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1991年から毎年刊行し、本書で9冊目となる【メセナ

自書】を、今年も皆様にお届けできることをまことに喜

ばしく思います。今回の「メセナ活動実態調査」では、

昨年の回答率をさらに上回り、これまでで最も多くの企

業および企業財団からむ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。

今回の特集は、「芸術と企業の21世紀のリンケージ

～支援される側。する側の現在と未来～」と題し、芸術

団体に対して、芸術文化支援の実態を調査し、現状の間

題点を明らかにするとともに、21世紀の企業メセナの

あり方を探ろうとするものです。今までに行なわれるこ

とのなかつた、芸術家および芸術団体の企業メセナに対

しての意識調査により、支援される側からの期待は決し

て少なくないことがお分かりいただけると思います。

なお、【メセナ自書 19991では、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助成団体

一覧をディレクトリーで紹介し、便利なメセナ用語集も

添付いたしました。また特集の分析はグラフを多用して

わかりやすくイ土上げました。芸術家と企業の両サイドの方々

および研究者や学生、広く一般の方々に実用的に使つて

いただけるような編集を心掛けました。

1998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いと思います。

[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

1991年 から毎年刊行し、本書で 9冊目となる『メセナ自書』を、今年も皆

様にお届けできることをまことに喜ばしく思います。今回の「メセナ活動実

態調査」では、昨年の回答率をさらに上回り、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。

今回の特集は、「芸術 と企業の21世紀のリンケージ～支援 される側 。する

側の現在と未来～」と題し、芸術団体に対して、芸術文化支援の実態を調査

し、現状の問題点を明らかにするとともに、21世紀の企業メセナのあり方を

探ろうとするものです。いままでに行われることのなかった、芸術家および

芸術団体の企業メセナに対しての意識調査により、支援される側からの期待

は決して少なくないことがおわかりいただけると思います。

なお、『メセナ自書1999』 では、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助成団体一覧をディレクトリーで紹介し、便

利なメセナ用語集も添付いたしました。また特集の分析はグラフを多用して

わかりやすく仕上げました。芸術家と企業の両サイドの方々および研究者や

学生、広 く一般の方々に実用的に使つていただけるような編集を心がけまし

た。

1998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

いと思います。
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1998年度の企業メセナ

岐路にさしかかった企業メセナ

社団法人企業メセナ協議会副会長・理事長

福原 義春

厳しい経済状況のなかで定着

1998年度の日本経済は、バブル崩壊後の長期低迷が続 くなか、大手金融機

関の破綻や一般企業の倒産が相次ぎ、戦後最悪の深刻な事態を迎えた。この

ため政府は総額60兆 円もの公的資金枠を設けるなどの緊急対策を打ち出し、

当面の危機はひとまず回避されたかたちだが、一方において、経済の急速な

グローバル化は、企業に事業構造の変革や外資を含む他社との提携・合併、
そしていっそうの雇用調整などを引きおこし、マスコミの話題はリストラー

色に塗 りつぶされた観さえあった。

このように厳しい環境は、企業メセナ全体に相当の影響を及ぼしたのでは

ないか
―

。すでに企業の文化施設のいくつかで閉鎖や活動規模を縮小など

の情報が断片的に伝えられていただけに、今回、企業調査を実施するにあた

つて、その点を追跡すべきであると考えていた。

しかし、本書を詳しくご覧いただけばおわかりのように、1998年度の企業
メセナは、幸いにもこれまでに比べて大幅に後退したというわけではなく、

厳しいなりに着実に実施されたといえよう。同様に、当協議会のシステムを

活用して、企業や個人から芸術活動に行われる助成寄付も、さすがに総額は

減少したものの、寄付件数
｀
はさほどの落ち込みをみせなかった。わが国にお

いても企業による社会貢献の必要性、重要性への認識が深まり、企業メセナ

が定着しつつあることを裏書きする事実として注目したい。

NPO法 人と企業メセナ

NPO法 (特定非営利活動促進法)が国会の決議を経て、昨年12月 に施行

された。NPO法人に対する税制上の優遇措置についての結論は先送 りされ

るなど問題は残っているが、同法の制定は新たな市民社会を構築する画期的

な一歩と評価したい。私は、これからの日本における芸術文化の支援活動は

国、自治体、企業 (企業財団)そ してNPOを含む市民という四つのセクタ
ーが、ゆるやかな連帯を保っていくなかで進められるべきであるとつねづね

考えている。

メセナの発展はその国の歴史や伝統に深 く結びついており、日本の風土に

根ざした芸術文化支援は、よかれあしかれ、独自の連帯型にならざるをえな



いと思うからだ。芸術団体の法人化はこれからの課題だが、今後、企業と芸

術関連 NPOは どのような関係を築いていくべきか、われわれとしても検討

を急がねばならない。

地域メセナのネットワーク

われわれの協議会に関連の深い動きとして、「全国メセナネットワーク」

という新たな組織が昨年 9月 に誕生したことも注目されよう。全国各地には、

さまざまなメセナ組織があり、それぞれ地域文化の振興をめざして活動して

いるが、今回、そのうちの16団体が連絡組織をつくり、相互に情報交換を密

にしていくことになった。

地域社会の発展のためには、地域の文化を守り、育てるとともに、他の地

域 との文化交流をはかっていくことが重要である。社会経済的に見ても、文

化交流が盛んになれば、地域の観光や商業、交通などの産業が発展し、地域

住民の生活向上がはかられる。それはまた、その地域に住みつく人を増やす

ことになり、地元企業には優秀な人材を集めやすい状況が生まれ、他の産業

の発展にもつながっていく。こうした地域文化の振興は、日本の文化を彩 り

豊かなものにし、地域社会の発展はこの国を活気にあふれた、より魅力ある

ものにしていくことになろう。

当協議会は、当初から地域のメセナ活動に大きな期待を寄せてきた経緯も

あり、今回誕生した「全国メセナネットワーク」を側面から支援する態勢を

いっそう強化していきたいと願っている。

これからの企業メセナの方向

今年の 5月 5日・ 6日 、フランスの企業メセナ協議会にあたるアドミカル

(AD�IICAL:AssOciatiOn pOur le D6veloppement du Ⅳ16c6nat lndus―

triel et cOmmercial)の 設立20周年を記念する会議がパリのオペラ・バスチ

ーユで開かれ、私は主催者のジャック・ リゴー会長からの要請を受けて、唯

一の他国からのパネリス トとして討議に参加した。

この会議では、「企業は、なぜメセナに取 り組むのか」「企業と社会のイノ

ベーションの源泉 としてのメセナ」「雇用創出とメセナ」といったテーマの

もとに活発な意見が交わされ、われわれの協議会にとっても参考になる数多

くの意見を聞 くことができた。それにしても、今回、あらためて強い印象を

受けたのは、アドミカルで扱われるメセナの領域が単に「芸術」にとどまら

ず、「環境」「雇用」など新たな社会文化現象にまで及んでいることであった。

13
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序章 11998年 度の企業メセナ

考えてみれば、近代産業の発達にともなって芸術は科学や宗教などと同様

に社会の独立領域 として分化したが、いまやあらゆる社会事象が相互に関連

し合う「関係性の時代」に入 りつつある。芸術 も環境や福祉、教育などの社

会問題 と無関係ではありえず、これらとの関係は今後ますます強まるであろ

う。したがって、われわれのメセナ活動もその対象領域をいつまでも既存の

「芸術文化」に限定することがはたして妥当かどうか、このあたりで深 く考

えてみる必要があるのではないだろうか。

日本経済の本格的な回復には、まだ時間がかかりそうだが、21世紀の到来

を目前にして、企業メセナはこれからの進むべき方向を定める重要な岐路に

さしかかつていると痛感する次第である。
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調査の概要

有効回答数は464通、回答率は18.5%

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、「メセナ

自書'91」 に始まり、今回で 9回 目となる。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口

の対応の実態を調査し、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。

調査の方法

調査の対象

16

調査の実施時期

調査方法

調査対象期間

有効回答数

:全国の上場企業と企業メセナ協議会会員企業の、

計2511社

:1999年 3月～ 5月

:郵送によるアンケー ト

:1998年 4月 1日 ～1999年 3月 31日 (1998年度)

:464社 (有効回答率 :18.5%)

調査の内容

各企業における1998年度のメセナ活動実施の有無について調査した。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等

を調査した。「行わなかった」と回答した企業には、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、1998年度の

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の調査、あ

わせて21世紀の芸術文化振興に関する意識調査を行った。
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調査の結果から

1998年度の日本経済は、長引 く不況から景気回復に向かうかと思われたが、

大手金融機関の相次 ぐ破綻や GDPの連続マイナス成長、完全失業率の 4%
台突破など、ネガティブな話題にも事欠かなかった。大幅なリス トラをとも

なう組織改革や長期にわたる低金利は、企業経営の先行き不安感を助長し、

企業のメセナ関連部署や企業財団にとってはことさらに厳しい 1年であった

といえる。

このような状況下で、今年も全上場企業とメセナ協議会会員企業を対象に

第 9回 目の「メセナ活動実態調査」を行ったが、最終的に464社から回答を

得ることができた。そして、メセナ実施企業が過去最高の266社 となったこ

とは、暗いニュースの絶えないなかにあって、企業メセナおよびメセナ活動

実態調査の浸透・定着ぶりをうかがわせる朗報だ。

実態調査の個々の問いに対する回答状況は、本章第 3節の「データ編」で

まとめることとし、ここでは1998年度の企業メセナの動向を、「不況下のメ

セナ」「主催事業」「21世紀のメセナ」という三つの切 り回から検証・概観を

試みる。

1.調査結果の要約と回答状況

・回答企業464社中、メセナ実施企業は過去最高の266社。

・ 1社当たりの平均メセナ活動件数は6.7件 (前年比増)。

・ 1社当たりの平均メセナ活動費は 1億 220万円 (前年比やや減)。

・50.4%の企業が広報関連部署でメセナを担当。文化 。社会貢献専任部

署も増加。

・52.6%の企業が担当部署で活動のイニシアティブ。

・52.6%の企業が主催事業を実施。
0約 8割の企業が「音楽」、約 6割が「美術」分野でメセナ活動。

・メセナ活動を予算化している企業が82.0%(前年比増)。

・活動の財源は「宣伝広告費」(51.1%)「 寄付金」(46.6%)が 突出。

・メセナ活動実施地域は 1社当たり5.3都道府県 (前年同)。

・65.4%の企業は「直接支援要請を受けたもの」から支援先を選択。

・メセナ実施企業は、21世紀の芸術文化支援の主体 として「地方自治

体」(74.1%)「 企業」(66.9%)に期待。

・21世紀の芸術文化振興のために「若手芸術家支援」(63.2%)を 重視。

17
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表1-1[メ セナ活動実態調査]回 答状況

発行年 配布数 メセナ活動 調査回答企業
未実施企業数 実施率

有効回答数 有効回答率 メセナ活動
実施企業数

464 18.50И o1999    2511 198 57.30/o

※参考値

調査対象
企業実施率

10.60ん

1998    2498 436 171 6080/o 10.60/o

1997    2340      325      13.90И o 230

1996    2369 358

1995    2362      404      17.191o 265

1 5 1 0Иo     239

95      70.80/o

l19      6680/o

139      65.60/o

9.89b

10.10/o

1994    2251 376 16.70Иo     252 124 6700/o

1993    2635      403      15.30/o     250

1 7 30Иo     256

153      62.091o

199      56.30/o

201      42.70И o

11.20/o

ll.20/o

9.5。Иo

980/o

6.1 0И o

1992    2623      455

1991    2440     351      1440/o      150

※「調査対象企業実施率」は、調査緊を配布した全企業に対しての実施企業の数値であり、

未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。

2.不況下のメセナ

厳しいメセナ活動資金

メセナ活動実施企業に対して「メセナ活動を行ううえでの支障の有無」を

尋ねたところ、支障が「ある」と答えた企業は68.0%を 占めた。その理由と

して、「予算額が少ない」を挙げた企業は54.7%で前年を8.6ポ イント上回り、

第 2位の「税制上の優遇措置がない」30.4%を 大きく引き離 した。「情報・

ノウハウがない」(12.2%)や 「社内の人材不足」(9.4%)よ りも、まず活

動の前提条件である予算枠が大きなハー ドルとなった。

1997年度と比較して「資金援助額の増減」を尋ねた問いに対しては、前年

に比べて資金援助額が「減少した」企業が21.8%と なり、「増加 した」17.3

%を上回る結果となった。資金援助額の対前年度比較に関しては、前年度よ

り援助額が減少したと回答する企業が景気後退とともに増えていったが、景

気がやや上向きかけた95年度は再び「増加した」とする企業が増えた。しか

し今回、調査開始後初めて、援助額「減少」企業が「増加」企業を上回り、

両者の割合が逆転 したことは、97年度後半からの深刻化した不況がメセナ資

金に及ぼした影響の深さを端的に示している。



2● 調査の結果から

図1-1[資金援助額の対前年度比較]SA 19
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「 1社当たりの平均メセナ活動費」は前年度の 1億759万円から1億228万円

に減少したが、昨今の経済情勢を勘案すれば、減少幅は小さく横ばいであっ

たと解釈できる。企業の健闘ぶりがうかがえる。メセナ活動費が5000万円未

満の企業を見ると、95年以降毎年微増しており、同時に活動費が5000万円以

上 (1億円未満)の企業が減少していることから、小日のメセナが増えてい

ることがわかる。その一方で、 1億円以上の企業も95年度以降は23%前後の

水準を維持している。これが98年度における平均メセナ活動費の大幅な減少

を食い止めた要因となっている。

図1-2[メ セナ活動費額別比率]
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不況下メセナの知恵と工夫

●資金に代わるサポー ト

近年、共催や協賛、出捐・寄付等の金銭による支援以外に、「社員参加」

「施設提供」「現物寄付」「サービス・技術の提供」といった、資金に代わる

かたちでのメセナが活発である。とくに「製品・サービス・技術の支援」は

98年度に大幅に増加し、じつに25.6%の割合となった (表 1-2)。 このような

「非資金援助」は、不況時の資金不足を他の経営資産で補った結果でもあろ

うが、見方を変えれば、自社の特色を生かした支援形態であり、景気に左右

されないメセナの基盤づくりや社員参加等を模索した、企業の知恵と工夫の

産物 といえよう。現在景気のよい欧米でも本業を生かした非資金援助 (sup―

pOrt in kind,nOn_cash cOntributiOn)は 一般的であり、景気好転後の日本

でも、特徴ある非資金援助を提供する企業が増えていくことを期待したい。

なお、今年から資金に代わる支援を金額に換算した「メセナ活動の非資金

援助額」を調査項目に加えた (本章「データ編」参照)。

表1-2[製品・サービス・技術の支援]実 施率 MA

実施件数ベース 企業数ベース

97年度 3.90/o 10.60/o

●共同メセナ

注目すべき活動として、数社が連携して行う「共同メセナ」がある。本調

査で回答の寄せられた共同メセナの主な例 としては、メインスポンサー 4社

と約200社にのぼる地元企業の協賛で10年 目の活動に入った、北海道札幌市

を中心とする国際教育音楽祭「PMF(Pacific Music Festival)」 、60あ まり

の企業が協賛・協力 し開催 される「サイ トウ 。キネン・フェスティバル

(SKF)」 が挙げられる。また「Bunkamura」 をオフィシャルサプライヤー

として支援する5社の活動も共同メセナといえよう。たとえ企業単体の支援

力はわずかでも、数社集まれば大きな安定した支援力が生まれ、サポー ト企

業同士の横のつながりが新たな支援企業開拓の可能性につながることもある。

また、メセナを行ったことのない企業が支援を始めようとする際に共同メセ

ナはいいスター ト地点でもある。フランスにおいても共同メセナの増加傾向

は顕著で、ADMICAL(商工業メセナ推進協会)の メセナ賞を受賞したプ

25_60%o98年度



2● 調査の結果か ら

ログラムも地方の共同メセナであったことは興味深い。

●支援対象芸術分野の絞 り込み

図1-3は、各芸術分野における支援企業の割合を前年 と比較 したものであ

る。98年度は、全分野にわたって実施企業の比率が減少 していることを示 し

ている。多 くの芸術分野に広 く支援対象を求めるのではな く、特定分野に絞

り込んで、効果的な支援をしようとする工夫を読み取ることができる。
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図1-3[芸術分野別 実施企業比率]MA
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98年度は、音楽の分野において207企業が829件の支援を行った。 1社当た

り4件に相当する。同様に、他の主要 3分野 (美術・演劇・舞踊)について、

1社当た りの平均支援件数を経年変化で見たものが表1-3で ある。98年度は

いずれの芸術分野においても 1社当たりの支援件数が上回っている。つまり、

企業は支援対象分野を絞 り込んだうえで、その芸術分野のなかでの支援を増

やしているといえる。 これも一つの工夫なのかもしれない。
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表1-3[芸術分野別 1社当たりの平均支援件数]MA

音楽       美術 演劇 舞 踊

98年度 〔N=266]     4.0件 40件 2.1件 2.0件

97年度 IN=265] 36件 2.9件 2.0イ牛 1.8件

2.5件 2.1件       1.8件

ちなみに、企業の支援はどの分野に絞 り込まれているのであろうか。表1-

4は 、支援分野数と支援分野の関係をまとめたものである。まず、対象分野

を一つに絞っている企業 (91社 )を見ると、圧倒的に音楽 (58.2%)と美術

(28.6%)に支援が集中している。それ以外の芸術分野、たとえば演劇のみ

を支援する企業は1%と きわめて少ないことがわかった。これに支援対象を

2分野に絞っている企業を合わせた134社 のデータを見ても、音楽・美術ヘ

の支援が圧倒的である。

表1-4[支援分野数と支援分野との関係 ]

企業数 音楽  美術  演劇 舞踊  映像  建築  文学

1分:野の:み 521援   91ネ±   58.2 28.6   1.1    0.0   2.2   0.0   3.3

N=266

無形文 有形文

4.4   2.2

2分野の:み 5に1援   43ネ±   81.4 51.2  16.3   2.3   7.o   2.3  14.0  14.0   4.7

3分野以_上支:援  132ネ±   90.2 84.1   59.8  49.2  43.2  31.1   43.9  49.2  37.9

[%]

●地域密着型のメセナ

本調査では、各企業のメセナ活動に関する基本方針を毎年ご回答いただい

ている (第 2章「企業別メセナ活動一覧」参照)。 本年度の傾向を分析する

と、回答企業232社中99社 (42.7%)が 「地域文化の振興」や「地域への貢

献」をミッションとして掲げている。99社 中東京に本社のある企業は29社、

残 りの70社 は東京以外に本社が所在する。業種的には金融機関・ガス・電

力・運輸等、地域に密着したビジネスを展開している企業が多い。地域密着

型のメセナ活動は、たとえ規模が小さくても地元へのインパクトや手応えは

強 く、企業にとっても、ビジネスヘのフィー ドバックを見込みやすい。それ

ゆえ不況下にあってアカウンタビリティ (説明責任、説得性)の問題をクリ

96年度 lN=230] 3.4件
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アしやす く、継続的な支援活動が行いやすいこともあるだろう。限 りある予

算で相手の見えるメセナを心がけた工夫である。

表1-5は メセナ活動実施地域を尋ねた設間の回答を本社所在地別に集計 し

たものである。東京都以外に本社がある企業のじつに半数 (55.2%)は 本社

所在地でのみメセナを行 っている。いっぼう、東京に本社が所在する企業は、

全国にビジネス展開しているところも多いからか、全都道府県でメセナを実

施 している企業が6.2%あ るのをはじめとして、全体の 3分の 2が複数の都

道府県でメセナを展開 してお り、平均実施地域数は7.4都道府県に及んでい

る。活動基本方針 も、地域貢献や地域活性化よりも「芸術文化振興」や「社

会貢献」等、広範囲での活動を象徴するミッションを掲げる企業が多い。

表1-5[本社所在地別メセナ実施都道府県数]MA

メセナ実施地域         本社所在地

東京都内 [N=129]

N=263

東京都外 [N=134]

本社所在地のみ 34.90%o                 55.20ぬ

3800/o                 3360/o
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1～ 5都道府県

6～ 20 16.3qも

21～ 46 4.70Иo 1.50Иo

全都道府県 6.20Иo 0.70%

平均実施都道府県数 7.4 3.1

「1～ 5都道府県」の「1」 は本社所在地以外の1都道府県

●企業メリット

メセナ費用は、その目的・性格からいって、宣伝広告費よりは社会貢献性

が濃いものである。企業メセナは、宣伝広告のように短期的なメリットを積

極的に求めるものではな く、長期的なメリットを結果 として生み出す もので

ある。つまり、企業がメセナ活動を地道に継続的に行い、社会にその行為が

認められてい くことが、結果 として企業のイメージアップにつなが り、ひい

ては企業の本業そのものにメリットをもたらすものである。 しかし今日のよ

うな厳 しい企業環境にあると、少 しでも早 く会社経営にプラスとなるメセナ

を望むのは当然である。企業メリットを念頭に置いたい くつかの工夫が調査

9.00Иo
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結果から読み取れる。

アーティストからみた企業メセナの実態を調査した特集で、アーティスト

に対し「支援を受けた企業からの支援条件」を尋ねたところ、支援を受けた

アーティストの 6割強が「企業名の表示」を要求されたと回答した。いっぽ

う、企業調査で「メセナの財源」を調べたところ、「宣伝広告費」と「寄付

金」が突出しているのは例年どおりであったが、「寄付金」の割合が97年度

から連続して減少していることがわかつた (表 1-6)。 これは、企業名を表示

させることでメセナ活動に宣伝広告的意味合いを持たせ、財源を寄付金では

なく宣伝広告費に求めているためと考えられる。また、「寄付」よりも「宣

伝広告」のほうが、厳しい経営環境にあっては社内的に通 りやすいという面

もあろう。

表1-6[メセナの財源]MA

98年度  97年 度  96年度  95年度  94年度  93年度  92年度  91年度

寄イ寸金   46.60Иo  50.20ん   57.80Иo  53.10Иo  52.10ん   54.00Иo  51.6Mo  46.9%o

宣伝広告費 51.1 0Иo 51.70Иo 55.70/o  52.30/o 55.1 0И o 52.40/o 54.00%o 49.20%o

広報費   15.00%o 16.60И o 21.30Иo  18.40Иo 17.00Иo 18.30Иo  16.8%  18.40Иo

表1-7は 「社内外への PR」 を経年変化で見たものである。「社内PRを し

ている」企業はこの4年間90%前後で推移しているが、「社外 PRを してい

る」企業は95年度に67.4%で あったものが、98年度には85.7%に まで増加し

た。メセナ活動という社会貢献活動に取り組んでいる企業姿勢を積極的に社

外にPRす ることにより、社会評価を高め、企業メリットを生み出そうとす

る努力とみることができよう。

表1-7[メセナ活動PR状況]

98年度 [N=266]  9″F度 [N=265]  96年 度[N=230]  95年度 [N=239]

社内PRしている 94.70/o 89.80/o 90.90/o 90.40/o

社外PRしている    85.70%o 82.30/o 72.20ノo 67.40/o
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3.主催事業の現状

