛

佛中国新聞社

中国電力蜘

佛中国放送

中和陶器佛

榊長栄

榊千代田製作所

塚本線業鞠

月島機械佛

都築鋼産伸

榊蔦友

土浦皮フ科医院

土 悟

筒中プラスチツクエ業佛

榊つむら工芸

TOA榊
帝国石油伸

榊テザック

ロテス・ ビデオ・ワークス

佛テラ

寺岡記念病院

寺本守三

榊テレビ僣州

榊電算

佛天満屋

棘トーヨコ理研

榊東海銀行

佛東急百貨店

榊東急ホテルチェーン

東京衣裳佛

東京海上火災保険佛

東京ガス締

東京書籍佛

東京書籍印刷佛

東京電力佛

佛東京放送

東京法令出版佛

佛東京三菱銀行

東芝空調榊

東陶機器佛

東北電力榊

東洋紡績榊

東り榊

同和火災海上保険榊

徳永三郎

凸版城北印刷伸

榊トップコン

富田鐵之助

トヨタ自動車榊

蝉トンポ鉛筆

中川いづみ

ナカエ業蜘

永島服飾榊

佛永田捺染化学研究所

榊永谷園

中塚菊雄

中塚被服榊

長野朝日放送榊

伸なかのアド・ピューロ

長野いす 自ゞ動車榊

長野エフエム放送榊

榊中野金型

長野県共済農業協同組合連合会

長野県経済事業農業協同組合連合

長野県信用組合

長野県信用農業協同組合連合会

長野県遊技業協同組合

長野県労働金庫

佛長野国際会館

長野信用金庫

佛長野そこう

長野電鉄榊

榊なかの東急百貨店

榊長野放送

佛長野ホテル犀北館

長野昧噌鞠

中兵暉信用金庫

中村舅之助

長屋 修

同夏目書房

佛なとり

榊ナムコ

佛西原衛生工業所

西 正美

西村慶子

西村亮―

日動火災海上保険榊

ニチメン佛

榊日建設計

日産火災海上保険榊

日産自動車佛

日商岩井佛
ニッタ榊
ニフティ佛

鞠ニプロ

日本アィ・ピー・エム佛

日本アムウェイ榊

日本火災海上保険榊

日本汽設佛

日本ケミカルリサーチ榊

日本鋼管榊

棘日本システムディベロップメン

ト

日本水産観光榊

日本精機榊

日本製紙榊

日本製紙物流佛

日本生命保険い

腑日本ダイナースクラブ

鞠日本通運

日本テレコム蜘

日本電気棘

日本電信電話蜘

日本特殊塗料佛

日本ビクター榊

佛日本ビルシステムズ

日本ファイリング鞠

日本ベーリンガーインゲル八イム

榊

日本メナード化粧品榊

榊日本リサーチ研究所

ネポン榊

農林中央金庫

野田宏―郎

野原産業榊

パーソナルメデイア佛

榊はあ―と&はあ一と

萩信用金庫

榊博報堂

佛八シモトコーボレーション

長谷川平八郎

榊パソナソフトバンク

羽田武僣

佛八十二デイーシーカード

八十二リース榊

8 RO ART&AD
花井園子

八ナマルキ佛

花村産業榊

濱中月村
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早川正一

林 弘

東日本旅客鉄道轍

樋口 學

久持義雄

佛日立製作所

日立造船榊

日立プラント建設榊

檜出版榊

鞠百五銀行

飛山 需
ビユッフェクランポン佛
兵庫パルプエ業佛

平山正義

比留間誠子

伸ビレッジセンター

榊広島銀行
ヒロセ榊

福井機械榊

福助佛

宙國建設備

藤岡篤夫

藤岡伍郎

不二音響鞠

富士火災海上保険榊

佛富士銀行

フジゲン鞠

富士コカ・コーラボトリング榊
不二越機械工業蜘
富士写真フイルム榊

富士精密電機榊

富士ゼロックス帥
富士通佛

鞠富士通ビジネスシステム

藤壺技研工業佛
藤波隆之

枷フジマック

榊藤丸

フジモリ産業佛

藤原武子

文化シヤッター佛

榊文祥堂

榊平安堂
ベイクックコーボレーション輸
佛ベッセル

ホーコス鞠

費船冷蔵佛

佛豊和

細谷正子

佛ホッカイ

佛北海道新聞社

北海道文化放送榊

北海道放送鞠

榊ホテルニューグランド
榊ホテルメトロポリタン長野
堀 直行

本田技研工業佛

榊ポンテヴェキオホッタ

榊毎日放送

前‖1 光