メセナの形態にもいろいろあるが、より能動的な活動 としての「主催事

業」がある。かつての華やかな冠イベントがすっかり影をひそめた昨今、企

業の主催事業はどのような状況にあるのだろうか。本調査によると、メセナ

実施企業266社中半数を超える140社 (52.6%)が 98年度に主催事業を行った。

また、実施件数ベースで見ると、メセナ活動1783件 中462件 (25.9%)が 主

催事業であった。

芸術分野別に見た主催事業

表1-8は各芸術分野で主催事業を行った企業数と実施件数を、全総数と比

較したものである。実施件数ベースで見た場合、美術 と音楽の主催件数が飛

び抜けて高いが、主催率では、建築、文学、美術の順に高い。いっぼう企業

数ベースで見ても、音楽と美術が企業数では多いが、主催率は美術、音楽、

文学の順に高い。ことに建築や文学が高いことが注目されよう。理由として

表1-8[分野別主催事業] N=266

芸術分野

25

企業数ベース

総企業数   主催企業数  主催率

実施件数ベース

総実施件数  主催件数

美術

主催率

158社 79ネ1     50.00/o    626イ 牛    219件     35.00И o

舞踊 65ネ±     19ネ ±     29.20/o    132イ 牛     23イ牛     17.40/o

42ネ土 14社    33.30И 0    74件 30件    40.50И o

無形文 76ネ±     23ネ±     30.30И0     140イ牛 37件     26.40/o

音楽 169件

35件 19.00И o

37.10/o

演劇

文学

207社 82社 39.60/o 829イ牛
|

184件25ネ土 28.40Иo

26社 38.80Иo 116イ牛      431牛67社

有形文 55ネ±     16社     29.10%o     81件      20イ牛     24.70/o
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は、音楽や美術はわが国においてポピュラーな分野であるため、主催事業と

して取 り組みやすいことが考えられる。建築分野では建築をテーマにした独

自的な展覧会が多く、また文学は講演会や顕彰・コンクールなどが多数を占

めており、プログラム内容の性格上、主催率が高 くなりやすいことが理由と

して考えられる。

表1-9[主催事業実施企業の分野別事業数比率] N=140

主催分野数 1分野のみ主催

46.60Иo

2分野で主催

22.30/o

3分野で主催

12.90%o

4分野以上で主催

18.70%o

主催事業数 1事業のみ主催

46.60Иo

2事業を主催

23.00Иo

3事業を主催

9.40Иo

4事業以上を主催

21.60%o

主催事業の内容

音楽ではコンサー ト、美術では展覧会の主催が多い。また、文化施設の運

営が56事業、顕彰事業が約40事業ある。音楽、美術、文学の 3分野について

内容の特徴を見てみよう。

〈音楽〉

169事業 (82企業)中117事業 (65企業)は コンサートであり、うち46事業

(31社 )は冠コンサー トである。「ふれあいコンサー ト」「コミュニティコン

サー ト」など、地域社会に親 しまれるネーミングに自社名の愛称をつけて、

定期的に開催 しているものが多い。また、117事業のうち約 6割は東京以外

に本社が所在する企業の主催である。鑑賞の機会が少ない地方にその機会を

提供することで、地域に貢献しようとするものであろう。

その他、ホール等文化施設の運営が 9事業、顕彰が 3事業あった。主催者

としては、銀行・信託等の金融機関、電力、ガス、運輸関係等、地域密着型

の企業が多い。

〈美術〉

219事業 (79社 )中、43事業 (36社 )はギャラリー・美術館などの文化施

設の運営であった。主催事業のなかで美術が多いのは、音楽などに比べて会

場が確保しやすいこと、個展等はコンサー トよりも費用的に開催しやすいか

らだと考えられる。

文化施設の運営以外では、顕彰が12事業、絵画コンクールが 8事業あった。

絵画コンクールのなかには小中学生を対象にしたものも散見されるが、これ

らは地域密着型のイベントとして地元の歓迎を期待しているようだ。
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〈文学〉
43事業 (26社)中 20事業は、新聞社や出版社、さまざまな企業が主催する

顕彰事業であるのが大きな特徴である。内容は、俳句や子供の絵本から出版

文化賞、文学賞にまで多岐にわたっている。その他、講演会や講座の開催、

詩・論文・作文の募集、発刊事業や文学館・図書館の運営などである。

主催事業と予算

図1-4は、メセナ活動費について回答したメセナ実施企業210社 と主催事業

実施企業103社のデータを比較したものである。

主催実施企業の33.0%は 1億円以上、28.2%は 1000万 円未満だったのに対

して、メセナ実施企業全体で見ると23.3%が 1億円以上、35。 7%が 1000万 円

未満である。主催事業を実施している企業は、 1億円以上の大型メセナ活動

費を投入している傾向が強いといえよう。また、主催実施企業の89.9%が あ

らかじめ予算を決めており、実施企業全体の82.0%よ り約 8ポイント高い。

図1-4[主催事業とメセナ活動費 ]

27.2
主催実施企業

27

鶴 % k6k鉤
■ ヽ 惨 参

ヽ
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また、主催事業の多くはコンサー トや展覧会など音楽や美術の分野で行わ

れた。ホール、美術館などの自社の文化施設運営や各種の顕彰事業が多いこ

とも明らかである。各地の企業が実施している地域密着型の主催事業は、地

域に鑑賞の機会を創設し、地元のアーティス トに発表の機会を与えている点

で大きな意義を持つと考えられる。今後の企業メセナのあり方を考えるとき、

主体性 。独自性のある支援をめざすとすれば、主催事業の盛衰は企業メセナ

を評価する尺度の一つとして注目されよう。

今回の調査では、21世紀の芸術文化振興に関して、「21世紀に向けてわが

国の芸術文化をより振興していくためには、①どのようなことが必要だと思
いますか、②どこが主体となって支援していく必要があると思いますか」と
いう項目について調査した。

芸術文化振興に必要なこと

回答を見ると「若手芸術家への支援」が63.2%で トップ。次いで「地域文

化の振興」(59.8%)、 「青少年への芸術文化教育」(54.9%)、 「芸術文化の啓

発・普及」 (54.1%)の 4項 目が高い比率を占めている。「若手芸術家への支

援」を
｀`
メセナの基本方針

″
(第 2章参照)と して掲げている企業 もあるが、

21世紀の重要な項目として多 くの企業がその重要性を認識 していることがわ

かる。

しかしいっぽう、実際に現在行 っているメセナ活動の目的を問う質問への

回答では、これと異なる傾向が読み取れた。現実の支援目的 と将来の理想的

支援像には差があるのだろうか。表1-10は 、左列が21世紀、右列が1998年度

についての回答状況である。21世紀にいちばん必要だとされた「若手芸術家

への支援」は、98年度のメセナ活動目的では24.2%で 5位にとどまった。ま

た、「青少年への芸術文化教育」は21世紀の芸術文化振興では 3位であった

が、実際の支援目的のなかでは第 9位。逆に21世紀に関する問いで 9位 とな

った「鑑賞者への支援」が98年度目的では 2位 (27.6%)に浮上。同様に10

位の「既成芸術家への支援」 も第 4位 を占めてお り、認識 と実際のズレがみ

られる。

「若手」の場合は支援先を選別することの難 しさがあり、一般的な評価の定

まっている既成芸術家への支援のほうが社内的コンセンサスを得やすいのか

4.21世紀のメセナ
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もしれない。また21世紀の問いでは、将来的展望から、次世代を担う「青少

年」に票が集まったと思われるが、現時点ではあまり活動の目的とされてお

らず、青少年への芸術文化教育の展開は今後のメセナ活動の課題であろう。

「地域文化の振興」は、両方で上位を占めた。地域文化振興が、現時点でも

将来的にもキーワー ドであることは明らかで、支援の主体 となるべきところ

を聞いたつぎの質問結果からもそれがうかがえる。

表1-10[「 21世紀の芸術文化振興に必要なこと」と「活動目的」の比較]MA

21世紀の芸術文化振興に必要なこと  1998年度のメセナ活動の目的

29

2位 地域文化の振興 鑑賞者への支援

4位 芸術文化の啓発・普及 既成芸術家への支援

6位 伝統芸能の振興 現代芸術の振興

8位 文化財等の発掘・保存・修復 アマチュアヘの支援

10位 既成芸術家への支援 伝統芸能の振興

12位 調査・研究 調査・研究

N=266社 N=1783件

支援の主体となるべきところ

「これからの芸術文化支援で主体 となるべきところ」の設間に対する回答は、

「地方自治体」が74.1%で トップとなった。21世紀は地方の時代 といわれて

いる。文化の東京一極集中にあらがって、地方に文化の発信基地が求められ、

各地で文化の見えるまちづ くりが推進されてきている。その核 となる地方自

治体への期待が大 きいもの と思われる。いっぽう、「企業」 と答えたのはメ

セナ実施企業で66.9%だ った。「市民ひとりひとり」や「政府」を挙 げた回

答 もそれぞれ61.7%、 55.6%と 半数以上であった (表 1-11)。

芸術文化の啓発・普及1位 着手芸術家への支援

青少年への芸術文化教育 地域文化の振興

5位 若手芸術家への支援

国際交流7位 アマチュアヘの支援

11位 現代芸術の振興 文化財等の発掘・保存・修復
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税収減で財政難に陥っている地方自治体は、少子化・高齢化 。環境問題な

ど課題は山積しているのが現状で、文化予算をいま以上に増やすことは難し

い。現在7000億円を超える文化予算が地方自治体で使われているが、ハコ偏

重の現状からソフト重視の予算活用へ、企業メセナはその変化を促す呼び水

ともなる。これからの支援主体として、地方自治体 と企業メセナ、市民や政

府など社会のさまざまなセクターの連携が望まれるゆえんだ。

表1-11[これからの芸術文化支援の主体となるべきところ]MA

メセナ実施企業

N=266

企業 66.90/o

政府 55.60Иo

芸術文化を支援する必要はない

まとめ

今回の調査では、メセナ実施企業が過去最多であったことに加え、メセナ

を予算化している企業の増加、メセナの目的を社会貢献の一環 。芸術文化の

振興と位置づける企業の増加、などの実態が明らかになった。

1998年度の企業メセナ活動を概観すると、厳しい環境のなかで、企業の事

業として予算をきちんと設定し、多少支援分野を絞 りながらも、支援件数を

増やし、宣伝費等の費目で、担当部署がきめ細かに支援を行った、という図

式があざやかに浮かんでくる。まさに、逆境に負けることなく、さまざまな

知恵と工夫によって、地道ながらも継続的に支援を行おうとする企業メセナ

の実態が把握できた。経常利益が赤字と回答した59社のうち、半数にあたる

31社がメセナ活動を実施していた事実からも、
｀
企業の踏ん張 り

″
がうかが

えよう。これらをかんがみると、「企業メセナ」は実施・未実施の増減は別

として、日本の企業・社会に十分なじんできているといって過言ではないと

思う。

『メセナ自書』はこれまで企業メセナが日本の企業のなかに「根づいている

00/o

地方自治体 74.1 0И o

市民ひとりひとり 61.70Иo

公益法人 28.20Иo

1.90И o
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か」を主に検証してきた。しかし、この 9年間の調査を振 り返るとき、いま

や「根づいているか」という初期段階の傾向分析から、安定したメセナ実施

企業数を見越 したうえで、メセナ活動の
｀
継続性 (Continuity)″ や

｀
独創

′
性 (Creativity)″ 、 ｀同意 (COnsensus)″、 

｀
協 力 (c00peratiOn)′

′ とい う

「内容の4c」 を検証していける段階にきたといえる。つまり、継続的メセナ

活動の意義を理解した企業の試み、他社との差異化を進める独創性 。独自性

あるメセナ、従業員や株主のメセナに対するコンセンサス、従業員のメセナ

協力など、さらに一歩踏み込んだ切 り口でメセナの動向を調査 。研究する、

新しい段階がすでにきているのではないだろうか。

(企業メセナ協議会調査部会)

31
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調査結果データ編

「メセナ活動実態調査」に回答のあった464社分のデータを各設間ごとに分

析しまとめたものが「データ編」である。1998年度のデータに加え、比較可

能な範囲で過去のデータも併記し、メセナ活動実態の経年変化がわかるよう

にした。

回答企業プロフィール 33

メセナ活動の実施状況 37

98年度のメセナ活動実施の有無  37
メセナ活動の実績とその内容 38

メセナ活動件数 メセナ活動の芸術分野 47

メセナ活動費 40 支援形態 49

メセナ活動の非資金援助額 42 活動の目的 51

メセナ活動の実施地域 43

メセナ活動の運営 53

メセナの担当部署 支援先を選ぶ方法 57

イニシアティプをとってしヽるところ 54 メセナ活動を評価する基準 58

メセナ活動予算の決定 55 メセナ活動のPR 59

メセナ活動の財源 56 メセナ活動の支障の有無と支障となる事項 62

97年度と98年度のメセナ活動の比較 64

前年のメセナ活動との比較 64

メセナ活動を行う理由 65

21世紀の芸術文化振興について 66

これからの芸術文化支援の主体となるべきところ  66 芸術文化振興のために必要なこと 67
メセナ活動を行わない理由 68

メセナ活動以外の社会貢献活動の実施状況 69

調査結果の見方 [留意事項]

躙比率はすべて百分率 [%]で表し、小数点2位 以下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。

鰊基数となるべき実数はN=○OC)と 表し、Nを 100%と して算出した。図表中の

SA[Single Answer]は「単独回答」、MA[Multiple Answer]は「複数回答」、2A

や3A等は「回答数の上限を設定した複数回答 [Limited Multiple Answer]」 を意

味している。2A・ 3Aの数値は回答数の上限である。なお、MA、 2A、 3Aの場合は複数

回答が可能なため、回答の合計比率が100%を超える場合もある。

躙「無回答」の企業を省略した図表もある。

瘍「メセナ活動実態調査」は『メセナ白書1995』 から調査対象期間が会計年度となった。
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回答企業プロフィール 33

表1-12[業種別に見るメセナ活動の実施状況]

業種       企業数 行つた 行わ
なかった

繊維製品   16   5   11

59    24    35

業種 企業数 行つた 行わ
なかつた

t口 :売 :蓼姜1     28    12    16

小売業

銀行

31   12   19
69    61      8

他金融 9     2     7
ノくルプ・紙   3    3    0 証券 1     1     0

化学・医薬品    22   11   11
15

保険 16   16   0
化学

7     2     5

ゴム製品   5    1    4
海 運

空 運

倉庫・運輸   8   4

通信・放送   6   6
電気・ガス  14   14

5

2      1

1

0

1

4

0

0

0

2

鉄鋼・金属     11   6   5
鉄鋼

非鉄金属   1

ガラス.土石製品     5      3      2

4     3     1

金属製品   6   2   4
二一

器

一

一
畿

一

一

・

１

一

一
戒

一

一麟
一

一
１

一

機械

55

18

電気機器   45   24   21
輸送用機器  23   9   14
精密機器   5   3   2

他製品       20   8   12

水産・農林

鉱業

39 20 19

26 20

19

建設

食料品

繊維・紙 11

不動産

医薬品

石油・石炭

6     4     2
17    11     6

公共

サービス

総数

19

2

198

10 4

26     7

20    18

464 266

|
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表1-13[本社所在地別に見るメセナ活動の実施状況]

本社所在地別   企業数 行つた 行わ
なかつた

本社所在地別    企業数 行つた 行わ
なかつた

近畿地方       92   38   54
滋賀県    0   0   0

青森県 2     2    0 京都府   13   7   6
岩手県    0   0   0 大阪府     67    27    40

宮城県    0    0   0 兵庫県   11   3   8
秋田県

山形県

福島県

関東1地方        255   149   106
茨城県

栃木県

群馬県

埼玉県

千葉県 7 6

東京都   222  132
神奈川県  12   3

0     0    0 奈良県 0     0    0
1     0 和歌山県   1

鳥取県

一
２

一

一
　

一

一
０

一

一

１

一

一
８

一

一
　

一

一
４

一

一

１

一

一
　

一

一
２

一

一
２

一

一
　

一

一
』
コ

一

一Ｄ
一

一馳
一

一嘲
一

〓
↓
一

一
方

一

一
也

一

一
サ

一

一
丼

一

一九

一

一
　

一

一
８

　

　

一

一

１

　

一

¨
　

　

　

一

一翌一
　

一

一
４

　

　

一

一
６

　

　

一

一
４

　

　

一

一
　

一

¨
　

　

　

一

一緻

一

島根県    0   0   0
2     2    0 岡山県

広島県

山口県

四国地方       8   4   4

2     2    0
5     4    1 9     8     1

6     1     5

徳島県

香川県

北陸・信越地方   20   12   8 愛媛県

山梨県

1

90

9

0

0

3

4

1

3     2     1

4 2      2

高知県

長野県 4 4

新潟県    8   5 福岡県    7   4   3
冨山県

福井県    0   0   0

佐賀県

長崎県

熊本県

大分県

宮崎県    1    1
鹿児島県   1    1
沖縄県

6     2

1     0

2     1 1

0

2

2

0

0

0

石川県 1   1

3     1
一
　

一

一
３

一

一
１

一

一
　

一

一
２

一

一
３

一

一
　

一

一
５

一

一
４

一

二一方

一

一地

一

一海

一

一東

一

5     3

岐阜県

静岡県 7     6     1

愛知県:   30   20  10
4     3    1三重県

北海道

中国地方 12

4
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行わなかった
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表1-14[資 本金別に見るメセナ活動の実施状況]

資本金別             企業数 行つた

1億円未満 6 6

10

0

1～ 10億円未満 26 16

10～ 100億 円未満 51 119

100～ 500億円未満 163 107 56

500～ 1000億円未満 38 34

1000億円以上 55 53 2

無回答

総数

表1-15[売上高別に見るメセナ活動の実施状況]

売上高
=」

            企業数

100億 円未満

行つた 行わなかつた

18          4         14

6

266 198

100～ 500億円未満 119 37 82

500～ 1000億円未満 86 43 43

1000～ 5000億 円未満 136 86 50

5000～ 1兆円未満 40 36 4

1～ 5兆円未満 51 47

5兆円以上 10 10 0

無回答 4 3

総数 464

表1-16[経 常利益別に見るメセナ活動の実施状況]

経常利益別            企業数

266 198

行わなかった行つた

1億円未満 12 4

1～ 10億円未満 79 20 59

10～50億円未満 136 66 70

50～ 100億 円未満 64 43 21

100～ 500億円未満 72 62 10

500～ 1000億円未満           18
1000億円以上              13

17

13

赤字 31 28

無回答 11          10
総数 464            266 198
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表1-17[従業員数別に見るメセナ活動の実施状況]

従業員数冒u            企業数 行った 行わなかつた

5oO～ 1000人未満 25

2000～ 3000人未満 55 34 21

5000～ 1万人未満 51

5万人以上

総数

表1-18[設立年別に見るメセナ活動の実施状況]

設立年別             企業数 行つた

266

116

198

行わなかつた

1900～ 1945年 183

1950～ 1959年 4039

1970^1979年 34 15 19

1990年～

無回答                   1         1         0
総数                          464           266           198

3000～ 5000人未‐満 62

54

無回答

～1899年

0

231960～ 1969年

57500人未満

671946～ 1949年

1980～ 1989年
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1998年度のメセナ活動の実施状況

―
メセナ活動を「行った」のは266社、過去最高を記録

■1998年度にメセナ活動を「行った」企業は266社 であり、過去 9回 の調査

のなかで最多となった。また、メセナ活動を「行っていない」企業は198

社であった。

■また、有効回答数464件、有効回答率18.5%のいずれも過去の 9回 の調査

のなかで最多であった。

37

設間 98年度に芸術文化支援 (メセナ)活動を行いましたか[SA]

図1-5[メ セナ活動の実施状況の推移]

0            100          200           300

98年度[N=464]

97年度 [N=436]

96年度[N=325]

95年度|[N=358]

94年度 [N=404]

93年度[N=376]

92年度[N=403]

91年度[N=455]

400[社 ]

メセナ活動の実施状況

90年度[N=351]

行つた 266 行わなかった    198

265 171

95

239 119

139

252 124

250

201

153

199
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メセナ活動件数

-1社 当たりの平均メセナ活動件数は6.7件、過去最高を記録

■1998年度の 1社当たりの平均実施件数は6.7件であり、これまでの調査の

なかで最高値 となった。

図1-6[メセナ活動件数内訳の推移]

0 40 60

■ 1件   ■2件     3件     靱4件

■6～9件 ■ 10～ 14件 ■ 15～ 19件  20件以上

80 100 [o/o]

98年度[N=266]

97年度[N=265]

96年度[N=230]

■5件

メセナ活動の実績とその内容

7.9   11.724.1    ‐ 1‐ 7.3

250    17.0 715 ユ

23.8   12.6 10.3 7.6 910



3● 調査結果データ編
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図1-7[1社当たりの平均メセナ活動件数の推移]

2 4   5   6[件 ]

98年度[N=266]

97年度[N=265]

96年度[N=230]

95年度
‐[N=239]

94年度[N=265]

93年度[N=252]

92年度[N=266]

91年度[N=150]

6.7

5.9

6.2

6.0

5.5

6.4

6.4

5.2
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メセナ活動費-1社 当たりの平均メセナ活動費は 1億 228万 円

■266社のメセナ活動実施企業のうち、メセナ活動費について回答のあった

企業210社 について、その 1社当た りの平均活動費は 1億228万円であり、

この 4年間ほどはほぼ同額で推移 している。

■メセナ活動費の総額は214億7871万 円 (昨年度は196億8807万円)であった。

設問 98年度のメセナ活動費の総額は?

図1-8[メセナ活動費の推移]

0           20

98年度[N=210]

97年度|[N=183]

96年度[N=176]

95年度[N=174]

94年度[N=211]

93年度[N=190]

92年度[N=186]

91年度|[N=1801

■ 1000万円未満
'1～ 5億円未満

40 60

■ 1000～ 5000万円未満
■5～ 10億円未満

80 loo [o/o]

5000～ 1億円未満

10億円以上

8.6    19.035.7

10.4   16.936.1 31

38.6 97     19.9

35.6 10.3      19.5

37.9 33.6 7.6     16.6

12.6   16.329.5

10.231.7

26.7 29.4
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12000[万円 ]

41

図1-9[1社 当たりの平均メセナ活動費の推移]

0 3000

98年度[N=210]

97年度 [N=183]

96年度[N=176]

95年度
‐
[N=174]

94年度 [N=211]

93年度[N=190]

92年度[N=186]

6000 9000

91年度[N=180]

10228

10759

9975

9665

7546

10774

12695

14076
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メセナ活動の非資金援助額
―

l社当たりの平均非資金援助額は1900万円

■メセナ活動の非資金援助額について回答のあった企業は168社 であり、そ

の50.2%(86社 )が非資金援助を行っている。

■この非資金援助を金額に換算した場合の 1社当たりの平均額は1909万 円で

あり、非資金援助を行った企業86社に限った平均は3730万円となる。
※メセナ活動の非資金援助額 とは、直接的な活動費のほかの「社員参加」「施設提供」「現物寄付」「サービ

ス・技術の提供」を金額に換算したもの。

[非資金援助額の換算基準例]

社員参加 [サポート] 4000円 /時間

施設提供 [ロビー] 5万円/時間

施設提供 [会議室] 3000円 /時間

施設提供 [空き地] 1万円 /日

設間 98年度のメセナ活動の非資金援助額は?

図1-10[メセナ活動の非資金援助額の内訳]

500^-1000万円未満

N=168

1 2 50Иo

14.90И o

4.80Иo

ll.9〔ぬ

7.1 0И o

社員参加 [講議・講演] 7000円 /時間

施設提供 [多 目的ホール] 10万円/時間

施設提供 [倉庫] 1万円 /日

100～ 500万円未満

非資金援助なし

48.80ん

非資金援助あり

51.20)b

1000‐ -5000万円未満

5000万円以上

00万秦
=議

|
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メセナ活動の実施地域
―

メセナ活動の実施都道府県数は 1社当たり5.3都

道府県。海外での開催は10.9%

■メセナ活動の実施地域は、「関東」が63.9%(170社 )で トップ。次いで

「近畿」の35.3%(94社 )、 「東海」の31.2%(83社 )な どとなっている。

■「海外」で実施している企業は10.9%(29社 )である。

■「本社所在地のみ」でメセナ活動を実施した企業は、東京都に本社のある

企業129社 のうちの34.9%(45社 )、 東京都以外に本社のある企業134社 の

うちの55.2%(74社 )である。

■メセナ活動の実施都道府県数の平均は、東京都に本社のある企業で7.4都

道府県、東京都以外に本社のある企業で3.1都道府県、と2倍以上の開き

が見られる。 (全国平均は5.3都道府県)

設間 98年度にどのエリアでメセナ活動を行いましたか [MA]

図1-11[メセナ活動の実施ブロック]

43

0 10 20 30 40 50

N=266

601%]

北海道

東北

関東

北陸・信越

東海

近畿

中国

四国

九州・沖縄

海外

12.8

17.3

63.9

21.1

31.2

35.3

17.7

10.9

20.3

10.9
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表1-19[メセナ活動の実施地域]

ブロック・都道府県名      回答率 [%] ブロック・都道府県名

滋賀県

青森県 75 京都府

岩手県 75 大阪府

宮城県 10.9 兵庫県

秋田県 7.5 奈良県

山形県 7.5 和歌山県

福島県

関東地方             63.9 鳥取県

茨城県 10.5 島根県

栃木県 8.6 岡山県

群馬県 94 広島県

埼玉県 9.4 山口県

千葉県 11.7

東京都 56.8 徳島県

神奈川県 13.2 香川県

愛媛県

山梨県 83 高知県

長野県 13.9

新潟県 12.0 福岡県

富山県 7.1 佐賀県

石川県 7.9 長崎県

福丼県 6.8 熊本県

大分県

岐阜県 8.3 宮崎県

静岡県 14.3 鹿児島県

愛知県 22.2

N=266

回答率[%]

90

16.2

25.9

14.3

9.8

7.5

7.1

8.6

14.3

6.8

7.1

7.9

14.3

60

7.5

8.3

68

75

7.9

二重県 9.0

沖縄県 10.9

北海道

17.3

近畿地方            35.3

四国地方 10.9

九州地方・沖縄地方 20.3

北陸・信越地方 21.1

東海地方 31.2

12.8

海外 10.9



日本社所在地のみ
デ121～46都道府県

■ 1～ 5都道府県
■日本全国

30調査結果データ編

1001%]

6～ 20都道府県

45

図1-12[本社所在地別に見るメセナ活動の実施都道府県数]

東京都内[N=129]

東京都以外[N=134]

40

6.2

0.7

1.5

0 20 60

34.9 38.0

55.2 33.6
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図1-13[本社所在地別に見る平均活動実施都道府県数 (海外の回答を除く)の推移]

東京都に所在する企業

7.8

全回答企業

5.3

東京都外に所在する企業

[件 ] 7.4

97年度 98年度

2.8

/~~~
5.2

3.1
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メセナ活動の芸術分野-77.8%の企業が「音楽」のメセナ活動を実施

■メセナ活動の芸術分野を実施企業数ベースで見 ると、「音楽」の77.8%

(207社 )、 「美術」の59.4%(158社 )の 2分野が過半数を超えている。

■とくに「音楽」分野に関しては、延べ実施件数ベースで見ると、1783件の

うちの46.5%(829件 )を 占めていることになる。

■また、各分野の 1実施企業当たりの平均活動件数は、「音楽」「美術」の 2

分野が4.0件であるのに対し、他の分野は2.1件 (演劇)以下とおおよそ半

数となっている。

※下表に示す「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「総実施件数」よりも数値が高くなる。

※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」「デザイ

ン」は「美術」に含めた。なお、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。

設間 メセナ活動の芸術分野を選択肢からお選びください[MA]
図1-14[メセナ活動の実施分野]

[企業数ベース] N=266       [実 施件数ベース]N=1783

[1吐]2oo   loo    o                 0    100   200   300   400   500 600   700   800[f牛 ]

77.80ノo
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楽

　

術

　

劇

音

　

美

　

演

46.50Иo

59.40Иo 35.1 0И o

33.1 0И o

28.60Иo

25.20Иo

24.40Иo

文学

舞踊・パレエ

映像 [映画・ビデオ]

文化遺跡・歴史的建造物
[有形文化財]

建築

その他

10.30/o

7.90/o

6.50/o

7.40Иo

5.90Иo23.70/o

20.70Иo

15_80И o

17.70И o

|

4.50Иo

4.20Иo

4.20Иo

58
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図1-15[芸術分野別に見る1社当たりの平均活動件数]

伝統芸能 [無形文化財]

文化遣跡.歴史的建造物[有形文化財]

2 4[件 ]
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劇

音

　

　

美

　

　

演

舞踊・バレエ

築

　

　

学

建

　

　

文

映像 [映画・ビデオ]

その他

0 3

4.0

4.0

2.1

2.0

1.8

1.8

1.7

1.7

1.5

1.6
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支援形態
―

140社 (52.6%)の企葉が主催事業を開催

■支援形態を企業数ベースで見ると、140社 (52.6%)が「主催 (自 社の事

業)」 事業 として開催している。また、最多となる支援形態は「協賛 (資

金の支援)」 の168社 (63.2%)で ある。

■実施件数ベースで見ると、「協賛 (資金の支援)」 が890件 (49.9%)で 最

多である。いっぽう、「主催 (自 社の事業)」 は462件 (25.9%)と なって

いる。

■また、各々の支援形態を 1社当たりの平均件数で見ると、「協賛 (資金の

支援 )」 が5.3件で最多、次いで「協力 (場 所の支援)」 の3.5件、「主催

(自 社の事業)」 の3.3件、「出捐・寄付 (芸術文化団体等)」 の3.0件などが

続いており、協賛を中心に「主催」、「出捐・寄付」など多様な支援形態を

とっていることがわかる。
※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

形態を無効とした。

設間 各メセナ活動の支援形態を選択肢からお選びください[MA]
図1-16[メセナ活動の支援形態 ]

[企業数ベース]            [奥 鰭件数ベース]

[社 ]2oo   loo    o                 0    100   200   300   400   500   600   700   800 [件 ]

[資金の支援]

[自社の事業]

協力・後援

出捐・寄付
[芸術文化団体等]

38

1協力 [人の支援]

協力 [場所の支援]

共催

その他

49

30
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図1-17[支援形態別に見る1社当たりの平均活動件数]

0 2 4 5[件 ]

協賛 [資金の支援]

協力 [場所の支援]

主催 [自社の事業]

出捐・寄付
〔芸術文化団体等]

協力・後援

[製品・サービス・技術の支援]

協力 [人の支援]

共催

その他
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3.3

3.0

2.3

2.0

1.9

2.5



3● 調査結果データ編

活動の目的-176社 (66.2%)が 「芸術文化の啓発・普及」を目的に実施。

「地域文化の振興」も154社 (57.9%)が挙げる

■メセナ活動の目的を企業数ベースで見ると、メセナ活動実施企業266社 の

うちの176社 (66.2%)が 「芸術文化の啓発・普及」を挙げている。他に

過半数を超えているものとして「地域文化の振興」154社 (57.9%)、 「若

手芸術家への支援」141社 (53.0%)が挙がっている。

■実施件数ベースで見ると、「芸術文化の啓発・普及」が796件 (44.6%)で

最多。以下、「鑑賞者への支援」の492件 (27.6%)、 「地域文化の振興」の

481件 (27.0%)、 「既成芸術家への支援」の454件 (25.5%)、 「若手芸術家

への支援」の432件 (24.2%)な どが続いている。

■ 1社当たりの平均支援目的数は、「芸術文化の啓発・普及」「鑑賞者への支

援」が4.5件で最多。実数ベースでは中位に位置するものの、 3位に「現

代芸術の振興」の4.1件が挙がっている。以下、 3件以上の もの として

「既成芸術家への支援」の3.8件、「国際交流」の3.5件、「地域文化の振興」

「若手芸術家への支援」の3.1件などが挙がっている。
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設問 各メセナ活動の目的を選択肢からお選びください[MA]
図1-18[メセナ活動の支援目的]

[企業数ベース]              [実 施件数ベース]
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その他
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図1-19[支援目的別に見る1社当たりの平均活動件数]
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メセナの担当部署

-4社 に 1社 (25.6%)が 「文化 。社会貢献等の専任部署」で担当

■「文化 。社会貢献の専任部署」で担当している企業は25.6%(68社 )で ある。

■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」50.4

%(134社)である。

■その他、「総務関連の部署」25.9%(69社 )、 「系列の財団」19.5%(52社 )

などの回答が挙がっている。
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設間 メセナ活動をどの部署で担当しましたか [MA]

図1-20[メセナ担当部署の推移]
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イニシアティプをとっているところ
―

半数以上の企業が「担当部署」

■メセナ活動のイニシアティブをとっているところは、52.6%(140社 )の
企業が「担当部署」である。

設間 メセナ活動でイニシアティブを取っていたのはどなたでしたか[SA]

図1-21[活動のイニシアティプをとつているところの推移]

20 40 60 100 [o/o]

98年度 [N=266]

97年度 [N=265]

96年度[N=230]

□担当部署 ■会長・社長  担当役員  その他 ■無回答
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メセナ活動予算の決定

―
メセナ活動を予算化している企業が82.0%とさらに増加

■メセナ活動の「予算を決めていた」企業は82.0%(218社 )に のぼり、初

めて 8割 を超えた。

■予算化状況の推移を見ると、年々予算化する割合が増えているが、とくに

97年度・98年度の 2年間で大幅に増加している。

設間 年度始めにメセナ活動の大枠の予算を決めましたか[SA]

図1-22[メセナ活動の予算化の推移]
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メセナ活動の財源

―
財源を絞り込むなかで、「宣伝広告費」が51.1%で トップ

■メセナ活動の財源は、ほぼ横ばいのものもあるものの、この 3年間でほと

んどの項目が減少しており、財源を絞 り込んでいる状況のなかで、例年同

様「宣伝広告費」51.1%(136社 )と 「寄付金」46.6%(124社 )の二つが

半数近い回答 となっている。

設間 メセナ活動をどのような費目で支出しましたか [MA]
図1-23[メセナ活動の財源の推移]
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支援先を選ぶ方法- 65.4%の企業が「直接要請を受けたものから検討」

■支援先を選ぶ方法として「直接要請を受けたものから検討」している企業

が65.4%(174社 )で例年同様最多であるなか、「自主的に探して検討」が

45.5%(121社 )と なっている。

■また、「外部から紹介されたもののなかから」が24.4%(65社 )と なり、

96年・97年 と年々減少してきている。
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設間 支援先をどのような方法で選びましたか [MA]

図1-24[支援先を選ぶ方法の推移]
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外部から紹介されたもののなかから 24.4

関連会社などの要請があつたものから 22.9

18.5

その他

40 50   601%〕

58.9

491

38.3

65.4

.7

98年度[N=266]
97奪ヨ[蔓

‐
[N=265]

96年度[N=230]

支援先がない

12.2

45.5

29.6

7.9

1.1



58

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 。来場者

数」を重視。「社内の評価」が昨年より上昇

■「参加者 。来場者の評価」が60.5%(161社 )で最 も多 く、次いで「参加

者 。来場者数」の47.7%(127社 )、 「社内の評価」の43.2%(115社 )な ど

となっている。

■前年調査 と比較すると、ほぼ同様の傾向となっているが、「社内の評価」

が34.7%(92社 )か ら43.2%(115社 )に上昇しているのが特徴である。

設間 自社のメセナ活動を評価する基準は何ですか [MA]

図1-25[メセナ活動を評価する基準の推移]
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メセナ活動の PR― 社内 。社外ともに昨年よりPRする企業が増加

■社内 PRは例年90%程度であったが、98年 度 はさらに増加 し、94.7%

(252社)と なった。また、社外 PRも 85.7%(228社 )に増加した。

■また、その具体的なPR方法は、社内 。社外ともに、 2、 3の項目を除き、

上昇しており、PRが多岐にわたっていることがわかる。

設問 メセナ活動を社内外にPRしましたか[SA]

図1-26[メセナ活動のPRを実施した企業の推移]
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設問 メセナ活動のPR方法はどのようなものですか [MA]
図1-27[メセナ活動の社内PR方法]MA
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図1-28[メセナ活動の社外PR方法]MA
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メセナ活動の支障の有無と支障となる事項
―

メセナ活動の支障となる事項

が「ある」企業は68.0%。 「予算額が少ない」と回答した企業が過半数に

■メセナ活動の支障の有無について「ある」と回答した企業は68.0%(181

社)である。

■メセナ活動の支障があると回答した企業181社 の事項は、「予算額が少な

い」が54.7%(99社 )になった。

設間 メセナ活動を行ううえで、支障となる事項は何でしたか[2A]

図1-29[メセナ運用上の支障の有無]
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図1-30[メセナ運用上の支障]2A
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前年のメセナ活動との比較
―

 「支援要請件数」と「社内の関心」について

は 2割以上の企業が増加と回答

■支援要請件数が「増加 した」企業は23.3%(62社 )、 「減少 した」企業は

8.3%(22社)であるのに対し、実際に支援した件数が「増加 した」企業

は16.2%(43社 )、 「減少した」企業は13.5%(36社 )であった。

■資金援助額が「増加した」企業は17.3%(46社 )、 「減少した」企業は21.8

%(58社)であり、「減少」が「増加」を上回る結果となった。

■メセナ担当スタッフ数については、「増加した」企業が4.9%(13社 )、 「減

少した」企業が8.3%(22社 )と いずれも低 くなっている。

設間 97年度と98年度のメセナ活動を比較してご回答ください[SA]

図1-31[前年のメセナ活動との比較]
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メセナ活動を行う理由
―

 「芸術文化の振興のため」が年々上昇

■「社会貢献の一環として」メセナ活動を実施していると回答した企業が

93.2%(248社 )で最も多い。

■この3年間の傾向を見ると、「自社のイメージ向上につながるため」との

回答が、96年度 :62.6%→ 97年度 :57.0%→ 98年度 :54.1%と 減少してい

るのに対し、「芸術文化の振興のため」との回答が58.7%→ 60.8%→ 62.8

%と わずかながら年々上昇しているのが特徴的である。

6,

設間 メセナ活動を行ったのはどのような理由からですか [3A]
図1-32[メセナ活動を行った理由の推移]
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これからの芸術文化支援の主体となるべきところ

―
企業、自治体、市民、政府、複合的な支援を期待

■これからの芸術文化支援の主体 となるべきところを、メセナ実施企業

(266社)/未実施企業 (198社)に それぞれ尋ねたところ、主な回答では下

記のとおりであった。

●「地方自治体」・……実施企業 :74.1%(197社 )/未 実施企業 :64.6%

(128社 )

●「企業」・……実施企業 :66.9%(178社 )/未実施企業 :49.0%(97社 )

●「市民ひとりひとり」・……実施企業 :61.7%(164社 )/未実施企業 :

51.5%(102社 )

●「政府」・……実施企業 :55.6%(148社 )/未実施企業 :56.6%(112社 )

企業・市民に対する意識の相違が見受けられる。

■また、「公益法人」の回答は、実施企業の28.2%(75社 )に対 し、未実施

企業では16.7%(33社 )と なっている。

設間 21世紀に向けて、わが国の芸術文化をより振興していくためには、

どこが主体となって支援していく必要があると思いますか [MA]

図1-33[これからの芸術文化支援の主体となるべきところ]
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芸術文化の振興のために必要なこと
一

 「若手芸術家への支援」がトップ

■メセナ活動の実施企業に芸術文化の振興に必要なことを聞いたところ、過

半数を超えた回答は、「若手芸術家への支援」の63.2%(168社 )、 「地域文

化の振興」の59.8%(159社 )、 「青少年への芸術文化教育」の54.9%(146

社)、 「芸術文化の啓発・普及」の54.1%(144社 )である。

図1-34[芸術文化振興のために必要なこと] N=266
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#18 | G*Ox1zf,Ef]

メセナ活動を行わない理由
―

資金不足が最大のネックに

■メセナ活動を行わなかった企業198社のその理由は、「資金に余裕がない」

が56.6%(112社 )で最多であり、資金不足が最大のネックである様子が

わかる。

設間 98年度にメセナ活動を行わなかったのはどのような理由からですか [MA]

図1-35[メセナ活動を行わない理由の推移]

0          10          20          30          40          50[qィ 。1

資金に余裕がない

人員に余裕がない

ノウ八ウがない

必要性を感じない

担当部署がない

社内の理解がない

税制上の優遇措置がない

検討中

98年度[N=198]
971年度[N=171]

メセナ活動を行わない理由

その他

56.6

57.9

29.8

23.2

19.2

19.7

24.0

|      |

|

18,1

5.1

4.7

13.1

11.7~~~~下

12.1

12.3

36.3



3● 調査結果データ編

メセナ活動以外の社会貢献活動の有無
―

全回答企業の82.9%が実施

■98年度にメセナ活動を行った企業266社 のうちの257社 、行わなかった企業

198社 のうちの128社、合わせて385社 がメセナ活動以外の社会貢献活動 を

行った。

■社会貢献活動の内容のうち、メセナの実施状況にかかわ らず高いものは

「地域社会活動」「環境」などである。全般的にメセナの実施企業のほうが

多岐にわたる社会貢献活動を行っていることがわかる。

設間 98年度に社会貢献活動を行いましたか [MA]
図1-36[メセナ活動以外の社会貢献活動の実施状況]
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メセナ活動以外の社会貢献活動の実施状況

■行つた   行わなかった  ■無回答

257



70

第 1章 1企業のメセナ活動

図1-37[社会貢献活動の内容]

[メセナ活動未実施企業]N=128

い1 60 50 Ю  30 20

[メセナ活動実施企業]N=257

10   0 0   10   20   30   40   50   60   10′ o]
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社会福祉

国際交流

学術研究

健康・医療

災害救援

1.5 その他

環境

教育

52.8

1.7
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６
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企業別メセナ活動一覧

266社の基本方針 と活動内容

72 ●………¨̈ … …̈…98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266社を五十音順に掲

載。

●…… …̈……………98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。

●………………… …̈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。

●………………・……売上高・経常利益は、一部の企業からは97年度決算のデータで回答を得た。

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

ザイン」は美術に含む。複数分野にまたがる内容のものは該当分野をすべて記載し、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。

●………………̈ ……芸術分野の表記にあたり、「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 (人の支援)」 Iよ 「協力 (人 )」、「協力 (場所の支援)」 は

「協力 (場 )」、「協力 (製品・サービス・技術の支援)」 Iま「協力 (製 )」 と略している。
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一覧表の読み方

企業名

五十音順

[頭文字が同音の場合はアルフアベット

カタカナ・ひらがな・漢字の順に掲載 ]

担当部署・スタッフ数

所在地

TEL&FAX.&URL.

資本金

● 1億円未満

② l～ 10億円未満
010～ 100億円未満
0100～500億円未満

0500～ 1000億円未満
01000億円以上

経常利益

01億円未満

② l～ 10億円未満
010～ 50億円未満

050～ 100億円未満
0100～500億円未満

0500～ 1000億円未満
01000億円以上
0赤字

企業別メセナ活動一覧

売上高

0100億円未満

0100～ 500億円未満

0500～ 1000億円未満

01000～5000億円未満

05000億～1兆円未満
01～ 5兆円未満
05兆円以上

従業員

0500人未満

② 500～ 1000人未満

01000^´2000人未満

02000～3000人未満
03000～5000人 未満
05000～ 1万人未満
01～ 5万人未満
05万人以上

業 種

設立年

73

じ /lwww.abcd

0売 上高 0経 常利益 0従 業員 ② 年

メ

ー

２

３

４

量 盤…
1lt l.||ム′

活動名

メセナ活動基本方針

芸術分野

以下の項目から選択

晰音楽

醸美術

鰺演劇

鬱舞踊・パレエ

畿映像 [映画・ビデオ ]

鰻建築

攀文学

鬱伝統芸能 [無形文化財 ]

簸文化遺跡・歴史的建造物

[有形文化財 ]

鬱全般

磯その他

以下の項目から選択

警若手芸術家への支援

機既製芸術家への支援

鬱アマチユアヘの支援

機鑑賞者への支援

機青少年への芸術文化教育

鑽芸術文化の啓発・普及

警現代芸術の振興

磯伝統芸能の振興

機文化財等の発掘・保存・修復

繭地域文化の振興

醸国際交流

機調査・研究

機その他

支援形態

以下の項目から選択

難主催 [自 社の事業 ]

機共催

磯協賛 [資金の支援 ]

鰺協力 [人の支援 ]

磯協力 [場所の支援 ]

鬱協力 [製品・サービス

技術の支援 ]

鶴出捐・寄付

錢その他

目的

東京都港区||`::10-0-0

[ス タッフ数

111::111 .:|・ |11:::| ||・ il l..||||:li::|

コElr 1111111

]「■●
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74

資本金0 売上高② 経常利益② 従業員② 設立1963年

AS丁 1株式会社 電気機器

活動名 芸術分野 目的                支援形態

音楽  着手芸術家への支援、既成芸術家への 主催
支援、地域文化の振興

創立35周年記念コンサート

アサヒビール株式会社 食料品
担当部署 :総合品質本部環境文化推進部[ス タッフ数13人 ]

〒130-8602 東京都墨田区吾姜橋1-23-1

TEL.03… 5608-5195 FAX.03… 5608-5201 URL.http://1wvvw.asahibeer.cO.,p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護価の定まっていないもので、将来性に富むと考えられるものに重点。
3独創性重視、参加型、継続性に配慮。

4社員の見ている前で活動。

活動名                  芸術分野 目的 支援形態

新春ロビーコンサート46「高橋悠治×高橋ア 音楽  着手芸術家への支援、鑑費者への支援、主催

キ」 芸術文化の啓発・普及、現代芸術の振
興、地域文化の振興

渡辺香津美バレンタインスペシャルコンサー 音楽  若手芸術家への支援、鑑賞者への支援、主催
卜                         芸術文化の書発・普及、現代芸術の振

興、地域文化の振興

ロピーコンサート47「 ヴアンドールサクソフ 音楽  若手芸術家への支援、鑑費者への支援、主催

ォンカルテット」 芸術文化の啓発・普及、現代芸術の振

八―モニックコンサート「本管5重奏のタベ」 音楽

(茨城。東京・名古屋・吹田工場)

興、地域文化の振興

着手芸術家への支援、鑑費者への支援、主催
芸術文化の書発・普及、現代芸術の振
興、地域文化の振興

八―モニックコンサート「戎洋子&通崎睦美」 音楽  若手芸術家への支援、鑑賞者への支援、主催

(福島・西宮・博多工場) 芸術文化の啓発・普及、現代芸術の振
興、地域文化の振興

ロビーコンサ…卜48「マリンパXマリンパ」 音楽 若手芸術家への支援、鑑賞者への支援、
芸術文化の啓発・普及、現代芸術の振

興、地域文化の振興

若手芸術家への支援、鑑賞者への支援、

主催

渡辺香津美アコースティック・ギター・ソロ 音楽 主催

(長崎・鹿児島・宮崎・四国工場)           芸術文化の啓発・普及、現代芸術の振
興、地域文化の振興

松原勝也ヴァイオリン・リサイタル(北海道)音 楽  若手芸術家への支援、鑑費者への支援、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

ロビーコンサート49「 トム・ビアソンの世界」音楽  着手芸術家への支援、鑑費者への支援、主催
芸術文化の啓発・普及、現代芸術の振

第50回記念「ミュージック・トゥ・ザ・フュー 音楽

チャー～野村誠の作品を中心に～」

興、地域文化の振興、国際交流

若手芸術家への支援、鑑賞者への支援、
芸術文化の書発・普及、現代芸術の振
興、地域文化の振興

主催



ロピーコンサート51「アコーデイオン&ト ロ 音楽

ンボーンデュオ」

河原温 全体と部分1964-1995
パークタワーネクストダンスフェステイバル
・永谷亜紀公演

CCA北九州プロジェクト「富島達男」展

「アート・オン・ザ・ネットノインターネットの 美術、関,

挑彗餞1997」 展

和太鼓「東京打撃団」公演

横浜ダンスコレクション'98

北村明子&レニ・バッソ ダンス公演

MOTブロジエクト～山出淳也Floating

Point

楽の会企画「ボリス・シャルマッツ・ダンスカ

ンパニー初来日公演」

第10回秋吉台国際20世紀音楽セミナー&フ

ェスティパル

企業別メセナ活動一覧

若手芸術家への支援、鑑賞者への支援、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、国際交流

現代芸術の振興 協賛

着手芸術家への支援、現代芸術の振興 協賛

着手芸術家への支援、現代芸術の振興 協賛

若手芸術蒙への支援、現代芸術の振興、協賛

国際交流

音楽   若手芸術家への支援、現代芸術の振興 協賛

舞踊  若手芸術家への支援、現代芸術の振興、協賛

国際交流

舞踊  若手芸術家への支援、現代芸術の振興 協賛

美術  若手芸術家への支援、現代芸術の振興、協賛

調査・研究

75

美術

舞踊

美術

権代敦彦シリーズ「21世紀への音楽‖」 音楽 若手芸術家への支援、現代芸術の振興 協賛

ドキュメント2000プロジェクト 美術  若手芸術家への支援、鑑賞者への支援、協賛、協力

青少年への芸術文化教育、現代芸術の (人 )