前田建設工業榊

松下通信工業帥
松下電器産業佛

松下電工榊

松本長子

帥マツヤ

鞠マルイチ産商

榊丸重

榊丸島アクアシステム

枷丸善

佛丸八

丸文商事榊

丸紅佛

マルマツ榊

丸茂電機伸

帥丸泰

三浦藤沢信用金庫

医療法人社団三上整形外科医院
榊三木組
三木治―

三木正之
三褻 昴

ミサワホーム佛

水上萬里夫

ミズノ佛

水馬愛子
三井不動産蜘

佛ミツウロコ

三菱地所榊
三菱自動車工業榊
三菱重工業榊
三菱商事佛

佛みづま工房

向みやざき印刷

佛宮崎銀行

宮沢 彬

宮澤増三郎
三輪和彦

明成エンジエアリング榊
榊メデイアフアクトリー

メルシヤン鞠

榊本久

モリカワ商事佛

森田福男

森平舞台機構榊

森ビル榊

森 美佐子

森村商事榊
モリヤ印刷榊

榊守谷商会

帥モルテン

矢崎総業榊
安田帥

安田火災海上保険佛
安田金治

柳沢京子

佛柳屋

山形ワシントンホテル榊
帥ヤマゲン

山崎製バン佛

山徳佛

山中産業佛

佛山中大仏堂

榊山名繁治郎商店

山本 貢

0八幡屋磯五郎

ヤンマー農機榊

Ucc上 島珈琲鞠
榊ユニオン

横河電機佛

佛横河プリッジ

横浜エレベータ卿

佛横浜銀行

横浜トヨペット榊
医療法人社団吉田医院

榊与野フードセンター

榊読売新聞社
ライオン輸

榊ライト

ルビコン佛
レーザーテック鞠
レッキスエ業榊
レンゴー榊
ローランド佛

榊ロッテ

榊ロン 都

YKKアーキテクチュラルプロダ
クツ蜘

若林満治

若宮会計事務所

若山素子

榊ワコール

早稲田経営学院
渡辺洋介

綿半鋼機榊
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回答団体一覧

ぅ66 『メセナ白書1998』 の制作にあたり、以下の団体からご回答いただきまし

た 。

企業名

アース株式会社

財団法人愛銀教育文化財団

愛知機械工業株式会社

株式会社愛知銀行

愛知製鋼株式会社

浅野スレート株式会社

旭硝子株式会社

旭光学工業株式会社

株式会社朝日広告社

財団法人朝日新聞文化財団

朝日新聞社甲府支局

朝日生命保険相互会社

アサヒビール株式会社

財団法人アサヒビール芸術文化財

団

財団法人あさひ 。ひむか文化財団

朝日放送株式会社

旭松食品株式会社

株式会社足利銀行

株式会社あしかん

味の素株式会社

アスカ株式会社

財団法人飛鳥保存財団

株式会社アデランス

財団法人アフイニス文化財団

株式会社アマダ

アメリカン・エキスプレス・イン

ターナショナル,inc.
株式会社新井組

アラコ九州株式会社

アルプス電気株式会社

アロン化成株式会社

株式会社あわしま堂

飯田鉄工株式会社

財団法人井植記念会

株式会社池上

有限会社いさみや

財団法人石川文化事業財団

石川島運搬機械株式会社

石原産業株式会社

株式会社イズコン

イズミヤ株式会社

協同組合出雲ショッピングセンタ

いすも農業協同組合

株式会社伊勢丹

市光工業株式会社

―吉証券株式会社

財団法人逸翁美術館

財団法人出光美術館

財団法人伊藤忠記念財団

伊藤忠商事株式会社

株式会社イトー

株式会社イトーョーカ堂

株式会社 INAX
医療法人今井産婦人科内科医院

株式会社伊予銀行

岩尾磁器工業株式会社

岩崎電気株式会社

財団法人岩谷直治記念財団

株式会社岩田屋

財団法人植野アジア芸術文化振興

財団

株式会社内田洋行

宇徳運輸株式会社

永光建設株式会社

財団法人エー・ビー・シー音楽振

興財団
エッソ石油株式会社

NKK株式会社

NTN株式会社

財団法人エネルギア文化・スポー

ツ財団

株式会社エフエム東京

株式会社エフエム富士

エルメス・ジヤポン株式会社

王子製紙株式会社

株式会社王将フードサービス

株式会社大分銀行

株式会社大分放送