振興、調査・研究

美術  若手芸術家への支援、現代芸術の振興、協賛

地域文化の振興

美術  若手芸術家への支援、現代芸術の振興 協賛

音楽  若手芸術家への支援、現代芸術の振興 協力(場 )

舞踊  若手芸術家への支援、現代芸術の振興、協賛

地域文化の振興、国際交流

美術  若手芸術家への支援、現代芸術の振興、協賛

国際交流

音楽  アマチュアヘの支援、伝続芸能の振興、協賛

地域文化の振興、国際交流

美術  着手芸術家への支援、現代芸術の振興、協賛

地域文化の振興

音楽  若手芸術家への支援、アマチュアヘの 協賛

支援、鑑費者への支援、青少年への芸術

文化教育、芸術文化の啓発・普及、現代

川俣正コールマイン田川

光の記憶展'98

スピカコンサート

日本女性写真家展「130年の歴史を振り返る」

AMDA活動支援コンサート

ヒロシマ・アート・ドキユメント'98

芸術の振興、地域文化の振興、国際交流

鯨津朝子個展「風の回廊」         美術  着手芸術蒙への支援、現代芸術の振興 協賛

現代邦楽協会「江戸の春」         美術  伝統芸能の振興           協力(場 )

伊藤キム新作公演「少年少女」       舞踊  着手芸術家への支援、現代芸術の振興 協賛

買鵬芳二胡リサイタル「弦想」       音楽  若手芸術塚への支援、現代芸術の振興、協賛

国際交流

通崎睦美マリンパリサイタル       音楽  着手芸術家への支援、現代芸術の振興 協賛

谷口雅邦展「胎動する発芽」        美術  現代芸術の振興           協賛

中国泉州の糸操り「泉州木偶劇団」日本公演  無形文  伝統芸能の振興           協賛

緋国民楽派連続コンサート         音楽  着手芸術家への支援、現代芸術の振興 協賛

ミュージアム・シティ・天神1998      美術  者手芸術家への支援、芸術文化の啓発・ 協賛

普及、現代芸術の振興、地域文化の振

興、国際交流
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サンシティ英国祭参加「やってみよう、くらべ 滉劇、そα馳 若手芸術家への支援、鑑賞者への支援、協賛
てみよう、日本と英国の演劇」            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
南河内万歳―座「ライオン狩り」      演慮」  若手芸術家への支援、現代芸術の振興 協賛

北川純個展「平塚計画～泳ぐTシャツ」   美術  若手芸術家への支援、現代芸術の振興 協賛

アーカス構想 美術  若手芸術象への支援、鑑費者への支援、協賛
青少年への芸術文化教育、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

音楽、美術、舞 若手芸術家への支援、現代芸術の振興 協力(場 )

踊

音楽  芸術文化の啓発・普及、現代芸術の振興 協賛、協力(人

・場)

音楽  若手芸術家への支援、芸術文化の啓発・ 協賛、協力(人

さんすくみ

音楽講座「声のダイナミズム～真言声明の世
界」

音楽講座「おもちやになつた日本の音」

音楽講座「お酒を造る唄の話」

文化講座「源氏物語と旅と女性」      無形文
文化講座「邦楽再発見」          無形文

文化講座「Human Comedy～ 狂言、その多 無形文

様性」

文化講座「日本の伝統演劇の世界」
文化講座「文化の多様性と美術」

音楽講座「筑紫文化と争」

音楽講座「音楽のクレオール化」

音楽講座「映像と音楽」

アサヒビール芸術文化財団

普及、現代芸術の振興

音楽  芸術文化の啓発・普及、現代芸術の振興

音楽  若手芸術家への支援、現代芸術の振興、
地域文化の振興

若手芸術家への支援、既成芸術家への
支援、現代芸術の振興、伝統芸能の振
興、国際交流

芸術文化の啓発・普及、地域文化の振興 主催

芸術文化の啓発・普及、地域文化の振興 主催

芸術文化の書発・普及、地域文化の振興 主催

無形文  芸術文化の啓発・普及、地域文化の振興 主催
美術  芸術文化の啓発・普及、地域文化の振  主催

興、国際交流

音楽  現代芸術の振興、地域文化の振興   協賛、協力(人

音楽 現代芸術の振興、地域文化の振興

・場)

協賛、協力(人

音楽、美術

・場)

協賛、協力(人

・場)

協力(人・場)、

出捐・寄付

・場)

協賛、協力(人

場 )

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 URL. http://www.aderans.co.jpl
資本金④ 売上高0)経常利1猥D 従業員O 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  鑑費者への支援、芸術文化の啓発・普  協賛、協力(人

及、地域文化の振興         ・場)

アデランスにんげんフォーラム
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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 77

担当部署 :広報室[スタッフ数4人 ]

〒167-8001 東京都杉並区荻窪4-30‐ 16
‐
「 EL.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
1`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還元するとともに、社員を積極的にボランティア、募金活動に参加させる。

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

″
、そして、個々の活動を支

援するための
｀
マッチング・ギフト

″
制度がある。

フィランソロピー活動基本方針(メセナ)

1社会貢献活動の一環。

2企業文化の確立。

活動名 芸術分野 目的 支援形態

協賛糸あやつり人形「結城座」公演支援 演劇、無形文 伝統芸能の振興

日本国際ポランティアセンター「メサイア」公 音楽

演支援

アメックス・チャリティー・コンサート「音楽
で呼びかける世界人権宣言」

音楽 地域文化の振興

国際交流 協賛

主催

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」カタログ制作支援

世界文化遺産財団「ワールド・モニュメント
ウォッチ」

国際交流

有形文 文化財等の発掘・保存・修復

出捐・寄付

出捐・寄付

観光案内板を奈良市に寄贈 有形文、そα地 文化財等の発掘・保存・修復、地域文化 協力(製 )

の振興

担当部署 :総務室[ス タッフ数2人 ]

〒476-8666 愛知県東海市荒尾町ワノ割1

TEL.052…603-9213～ 4 FAX.052-603…1835 URL.h‖ p://wvvw.aichi¨ steel.co.jp/

資本金0売 上高④ 経常利益② 従業員④ 設立1940年

愛知製鋼株式会社 鉄鋼

活動名 芸術分野 目的

有形文 文化財等の発掘・保存・修復豊田佐吉記念館保存会

刈谷文化協会 音楽、文学 地域文化の振興

支援形態

出捐・寄付

出捐・寄付

出捐・寄付名古屋フィル八―モニー交響楽団 若手芸術家への支援、既成芸術家への

支援

担当部署 :総務部社長室[ス タッフ数4人 ]

〒466-8701 愛知県名古屋市昭和区高辻町6… 8
TEL.052-883-6855 FA)〈 .052-871-5800 1JRL.http://Mハ ″vv.llinet or.ip/a― toyota/

資本金0 売上高0)経常利益0 従業員④l 設立1935年

愛知トヨタ自動車株式会社 小売業

メセナ活動基本方針

1企業としての社会的責任。

2地元密着企業として、地域住民の方への支援。
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活動名 芸術分野 目的

美術

音楽

支援形態

共催トヨタコミュニティアート「桜井保志展」

トヨタふれあいコンサート「深山尚久と

PMFの仲間たち」
若手芸術家への支援、現代芸術の振興 共催

トヨタコミュニテイコンサート「大府市楽友 音楽  鑑費者への支援、芸術文化の啓発・普  協賛

協会管弦楽団」 及、地域文化の振興

トヨタコミュニティコンサート「刈谷市民管 音楽  鑑賞者への支援、芸術文化の啓発・普  協賛
弦楽団」                     及、地域文化の振興

トヨタコミュニティコンサート「豊田フィル 音楽  鑑費者への支援、芸術文化の啓発・普  協賛

八―モニー管弦楽団」 及、地域文化の振興

トヨタコミュニティコンサート「豊橋交響楽 音楽  鑑賞者への支援、芸術文化の啓発・普  協賛
団」                       及、地域文化の振興

トヨタコミュニティコンサート「名古屋シン 音楽  鑑賞者への支援、芸術文化の啓発・普  協賛

フォニア管弦楽団」 及、地域文化の振興

トヨタコミュニティコンサート「半田市民管 音楽
弦楽団」

木エグループ「THE'S BOKU(雑本)展」 美術

鑑賞者への支援、芸術文化の啓発・普

及、地域文化の振興

アマチュアヘの支援、鑑賞者への支援、

芸術文化の啓発・普及

協賛

協力(場・製)

美刺会刺しゅう作品展

真夏のシンフォニー樋国民恵油絵展 美術  アマチュアヘの支援、鑑賞者への支援、

芸術文化の書発・普及

美術  アマチュアヘの支援、鑑賞者への支援、

芸術文化の啓発・普及

美術  アマチュアヘの支援、鑑費者への支援、

芸術文化の書発・普及

協力(場・製)

協力(場・製)

協力(場・製)鈴木明作陶展

女性写遊展(写真展) 美術  アマチュアヘの支援、鑑費者への支援、協力(場・製)

芸術文化の啓発・普及

美術  アマチュアヘの支援、鑑費者への支援、協力(場・製)

芸術文化の啓発・普及
油絵「レディース4人展」

創作アップリケ「やわらぎ会作品展」 美術  アマチュアヘの支援、鑑賞者への支援、協力(場・製)

芸術文化の書発・普及

美術   アマチュアヘの支援、鑑賞者への支援、協力(場・製)

芸術文化の書発・普及

墨絵(南画)睦会展

「三河の野鳥たち」写真展

lSongs of the earthJ-Photo by
Toru Kitou

美術  アマチュアヘの支援、鑑賞者への支援、協力(場・製)

芸術文化の啓発・普及

美術  アマチュアヘの支援、鑑費者への支援、協力(場・製)

芸術文化の啓発・普及

バンジーの会(油絵)作品展 牧内則雄絵画教 美術

室

「八幡治則(光洋)作品展」書彫刻字 線彫・浮彫 美術

アマチュアヘの支援、鑑賞者への支援、協力(場・製)

芸術文化の啓発・普及

アマチュアヘの支援、鑑賞者への支援、協力(場・製)

芸術文化の啓発・普及

フォト・NISSINN(写真展) 美術  アマチュアヘの支援、鑑賞者への支援、協力(場・製)

芸術文化の啓発・普及

美術  アマチュアヘの支援、鑑賞者への支援、協力(場・製)

芸術文化の啓発・普及

三ツロ 三峰 南画展

鑓分勇夫油絵展 アマチュアヘの支援、鑑賞者への支援、協力(場・製)

芸術文化の啓発・普及

東郷町水墨画クラブ 水墨画展 美術  アマチュアヘの支援、鑑賞者への支援、協力(場・製)

芸術文化の啓発・普及

美術  アマチュアヘの支援、鑑賞者への支援、協力(場・製)

芸術文化の啓発・普及

水彩・油彩 四人展
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明日のビカソグループ展 第6回発表会   美術  アマチュアヘの支援、鑑賞者への支援、協力(場・製)

芸術文化の書発・普及

桃花台中日文化センター会員作品展～(財 )桃 美術  アマチュアヘの支援、鑑賞者への支援、協力(場・製)

花台センター設立10周年記念作品展～        芸術文化の啓発・普及

「夏の日のリュミエール展‖」夏の輝きとガラ 美術  アマチュアヘの支援、鑑費者への支援、協力(場・製)

ス達の新しい出会いを求めて            芸術文化の啓発・普及

「第11回松村桂子教室絵画展」(油絵) 美術   アマチュアヘの支援、鑑賞者への支援、協力(場・製)

芸術文化の書発・普及

美術   アマチュアヘの支援、鑑費者への支援、協力(場・製)

芸術文化の啓発・普及

美術   アマチュアヘの支援、鑑費者への支援、協力(場・製)

芸術文化の啓発・普及

押し花アート展彩華～Memories'98～

華晨会 墨彩画展

79

写真と花の水彩画展 美術  アマチュアヘの支援、鑑費者への支援、協力(場・製)

芸術文化の啓発・普及

美術  アマチュアヘの支援、鑑賞者への支援、協力(場・製)

芸術文化の啓発・普及

ふしぎな押花 作品展

「豊田風景写真学習舎第1回写真展」～テーマ 美術

「三河の秋」～

アマチュアヘの支援、鑑費者への支援、協力(場・製)

芸術文化の啓発・普及

押し花アート展 美術   アマチュアヘの支援、鑑費者への支援、協力(場・製)

芸術文化の啓発・普及

美術   アマチュアヘの支援、鑑費者への支援、協力(場・製)

芸術文化の啓発・普及

阿云 教
=作

品展

美術  アマチュアヘの支援、鑑賞者への支援、協力(場・製)

芸術文化の啓発・普及

美術   アマチュアヘの支援、鑑賞者への支援、協力(場・製)

芸術文化の啓発・普及

小島済作陶展 美術 アマチュアヘの支援、鑑賞者への支援、協力(場・製)

芸術文化の啓発・普及

My Hea■ ofthe H!MALAYA荒井高男 美術

作品展(写真展)

アマチュアヘの支援、鑑費者への支援、協力(場・製)

芸術文化の啓発・普及

命をもらった、はぎれたちパート|||!中島安 美術

子パッチワーク教室作品展

遠藤一文 作品展(日本画展)

アマチユアヘの支援、鑑賞者への支援、協力(場・製)

芸術文化の啓発・普及

美術  アマチュアヘの支援、鑑費者への支援、協力(場・製)

芸術文化の啓発・普及

華道石田流 十文字英翠社中展 美術  アマチュアヘの支援、鑑賞者への支援、協力(場・製)

芸術文化の書発・普及

美術  アマチュアヘの支援、鑑賞者への支援、協力(場・製)

芸術文化の啓発・普及

四季の絵手紙作品展

第6回八―ブクラフト作品展 美術  アマチュアヘの支援、鑑賞者への支援、協力(場・製)

芸術文化の書発・普及

美術  アマチュアヘの支援、鑑賞者への支援、協力(場・製)

芸術文化の啓発・普及
第1回愛知県山岳連盟写真展

ヨー回ッパのポートアンドアート展(油絵・写 美術

真展)

夢苑社中展(書道展) 美術

山下清 木彫刻展             美術   アマチュアヘの支援、鑑賞者への支援、協力(場・製)

芸術文化の啓発・普及

石子あみもの教室 毛糸玉のオーケストラ  美術  アマチュアヘの支援、鑑費者への支援、協力(場・製)

芸術文化の啓発・普及

アマチュアヘの支援、鑑賞者への支援、協力(場・製)

芸術文化の啓発・普及

アマチュアヘの支援、鑑賞者への支援、協力(場・製)

芸術文化の啓発・普及

フォトスケッチ 天白川/‖

メキシヨの旅 樋口民恵絵画展(油絵展)
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世界遺産と遺跡写真展 アマチュアヘの支援、鑑賞者への支援、協力(場・製)

芸術文化の啓発・普及

青美会展(油絵展)            美術   アマチュアヘの支援、鑑費者への支援、協力(場・製)

芸術文化の啓発・普及

naomiとその仲間たち第1回作品展(油絵展)美術   アマチュアヘの支援、鑑賞者への支援、協力(場・製)

芸術文化の啓発・普及

油絵「レディース3人展」

美 術

PHOTO CLUB RELEASE「 水のある風

景」写真展

美術   アマチュアヘの支援、鑑費者への支援、協力(場・製)

芸術文化の書発・普及

美術  アマチュアヘの支援、鑑賞者への支援、協力(場・製)

芸術文化の啓発・普及

航空自衛隊機 写真展 アマチュアヘの支援、鑑費者への支援、協力(場・製)

芸術文化の啓発・普及

「和紙はりえ展 旅の思い出‖|」 ～鈴木宣子展 美術  アマチュアヘの支援、鑑賞者への支援、協力(場・製)

芸術文化の書発・普及

山本幸義写真展「琵琶湖旅情」

「塚田ヨシ子展」油彩・パステル画

美術  アマチュアヘの支援、鑑費者への支援、協力(場・製)

芸術文化の啓発・普及

美術  アマチュアヘの支援、鑑賞者への支援、協力(場・製)

芸術文化の啓発・普及

桃花台中日文化センター「写真雑学教室会員 美術
作品展」

アマチュアヘの支援、鑑賞者への支援、協力(場・製)

芸術文化の啓発・普及

株式会社青森銀行 銀 行

担当部署 :業務部地域開発室[ス タッフ数6人 ]

〒030…8668 青森市橋本1… 9…30
丁EL 0177-77-111l FA)(.0177-77-1172

活動名 芸術分野 目的                支援形態

美術、文学、そ 青少年への芸術文化教育、芸術文化の 主催

硼:   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 出捐・寄付

第58～60回あおぎん講演会開催

市民交響楽団への支援

朝倉不動産株式会社 不動産

資本金(0)売上高● 経常利益0 従業員0 設立1971年

メセナ活動基本方針

当社が所有、管理、運営する代官山ヒルサイドテラスを拠点に代官山地域のまちづくり、都市文化の向上に貢献

することをめざした芸術文化支援活動を行う。

主な活動
。同施設内のパブリックスペースにおける展覧会、音楽会、シンポジウム等の開催。

・ 同施設内のパブリックスペースにおける芸術文化事業への資金、人的、物的、場所的援助。

・ 周辺地域の住民、店舗、企業と共同した地域振興イベントの開催。

主催もしくは支援する活動プログラムの選定方針
。代官山のまちづくりに貢献しうるもの。

・ 建築、美術、都市にかかわりのあるもの。
・ 国際性のあるもの。

・ 質の高いもの。

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
当行の企業理念(地域のために・お客様とともに。人を大切に)に基づき、地域社会に対し、芸術文化活動を支援す

る。
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活動名                  芸術分野 目的                支援形態
サロンコンサート「ベートーベンと不滅の恋 音楽  既威芸術家への支援、鑑費者への支援、主催
人」

「環の会五周年記念イベント
1`生

のデザイン展 美術

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、協力

(場 )示
″
」 興、調査・研究

81

「キューバ現代美術展」 美術  現代芸術の振興、国際交流      協賛、協力

(場 )

建築  若手芸術家への支援、既成芸術家への 共催、協力
支援、芸術文化の啓発・普及、調査・研究 (場 )、 出捐・寄

「SDレビュー1998」

「これからのパブリック空間と都市施設」  建築  調査・研究
付

協賛、協力

(場 )

「オーストリア現代建築展～ミニマルを越え 建築
て」

芸術文化の啓発・普及、国際交流   協賛、協力

ヒルサイドテラスサロンコンサート「原田幸
―郎と室内楽の仲間たち」

代官山アートフェア'98

佐藤允彦コンサート「佐藤允彦とヒルサイド
の仲間たち」
「アントニオ・ガウディ展」

「若尾圭介と仲間たちのコンサート」

lDaniel Humair PaintingsJ

「原広司 :25の 譜面台 様相論的都市におけ
る記号場」

「izirna kaoru写 真展 sitai no aru 20

no hOkei」

既成芸術家への支援、鑑賞者への支援、
芸術文化の啓発・普及

若手芸術家への支援、既成芸術家への

支援、アマチュアヘの支援、地域文化の

振興

既威芸術家への支援、鑑賞者への支援、
芸術文化の啓発・普及

芸術文化の啓発・普及、国際交流

既成芸術家への支援、鑑費者への支援、

芸術文化の啓発・普及

既成芸術家への支援、現代芸術の振興、

国際交流

既成芸術家への支援、芸術文化の啓発・

普及、現代芸術の振興

既成芸術家への支援、芸術文化の啓発・

普及

音楽

美術

音楽

却、課、有

傲

音楽

美術

音楽、美術、建

築

美術

(場 )

主催

主催

主催

協賛、協力

(場 )

主催

協賛、協力

(場 )

協賛、協力

(場 )

協賛、協力

(場 )

協賛、協力

(場 )

「ギ・ル・ケレク写真展-30年の軌跡」 美 術 芸術文化の啓発・普及、国際交流

株式会社朝日新聞社 新聞

担当部署 :文化企画局[ス タッフ数77人 ]

〒131-0033 東京都墨田区向島2-22-1-1105

TEL.03-5540-7414 FAX.03… 3541… 8999 URL.http://wⅥ′w.asahi.corr1/

資本金② 売上高0従 業員0設 立1879年

活動名 芸術分野 目的

朝日賞                文学、その他 芸術文化の啓発・普及

大佛次郎賞

支援形態

主催

主催
手塚治虫文化賞

全日本吹奏楽コンクール

文学  芸術文化の啓発・普及

美術  青少年への芸術文化教育、その他

音楽  アマチュアヘの支援、青少年への芸術
文化教育、地域文化の振興

主催

共催

アマチュアヘの支援、青少年への芸術 共催
文化教育、地域文化の振興

マーチングフェスティバル 音楽
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全日本合唱コンクール           音楽

全日本おかあさんコーラス         音楽

朝日作曲賞               音楽

〈東京の夏〉音楽祭'98 音楽

アマチユアヘの支援、青少年への芸術 共催

文化教育、地域文化の振興

アマチュアヘの支援、地域文化の振興 共催

若手芸術家への支援、芸術文化の啓発・ 共催

普及

着手芸術家への支援、既成芸術家への 共催

支援、青少年への芸術文化教育、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

大阪国際フェスティバル 舞踊 若手芸術家への支援、既成芸術家への

支援、芸術文化の啓発・普及、現代芸術

の振興、伝続芸能の振興、地域文化の振

興、国際交流

美術  青少年への芸術文化教育、芸術文化の 主催

啓発・普及

美術  脅少年への芸術文化教育、芸術文化の 協力(人 )

啓発・普及

美術 青少年への芸術文化教育、芸術文化の 主催

啓発・普及

青少年への芸術文化教育、芸術文化の

啓発・普及

青少年への芸術文イヒ教育、芸術文化の

啓発・普及

青少年への芸術文化教育、芸術文化の

啓発・普及

既成芸術家への支援、青少年への芸術

文化教育、芸術文化の啓発・普及

青少年への芸術文化教育、芸術文化の

啓発・普及

既成芸術家への支援、青少年への芸術

文化教育、芸術文化の啓発・普及

その他

共催

アンコールワット展

百済観音展

ケルト美術展

ロバート・キャパ写真展

世界報道写真展

美術

美術

映像

美術

美術

美術

美術、映像、建

築、その他

主催

主催

主催

主催

共催

主催

アニエス・ベー映画祭

森村泰昌・空想美術館

クロード・ロランと理想風景

ふしぎ大陸南極展 主催

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.http://,wvぃ ″.asahi―!ife.co.jp/

資本金0 売上高0 経常利益0 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

「全国児童生徒絵画・かきぞめコンクール」の 美術  アマチュアヘの支援、鑑費者への支援、主催

青少年への芸術文化教育、芸術文化の

啓発・普及

美術  鑑費者への支援、青少年への芸術文化 主催

教育

実施

「新都心プロムナードギャラリー」の運営
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「朝日生命ギャラリー」の運営 アマチュアヘの支援、鑑賞者への支援、協力(場 )

青少年への芸術文化教育

朝日能「伽羅沙(細川ガラシャ)」 の開催   無形文 鑑賞者への支援、伝統芸能の振興   主催

資本金0 売上高0)経常利益0 従業員② 設立1951年

美術 83

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います。

活動名                  芸術分野 目的

ABCギヤラリーの運営 美術 現代芸術の振興

エー・ビー・シー音楽振興財団 音楽、滉劇 若手芸術家への支援、芸術文化の啓発・ 出捐・寄付

普及

支援形態

主催

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 経常利益0 従業員0 設立1895年

メセナ活動基本方針

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、栃木県交響楽団への支援、各種展覧会への協賛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ます。さらに、行員一人一人が自主的に取り組んでいる「あしぎん
｀YOU―

!″運動(フ イランソロピー活動)」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す、地道に継続的に取

り組んでいきたいと考えています。

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  芸術文化の書発・普及、地域文化の振興 協賛

栃木県馬頭町所蔵青木コレクション展   美術  芸術文化の啓発・普及、地域文化の振興 協賛

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://www.ajinofTloto.co.jp/

味の素株式会社 食料品

資本金01 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
｀
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

ル・アーヴル、アンドレ・マルロー美術館マラ 美術 芸術文化の啓発・普及、国際交流   協賛
ンドコレクション展

美しいエコパッケージデザイン展 美術、その他 その他 協賛
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トロピカルガーデンin日比谷シティ〈八ワィ 音楽、1蟷l

アン&シネマ)

若手芸術家への支援、芸術文化の啓発・ 協賛

普及

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2名 (パート11名 )]

〒479-0823 愛知県常滑市奥栄町1-130

丁EL.0569-34… 8282 FAX.0569-34… 8283
担当部署 :文化推進部[ス タッフ数11人 (東京)、 1人 (大阪)、 1人 (名古屋)]

〒104¨0031 東京都中央区京橋3-6-18
TEL.03… 5250-6556 FAX.03-5250… 6549
URL.http://1Ⅳ Mハv.inax.co.lp/

資本金④ 売上高④ 経常利益0 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。

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

アーキプラザライプラリーの運営 建築、その他 鑑賞者への支援

「蜂は職人・デザイナー」展(lNAXギ ャラリー 建築、そα池 その他

1)

「建築教室」展(INAXギ ャラリー1) 建築  その他

芸術分野 目的                支援形態

美術、その他 鑑費者への支援、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、そ酬I 鑑費者への支援、文化財等の発掘・保存 主催
・修復、地域文化の振興、調査・研究

主催

主催

「不思議建築のレントゲン」展(lNAXギ ャラ

リー1)

「現代棟梁・田中文男」展(INAXギ ャラリー1)

「北村真行」展(lNAXギ ャラリー2)

「濱恵泉」展(INAXギ ャラリー2)

「福士朋子」展(INAXギ ャラリー2)

「宮永甲太郎」展(INAXギ ャラリー2)

「英ゆう」展(INAXギ ャラリー2)

「ポール・マトツクス」展(INAXギ ヤラリー2)

その他

若手芸術家への支援、鑑賞者への支援、

現代芸術の振興

若手芸術家への支援、鑑賞者への支援、

現代芸術の振興

若手芸術家への支援、鑑賞者への支援、

現代芸術の振興

若手芸術蒙への支援、鑑費者への支援、

現代芸術の振興

若手芸術家への支援、鑑賞者への支援、

現代芸術の振興

若手芸術家への支援、鑑賞者への支援、

現代芸術の振興

建築  その他

建築

美術

美術

美術

美術

美術

美術

主催

主催

主催

主催

主催

主催

主催

「遠山正道」展(!NAXギ ャラリー2)    美術  若手芸術家への支援、鑑賞者への支援、主催

「鬼頭正人」展(!NAXギ ャラリー2)

現代芸術の振興

美術  若手芸術塚への支援、鑑費者への支援、主催

現代芸術の振興

「フロリアン・クラール」展(INAXギ ャラリー 美術

2)

若手芸術家への支援、鑑費者への支援、主催

現代芸術の振興

主催

主催



「ライカ同盟旧京橋ロライカ町」展(!NAXギ  美術

ヤラリー2)
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若手芸術家への支援、鑑賞者への支援、主催

現代芸術の振興
85

「藤井浩―朗」展(lNAXギ ャラリー2) 美術  若手芸術家への支援、鑑賞者への支援、主催

「河崎晃―」展(!NAXギ ャラリー2) 美術

現代芸術の振興

若手芸術家への支援、鑑費者への支援、主催

現代芸術の振興

「稲留京子」展(ガレリアセラミカ) 美術  者手芸術家への支援、鑑賞者への支援、主催

美術

現代芸術の振興

若手芸術家への支援、鑑賞者への支援、主催

現代芸術の振興

「田中右紀」展(ガレリアセラミカ)

「稲崎栄利子」展(ガ レリアセラミカ) 美術  若手芸術家への支援、鑑費者への支援、主催

現代芸術の振興

着手芸術家への支援、鑑賞者への支援、主催「カルメン・パジュステル」展(ガ レリアセラミ 美術

力) 現代芸術の振興

「ガレリアセラミカの器」展 (ガ レリアセラミ 美術

力)

「鈴木秀昭」展(ガ レリアセラミカ)

「千葉雄―」展(ガ レリアセラミカ)

第10回 !NAX DES!GN PR!ZE「 ヨーロッ

パ・陶の2人」展(ガレリアセラミカ)

「富永和弘」展(ガ レリアセラミカ)

「戸田守宣」展(ガレリアセラミカ)

「吉田晴弥」展(ガレリアセラミカ)

若手芸術家への支援、鑑賞者への支援、主催
現代芸術の振興

美術  若手芸術家への支援、鑑賞者への支援、

現代芸術の振興

美術  若手芸術家への支援、鑑賞者への支援、

現代芸術の振興

美術  若手芸術家への支援、鑑賞者への支援、

現代芸術の振興

美術  若手芸術家への支援、鑑費者への支援、

現代芸術の振興

主催

主催

主催

主催

美術  若手芸術家への支援、鑑賞者への支援、主催

美術

現代芸術の振興

若手芸術家への支援、鑑賞者への支援、主催

現代芸術の振興

「鈴木真由美」展(ガ レリアセラミカ) 美術  若手芸術家への支援、鑑費者への支援、主催

伏見千絵 バイオリンコンサート 音楽、その他

現代芸術の振興

既成芸術家への支援、鑑賞者への支援、協力(場 )

芸術文化の啓発・普及、地域文化の振興

6人の奏者による古楽器アンサンブルリサィ 音楽、そσ池 既成芸術家への支援、鑑費者への支援、協力(場 )

タル                        芸術文化の啓発・普及、地域文化の振興

3人の奏者によるシエークスピアの音楽 :佐 音楽、その他 既成芸術家への支援、鑑費者への支援、協力(場 )

芸術文化の啓発・普及、地域文化の振興

美術、圏:、 そ 鑑費者への支援、芸術文化の啓発・普及 主催

帥

藤豊彦、山田千代美、大竹尚之

INAX BOOKLETの 刊行

INAX叢書の刊行

10+1の刊行

lNAXスペース札幌、INAXスペース金沢、

INAXスペース広島における展覧会の開催

鑑賞者への支援、調査・研究、その他

鑑賞者への支援、調査・研究、その他

若手芸術家への支援、既成芸術家への

支援、鑑費者への支援、地域文化の振興

建築

建築

美術、映像、建

築

主催

主催

主催

資本金④ 売上高0)経常利益0)従業員0 設立1958年

小売業株式会社イトーヨーカ堂
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
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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

の責任についてバランスのとれた活動を進めていくことが経営の重要なテーマの一つであると考えています。

そして、企業市民としての活動をより充実させようと考え、1992年 に社会・文化開発室を設立しました。これに

より、しヽ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

その他  青少年への芸術文化教育、地域文化の 主催

振興

文学  アマチュアヘの支援        協賛

子ども図書館

小さな童話大賞

石原産業株式会社 化学

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.06-6449-1276 FAX.06-6443-9590 URL.h■ p://,wvv、 ″.ishihara―hall.co.ip/

資本金④ 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

ペア・テングストランダ ピアノリサイタル 音楽 若手芸術家への支援、国際交流

エンリケ・クッティーニ タンゴのタベ   音楽  国際交流、その他

支援形態

主催

主催

株式会社伊藤園 食料品

資本金④ 売上高④ 経常利1観Э 従業員④ 設立1966年

活動名 芸術分野 目的                支援形態

文学、無形文 青少年への芸術文化教育、芸術文化の 主催

啓発・普及

音楽、演鳳舞 芸術文化の書発・普及

踊

出捐・寄付

新俳句大賞

新国立劇場運営財団への賛助

伊藤忠商事株式会社 総合商社
担当部署 :社会関連管理部社会貢献チーム[ス タッフ数2人]

〒107-8077 東京都港区北青山2-5… 1

丁EL.03-3497-7310 FAX.03-3497-3114 URL.http://wvv、 ″.itochu.co.jp/

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

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党し、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                支援形熊

NHK交響楽団 音楽  既成芸術家への支援        協賛

音楽  既成芸術家への支援        協賛大阪フィル八―モニー協会
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日本フィルハーモニー交響楽団 音楽  既成芸術家への支援 87
日本交響楽振興財団

新 日本フィルノヽ一モニー交響楽団

回ビーコンサート(ニ ューヨーク・シンフォニ

ック・アンサンブル)

音楽  着手芸術家への支援

音楽  国際交流

音楽  既成芸術家への支援、鑑賞者への支援、

青少年への芸術文化教育、地域文化の

振興、国際交流

協賛

協賛

協賛

主催

演劇  既成芸術家への支援、鑑賞者への支援 協賛

伊藤ハム株式会社 食料品

担当部署 :伊藤文化財団[ス タッフ数1人 ]

〒663-8586 兵庫県西宮市高畑町4-27

資本金0 売上高④ 経常利益0 従業員0 設立1948年

メセナ活動基本方針

伊藤文化財団を基軸に、芸術、文化の向上に寄与する。

活動名 芸術分野 目的

兵庫県立近代美術館の運営支援 美術 地域文化の振興

支援形態

既成芸術家への支援

共催、協賛

協賛ジャバン・ヴィルトゥオーゾ・シンフォニー・ 音楽

オーケストラの協賛

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 愛媛県松山市南堀端町1

TEL.089… 941-1141 FAX.089-946… 9104 URL.http://wぃ′vv.lyobank.co.lp/

資本金0 売上高④ 経常利益0 従業員01 設立1941年

メセナ活動基本方針

愛媛県内の営業店網(125か所)を活用し、地域に根ざした文化活動を発掘、支援することによって当行の企業理

念「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

主催地域文化活動助成制度 音楽、美術、演

劇、舞踊、文学、

無形文、有1′

文、その他

地域文化の振興

株式会社植木組 建設

資本金0 売上高0 経常利益● 従業員②l 設立1948年

活動名

映画「白痴」製作委員会への協賛

柏崎アマチュア演劇フェスティバルヘの協賛

芸術分野 目的                支援形態

映像  若手芸術家への支援、地域文化の振興 協賛

演劇  アマチュアヘの支援、地域文化の振興 協賛

資本金0 売上高② 経常利益0 従業員0 設立1970年

通信・放送株式会社エフエム東京
担当部署 :マルチメディア事業局、制作局、編成局、事業開発局、営業局

〒102-8080 東京都千代田区麹町1-7

TEL.03-3221-0080 FAX.03-3221-0430 URL.http://1wvぃ ″.tfm.CO.ip/

劇団栃の実(ひとり芝居)
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メセナ活動基本方針

VVe Love Music,VVe Love the:三 arth.

～地球を愛し、感じる心。

活動名                  芸術分野 目的                支援形態

We Love Music,We Love the Eanh 音楽  鑑費者への支援、国際交流、その他  主催

TOKYO FM少 年合唱団の運営 音楽  青少年への芸術文化教育 主催

主催エコパラダイスFM 音楽、そ釧」 国際交流

株式会社01ympic 小売業
担当部署 :人事部[ス タッフ数3人]

〒190-0012 東京都立川市曙町1…25-12

TEL.042-528‐ 481l FAX.042… 528-4800

資本金0 売上高④ 経常利益0,従業員0 設立1973年

活動名 芸術分野 目的                支援形態

音楽  青少年への芸術文化教育、その他   協賛、協力

(人 )

音楽 青少年への芸術文化教育、その他 協賛、協力

(人 )

音楽文化協会

東京指導音楽院

オカモト株式会社 ゴム製品
担当部署 :総合企画

〒113-8710 東京都文京区本郷3… 27…12

TEL.03… 3817-4166 FAX.03-3814-0465 URL.http://ww.okarTloto¨ inc.co.ip/

資本金0, 売上高0 経常利益0 従業員0 設立1934年

メセナ活動基本方針

直接・間接的に自社製品または製品の使用に関係があること。

活動名

エイズチャリティー美術展Hean An in

Tokyo

芸術分野 目的                支援形態

美術  着手芸術家への支援、既成芸術家への 協賛、協力
支援、アマチュアヘの支援、現代芸術の (製 )

振興

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5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://1ⅣMハv.omron.co.,p/

資本金0)売上高④ 経常利薇〕 従業員0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よう」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す経済的に成り立ちにくく、大衆に提供できにくいことがらを支援している。

活動名                  芸術分野 目的                支援形想

オムロン文化フォーラムヘの協賛     全般  鑑費者への支援、芸術文化の書発・普及 協賛



京都コンサートホール バイプオルガンコン 音楽

サートヘの協賛

「メセナの神髄コンサート」への協賛

京都市交響楽団への支援

糸あやつり人形劇団「結城座」への支援

企業別メセナ活動一覧

若手芸術家への支援、既成芸術家への 協賛

支援、芸術文化の啓発・普及、地域文化

の振興

音楽  若手芸術家への支援、芸術文化の啓発・ 協賛

普及、現代芸術の振興

音楽  芸術文化の啓発・普及、地域文化の振興 協賛

演劇、鰍夕文 伝統芸能の振興           協賛

89

株式会社オンワード樫山 繊維製品

担当部署 :マーケティング部 フアッション大賞事務局[ス タッフ数6人 ]

〒103-8239 東京都中央区日本橋3-10-5

TEL.03-3281…5306 FAX.03-3281-5360

資本金④ 売上高④ 経常利益0 従業員01 設立1947年

活動名

オンワード新人デザイナーファッション大賞

芸術分野 目的 支援形態

美術  若手芸術家への支援、芸術文化の啓発・ 主催

普及

王子製紙株式会社 パルプ。紙

担当部署 :(株)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② 従業員0 設立1949年

活動名

メセナ活動基本方針

1王子ホールについて
。日本の商業文化の発祥地で、気軽に、廉価で、質の高いクラシック音楽を提供する。

・ 若手音楽家の登竜門として、演奏の場を提供し、支援する。

2ペーパーギャラリー等について
。紙素材を使った芸術活動の支援、ギャラリーの無償提供。

・ 装丁家、デザイナーなどとの協力による新しい方向性の追求。

芸術分野

音楽

美術

美術

美術

目的                支援形態

若手芸術家への支援、既成芸術家への 主催

支援、鑑賞者への支援、青少年への芸術

文化教育、芸術文化の書発・普及、国際

交流

若手芸術家への支援、既成芸術家への 主催

支援、アマチュアヘの支援、鑑費者への

支援、芸術文化の書発・普及、現代芸術

の振興

既成芸術家への支援、芸術文化の書発・ 主催

普及

アマチュアヘの支援、芸術文化の書発・ 協賛

普及

王子ホールの運営

王子ペーノ―ギヤラリーの運営

インタースペース王子の運営

「環境フォトコンテスト」協賛

資本金0 売上高0)経常利益④ 従業員④ 設立1893年

銀 行株式会社大分銀行
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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しヽます。

活動名                  芸術分野 目的                支援形態

マリタ・アルゲリッチ・コンサートヘの協賛  音楽 既成芸術家への支援 協賛

大分銀行ウェンズディコンサートの開催 既成芸術家への支援、アマチュアヘの 主催

支援、芸術文化の書発・普及

芸術文化の啓発・普及、地域文化の振興 協賛

芸術文化の啓発・普及、地域文化の振興 協賛

芸術文化の啓発・普及、地域文化の振興 協賛

ウィステリア・コールヘの協賛

日本フィル九州公演への協賛

女声合唱団ラシーヌヘの協賛

音楽

音楽

音楽

音楽

株式会社大分放送 通信。放送
担当部署 :大分放送文化振興財団[ス タッフ数2人 ]

〒870-8620 大分市今津留3…1-1

TEL.097-558-1111(内 206) FAX.097-552-6425

資本金② 売上高0 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

大分交響楽団の活動について 音楽 アマチュアヘの支援、地域文化の振興

有形文、そα池 文化財等の発掘・保存・修復、調査・研究

文学  芸術文化の啓発・普及

支援形憩

協賛、協力(人

・場)

協賛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 協賛

協賛日韓現代絵画交流展の開催 美術  芸術文化の啓発・普及、現代芸術の振

興、国際交流

アマチュアバンド「ブルーフェニックス」の地 音楽  アマチュアヘの支援、芸術文化の啓発・ 協賛
域活動                       普及、地域文化の振興
大分語リベの会の活動           無形文

県民オペラ「瀧廉太郎」の国民文化祭公演  音楽

大分マンドリンオーケストラの国民文化祭公 音楽

演

CATVの将来調査、研究活動 映像 調査・研究 協賛

大分県民演劇「ミュージカル・福沢議吉」の公 演劇  アマチュアヘの支援、芸術文化の啓発・ 協賛
演活動 普及、地域文化の振興

鑑賞者への支援、芸術文化の啓発・普市民グループ「八―モニアス別府」のコンサー 音楽 協賛

卜開催を支援

湯布院シナリオ塾のシナリオの研究実践につ 】踏、映像、文

及、地域文化の振興

若手芸術家への支援、アマチュアヘの 協賛
いての活動 学    支援、芸術文化の啓発・普及、調査・研究

芸術文化の啓発・普及、地域文化の振興 協賛

アマチュアヘの支援、地域文化の振興 協賛

アマチュアヘの支援、地域文化の振興 協賛

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11人 ]、 社会貢献推進委員会[ス タッフ数20人 ]

〒503-8602 岐阜県大垣市郭町3…98
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TEL.0584¨74-2073 FAX.0584-74-2512 91

資本金0 売上高0)経常利益01 従業員01 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 芸術分野 目的 支援形態

協賛、出捐・寄

付
めいほう音楽祭の協賛 音楽 地域文化の振興

共立グリーン八―モニー プダペストフイル

ノヽ一モニー管弦楽団コンサート運営

ぎふリスト音学院コンサートの協賛

大垣市民合唱団プロイデンコールの協賛

音楽  地域文化の振興、その他       主催

音楽  青少年への芸術文化教育、地域文化の 協賛、出捐・寄

振興、その他

音楽  地域文化の振興、その他

岐阜ファッションフェアの協賛 美術  地域文化の振興

音楽 地域文化の振興、その他岐阜県交響楽団の協賛

付

協賛、出捐・寄

付

協賛、出捐・寄

付

協賛、出捐・寄

付

マルチメディア&VRメ ッセぎふの協賛   映像  その他

日本ポスター美術展の協賛 美 術 現代芸術の振興、地域文化の振興

名古屋フィル八―モニー交響楽団の協賛 音楽  地域文化の振興、その他

ぎふ柳ヶ瀬インフォラータ'99の協賛 美術 地域文化の振興

協賛、出捐・寄

付

協賛、出捐・寄

付

協賛、出捐・寄

付

協賛、出捐・寄

付

大阪ガス株式会社 電気。ガス

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

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

五嶋みど リウィークエン ドコンサー ト

大阪フィル八―モニー協会

ジャバン・ヴイルトゥオーゾ・シンフォニーオ

目的

既成芸術家への支援、鑑賞者への支援、

青少年への芸術文化教育、芸術文化の

啓発・普及、地域文化の振興

若手芸術家への支援、既成芸術家への

支援、鑑賞者への支援、芸術文化の啓発

・普及、地域文化の振興

若手芸術家への支援、既成芸術家への

支援、鑑賞者への支援、芸術文化の啓発

・普及、地域文化の振興

芸術分野

音楽

音楽

音楽

支援形態

協賛

協賛

協賛

―ケストラ大阪公演
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担当部署 :本社総務部社会貢献推進室[ス タッフ数2人 ]

〒105-8460 東京都港区虎ノ門1¨7-12

TEL. 03-3508-8759 FAX. 03-3508-8064 URL. http:/ /www.oki.co.jpl

沖電気工業株式会社 電気機器

資本金0)売上高④ 経常利益0 従業員0 設立1881年

メセナ活動基本方針

NPOなどの企画に、できるものは参加する。

活動名                  芸術分野 目的

JVC国 際協カコンサート1998 音楽 その他

記録映画「まひるのほし」 映像 その他

「エイブルアート'99」 美術  その他

支援形態

その他

その他

協力(人 )

沖縄電力株式会社 電気・ガス
担当部署 :総務部広報室[ス タッフ数6人 ]

〒901-2602 沖縄県浦添市牧港5…2-1

TEL. 098-877-2341 FAX. 098-879-1696 URL. http:/'/www.okiden.co.ipl

資本金0 売上高0 経常利益0 従業員0 設立1972年
メセナ活動基本方針
1「地域とともに、地域のために」をス回―ガンに、地域の人々との対話・交流を大切にする。
2地域社会・文化・経済・教育の振興発展に寄与する。

活動名                  芸術分野 目的 支援形態

第5回おきでんシユガーホール新人演奏会 音楽  若手芸術家への支援 主催

株式会社カスミ 小売業
担当部署 :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.http://,wvvw.kasurTli .co.jpl
資本金0)売上高0 経常利1摂〕 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かオープンなスペースになること。
2マイケル・グレイブ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。

目的

アマチュアヘの支援、地域文化の振興、
国際交流

若手芸術家への支援、芸術文化の啓発・

普及、現代芸術の振興、地域文化の振興

アマチュアヘの支援、伝統芸能の振興、
地域文化の振興

既成芸術家への支援、鑑費者への支援、
地域文化の振興

芸術分野

音楽

音楽、美術、欧

像

文学、無形文

音楽

支援形態

協賛、協力(人

・場・製)

協賛、協力(人

・場・製)

協賛、協力(人

・場・製)

共催、協力(人

・場・製)

サロンコンサート

活動名

「わたしの企画」応援します !:ミ ュージック
フェスティパル

「わたしの企画」応援します !:交流する美術
「流通X大地」

「わたしの企画」応援します !:冬はこたつで

民話を聞こう
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美術、映像、建 既成芸術家への支援、芸術文化の啓発・ 主催

築、有形文  普及、地域文化の振興、国際交流
93

カルビス株式会社 食料品
担当部署 :広報部、三島海雲記念財団[ス タッフ数4人]

〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西2-20-3

TEL.03-3780… 2122 FAX.03-3463-2876 URL.http://wⅥハv.calpis.co.,p/

資本金④ 売上高0 経常利益0 従業員②l 設立1917年

メセナ活動基本方針

人と人との心のふれあいを大切にし、「心とからだの健康」づくりをめざした活動を行う。

活動名                  芸術分野 目的

「カルビス」ひな祭リミニ絵本プレゼント

絵本「ありがとう lぴょんたとくまのロンじ
いさん」を金の星社より発行

支援形態

美行、そσ池 青少年への芸術文化教育      主催

美術、文字、そ 青少年への芸術文化教育      共催

鋤

花王株式会社 化学

担当部署 :花王芸術・科学財団、広報センター 社会関連グループ

〒103-8210 東京都中央区日本橋茅場町1-14-10

TEL.03-3660-7055～ 7 FA〉(.03-3660-7994

URL.http://ww.kao.foundation.or.jp/ http://1ⅣMハv.kao.co.ip/

資本金0 売上高0 経常利益0 従業員O 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成総額の規

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  若手芸術家への支援、既成芸術家への 協賛

支援、鑑費者への支援、芸術文化の啓発
・普及、地域文化の振興、国際交流、調査
・研究

音楽  若手芸術家への支援、既成芸術家への 協賛

支援、鑑費者への支援、芸術文化の啓発
・普及

助・学芸員海外研修)