財団法人大分放送文化振興財団

株式会社オーエム製作所

株式会社大垣共立銀行

大倉電気株式会社

財団法人大桑教育文化振興財団

大阪ガス株式会社

大阪商船三井船舶株式会社

財団法人大阪日本民芸館

有限会社太田生花店

株式会社オートパックスセブン

大浪運輸倉庫株式会社

株式会社オーネット

医療法人丘病院

小倉クラッチ株式会社

オムロン株式会社

オリエンタル建設株式会社

オリックス株式会社

財団法人音楽鑑賞教育振興会

財団法人音楽教育振興財団

株式会社オンワード樫山

か行

あ 行

財団法人花王芸術・科学財団

花王株式会社

株式会社香川銀行

株式会社鹿児島銀行

鹿島建設株式会社

財団法人鹿島美術財団

加商株式会社

株式会社カスミ

株式会社片岡器械

カテナ株式会社

有限会社カトウ薬局

神奈川トヨタ自動車株式会社

株式会社カナモト

金子産業株式会社

鐘紡株式会社

兼松株式会社

かみつけ信用組合

カメイ株式会社

有限会社カメラのヒラマツ

カルソニツク株式会社

有限会社川岸測量事務所

川西倉庫株式会社

株式会社関西スーパーマーケツト

関西電力株式会社

株式会社カンセイ

株式会社関東銀行

関東天然瓦斯開発株式会社

北川工業株式会社

北九州コカ・コーラ ボトリング株

式会社

|
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北野建設株式会社

財団法人北野生涯教育振興会

財団法人北野美術館

株式会社吉宇屋本店
キツコーマン株式会社
株式会社キッツ

株式会社紀伊國屋書店

有限会社キ八ラ

財団法人吉備路文学館
キヤノン株式会社

キヤノン電子株式会社
キヤノン販売株式会社
九宏薬品株式会社
九州電力株式会社

九州電力株式会社佐賀支店
株式会社キユービー流通システム

共益不動産

株式会社紀陽銀行

京セラ株式会社

京都中央信用金庫

財団法人京都服飾文化研究財団
財団法人紀陽文化財団
有限会社共立印刷

株式会社協和エクシオ

財団法人嬌正福社会

桐生ガス株式会社

キリンピール株式会社

キリンピパレッジ株式会社
財団法人キリン福祉財団
近畿コカ・コーラ ボトリング株式
会社

近畿日本ツーリスト株式会社
株式会社クボタ

財団法人熊本放送文化振興財団
倉敷紡績株式会社
クラヤ薬品株式会社

株式会社クレディア

株式会社クレディセゾン

グンゼ株式会社
グンゼ産業株式会社
有限会社群馬アズ 。エージェンシ

有限会社興和電気商会

国産電機株式会社
コスモ石油株式会社

財団法人五島記念文化財団
コピア株式会社

株式会社コロナ

シヤチ八夕工業株式会社

株式会社ジャックス

蛇のロミシンエ業株式会社
株式会社ジャバンエナジー

有限会社上海

株式会社住建産業

株式会社 JEUOIA
財団法人十八銀行社会開発振興基
金

株式会社ジュエルベリテオオクボ
株式会社主婦の友社

株式会社費美堂本店

昭和アルミニウム株式会社

有限会社昭和水産

ショーボンド建設株式会社
殖産住宅相互株式会社

信越ポリマー株式会社

信光石油株式会社

株式会社新藤

財団法人新日鐘文化財団

新日本証券株式会社

新菱電機株式会社
財団法人親和銀行ふるさと振興基
金

財団法人末永文化振興財団

財団法人杉本美術館
スター楽器株式会社

須藤建設株式会社

財団法人住友財団

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

財団法人駿府博物館
生活協同組合コープあいづ

セイコーインスツルメンツ株式会
社

セイコーエプソン株式会社
西濃運輸株式会社

成和産業株式会社

積水化学工業株式会社

株式会社セシール

セゾングループ

財団法人セゾン現代美術館
財団法人セゾン文化財団

株式会社せとうち銀行

株式会社泉州銀行

株式会社セントボールギャラリー

株式会社増進会出版社