国内オーケス トラの支援

音楽公演・祭の支援 音楽 若手芸術家への支援、既成芸術家への 協賛

支援、青少年への芸術文化教育、現代芸

術の振興、地域文化の振興、国際交流

日中音楽公演の支援 音楽 国際交流 協賛

株式会社香川銀行 銀 行

担当部署 :企画部広報室[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://wⅥ′w.kagawabank.co.ip/

資本金④ 売上高② 経常利益④ 従業員01 設立1943年

メセナ活動基本方針

子供たちの健全な育成。
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活動名

児童合唱団の育成

芸術分野 目的                支援形態

音楽  青少年への芸術文化教育、地域文化の 協賛、協力(人

振興                ・場)、 出捐・寄

付

かがわ海外交流財団への出捐 全般  国際交流 出捐・寄付

株式会社鹿児島銀行 銀行

担当部署 :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 FA〉 (.099… 222-0441

資本金0 売上高0 経常利益④ 従業員④ 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。

活動名

かぎん文化財団への出捐

芸術分野

音楽、美術、文

学、無形文、そ

帥

音楽、その他

目的

若手芸術蒙への支援、アマチュアヘの

支援形態

出捐・寄付

支援、青少年への芸術文化教育、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

アマチュアヘの支援、芸術文化の啓発・ 共催

普及、地域文化の振興
くつろぎトーク &コ ンサート

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…8388 東京都港区元赤坂1-2¨ 7

TEL.03-3404-331l FAX.03-5474-9497 URL.http:/ノ 'wvvw.kalima.co.lp/

資本金0売 上高0経 常利益0従 業員0設 立1930年

活動名                  芸術分野 目的

東急Bunkamuraオ フィシャルサプラィャ 音楽、美術、演 若手芸術家への支援、現代芸術の振興、
_                    麟、舞踊、映像 国際交流

支援形態

出捐・寄付

協賛

出捐・寄付

ミュージカル「ライオンキング」

天王洲アートスフィア(東京オビニオンズ)運

営参加

演康」  鑑賞者への支援、芸術文化の啓発・普及

音楽、演劇  現代芸術の振興

東武美術館「宋磁展」 美術  鑑費者への支援、芸術文化の書発・普  協賛

及、文化財等の発掘・保存・修復

映像  若手芸術家への支援、既成芸術家への 協賛

支援、現代芸術の振興、国際交流

東京国際映画祭

新国立劇場運営財団への支援

ミュージカル「スモーキー・ジョーズ・カフェ」

黒川紀章回顧展

音楽、演劇、舞 鑑賞者への支援、芸術文化の啓発・普  出捐・寄付

踊    及、現代芸術の振興

演劇  鑑費者への支援、芸術文化の啓発・普及 協賛

加山雄三 コンサー ト

建築  既成芸術家への支援、現代芸術の振興、

その他

音楽  鑑賞者への支援、芸術文化の啓発・普及

吉田秀和芸術振興基金への支援      音楽、その他 若手芸術家への支援、芸術文化の啓発・

普及、現代芸術の振興

新日本フィル八―モニー交響楽団ロシア公演 音楽  既威芸術家への支援、芸術文化の啓発・

普及、国際交流

協賛

協賛

出捐・寄付

協賛
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音楽  既成芸術家への支援、芸術文化の啓発・ 協賛

普及、国際交流

音楽  既成芸術家への支援、現代芸術の振興 協賛

95ミネソタ管弦楽団日本公演

新日本フィル八―モニー交響楽団への特別支

援

新日本フィル八一モニーX'masコ ンサート 音楽  鑑賞者への支援、現代芸術の振興

日本フィルハーモニー ニューイヤーコンサ
ート

音楽 鑑賞者への支援、現代芸術の振興

一　
一

一蹟
一蹟

鐘紡株式会社 化学

担当部署 :化粧品宣伝グループ

〒108…8080 東京都港区海岸3-20-20

TEL.03-5446-3171 FAX.03… 5446-2857 URL.http://www.kanebo.co lp/

資本金④ 売上高0)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

ヒューマン・ドキュメンタリー」大賞
カネボウスペシャル

ピアノデュオ作品による第5回国際作曲コン

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イバル

鐘紡繊維美術館

芸術分野 目的                支援形態

全般  若手芸術家への支援、既成芸術家への 共催、協力(人

支援、鑑賞者への支援、芸術文化の啓発 ・製)

・普及

文学  アマチュアヘの支援、鑑賞者への支援 協賛

音楽

映像

音楽

若手芸術家への支援、既成芸術家への

支援、鑑賞者への支援、現代芸術の振

興、国際交流

若手芸術家への支援、既成芸術家への

支援、鑑費者への支援、芸術文化の啓発
・普及、現代芸術の振興、伝統芸能の振

興、国際交流

既成芸術家への支援、鑑賞者への支援、

芸術文化の啓発・普及、伝統芸能の振興

有形文  鑑費者への支援、伝統芸能の振興、地域 主催

文化の振興

協賛、協力(人

・製)

協賛、協力

(製 )

協賛

兼松株式会社東京本社 卸売業

担当部署 :総務部総務課[ス タッフ数3人 ]

〒105-8005 東京都港区芝浦1…2-1

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長い目で見て、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

ギャラリーセブンティーン第46回企画展 赤 美術 若手芸術家への支援

塚美知子展

支援形態

主催

主催

協賛

ギャラリーセブンティーン第47回企画展 服 美術

部由住子展

若手芸術家への支援

新日本フィル八―モニー交響楽団 音楽  国際交流

資本金④ 売上高0 経常利益0 従業員④ 設立1918年
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96 日越外交関係樹立25周年記念文化フェステ 全般

ィパル

国際交流

担当部署 :広報室[ス タッフ数3人 ]

〒950-0198 新漏県中蒲原郡亀田町亀田工業団地3-1-1

TEL.025-382-8817 FAX.025-382-6624 ∪RL.htp:/ノ'wvvw.kalTledaseika.co.ip/

資本金0 売上高0 経常利益0 従業員0 設立1957年

協賛

亀田製菓株式会社 食料品

メセナ活動基本方針

地域社会に対する貢献活動の一環として文化・芸術活動の支援を行つております。

活動名                  芸術分野 目的

日本海夕日コンサートの協賛 音楽  地域文化の振興

新潟市民芸術文化会館オープニング重謡コン 音楽 地域文化の振興

サートの協賛

支援形態

協賛

協賛

関西電力株式会社 電気・ガス
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しヽ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。

かんでんクラシックスペシャル

かがやきフェスティバル イン・エル・シティ

クラシックコンサート(京都)

かんでんフアミリーコンサート(神戸)

かんでんフアミリーフェスタ(奈良)

かんでんふれあいコンサート(滋賀)

木曽路ふれあい芸能祭

芸術分野 目的                支援形態

音楽  着手芸術家への支援、既成芸術家への 主催
支援、鑑賞者への支援、芸術文化の啓発
・普及

音楽   アマチュアヘの支援、鑑賞者への支援、主催

芸術文化の啓発・普及

音楽  既成芸術家への支援、鑑賞者への支援、主催
芸術文化の書発・普及

音楽  鑑賞者への支援、芸術文化の啓発・普及 主催

演劇  鑑賞者への支援、芸術文化の啓発・普及 主催

音楽  若手芸術家への支援、鑑賞者への支援、主催
芸術文化の啓発・普及、地域文化の振興

無形文  既成芸術家への支援、アマチュアヘの 主催
支援、鑑賞者への支援、伝統芸能の振
興、地域文化の振興

かんでんスペシャル子供ミュージカル「イワ 音楽、演」、舞
ンのばか」(北陸)            踊
美浜美術展

アマチュアヘの支援、鑑賞者への支援、主催

青少年への芸術文化教育

若手芸術家への支援、既成芸術家への

支援、鑑費者への支援、芸術文化の啓発
・普及、現代芸術の振興

音楽  既成芸術家への支援、アマチュアヘの 主催
支援、鑑賞者への支援、地域文化の振興

主催

クラシックコンサート(若狭)

活動名
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キッコーマン株式会社 食料品 97
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

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
を通じ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
その社会貢献のなかの一つとしてとらえている。

活動名

「ユーモアワイン美術展」

「西川治〈食〉フォトコレクション」

芸術分野 目的

美術  既成芸術家への支援、鑑賞者への支援、

芸術文化の啓発・普及

美術  既成芸術家への支援、鑑費者への支援、

芸術文化の啓発・普及

美術  既成芸術家への支援、鑑賞者への支援、

芸術文化の書発・普及

美術  アマチュアヘの支援、鑑賞者への支援、

美術

芸術文化の啓発・普及

アマチュアヘの支援、鑑費者への支援、

芸術文化の啓発・普及

支援形態

主催

主催

主催

主催

主催

「美山深絵画展」

「宍戸開写真展」

「田村暉昭俳画展」

「荒井徹ViVAイタリア絵画展」

「エクアドル現代絵画展」

第3回シアターXイ ンターナショナルダンス

フェスティパルヘの協力

市村萬次郎による外国人のための歌舞伎教室

「KABUKlfor EVERYONE」 への協賛

五十田安希ひとり芝居「アイアム・ポーシャ」
への広告協賛

既成芸術家への支援、鑑賞者への支援、主催
芸術文化の啓発・普及、国際交流

既成芸術家への支援、鑑費者への支援、

芸術文化の啓発・普及、国際交流

舞踊  鑑費者への支援、芸術文化の啓発・普及 協力(製 )

演劇  既成芸術家への支援、鑑賞者への支援、協賛

芸術文化の啓発・普及、伝続芸能の振

興、国際交流

演劇  既威芸術家への支援、鑑費者への支援、協賛
芸術文化の書発・普及

美術

美術 主催

株式会社キッツ 機械

担当部署 :幕張北澤美術館[ス タッフ数7人 ]

〒261… 8577 千葉市美浜区中瀬1-10-1キ ッツビル2F
TEL.043…299¨0123 FAX 043-299-0125

資本金④ 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

1社会に対する利益還元活動の一環と考える。
2共感資産の蓄積を通して、社会的に信頼される企業をめざす。

活動名                  芸術分野 目的 支援形態

「飯田倫子アートフラワーとアール・ヌーヴォ 美術  既成芸術家への支援、芸術文化の啓発・ 共催
一の出会い展」開催 普及

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 タッフ数6人]

〒106‐0032 東京都港区六本本7…18‐ 23六本木DKビ ル5F
TEL.03-5410-361l FAX.03… 5410-3615 URL.http://1″ⅥⅣv.canon.co.jp/cast/

資本金0 売上高⑥ 経常利益0 従業員0 設立1937年
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メセナ活動基本方針

1キヤノンの取り組んできた領域である「写真・映像」文化の発展に寄与する。

2イ ベントなど、消費型(一過性)のものでなく、援助を必要とする人々に長く継続的に行う。

3自社のテクノロジー、人材を生かした支援により、独自の企業文化をめざす。

活動名

アートラボ特別展「LOVERS/frost

frames」

芸術分野 目的                支援形態

美術、映像  芸術文化の啓発・普及、現代芸術の振興 主催

音楽、美術、映 芸術文化の啓発・普及、現代芸術の振興 主催

像
アートラボ第8回企画展「Sound
Creatures」

アートラボ作品「LOVERS」をニューヨーク 美術、映像  芸術文化の啓発・普及、現代芸術の振  協力(製 )

近代美術館(MoMA)へ寄贈             興、国際交流

第7回写真新世紀展 美術  若手芸術家への支援、芸術文化の啓発・ 主催

普及、現代芸術の振興

写真新世紀京都展'98

写真家ベルナール・フォコン氏によるワーク
ショップ「写真の祭」

若手芸術家への支援、芸術文化の啓発・ 主催

普及、現代芸術の振興

美 術 若手芸術家への支援、アマチユアヘの 主催

支援、国際交流

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.htp://,wvvw.kirin.co.ip/

資本金0 売上高0 経常利益0 従業員0 設立1907年

メセナ活動基本方針

企業理念
―

私たちは世界の人々の健康・楽しさ・快適さに貢献いたします。

1若手芸術尿の発掘・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運営。

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。

・ 現代舞踊シリーズ協賛。

3全国の事業所で地域に密着したメセナ活動を展開する。

・ ビアパーク北陸「庭園彫刻コンクール」。

活動名

キリンニューイヤーコンサート

芸術分野 目的                支援形態

音楽  既成芸術家への支援、鑑費者への支援、協賛

芸術文化の啓発・普及

オーケストラアンサンブル金沢コンサート

アートパラリンピック長野

癒しのフィーリングアーツ

音楽  既成芸術家への支援、鑑賞者への支援、

芸術文化の啓発・普及、地域文化の振興

美術  若手芸術家への支援、アマチュアヘの

支援、鑑賞者への支援、青少年への芸術

文化教育、芸術文化の啓発・普及

音楽、美術、そ 既成芸術家への支援、鑑賞者への支援、

耐:   青少年への芸術文化教育、芸術文化の

啓発・普及、その他

協賛

協賛

協賛

H・ アール・カオス公演 舞踊 若手芸術家への支援、鑑賞者への支援、協賛

芸術文化の啓発・普及、現代芸術の振興

既成芸術家への支援、鑑賞者への支援、日本のあまわりさんコンサート 音楽

国際交流

協賛



城下る り子展

ダンスコントラステ「オルフェ」公演
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若手芸術家への支援、鑑賞者への支援、協賛

芸術文化の啓発・普及、現代芸術の振興

若手芸術家への支援、鑑賞者への支援、

芸術文化の啓発・普及、現代芸術の振興

若手芸術家への支援、既成芸術家への

支援、アマチュアヘの支援、鑑賞者への

支援、青少年への芸術文化教育、芸術文

化の啓発・普及、現代芸術の振興、地域

文化の振興

若手芸術家への支援、既成芸術家への

支援、青少年への芸術文化教育、芸術文

化の啓発・普及、国際交流

協賛

美術

舞踊

美術、建築

音楽

９

ノ

ビアパーク北陸 庭園彫刻コンクール

協賛

主催

国際ヤングプラ八'98

銀座のポーカーフェース展 美術  既成芸術家への支援、鑑賞者への支援、協賛

美術

芸術文化の啓発・普及、現代芸術の振興

若手芸術家への支援、鑑賞者への支援、協賛

芸術文化の書発・普及、現代芸術の振

興、地域文化の振興

音楽  既成芸術家への支援、鑑費者への支援、協賛

芸術文化の啓発・普及、現代芸術の振

興、国際交流、その他

石原友明展

JAWジャズコンサート

大和日英基金BRIDGE美術展 既成芸術家への支援、鑑賞者への支援、協賛

芸術文化の啓発・普及、現代芸術の振

興、国際交流

マザーテレサ追悼ロスチャイルドコンサート 音楽 既成芸術家への支援、鑑賞者への支援、協賛

芸術文化の啓発・普及、国際交流

AGUA GALA公演 協賛

協賛

主催

秘密クラブ 浮遊する天使たち'98

舞踊  若手芸術家への支援、鑑賞者への支援、

芸術文化の啓発・普及、現代芸術の振興

美術  者手芸術家への支援、鑑費者への支援、

芸術文化の啓発・普及、現代芸術の振興

美術  若手芸術家への支援、鑑賞者への支援、

芸術文化の啓発・普及、現代芸術の振興

山宮隆展

山手ゲーテ座支援

サイトウ・キネン・オーケストラコンサート 音楽

マース・カニング八ム公演

音楽、浸劇 既成芸術家への支援、鑑賞者への支援、協賛

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

既成芸術家への支援、鑑賞者への支援、協賛

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

舞踊  既成芸術家への支援、鑑費者への支援、協賛

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

国際親善交流特別演奏会 音楽 若手芸術家への支援、既成芸術家への 協賛

支援、鑑賞者への支援、青少年への芸術

文化教育、芸術文化の書発・普及、国際

交流、その他

東京芸術大学オペラ公演 音楽、演劇  若手芸術家への支援、アマチュアヘの 協賛

支援、鑑賞者への支援、芸術文化の書発
・普及

音楽、美術、演 若手芸術蒙への支援、既成芸術家への 主催

日、期i、 1橡、 支援、アマチュアヘの支援、鑑費者への

習:、 そσ地 支援、青少年への芸術文化教育、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

キリンコンテンポラリーアワード'98

美術
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キリンプラザ大阪 各種企画展 音楽、美術、演 若手芸術家への支援、既成芸術家への 主催

劇、1踊、1腋、 支援、アマチュアヘの支援、鑑賞者への

建築、その他 支援、青少年への芸術文化教育、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

美術、映像 若手芸術家への支援、既威芸術家への 主催

支援、アマチュアヘの支援、鑑費者への

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

北野建設株式会社 建設

担当部署 :北野文芸座事務局[ス タッフ数4人]

〒380-8524 長野市県町524
TEL.026-233-311l FAX.026… 235…3113

資本金0 売上高0)経常利1薇D 従業員②l 設立1946年

メセナ活動基本方針

1企業文化の創造と確立。

2地域文化、地域社会への貢献。

3古典・伝統芸能の普及。

4絵画・彫刻等の紹介。

5地域の活性化。

活動名

納涼演芸会 橘家回蔵

芸術分野 目的                支援形態

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

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

夏休み親子寄席

桂三枝独演会 無形文

無形文.晨1

芸術文化の啓発・普及、伝統芸能の振

興、地域文化の振興

芸術文化の啓発・普及、伝統芸能の振

興、地域文化の振興

主催

主催和泉流宗家による狂言の会

一人芝居日本つれづれ節 五大路子ひとり芝 演劇

居「横浜ローザ」、奥村公延ひとり芝居「浮世亭

夢之助」

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

高橋竹山演奏会 音楽、美術  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

新春寿寄席 三遊亭円楽―門会 無形文  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

無形文  芸術文化の啓発・普及、伝統芸能の振  共催

興、地域文化の振興

無形文  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

立川志の輔独演会

文楽 長野公演

資本金0)売上高(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、紀伊回屋サザンシアター、紀伊國屋演劇■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。

株式会社紀伊國屋書店 商業・情報サービス業

アートタンクシリーズ
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31993年「演劇振興基金」を設置し、決算時に1000万円すつ積み立て、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  若手芸術家への支援、既成芸術家への その他

支援、鑑費者への支援、現代芸術の振

興、伝統芸能の振興、その他

演劇  若手芸術家への支援、既威芸術家への その他
支援、鑑賞者への支援、現代芸術の振

興、伝統芸能の振興、その他

美術  若手芸術家への支援、既成芸術家への 主催

支援、鑑費者への支援、現代芸術の振
興、その他

演劇  若手芸術家への支援、既成芸術家への 主催
支援、鑑賞者への支援、現代芸術の振
興、その他

紀伊國屋ホールの運営

紀伊回屋サザンシアターの運営

紀伊國屋画廊の運営

第33回紀伊國屋演劇賞の運営

101

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://www.kyuden.co.lp/

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

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いとの認識

のもと「文化の香り高い九州」の実現に貢献していくため、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ボランティア活動への支援。

活動名 芸術分野 目的                支援形態

音楽  既成芸術家への支援、鑑費者への支援、主催
青少年への芸術文化教育、芸術文化の

啓発・普及、地域文化の振興

音楽  既成芸術家への支援、鑑賞者への支援、主催
芸術文化の啓発・普及、地域文化の振興

ふれあいコンサート

文化の森コンサート

ふれあい劇場

「民俗芸能ビデオライプラリー」制作 無形文

アマチュアヘの支援、鑑費者への支援、主催
青少年への芸術文化教育、芸術文化の

啓発・普及、地域文化の振興

若手芸術家への支援、既成芸術家への 協賛、協力
支援、アマチュアヘの支援、鑑費者への (人 )

支援、芸術文化の啓発・普及、地域文化

の振興

伝続芸能の振興、地域文化の振興

演 劇

まつり参加・文化イベント支援 課 、輸 、演

日、舞踊、その

他

主催

若手工芸尿国内外派遣制度 美術、その他

美

`に

、その他

若手芸術家への支援、既成芸術家への 主催

伝統工芸品展示会の開催

支援、地域文化の振興

若手芸術家への支援、既成芸術家への

地域文化の振興

地域文化の振興

地域文化の振興

主催

支援、地域文化の振興

論文募集 一　

一　

一　

一

一
一
一
一

一　

一　

一　

一

一雛
一上
雛
一

一　

二

　

一

一　

一　

一　

一

一学
一学
一学
一

一文
一文
一文
一

作文募集

お茶の間論文募集
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文化講演会の開催 全般  地域文化の振興 主催102

株式会社紀陽銀行 銀 行

担当部署 :紀陽文化財団[ス タッフ数2人 ]

〒640-8033 和歌山市本町1-35

TEL.0734-26-7133 FAX 0734… 31… 3511

資本金④ 売上高0経 常利益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

紀陽文化財団への出捐           音楽、美術、そ

碗

音楽大阪センチュリー交響楽団演奏会

一流演奏家による室内楽演奏会

地域文化の振興

鑑賞者への支援、地域文化の振興

鑑賞者への支援、地域文化の振興

地域文化の振興、その他

支援形態

協力(人 )、 出

捐・寄付

協力(人 )

協力(人 )

熊野古道を翔く

音楽

有形文 協 賛

京セラ株式会社 電気機器

〒612… 8501 京都市伏見区竹田鳥羽殿町6

URL.http://1wvぃ″.kyocera.co.lp/

資本金0 売上高0 経常利益0 従業員0 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。

活動名                  芸術分野 目的                支援形態

京セラ美術館の開設

「両洋の眼」展示会

黒川紀華回願展

鑑賞者への支援           主催

既成芸術家への支援        協賛

既成芸術家への支援        協費

美術

美術

建築

日本イタリア協会への支援 音楽  伝統芸能の振興 協賛

パリ祭スーパーアコーデイオンコンサート 音楽

京都賞への支援 文化芸術部門の顕彰    音楽、美術、映

芸術文化の啓発・普及 協賛

その他

資本金④ 売上高0経 常利益0従 業員④ 設立1940年

主催

銀行京都中央信用金庫
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/
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メセナ活動基本方針

1基本理念の確立
。経営者に使命感ともいえる基本理念が確立していること。

・ 信用金庫としヽうことから身近な地域文化への取り組み。またトップかとくに造詣が深い美術、音楽等への分野

への取り組み。

2経営者の協力

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

3参加型メセナ

・ 資金的な援助はもちろんであるが、人的援助によるソフトの継承に重点を置いている。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、

社内的に表現してしヽる。

・ 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

美術  若手芸術家への支援、既成芸術家への 主催

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

京都美術文化賞贈呈

103

京都美術文化賞受賞記念展 美術 若手芸術家への支援、既成芸術家への 主催

支援、鑑費者への支援、芸術文化の啓発
・普及、現代芸術の振興、地域文化の振

興

「美術京都」出版 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、

調査・研究

京都市美術館の企画展へ協賛       美術 若手芸術家への支援、既成芸術家への 協賛

支援、鑑賞者への支援、芸術文化の啓発
・普及、現代芸術の振興、地域文化の振

興

堂本印象記念近代美術振興財団へ贅助会員と 美術  若手芸術家への支援、既成芸術家への 出捐・寄付

して支援                     支援、鑑費者への支援、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④ 売上高④ 経常利益0従 業員O設 立1949年

美術

協和発酵工業株式会社 化学

メセナ活動基本方針

1企業市民としての責任事項として行う。

2地域社会への還元として青少年の健全な育成をはかるうえでの環境づくりを行う。

3社員の社会意識や感性を高め、企業体質の改善に資する。

活動名                  芸術分野 目的

第11回朝日ヤングセッション塩野七生講演会 文学、その他 青少年への芸術文化教育

「21世紀にどう入っていくか」

日本フィルニューイヤーコンサート

支援形態

協賛

演劇  青少年への芸術文化教育      協費

音楽  若手芸術家への支援        協賛

劇団目覚時計公演

担当部署 :広報部[ス タッフ数1人 ]

食料品近畿コカ,コーラ ボトリング株式会社



lo4

第2章 1企業別メセナ活動

〒566-8513 大阪府摂津市千里丘7-9… 31

TEL.06… 6330-2191 FAX.06-6368-2704 URL.h■ p:/ノ ,ww.kinki.ccbc.co.jp/

資本金④ 売上高④ 経常利益0 従業員④ 設立1960年

メセナ活動基本方針

1企業理念 (「さわやかさ創造企業」)・ 市場ニーズ・企業体力に見合った活動。

2社会貢献の一環として。

活動名                  芸術分野 目的

3000人の吹奏楽への協贅 音楽  アマチュアヘの支援

支援形態

協賛

ブラスエキスポヘの協賛 音楽  アマチュアヘの支援 協賛

株式会社クボタ 機械

〒556-8601 大阪市浪速区敷津東1-2-47

TEL.06-6648-2389 FAX.06-6648-2398 URL.htp://ぃ
～
ぃ″.kubota.co.jp/

資本金0)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

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                  芸術分野 目的 支援形態

いすみホール企画協賛「アメリカ企画・ガーシ 音楽 若手芸術家への支援 協賛

ュイン」

クボタ・グローバルメッセージ「36億年のしヽ 音楽  既成芸術家への支援、現代芸術の振興 協贅

のち～中丸三千槍、明日に歌う」

クボタ・グローバルメッセージ「宗次郎・風の 音楽  既成芸術家への支援、現代芸術の振興 協賛
音コンサート」

担当部署 :総務部[ス タッフ数7人]

〒422-8563 静岡市南町10-5

TEL.054-202-111l FAX.054-202-1119 URL.http://1ww.credia.co.ip/

株式会社クレディア 消費者金融

資本金0 売上高② 経常利益0 従業員0 設立1972年

メセナ活動基本方針

地域社会の健全な発展を願い地域社会との連携を深めるべく、文化、演劇活動を積極的に支援する。

活動名

「しずおか演劇祭」の自主公演

芸術分野 目的                支援形態

音楽、演菌  アマチュアヘの支援、芸術文化の啓発・ 主催

普及、その他

若手芸術家への支援、鑑費者への支援、協賛「大道芸ワールドカップin静岡」への協賛  音楽瀬劇、そ
針し   地域文化の振興

「クレディア落語寄席」(月例会)の開催   無形文  若手芸術家への支援、伝統芸能の振興 主催

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1‐8-17大阪第一生命ビル

TEL.06-6348-1314 FAX.06-6348-4814 URL.http://ww.gunze.co.jp/

グンゼ株式会社 繊維製品
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資本金0 売上高④ 経常利益0 従業員O 設立1896年 105
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 芸術分野 目的                支援形憩

音楽  芸術文化の書発・普及、現代芸術の振興 出捐・寄付大阪フィル八―モニー協会支援

資本金④ 経常利益④ 従業員0 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、その芸術文化活動が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。

活動名                  芸術分野 目的                支援形態

群馬交薔楽団               音楽  芸術文化の啓発・普及、地域文化の振興 協賛

担当部署 :広報部[ス タッフ数17人 ]

〒206‐8502 東京都多摩市関戸1-9‐ 1

TEL.042‐ 337-3106 FAX.042-337-5536 URL.htp://1″ Mハv.keio.co.ip/

株式会社群馬銀行 銀行

京王電鉄株式会社 運輸

資本金0)売上高④ 経常利益0 従業員0 設立1948年

京王音楽祭

活動名 芸術分野 目的                支援形態

音楽  既威芸術家への支援、アマチュアヘの 主催

支援、地域文化の振興

京王文化探訪 文学、無形文、 地域文化の振興、その他 主催

有形文

京王文化講演会              文学  地域文化の振興、その他       主催

オペレッタ小劇場チャルダーシュの女王(八  音楽議1  既成芸術家への支援、鑑費者への支援、協賛

イライトコンサート)               芸術文化の薔発・普及、現代芸術の振興

担当部署 :社会活動推進室[ス タッフ数1人 ]

〒260-0015 千葉市中央区富士見1-11-11

TEL.043-222-2206 FAX.043-221… 5034 tJRL.htp:/ノ 'ww.kelyobank.co.lp/

株式会社京葉銀行 銀 行

資本金④ 売上高0 経常利益0 従業員④ 設立1943年

メセナ活動基本方針

社会貢献活動の一環として地域の文化振興を行っている。

活動名                  芸術分野 目的

若い芽のα(アルフア)コ ンサート 音楽 若手芸術家への支援

支援形態

協賛、出捐・寄

付

コスモ石油株式会社 石油・石炭

担当部署 :総務部広報グループ[ス タッフ数1人 ]

〒105…8528 東京都港区芝浦1-1-1東 芝ビル

TEL.03-3798-3101 FAX.03-3798… 341l URL.http://WVVW.COSFr10い Oil.CO.ip/
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資本金0)売上高0 経常利ヨ韻D 従業員④ 設立1986年

メセナ活動基本方針

(社会貢献活動全般の方針として)

1コスモ石油のオリジナリティを出す。
2社員の参画をはかる。

3長期継続する。

活動名                  芸術分野 目的                支援形態

ジャバン・ヴィルトゥオーゾ・シンフォニーオ 音楽  鑑賞者への支援、芸術文化の啓発・普及 協賛、その他
―ケストラの協賛

株式会社請談社 出版
担当部署 :編集総務局、文芸編集局、児童編集局、国際室

〒112-0013 東京都文京区音羽2…12… 21

TEL.03-3945-111l FAX.03-5395-3714
URL.講談社Book倶楽部http://www.bookclub.kodansha.co.ip/

資本金② 売上高④l 経常利益④ 従業員0 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から報われることの少ない人に対しては吉川英治文化賞を贈呈しています。
4こ れ以外の分野においてはそのつど検討して決めています。

活動名 芸術分野 目的                支援形態

美術、文字、そ 芸術文化の啓発・普及、現代芸術の振興 主催請談社出版文化賞

講談社漫画賞

請談社ノンフィクション賞

講談社エツセイ賞

時代小説大賞

野間奉公会 野間文芸賞、野間文芸新人賞、野 文学  者手芸術家への支援、既成芸術家への 協賛
間児童文芸賞、野間児童文芸新人賞 支援、現代芸術の振興

若手芸術家への支援、既成芸術家への

一　

一　

一　

一

一　

一　

一　

一

帥
一揃
一麟
一婢
一蛉

現代芸術の振興           主催

芸術文化の書発・普及、現代芸術の振興 主催

芸術文化の啓発・普及、現代芸術の振興 主催

現代芸術の振興           共催

吉川英治国民文化振興会 吉川英治文化賞、吉
川英治文学費、吉川英治文学新人賞

野間アフリカ出版賞

野間文芸翻訳賞

野間識字賞

文学、その他

支援、現代芸術の振興、その他

文学  現代芸術の振興、国際交流

文学  現代芸術の振興、国際交流

文学 国際交流、その他

主催

主催

主催

主催

五洋建設株式会社 建設

〒112-3576 東京都文京区後楽2-2… 8
TEL.03… 3816-7111(イt表) ∪RL.http://www.penta― ocean.co.jp/

資本金④ 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

寄付等の支援活動を通じて、文化・芸術活動の向上。発展に寄与する。

活動名                  芸術分野 目的

CWAJ現代版画展示会 美術 現代芸術の振興

大阪フィルハーモニー協会 音楽  芸術文化の啓発・普及

一
一
三

態
一　
一　
一　
一

膨
一賛
一賛
一賛
一

支
一協

一協
一協
一

アジアフォーカス福岡映画祭 映像 芸術文化の啓発・普及
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音楽 芸術文化の啓発・普及 協賛

音楽   アマチュアヘの支援、芸術文化の啓発・ 協力(場 )

普及

音楽 芸術文化の啓発・普及 協賛

日本交響楽振興財団 107

〈東京の夏〉音楽祭

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 FAX.03-5423-2078 URL.h‖ p://,ww.sapporobeer.co.ip/

資本金④ 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つ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か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  若手芸術家への支援、芸術文化の啓発・ 協力(人・場・

普及、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

担当部署 :秘書室[ス タッフ数3人 ]

〒451‐8515 愛知県名古屋市西区幅下1¨4-1

TEL.052-564-331l FA〉 (.052‐ 564-3320

資本金④ 売上高④ 経常利益0 従業員0 設立1953年

活動名

セントラル愛知交響楽団演奏会協賛

名古屋フィル八―モニー交響楽団演奏会協賛

マッキントッシュ40脚の椅子復刻展協賛

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

音楽  芸術文化の啓発・普及、地域文化の振興 協賛

舞踊、無形文 伝統芸能の振興、地域文化の振興   協賛

美術  芸術文化の啓発・普及        協賛

「名古屋ファッションカーニバル'98」協賛  美術  地域文化の振興

名古屋国際芸術文化交流財団への寄付   建築、文字、無 現代芸術の振興

形文、その他

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

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 FA)〈  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‐ 6577-0001 FAX.06-6577-9200
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

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

協賛、協力

(製 )

出捐・寄付

サントリー株式会社 食料品
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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
TEL.06‐ 6342-6221 FAX.06-6342-6220
URL.http://www.suntory.colp/

資本金④ 売上高0 経常利1猥D 従業員0 設立1899年

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 :企業活動自体か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                  芸術分野 目的                支援形態

サントリーホールの運営          音楽  若手芸術家への支援、既成芸術家への 主催
支援、アマチュアヘの支援、鑑費者への
支援、青少年への芸術文化教育、現代芸

サントリー音楽財団への出捐・協力

術の振興

若手芸術家への支援、既成芸術家への 協力(人・場。

支援、アマチュアヘの支援、鑑費者への 製)、 その他
支援、青少年への芸術文化教育、現代芸

「ニューイヤーコンサート」への支援

術の振興

若手芸術家への支援、既成芸術家への 協賛、協力

一万人の第九コンサート」への支援

支援、鑑費者への支援        (人 )

音楽  アマチュアヘの支援、鑑費者への支援、協賛、協力
地域文化の振興           (人 )

音楽、美術、演 若手芸術家への支援、既成芸術家への 協賛、協力
劇、舞踏  支援、現代芸術の振興、地域文化の振興 (人 )

美術  若手芸術尿への支援、既成芸術家への 主催

白州・夏・フエスティバル

サントリーミュージアム[天保山]の運営

サントリー美術館の運営

支援、アマチュアヘの支援、鑑費者への
支援、青少年への芸術文化教育、現代芸

術の振興

美術  若手芸術家への支援、既威芸術家への 主催
支援、鑑費者への支援、現代芸術の振
興、伝続芸能の振興

音楽

音楽

サントリーミステリー大賞

演劇  着手芸術家への支援、既成芸術家への

支援、現代芸術の振興

文学  者手芸術家への支援、既成芸術家への
支援、アマチユアヘの支援

文学  者手芸術家への支援、既成芸術家への
支援、アマチュアヘの支援

文学  その他

演劇への協賛 協賛

協賛

協賛

協力(人・場・

製)、 その他

開高健賞

サントリー文化財団への出捐・協力

株式会社さくら銀行 銀 行
担当部署 :広報部社会環境室[スタッフ数2人 ]

〒100-8611 東京都千代田区九段南1… 3… 1

TEL. 03-3230-3111 FAX. 03-3221-1084 URL. http://www.sakura.co.jp lbank/
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
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
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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  鑑費者への支援、青少年への芸術文化 主催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 音楽

教育、伝統芸能の振興

若手芸術家への支援、既成芸術家への 主催

支援、現代芸術の振興、地域文化の振興
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各種音楽団体等への支援 音楽 若手芸術家への支援、既成芸術蒙への 協賛、協力(人

支援、青少年への芸術文化教育、現代芸 ・場)

術の振興、地域文化の振興

支店の回ビーコンサート 若手芸術家への支援、鑑費者への支援、主催

現代芸術の振興、地域文化の振興

担当部署 :総務広報部広報室[スタッフ数8人 ]

〒812…8707 福岡市博多区千代1‐17-1

TEL.092-633… 2237 FAX.092-633-2277 URL.http://1ww.saibugas.co.ip/

資本金④ 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

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                支援形懇

自然現象美術館「西部ガスミュージアム」の運 美術  青少年への芸術文化教育、地域文化の 主催

営                        振興

音楽

小学生を対象とした参加型イベントの実施

(人形劇・映画・工作等)

青少年への芸術文化教育、地域文化の 主催

振興

美術、滉薗、映

像、その他

小学生の環境の詩「地球のことば/子どものつ 文学  青少年への芸術文化教育、地域文化の 主催
ぶやき」募集                    振興

多目的ホール「ガスホール」の運営 音楽、実行、演 芸術文化の啓発・普及、地域文化の振 主催

劇、舞踊、臨i、 興、その他

その他

西部ガス株式会社 電気・ガス

株式会社佐賀銀行 銀行

担当部署 :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。

活動名                  芸術分野 目的

『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

支援形態

音楽  地域文化の振興           主催

音楽  着手芸術家への支援、地域文化の振興 主催

『きぎんファミリー劇場』の実施 演劇  地域文化の振興 主催

『佐賀銀行文化財団新人賞』の贈呈     音楽、美術  若手芸術家への支援         主催
『九州交響楽団佐賀定演」への支援     音楽  既成芸術家への支援、地域文化の振興 共催
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「ジユニアオーケストラ佐賀」への支援   音楽  青少年への芸術文化教育 協賛

「佐賀県美術展覧会」への賞の贈呈     美術  芸術文化の啓発・普及、地域文化の振興 協賛
「佐賀県新人演奏会」への賞の贈呈     音楽  芸術文化の書発・普及、地域文化の振興 協賛

担当部署 :管理本部広報部門[ス タッフ数7人]

〒103-8639 東京都中央区日本橋本町4…12… 20
TEL.03-3661-9477 FAX.03-3249-0187 URL.http://wvvw.satokogyo.co.ip/

佐藤工業株式会社 建設

資本金④ 売上高0)経常利益④ 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

出捐・寄付富山佐藤美術館への活動支援 美術 地域文化の振興

山九株式会社 倉庫・運輸

URL. http://www.sankyu.co. jpl
資本金④ 売上高④ 経常利益0 従業員0設 立1918年

メセナ活動基本方針

山九の社会貢献・文化支援活動に対する考え方。

「企業の社会的責任」として、市民社会のなかで、企業が果たきなければならない役割のなかの一つとして社会貢

献・文化支援活動があります。

当社の社会貢献・文化支援に対する考え方は、経営理念のなかに述べられている「社業の発展を通じて、従業員の

福祉ならびに地域社会の発展に貢献する」ということの具現化というかたちで実施されています。
したがって、山九の社会貢献。文化支援活動に対する基本方針は、「社業の発展を通して、従業員の福祉ならびに

地域社会の発展に貢献する」「良き企業市民として社会の発展に貢献します」という経営理念がベースにあり、過去

さまざまな選択肢のなかから当社にふさわしい内容のものを選択し実施しています。

活動名                  芸術分野 目的                支援形態

驚異の仮面王国 中国5千年の謎「三星堆」展 有形文 国際交流 協賛

山陽コカ・コーラ ボトリング株式会社米1999年 7月 l日よリコかコーラウエストジャバン株式会社食料品
担当部署 :広報室[ス タッフ数4人 ]

〒730…8612 広島市中区東千田町2-11-20

TEL.082-504-3500 FAX.082-504-3429

資本金0 売上高0 経常利益④ 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」 のなかにうたつた「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

音楽  アマチュアヘの支援、鑑賞者への支援、協賛

青少年への芸術文化教育、芸術文化の

啓発・普及

さわやかコンサートの協賛
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担当部署 :宣伝部[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 URL.http://www.sanyo― shinpan.co.ip/

資本金0 売上高0 経常利益0 従業員01 設立1959年

111三洋信販株式会社 消費者金融

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しヽく。

活動名

三洋信販クラシックコンサート

芸術分野 目的                支援形態

音楽  若手芸術家への支援、鑑賞者への支援、主催

芸術文化の啓発・普及

三洋信販クラシックスペシャルコンサート 音楽

テアトル博多 8月公演

アジアフォーカス映画祭

'98別府アルゲリッチコンサート

若手芸術家への支援、鑑賞者への支援、主催

芸術文化の書発・普及

演劇 青少年への芸術文化教育 協賛

映像  若手芸術家への支援、芸術文化の書発・ 協賛

普及、地域文化の振興

音楽  着手芸術家への支援、芸術文化の啓発・ 協賛

普及

エンジョイコンサート 音楽 若手芸術家への支援、鑑賞者への支援、主催

芸術文化の啓発・普及

三洋電機株式会社 電気機器
担当部署 :コーボレートコミュニケーション部文化・スポーツ推進グループ[ス タッフ数3人 ]

〒570-8677 大阪府守口市京阪本通2-5… 5

TEL.06-6994-3459 FAX.06-6991-2086 URL.http://www sanyo.co.lp/

資本金0 売上高0 経常利益0 従業員⑦ 設立1950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ィネートしていく。

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かれば幸いである。

活動名 芸術分野 目的                支援形態

音楽  着手芸術家への支援、芸術文化の書発・ 共催、協賛、協

普及                力(人・場)

大阪シンフォニカー支援

大泉文化むらコンサート協賛

いずみホール主催公演協賛「マイ・フェイヴア

リット・ガーシュウィン」(5公演)

'98「国際少年少女合唱祭・大阪」協賛

大阪フィル八―モニー後援会

関西フィルハーモニー後援会

音楽  鑑賞者への支援、地域文化の振興   協賛、協力

(人 )

音楽  鑑費者への支援、地域文化の振興   協賛

音楽  青少年への芸術文化教育、国際交流  協賛

音楽 若手芸術家への支援 出捐・寄付

出捐・寄付音楽   若手芸術家への支援

第74回白日展協賛「S美術賞・S美術奨励賞」 美術  若手芸術家への支援、鑑賞者への支援、協賛
芸術文化の啓発・普及

若手芸術家への支援、青少年への芸術毎日・DAS学生デザイン賞「洋々賞」
文化教育

協賛美術
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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
TEL.03… 3284-7502 FAX.03-3284‐ 7504 URL.htp://1wvぃ″.itb.co.ip/

JTB 倉庫・運輸

資本金0 売上高④ 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 地域伝統芸能保存・振興の 無形文 伝統芸能の振興

ためのイベント

支援形態
一一催一主

「旅行文化賞3賞」JTB紀行文学大費・JTB紀 文学

行文化賞・JTB紀行写真賞

芸術文化の啓発・普及 主催

ジャスコ株式会社 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.http:/ノ 'ww.jusco.co.jp/

資本金④ 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。

活動名                  芸術分野 目的

日本 と英国 こども・エコ絵画交流展 美 術 地域文化の振興、国際交流

支援形態

主催

エコロジーミュージカル「クマゴンの森」公演 演劇
の開催
「全日本郷土芸能協会」への寄付

青少年への芸術文化教育、地域文化の 主催

振興

無形文 伝統芸能の振興 一　

一一出捐．寄付一̈
「地域伝統芸能活用センター」への寄付   無形文 伝統芸能の振興

シヤチ八夕工業株式会社 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  着手芸術家への支援、現代芸術の振興 協賛ジャバン・アート・スカラシップ

四国電力株式会社 電気・ガス

担当部署 :よんでん文化振興財団[ス タッフ数4人 ]

〒760-0033 香川県高松市丸の内2-5

TEL.087…823…551l FAX.087-823-8903

資本金0 売上高0 経常利益0)従業員0 設立1951年



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、美術  者手芸術家への支援、既成芸術家への 出捐・寄付
支援、芸術文化の啓発・普及、地域文化

の振興

11う
よんでん文化振興財団への出捐

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 ]

〒424-8677 静岡県清水市草薙北2… 1

TEL.054-261-3131 FAX.054-344-0131 URL.http://1Ⅳ vvw.shizuokabank.co.ip/

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

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

「しずぎんユーフォニア・コンサート」シリー 音楽  着手芸術家への支援、鑑費者への支援、主催
ズ 芸術文化の啓発・普及、地域文化の振興

文化請演会「しずぎんカルチヤー・フォーラ その他  鑑費者への支援、地域文化の振興   主催
ム」

担当部署 :企業文化部[ス タッフ数28人 ]

〒104-8010 東京都中央区銀座7-5-5
TEL.03-3289… 8204 FAX.03-3289-0543 URL.h‖ p:/ノ lⅣMハv.shiseido.co.ip/

株式会社資生堂 化学

資本金0)売上高④ 経常利益0 従業員0 設立1872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
援を行っていきます。現代美術を中心に幅広いジャンルを対象としますか、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、そしてハンデイキヤ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

ザ・ギンザアートスペース展覧会の企画・運営 美術  若手芸術家への支援、芸術文化の書発・ 主催

普及、現代芸術の振興、国際交流

資生堂アート八ウス展覧会の企画・運営 美術  芸術文化の啓発・普及、現代芸術の振  主催
興、その他

資生堂アートハウスコンサートの企画・運営 音楽  鑑賞者への支援、芸術文化の啓発・普  主催
及、地域文化の振興

現代詩花椿賞の選考・表彰 文学

美術

現代芸術の振興、その他 主催

「リアルノライフ イギリスの新しい美術」(巡
回展)

現代芸術の振興、国際交流 協賛

森村泰昌展 (巡回展)           美術

第52回女流画家協会展・資生堂賞      美術

既成芸術家への支援、現代芸術の振興

アマチュアヘの支援

協賛

協賛

協賛

協贅

協賛

協賛、協力

(人 )

20+1中国現代芸術展(国際交流フォーラム) 美術 現代芸術の振興、国際交流

ダンス&パフォーマンス「漫」 舞踊  若手芸術家への支援

プランタン・ドウ・カオール1998【 フランス】 美術  現代芸術の振興、国際交流

スリー音楽祭'98【フランス】 音楽  地域文化の振興、国際交流
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JAPANESE WOMEN
PHOTOGRAPHER(巡 回展)

美術 若手芸術家への支援、現代芸術の振興、協賛

国際交流

第14回「東京の夏」音楽祭'98 音楽  芸術文化の啓発・普及

第10回日仏声楽コンクール 音楽  芸術文化の書発・普及

Lee Ufanフランクフルト個展【ドイツ】  美術  現代芸術の振興、国際交流

ワダエミ コスチューム展(ス トラスプルグ商 美術 芸術文化の啓発・普及、国際交流

工会議所)【フランス】

日本フィル八―モニー交響楽団 第502回定

期演奏会

音楽 既成芸術家への支援

協賛

協賛

協賛

協賛

協賛

山海塾 福岡公演 舞踊  既成芸術象への支援、鑑費者への支援、協賛

地域文化の振興

北川純「平塚計画」

ヒロシマアートドキュメント'98展

江東区省エネオペラ「魔笛」

インターナショナル・ダンス・フェスティパル

かもねぎショット 夢十夜シリーズ第五夜「約

束」

河□龍夫展

フランスのオトグラフ展

国際美術評論家連盟日本大会開催記念シンポ 美術

ジウム

「伊藤キム+輝く未来」新作ダンス公演「少年
一少女」

有吉修史展「ゆげ」

文化庁主催国際音楽の日フェスティバル'98

in東京

美術  若手芸術家への支援、現代芸術の振興、協賛

地域文化の振興

美術  現代芸術の振興、地域文化の振興、国際 協賛

交流

音楽  芸術文化の啓発・普及、地域文化の振興 協賛

舞踊  芸術文化の啓発・普及、国際交流   協賛

演劇  芸術文化の啓発・普及

無形文  鑑賞者への支援、伝続芸能の振興

美術  既成芸術家への支援、現代芸術の振興

美術  既成芸術家への支援、現代芸術の振興

美術  芸術文化の啓発・普及、国際交流

現代芸術の振興、国際交流、調査・研究 協賛

舞踊 若手芸術家への支援

美術  若手芸術家への支援、現代芸術の振興 協力(製 )