有限会社そうほく設計

株式会社ソデイック

ソニー株式会社

財団法人ソニー音楽芸術振興会

367

さ行

株式会社群馬銀行

群馬綜合ガードシステム株式会社
財団法人芸術文化振興会

株式会社ケービーケー久保田

株式会社建設技術研究所

株式会社光栄
興国鋼線索株式会社

株式会社講談社

甲府商工信用金庫

甲府信用金庫

甲府ビルサービス株式会社

西部ガス株式会社

株式会社佐賀銀行

財団法人佐賀銀行文化財団

酒六株式会社

株式会社きくら銀行

サッポロビール株式会社

佐藤工業株式会社

株式会社ザ ホテル ヨコ八マ
三協アルミニウムエ業株式会社
三共電機株式会社

株式会社サンキョー

財団法人三銀ふるさと文化財団
株式会社サンゲツ

株式会社三星堂
三精輸送機株式会社
サントリー株式会社

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
山陽コカ・コーラ ボトリング株式
会社

三洋信販株式会社
三洋電機株式会社
三洋電機クレジット株式会社
三和酒類株式会社

株式会社シーイーシー

株式会社 CSK
シーキュープ株式会社

株式会社ジェイ・エム・エス

JTB
塩野義製薬株式会社

株式会社詩季画材

敷島紡績株式会社

財団法人四国民家博物館

株式会社静岡銀行

株式会社資生堂

資生堂化粧品販売株式会社群馬支

社

資生堂化粧品販売株式会社佐賀支

社

志田歯科医院

自動車電機工業株式会社
シマダ株式会社

清水建設株式会社

有限会社清水仁商店
ジヤスコ株式会社
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株式会社ダーバン

株式会社第一勧業銀行

第一システム販売株式会社

第一生命保険相互会社

第一製薬株式会社

第一屋製バン株式会社

財団法人ダイキンエ業現代美術振

興財団

ダイキンエ業株式会社

株式会社大光銀行

醍醐建設株式会社

株式会社第三銀行

ダイジェットエ業株式会社

株式会社第四銀行

大正製薬株式会社

株式会社大真空

大末建設株式会社

大成建設株式会社

大東京火災海上保険株式会社

株式会社大東銀行

財団法人大同生命国際文化基金

大同生命保険相互会社

大日精化工業株式会社

大日本土木株式会社

大日本印刷株式会社

株式会社ダイヤモンド社

株式会社大和

大和證券株式会社

財団法人大和文化財団

高砂香料工業株式会社

高野株式会社

高松建設株式会社

株式会社タクマ

武田薬品工業株式会社

株式会社竹中工務店

田崎真珠株式会社

株式会社タチエス

財団法人辰馬考古資料館

株式会社谷本組

財団法人たましん地域文化財団

株式会社タムラ製作所

株式会社丹青社

株式会社チェーンストアオークワ

株式会社千葉銀行

株式会社千葉興業銀行

ちびき病院

中外製薬株式会社

中外炉工業株式会社

株式会社中国銀行

中国電力株式会社

財団法人中信美術奨励基金

中部鋼飯株式会社

中部電力株式会社

中部日本放送株式会社

中部ガス株式会社

株式会社長大

千代田火災海上保険株式会社

ツカモト株式会社

都留信用組合

株式会社鶴弥

TOA株 式会社

株式会社TKC
TDK株式会社

株式会社丁YK
帝国通信工業株式会社

テルモ株式会社

テレビ大阪株式会社

株式会社デンソー

株式会社電通

東亜建設工業株式会社

東海旅害鉄道株式会社

株式会社東急ストア

株式会社東急百貨店

財団法人東京オペラシテイ文化財

団

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

株式会社東京自働機械製作所

東京証券株式会社

東京建物株式会社

東京電力株式会社

株式会社東京ドーム

株式会社東京放送

株式会社東京理化工業所

株式会社東京流通センター

財団法人道銀文化財団

東芝ケミカル株式会社

財団法人東芝国際交流財団

東芝プラント建設株式会社

株式会社豆子郎

東陶機器株式会社

東武鉄道株式会社

東邦亜鉛株式会社

東邦ガス株式会社

財団法人東邦銀行文化財団

株式会社東北銀行

東洋鋼飯株式会社

東洋ゴムエ業株式会社

東洋シヤッター株式会社

財団法人東洋信託文化財団

東洋電機製造株式会社

東洋刃物株式会社

東レ株式会社

同和火災海上保険株式会社

株式会社東和銀行

トーソー株式会社

株式会社トーメン

株式会社十勝毎日新聞社

株式会社トキメック

財団法人徳島新聞社会文化事業団

株式会社栃木銀行

トッパン・フォームズ株式会社

凸版印刷株式会社

株式会社トマト銀行

株式会社ドミー

財団法人富山佐藤美術館

財団法人トヨタ財団

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

鳥居薬品株式会社

株式会社トリオ

な行

株式会社ナイガイ

財団法人長島文化財団

株式会社永谷園

有限会社中谷石油

財団法人奈良そこう美術館

株式会社新潟鐵工所
ニチモウ株式会社

株式会社ニチレイ

日産建設株式会社

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

株式会社ニッシン

日新電機株式会社

日精工業株式会社

日製産業株式会社

日精樹脂工業株式会社

財団法人ニッセイ文化振興財団

ニッタン株式会社

日鐘ドラム株式会社

日東製網株式会社

日東電工株式会社

株式会社日平トヤマ

医療法人仁保病院

日本軽金属株式会社

日本ケミコン株式会社

日本コムシス株式会社

株式会社日本債券信用銀行

日本酸素株式会社

日本製紙株式会社

日本ゼオン株式会社
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日本電池株式会社

日本郵船株式会社

日本アイ・ビー・エム株式会社

日本アムウェイ株式会社

日本紙パルプ商事株式会社

日本化薬株式会社

日本航空株式会社

日本光電工業株式会社

日本コンピューター・システム株

式会社

日本食研株式会社

日本信号株式会社

日本信販株式会社

財団法人日本生命財団

日本生命保険相互会社

日本石油株式会社

日本たばこ産業株式会社

財団法人日本テレビ放送網文化事

業団

日本電気株式会社

日本電気システム建設株式会社

日本電産株式会社

日本電信電話株式会社

日本電信電話株式会社佐賀支店

日本電線工業株式会社

日本農薬株式会社

日本配合飼料株式会社

日本ビクター株式会社

財団法人日本美術協会

日本マクトナルド株式会社

日本無線株式会社

日本メナード化粧品株式会社

株式会社日本旅行

株式会社ノーリツ

財団法人野間奉公会

財団法人野村国際文化財団

ヒガ・アーツ&メタル株式会社

財団法人東日本鉄道文化財団

東日本旅客鉄道株式会社

財団法人ビクター伝続文化振興財

団

株式会社肥後銀行

財団法人美術工藝振興佐藤基金

有限会社飛弾商事

日立金属株式会社

株式会社日立製作所

財団法人ビデオ映像文化振興財団

財団法人一ッ橋文芸教育振興会

日野自動車工業株式会社

株式会社百五銀行

財団法人ひろしま美術館

広島ガス株式会社

株式会社広島銀行

広島建設工業株式会社

株式会社広島総合銀行

株式会社びわこ銀行

フィリップ モリス株式会社

株式会社フォーバル

財団法人福岡文化財団

財団法人福銀報公会

福島印刷株式会社

財団法人福武学術文化振興財団

株式会社フジ

富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
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ABC株 式会社

株式会社フジタ

富士通株式会社

富士通機電株式会社

富士通電装株式会社

富士物流株式会社

株式会社フジマック

扶桑薬品工業株式会社
フタバ産業株式会社

船橋損害保険事務所

財団法人古川美術館

古野電気株式会社

フレックス株式会社

文化シヤッター株式会社

株式会社平和

財団法人平和堂財団

株式会社ベスト電器

株式会社ベルーナ

株式会社ベルシステム24

財団法人ベルナール・ピュフェ美

術館

財団法人ポーラ伝続文化振興財団

北陸電気工事株式会社

北冷乳販株式会社

星医院

星野物産株式会社

北海道ガス株式会社

株式会社北海道銀行

堀田建設株式会社

株式会社堀場製作所

本田技研工業株式会社

ま行

株式会社マイカル

前田建設工業株式会社

株式会社マガジンハウス

株式会社マスオ

株式会社松坂屋

松下電器産業株式会社

松下冷機株式会社

学校法人松本昭和学国
マブチモーター株式会社
マミヤ 。オービー株式会社

丸石自転車株式会社

株式会社マルエツ

丸金薔油株式会社

丸文株式会社

丸紅株式会社

丸紅建材リース株式会社

株式会社マルミヤストア

萬世電機株式会社
三重交通株式会社

株式会社三城

株式会社みちのく銀行

財団法人三井海上文化財団
三井海上火災保険株式会社
三井化学株式会社
三井観光開発株式会社
三井物産株式会社
三井不動産販売株式会社
三井本材工業株式会社

株式会社三越

株式会社ミツパ

三菱地所株式会社
三菱商事株式会社

財団法人三菱信託芸術文化財団
三菱信託銀行株式会社
三菱電機株式会社
三菱マテリアル株式会社
三ツ星ベルト株式会社

光村印刷株式会社

株式会社ミヤデン

有限会社三好屋楽器店

369

株式会社はくばく

株式会社白洋舎

箱根登山鉄道株式会社
八ザマ株式会社

株式会社八十二銀行

財団法人八十二文化財団

株式会社八ックキミサワ

八水蒲鉾株式会社

株式会社ノヽナテン

濱屋餅舗

株式会社阪神百貨店

株式会社バンダイ

萬有製薬株式会社

ぴあ株式会社

財団法人美育文化協会

1■イ〒
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未来工業株式会社

株式会社武蔵野銀行

財回法人明治村

株式会社メイテック

明和技術コンサルタント株式会社

めぐみ工芸

株式会社メモリアルアートの大野

屋

メルセデス・ベンツ日本株式会社

萌木の村株式会社

株式会社モスフードサービス

医療法人社団守谷内科医院

モロソフ株式会社

や行

読売新聞山口総局

財団法人よんでん文化振興財団

ら行

ライオン株式会社

株式会社ライフコーボレーション

株式会社ラウンドワン

株式会社リクルート

リムス株式会社

株式会社琉球銀行

有限会社旅舘コマイ

株式会社レナウン

レンゴー株式会社

ローム株式会社

財団法人ロームミュージツクフア

ンデーション

財団法人ローランド芸術文化振興

財団

わ行

株式会社ワコール

40回答団体一覧

370

焼津水産化学工業株式会社

株式会社ヤギコーボレーション

財団法人ヤギメセナフアンデーシ

ョン

株式会社ヤクルト本社

安田火災海上保険株式会社

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

安田生命保険相互会社

矢作建設工業株式会社

ヤマエ久野株式会社

株式会社山形銀行

山喜株式会社

山口印刷工業株式会社

山口合同プロバン株式会社

山口松下電器株式会社

株式会社ヤマタネ

ヤマト運輸株式会社

財団法人大和文華館

財団法人大和文化財保存会

山中煎餅本舗

株式会社山梨中央銀行

株式会社山梨フジカラー

株式会社山梨文化会館

財団法人ヤマ八音楽振興会

八幡浜汽船有限会社

株式会社ユアサ

株式会社ユアテツク

雪印乳業株式会社

財団法人ユニオン適形文化財団

ユニ・チャーム株式会社

株式会社ヨークペニマル

財団法人ヨークベニマル文化教育

事業財団

横浜信用金庫

株式会社淀川製鋼所

米久株式会社
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企業メセナ協議会会員 リス ト
正会員168社・準会員42団体 (1998年 9月 1日 現在 )

株式会社集英社

株式会社主婦と生活社

株式会社主婦の友社

株式会社小学館

松竹株式会社

株式会社新潮社

新日本製鐵株式会社

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
セイコーエプソン株式会社

株式会社世界文化社

積水化学工業株式会社
セコム株式会社
セゾングループ

全国朝日放送株式会社
セントラル警備保障株式会社

全日本空輸株式会社

株式会社増進会出版社

ソニー株式会社

株式会社第一勧業銀行

第一企画株式会社

第一生命保険相互会社

株式会社大広

大正製薬株式会社

大東京火災海上保険株式会社

大同生命保険相互会社

大日本印刷株式会社
ダイムラー・ベンツ日本株式会社

株式会社ダイヤモンド社

大和證券株式会社

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

チェースマン八ッタン銀行

中部ガス株式会社

TOA株 式会社

株式会社テレビ東京

株式会社電通

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

株式会社東京ドーム

丁BS株式会社東京放送

株式会社東京三菱銀行

同和火災海上保険株式会社

株式会社十勝毎日新聞社

凸版印刷株式会社

トヨタ自動車株式会社

株式会社トライグループ

正会員

株式会社 |&s
株式会社朝日広告社

株式会社朝日新聞社

朝日生命保険相互会社

株式会社旭通信社

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
―帆会・昭和電エグループ

株式会社イトーヨーカ堂

株式会社 lNAX
岩尾磁器工業株式会社

株式会社インター・カルチャー・

クラフ

株式会社エイ・アイ・エイ

株式会社エフエム東京
エルメス・ジャポン株式会社
王子製紙株式会社

大阪ガス株式会社

オムロン株式会社

株式会社オリエントコーボレーシ

ョン

株式会社オンワード樫山

花王株式会社

鹿島建設株式会社

カトーレック株式会社

鐘紡株式会社

カルティエ ジャバン株式会社

勧角証券株式会社

関西電力株式会社

キヤノン株式会社

株式会社求籠堂

京セラ株式会社

キリンピール株式会社

株式会社京王プラザホテル

株式会社経済界

株式会社現代彫刻センター

株式会社講談社

株式会社光文社
コスモ石油株式会社

株式会社さくら銀行

株式会社産業経済新聞社

サントリー株式会社
三洋電機株式会社

三和酒類株式会社

JTB
株式会社ジェイブ

株式会社資生堂

清水建設株式会社

ジャスコ株式会社

シヤチ八夕工業株式会社

西日本旅害鉄道株式会社

株式会社日動画廊

株式会社ニチレイ

日産自動車株式会社

株式会社ニッポン放送

日本アイ・ビー・エム株式会社

日本アムウェイ株式会社

日本火災海上保険株式会社

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

日本テレビ放送網株式会社

日本電気株式会社

日本電信電話株式会社

野村證券株式会社
パイオニア株式会社

株式会社博報堂

社団法人林原共済会

ぴあ株式会社

東日本旅客鉄道株式会社

株式会社美研

久光製薬株式会社

株式会社日立製作所

フィリップ モリス株式会社

株式会社富士銀行

富士ゼロックス株式会社

株式会社フジタ

富士通株式会社

株式会社フジテレビジョン

株式会社婦人画報社

株式会社プリヂストン

株式会社文藝春秋

本田技研工業株式会社

株式会社毎日新聞社

株式会社マガシンノヽウス

松下電器産業株式会社

丸紅株式会社

株式会社みちのく銀行

三井観光開発株式会社
三井不動産株式会社

株式会社三越

三菱重工業株式会社
三菱商事株式会社
三菱信託銀行株式会社
メルシャン株式会社

株式会社ヤギコーボレーション

安田火災海上保険株式会社

安田生命保険相互会社

371
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山武八ネウエル株式会社

ヤマト運輸株式会社

ヤマ八株式会社

雪印乳業株式会社

株式会社ヨークベニマル

株式会社吉野工業所

株式会社読売広告社

株式会社読売新聞社

株式会社リクルート

ルイ・ヴィトン ジャバン株式会

社

株式会社レナウン

ローム株式会社

株式会社ワコール

50企業メセナ協議会会員リスト

372 準会員

株式会社フジカルチャープラニン

グ

藤沢市

財団法人北海道文化財団

株式会社ミクル劇団

財団法人水戸市芸術振興財団

矢島邦茂法律事務所

財団法人余暇開発センター

財団法人愛知県文化振興事業団

EU・ ジヤバンフェスト日本委員

茨城県

神奈川県

社団法人企業メセナ群馬

京都商工会議所

財団法人京都服飾文化研究財団

熊本県

慶應義塾大学アート・センター

芸術文化交流の会

株式会社劇団影ぼうし

劇団四季

株式会社劇団飛行船

財団法人埼玉県芸術文化振興財団

佐賀県企業メセナ協議会

株式会社シアター・ワークショッ

プ

株式会社社会工学研究所

昭和音楽大学

財団法人新日立劇場運営財団

大東文化大学書道研究所

有限会社ダブルフェイス

中央区文化・国際交流振興協会

東海メセナ研究会

財団法人東京都歴史文化財団

財団法人堂本印象記念近代美術振

興財団

株式会社トナカイ オペラサロン

トナカイ

株式会社トライビジョン

中札内美術村

日産労連リック事業部

社団法人日本演奏連盟

財団法人日本オペレッタ協会

社団法人日本芸能実演家団体協議

財団法人日本交通文化協会

財団法人八十二文化財団

株式会社ピー・エム・エフセンタ



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

長引 く国内不況とアジアの経済混乱はオイルショック以来の深刻な影響を

さまざまな分野で刻んでいる。1998年 3月期の上場企業の経常利益は前期比

5.8%減少し、32業種中22業種が減益となつた。GDPも戦後最悪のマイナス

0.7%で、わが国はまさに未曾有の国難に直面しているといっても過言では

ない。オイルショックがいわば外因性のものであったのに対し、今回の不況

は日本の経済運営のシステムにもかかわる構造・制度不況である分、その根

は深い。

かかる状況下での、昨年度の企業メセナは、「逆境に立ち向かうメセナ」

と形容することができよう。

94年度を底に、その後 2年度にわたり着実な上昇を見せた支援企業 1社当

たりの年間援助額は、97年度も実質的に若干なりとはいえ増加した。支援件

数も最小限の落ち込みにとどまった。

いっぼう、対応体制はといえば、メセナ費用の予算化が前年度より20%増
の79.6%と 高い数値 となった。イニシアティブをとる人 も、担当部署が

52.5%と なり、かつて首位であった「会長・社長」を20%以上も上回る結果

となり、組織的対応すなわち、社内でのアートマネジメントが機能を強化し

ていることがうかがえた。しかし担当部署の内訳として、着実に伸びていた

専任部署の比率が減少に転じたのは、社内組織をスリム化する一環として専

任部署が他部署に移管もしくは兼務 となったことが想定され、残念な兆候 と

いえよう。

日本経済は前述のとおり重症である。98年度および近い将来の見通しに光

明は乏しい。企業は社会貢献予算の削減もやむなしとの状況に追い込まれ、

自治体も税収減から助成金の減額措置が増えてこよう。メセナの経済環境は

厳しい冬の時代が続きそうである。しかし同時に、21世紀を目前にしたいま、

まことに喜ばしい社会現象として日本社会の文化化がより顕在化してきたこ

とを挙げておきたい。

演奏会、美術展等の催事数は97年度、過去最高を記録したという。 1催事

当たりの入場者数は若千減少したとはいえ、一般生活者の芸術 。文化への希

求は根強い。毎年 1万人にもなんなんとする音楽大学、美術 。芸術系大学の

卒業生はプロの道は選ばずとも芸術・文化とのかかわりを、引き続き実社会

の中でも保持したい方々も多い。官・民合わせ、2400も の全国に広がるホー
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374 ル・劇場・美術館等のハー ドウェアは、世界に比類なき財産であり、その内

多数が近代的で高機能仕様でもある。そして、いまなお、新しいハードウェ

アは各地に生まれている。これを生かすソフトの充実の話は別 として、地域

住民 。生活者の支援あっての建設 ということであろう。全国紙をはじめとし

て新聞の芸術・文化面の質・量の充実は、ひと昔前とは比較にならない。こ

れも全国の読者の要望の表れということができよう。

芸術 。文化を楽しむことは、人類の人類たるゆえんである。

21世紀に向け、芸術・文化は活力あり潤いのある豊かな日本の創造に必須

の要素であり、社会やコミュニティの求心力としての期待はますます大きく

なるのは間違いない。

メセナ活動という側面でその実現に向けていささかなりとも貢献ができれ

ば、関係者の一人 として大いなる誇 りと喜びである。その思いは、この自書

編さんに携わった調査部会メンバー全員も同じであろう。この自書が芸術 。

文化のさまざまな分野の方にお役に立つことを願いつつ『メセナ自書1998』

の作業を完了したい。

最後に、自書刊行にあたり、ボランティアで多大なご尽力を賜った調査部

会メンバー、編集をお願いしたダイヤモンド社の佐藤徹郎・石堂洋子両氏、

調査の集計・分析を担当した NTTメ ディアスコープの清崎昭紀氏、そして、

調査の全般にわたリアドバイスをいただいた三和総合研究所の太下義之氏に

深 く感謝したい。

企業メセナ協議会調査部会

部会長 岡都修二
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