音楽  芸術文化の啓発・普及        協賛

協賛

協賛

協賛

協賛

協賛

Shall we go to The Living Room  美術  現代芸術の振興、国際交流

奈良美智展(INST!TUTE OF V:SUAL  美術  若手芸術家への支援、芸術文化の啓発・ 協賛

ARTS)【アメリカ】                普及、国際交流

協賛

Patrick Ma■ inez個展

第6回プリンツ21版画グランプリ展 美術

美術  若手芸術家への支援、現代芸術の振興、協賛

国際交流

若手芸術家への支援 協賛

第43回 CWAJ現代版画展 美術  芸術文化の啓発・普及、国際交流 協賛

協賛モー リの色彩空間 [100仮面]展 美術  芸術文化の啓発・普及

「椿姫」公演                音楽  鑑費者への支援

ダニエル・コビアルカ ヒーリングコンサート 音楽  芸術文化の啓発・普及

ミュージアム・シティ・福岡1998      美術  者手芸術家への支援、地域文化の振興

ダンス・コラボレーション「玉響」～たまゆら
～【フランス】

舞踊 芸術文化の啓発・普及、国際交流

Shiro KURAMATA回 顧展【フランス】  美術  芸術文化の啓発・普及、国際交流

第11回国際親善交流特別演奏会 音楽  鑑賞者への支援

協賛

協賛

協賛

協賛

協賛

協賛

協賛平成10年文化庁メディア芸術祭 美術、映像  芸術文化の啓発・普及

外国人の為の歌舞伎教窒

石原友明展

協賛



近森基「KAGE」 SiGGRAPH出展【アメリ
カ】

1998年度 長沢アートパーク アーティスト
・イン・レジデンス

企業別メセナ活動一覧

映像   若手芸術家への支援、国際交流    協賛

美術  若手芸術家への支援、国際交流    協賛
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ED AND ELL:SIN TOKY0 美術  現代芸術の振興、国際交流

日欧現代演劇交流の祭典

中国・泉州の糸繰り 日本公演

イスラエル・コンテンポラリー・ダンス・プロ
ジェクトアナット・ダニエリ・ダンスカンパ
ニー「LUNA」

演劇  芸術文化の啓発・普及、国際交流

無形文

舞踊

協賛

協賛

協賛

協賛

伝統芸能の振興、国際交流

若手芸術蒙への支援、国際交流

加古隆「予感～アンジェリック・グリーンの光 音楽
の中で～」リリース記念コンサート

日韓現代美術展「自己と他者の間」

芸術文化の啓発・普及

美術  若手芸術家への支援、現代芸術の振興、協賛

国際交流

協賛

バードハウス・プロジェクト「大阪展」(大阪

ATCギャラリー)

イデビアン・クルー公演「ウソツキ」

シアター・クリティック・ナウ'98《国際演劇

評諭家協会(A!CT)〉

フラン

ラヴズ・ボディ～ヌー

美術  芸術文化の啓発・普及

若手芸術家への支援

芸術文化の啓発・普及

協賛

舞踊

演劇

一

一　

　

一

一

一

一

一　

　

一

一

一

一

一　

　

一

一

一

一贅
一賛

　

一賛
一贅
一贅

一協
一協

　

一協
一協
一協

演劇

美術

伝統芸能の振興、国際交流

現代芸術の振興

JVC国際協カコンサート'98 音楽  その他

美術  既成芸術家への支援、芸術文化の啓発・ 協賛

普及

「写真芸術の時代」展

第27回 ローザンヌ国際バレエコンクール【ス 舞踊 若手芸術家への支援、国際交流    協賛

イス】

ダンス・ダイナミクス・ワークショップ 舞踊 現代芸術の振興 協賛

協賛ダンスパフォーマンス「澄‖」 舞踊  芸術文化の書発・普及、その他

第6回新春の集い「日本の声…気～息～趾～

そして声が始まる」

音楽 現代芸術の振興、伝統芸能の振興   協賛

池田―アートプロジェクト1999「 水之方舟 美術 現代芸術の振興、国際交流

計画」アジアツアー

ユネスコ～JSAパリ写真展「アンコールの

神 ―々BAYON」 【フランス】

美術 国際交流

協賛

協賛

京劇ワンダーランド'99 演劇  鑑費者への支援、伝統芸能の振興

横浜ダンスコレクション'99

「覇王別姫」公演

国際シティビデオインスタレーション「秋葉

原TV」

舞踊  現代芸術の振興、国際交流

無形文  伝統芸能の振興、国際交流

美術 若手芸術家への支援、現代芸術の振興 協賛

菅木志雄「スタンス」 美術  既成芸術家への支援、現代芸術の振興

かもねぎショット公演「こうして芝居は終わ 演劇  芸術文化の啓発・普及

東京ゾリステン・ヨーロッ コンサー ツ ア 音楽 既成芸術家への支援

協賛

協賛

協賛

プロジェクトA.P.0.「都市/アート」

協賛

協賛

美術  若手芸術家への支援、現代芸術の振興 協賛

音楽、美術、映 芸術文化の啓発・普及、現代芸術の振興 協賛

像

協賛

パフォーマンス「残像のなかで聞く音H20」
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第1回大阪演劇祭参加 劇団態変「壼中―萬年 演劇

祭」

T・ Hカンパニー「ラストダンス」

第7回嗜欲の器展

新しい世代の芸術祭'99

脇田美術館法人贅助会員費

東武美術館友の会特別法人年会費

原美術館メンバーシップ法人贅助会員

カザルスホール倶楽部コーボレートスポンサ

ーズ

ドキュメント2000プ ロジェクト・1998年 度 美術

活動費

その他

演劇  鑑費者への支援、芸術文化の啓発・普及 協賛

美術 若手芸術家への支援 協賛

音楽  若手芸術家への支援、現代芸術の振興 協賛

美術  芸術文化の啓発・普及        協賛

美術  芸術文化の啓発・普及        協賛

美術  芸術文化の啓発・普及

協賛116

協賛

協賛音楽 芸術文化の啓発・普及

若手芸術家への支援、芸術文化の啓発・ 協賛、協力(人

普及、現代芸術の振興

川俣正コールマイン田川1998 美術  現代芸術の振興、地域文化の振興
一
　

一

・場＞
一顕
一臓98年度アジア学生文化協会文化フォーラム 音楽、美術、そ

m
バラ文化研究所ローズガーデン「アルバ」支援 その他

笠原恵美子「MANUS/CURE」

伝統芸能の振興、国際交流

調査・研究

美術  現代芸術の振興 協力(製 )

東京シティ・フィル八―モニック管弦楽団98音楽  鑑賞者への支援

年度協賛費

平川滋子展示作品解説バンフ作成

協賛

音楽  芸術文化の啓発・普及、地域文化の振興 協賛

美術  芸術文化の啓発・普及        協賛

大倉山水曜コンサー ト

清水建設株式会社 建設

資本金0)売上高0 経常利益0 従業員101 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                  芸術分野 目的                支援形態

美術 鑑賞者への支援モネ、ルノワールと印象派の画家たち展

イタリアの光クロード・ロランと理想風景展

ワシントン・ナショナル・ギャラリー展

ザルツブルグ・イースターフェスティパル

サイトウ・キネン・フェスティバル松本

田仏両警視庁音楽隊ジョイントコンサート

世界のお巡りさんコンサートINソ ウル

美術  鑑賞者への支援

美術  鑑費者への支援、国際交流

音楽  既威芸術家への支援、鑑賞者への支援

音楽  既成芸術家への支援、鑑費者への支援

協賛

協賛

協賛

協賛

協賛

音楽  芸術文化の啓発・普及、国際交流

音楽  芸術文化の啓発・普及、国際交流

協賛

協賛

株式会社住建産業 総合建材メーカー

担当部署 :(財 )住建美術館

〒738-0301 広島県佐伯郡吉和村4278
TEL.0829-40-3001 FAX.0829-40-3003
URL.http://www.megahira.co.ipノ lukenmu.html

資本金0)売上高0 経常利1摂Э 従業員0)設立1952年

メセナ活動基本方針

広島県佐伯郡吉和村は、当社(株)住建産業の創業の地であり、かつ過疎化が進んでいる村です。

吉和村に観光、リゾート面で協力する基本構想により、(財)住建美術館をはじめ、クワ八ウス「クヴェーレ吉

和」、スキー場「めがひらスキー場」を開設。企業として文化的貢献ができるものとして以上のなかで美術館をオー
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プンし芸術文化の面で協力できていると自負しております(ク ワハウスおよびスキー場は別法人で運営しており
ます)。

活動名 芸術分野 目的 支援形態

出捐・寄付(財)住建美術館への出捐 芸術文化の啓発・普及、現代芸術の振

興、地域文化の振興
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美術

株式会社商船三井 海運

担当部署 :広報室広報チーム[ス タッフ数6人 ]

〒105…8688 東京都港区虎ノ門2-1-1

TEL.03-3587-7015 FAX.03-3587¨ 7705 URL.h■ p://www.rnol.co.lp/

資本金0 従業員0 設立1942年

メセナ活動基本方針

「ふじ丸」は商船三井グループか所有するわが国最大級の豪華客船です。1989年、わか国初の本格的な外航クルー

ズ客船として竣工し、日本国内から海外まで夢とロマンをのせて大海原を航海しています。
「ふじ丸ギャラリー」はその「ふじ丸」内にギャラリーを設け、若手を中心とした作家の方に美術作品の展示スペー

スを提供するとともに、船旅だけが持つ優雅な時間の流れのなかで、乗客の皆様にゆっくりと美術作品を鑑賞して
いただき、作品を介して相互の会話を楽しんでいただくことで、「ふじ丸」の旅をより楽しんでいただこうというも
のです。

活動名 芸術分野 目的                支援形態

美術  若手芸術家への支援、鑑賞者への支援、主催

芸術文化の啓発・普及

ふじ丸ギャラリーの運営

昭和アルミニウム株式会社 金属製品

URL. http://www.showa-alum i.co.jpl
資本金0 売上高④ 経常利益④ 従業員④ 設立1935年

活動名 芸術分野 目的 支援形態

協賛

協力(製 )

NHK交響楽固定期演奏会への協賛 音楽 芸術文化の啓発・普及

彫刻家(高橋靖史)への支援 美術  芸術文化の啓発・普及

昭和シェル石油株式会社 石油・石炭
担当部署 :広報室[ス タッフ数7人 ]

〒135-8074 東京都港区台場2…3-2
TEL.03-5531-5591 FAX.03-5531-5598

メセナ活動基本方針

昭和シェル石油現代美術費を柱として当社のイメージアップのための質の高いメセナ活動を行っていく。

活動名

昭和シェル石油現代美術賞

日本フィルハーモニー昭和シェル石油クラシ

ックスペシャル

芸術分野 目的

美術  現代芸術の振興

支援形態

主催美術

音楽

担当部署 :情報調査部文化グループ[ス タッフ数2人 ]

芸術文化の啓発・普及 主催

銀行株式会社親和銀行

資本金0 売上高0)経常利益④ 従業員0 設立1985年
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〒857-0806 長崎県佐世保市島瀬町10-12

TEL.0956-24-511l FAX.0956… 24-5363 URL.http://www.shinwabank.co.lp/

資本金④ 売上高0 経常利益0 従業員01 設立1939年

メセナ活動基本方針

長崎県内の産業開発および振興ならびに教育。文化の振興をはかるための必要な事業を行い、もって地域振興に

資すること。

活動名                  芸術分野 目的                支援形態

音楽  鑑賞者への支援、芸術文化の啓発・普及 主催

音楽  鑑賞者への支援、芸術文化の啓発・普及 主催

演奏会 )

団演奏会)

しんわスプリングコンサート(九州交響楽団

親和銀行ふるさと振興基金への出捐 鰯夕文、そσ馳 文化財等の発掘・保存・修復、地域文化 出捐・寄付

の振興、調査・研究、その他

佐世保文化協会への資金援助 音楽、美術、浸

劇、舞踊、文学

芸術文化の啓発・普及 出捐・寄付

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.h‖ p://www.sumitomo:γ larine.co.ip/

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

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が調和して

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  若手芸術家への支援、既成芸術家への 主催

支援、地域文化の振興

しらかわホール

住友海上火災保険株式会社 保 険

オリジナルコンサート

大阪フィルハーモニー協会

エー・ビー・シー音楽振興財団

日本フィルハーモニー交響楽団

青少年への芸術文化教育

既成芸術家への支援

既威芸術家への支援

既威芸術家への支援

既成芸術家への支援

音楽

音楽モーツァルト室内管弦楽団

音楽

音楽

音楽

文化財保護振興財団 有形文

音楽

国際交流

関西フィルハーモニー管弦楽団 既成芸術家への支援

二期会オペラ振興会

名古屋フィル八―モニー交響楽団

音楽  既成芸術家への支援

音楽

若手芸術家への支援

既成芸術家への支援

既成芸術家への支援

音楽  既成芸術家への支援

音楽 既成芸術家への支援

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

一贅
一贅
一費
一賛
一費
一贅
一賛
一賛
一賛
一贅

一賛
一賛
一賛
一賛

一協
一協
一協
一協
一協
一協
一協
一協
一協
一協

一協
一協
一協
一協

おはなしきゃ 演劇

音楽NHK交響楽団

日本オペラ振興会

担当部署 :社会文化事業室[ス タッフ数3人 ]

全般  既成芸術家への支援

銀行株式会社住友銀行
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〒100-0005 東京都千代田区丸ノ内1-3-2

TEL.03-3282-8569 FAX.03-3282-9468 URL.http:/ノ 'www.surTlitoiγ lobank.co.ip/

資本金0 売上高0 経常利益0 従業員10 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

音楽   鑑費者への支援、青少年への芸術文化 主催

教育

住友銀行スプリングコンサート
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住友商事株式会社 総合商社
担当部署 :広報室[ス タッフ数4人]

〒100…8601 東京都千代田区―ツ橋1-2-2

TEL.03-3217-5110 FAX.03-3217-5128 URL.http://wvvw.suFrlitO:T10COrp.CO.jp/

資本金O 売上高0 経常利益0 従業員01 設立1919年

メセナ活動基本方針

住友商事グループの経営理念・行動指針の一つとして定められている「良き企業市民として社会に貢献する」と

の指針に則り、実施している。

活動名 芸術分野 目的 支援形態

主催列島縦断フォーラムシリーズ第20回「長岡」

護え !いま
｀
長岡のこころ

″
を～雪と歴史が育

んだ自尊と忍耐～

全般 地域文化の振興

住友商事ヤング・シンフォニー(横浜ノ98年6 音楽  アマチュアヘの支援、青少年への芸術 主催

月。東京/98年11月 )                文化教育、地域文化の振興

住友商事ヤング・シンフォニー(東京/99年 1 音楽  アマチュアヘの支援、青少年への芸術 共催

文化教育、地域文化の振興月 )

住友生命保険相互会社 保 険

担当部署 :広報部(ヒ ューマニー推進室)[ス タッフ数4人 ]

〒104…8430 東京都中央区築地7-18-24
TEL.03-5550-4332 FAX.03-5550-1182 URL.http://ww.surrlito:Tlolife.co.jp/

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ず第一義である。

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

いずみホール

芸術分野 目的                支援形態

音楽  若手芸術家への支援、既成芸術家への 協賛、協力(人

支援、鑑賞者への支援、芸術文化の書発 ・場)

・普及

脅少年への芸術文化教育全日本こども絵画コンクール 美術 主催
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全国縦断チャリティコンサート 音楽  既成芸術家への支援、鑑費者への支援、主催

芸術文化の啓発・普及、地域文化の振興

音楽  若手芸術家への支援、青少年への芸術

文化教育

音楽  既成芸術家への支援、地域文化の振興

日本室内楽振興財団支援 協贅、協力(人

・場)

出捐・寄付オーケストラ等への支援

住友林業株式会社 建設

資本金0 売上高0)経常利益0 従業員0 設立1948年

活動名 芸術分野 目的 支援形態

その他一筆啓上賞 文 学 地域文化の振興

セイコーインスツルメンツ株式会社 精密機器
担当部署 :広報室[ス タッフ数8人]

〒261-8507 千葉市美浜区中瀬1…8
TEL.043-211… 1185 FAX.043… 211-801l URL.htp://wvぃ″.sil.co.ip/

資本金0)売上高④l 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

ウィーン弦楽四重奏団コンサート 音楽

ウィーン・オペラ舞踏会管弦楽団コンサート 音楽

既成芸術家への支援

既成芸術家への支援

支援形態

協賛

協賛

セイコーエプソン株式会社 精密機器
担当部署 :広報部[スタッフ数4人 ]

〒392…8502 長野県諏訪市大和3-3-5
TEL.0266-58-1705 FAX.0266… 58¨0135 URL.http://1ww.epson.co.,p/

資本金●)売上高0 経常利益0 従業員⑦ 設立1942年

メセナ活動基本方針

企業活動を行っている国や地域で、良き企業市民としての社会的責任を果たす、つまり地域の発展や国際交流に

役立つための活動の一つとして考えている。

活動名 芸術分野 目的                支援形態

音楽  芸術文化の書発・普及、地域文化の振  協賛
興、国際交流

音楽  アマチュアヘの支援、地域文化の振興 協賛

サイトウ・キネン・オーケストラ

諏訪交響楽団演奏会

株式会社ゼクセル 輸送用機器
担当部署 :企画本部コーボレートコミュニケーション部[ス タッフ数2人]

〒150-8360 東京都渋谷区渋谷3-6-7
TEL.03-5485-4101 FAX.03-3797-4774 1JRL.http://ぃ ′w.zexel.co.jp/

資本金④ 売上高0 経常利益0 従業員0 設立1939年
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活動名

「ゼクセルセレクション」開催(中村哲也晨、加

藤義郎展、牛島達治展)

東京フィルハーモニー交響楽団協賛

NHK交響楽団協賛 音楽 既成芸術家への支援、芸術文化の書発

普及

協賛

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

件を整備していくことは同時代に生きる者のつとめである、という認識のもとで、1.創造性 2.社会性 3.継
続性を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、これを実現してしヽ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 芸術分野 目的                支援形態

演劇  若手芸術家への支援、既成芸術家への 主催

支援、鑑賞者への支援、芸術文化の啓発

・普及、現代芸術の振興、国際交流

美術  若手芸術家への支援、既成芸術家への 主催

支援、鑑賞者への支援、芸術文化の啓発
・普及、現代芸術の振興、国際交流

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

芸術分野 目的                支援形態

美術  若手芸術家への支援、現代芸術の振興 主催

音楽  既成芸術家への支援、芸術文化の書発・ 協賛

普及
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セゾングループ 生活総合産業

八ヶ岳高原音楽堂の運営

八ヶ岳高原音楽祭'98の開催

パルコアートプロジェクトアーバナート17

ロシア・パレエ・インスティテュートの運営

芸能への協賛

スウィングジャズフェステイバルヘの協賛

若手芸術家への支援、既成芸術家への

支援、鑑賞者への支援、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

若手芸術家への支援、既成芸術家への 主催

支援、鑑費者への支援、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

着手芸術家への支援、現代芸術の振興 共催

アマチュアヘの支援、青少年への芸術 主催

文化教育、芸術文化の書発・普及、現代

芸術の振興、国際交流

鑑賞者への支援、伝統芸能の振興、文化 協賛

財等の発掘・保存・修復

芸術文化の啓発・普及、地域文化の振興 協賛

音楽 主催

音楽

美術

舞踊

無形文

音楽

株式会社せとうち銀行 銀行

担当部署 :営業続括部[ス タッフ数4人 ]

〒737-8611 広島県呉市本通2-3-7

TEL.0823-20-1205 FAX.0823… 21…1073 tJRL http://1wvぃ ″.setouchi.cO.lp/

資本金0 売上高② 経常利益0 従業員01 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

文学  青少年への芸術文化教育、地域文化の 主催

振興
く ら
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オーストリア ヨハン・シュトラウス・アンサ 音楽
ンブル

ドレスデン国立歌劇場室内管弦楽団 音楽

教育、芸術文化の書発・普及
ウィーン交響楽団ヨ八ン・シュトラウス・アン 音楽  鑑費者への支援、青少年への芸術文化 協賛
サンブル                     教育、芸術文化の啓発・普及

担当部署 :カンガルーメセナ協議会[ス タッフ数3人 ]

〒503-3501 鮫阜県大垣市田口町1

TEL.0584… 82…5002 FAX.0584… 82-5040

資本金0)売上高④ 経常利益④ 従業員⑦ 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、啓象をはかることを目

的とする。

活動名

鑑賞者への支援、脅少年への芸術文化 主催
教育、芸術文化の啓発・普及

鑑賞者への支援、青少年への芸術文化 協賛

カンガルーコンサート'98

芸術分野 目的                支援形態

音楽  鑑費者への支援、芸術文化の啓発・普  主催
及、地域文化の振興

名古屋国際青少年音楽祭 音楽  若手芸術家への支援、アマチュアヘの 協賛

岐阜県民文化祭「サラマンカ・フェスティバル

支援、青少年への芸術文化教育、鑑賞者
への支援、芸術文化の啓発・普及、地域
文化の振興、国際交流

音楽  既成芸術家への支援、鑑贅者への支援、協賛
オーケストラ」                  芸術文化の書発・普及、現代芸術の振

興、地域文化の振興

岐阜県県民文化ホール未来会館「絵本・えほん 文学  青少年への芸術文化教育、地域文化の 協賛
カーニパル'98」                  振興

餃阜県民文化祭「プレ国民文化祭ぎふ総合フ 音楽、灘劇、1 鑑費者への支援、芸術文化の啓発・普  協賛
ェスティバル」              踊    及、現代芸術の振興、伝統芸能の振興、

地域文化の振興

担当部署 :営業企画部販売促進担当[ス タッフ数4人]

〒170-0074 東京都豊島区東池袋3-1‐ 1サンシャイン6038F
TEL.03… 3981-1940 FAX.03-3590-2487

資本金④ 売上高0 経常利益0 従業員0 設立1947年

メセナ活動基本方針

「人の声の美しさ」「オペラのすばらしさ」を、普通はふれあうことのないお子様に親しんでもらうために行って
いる。

活動名 芸術分野 目的 支援形態

主催「CASAグ リーンコンサート」の開催 音楽 青少年への芸術文化教育

西濃運輸株式会社 陸運

株式会社西洋フードシステムズ サービス

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

TEL.06… 6365-4119 FAX.06‐ 6365¨ 4370 URL.http://1wMnv.sekisul.co.ip/

資本金0)売上高0 経常利益0 従業員0 設立1947年
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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  若手芸術家への支援、芸術文化の啓発・ 協賛

普及

音楽  既成芸術家への支援、芸術文化の書発・ 協賛

普及

音楽  既成芸術家への支援、芸術文化の啓発・ 出捐・寄付

普及、地域文化の振興

音楽  既成芸術家への支援、芸術文化の啓発・ 出捐・寄付

ミクル劇団支援

小椋佳コンサート

大阪フィル八―モニー協会

関西フィルハーモニー管弦楽団

普及、地域文化の振興

無形文  芸術文化の啓発・普及、伝統芸能の振興

美術  芸術文化の啓発・普及、文化財等の発掘
・保存・修復

音楽  若手芸術家への支援、芸術文化の啓発・

普及、地域文化の振興

出捐・寄付

大阪室内楽コンクールグランプリコンサート
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上方文化芸能協会

特別展「女人高野室生寺のみ仏たち」への協賛 協賛

協賛

株式会社千趣会 通信販売

資本金④ 売上高④ 経常利益0 従業員10 設立1955年

メセナ活動基本方針

案件を個別に判断しています。

活動名 芸術分野 目的

音楽 アマチユアヘの支援、国際交流ウィーン少年合唱団

支援形態

協賛

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 URL.h■ p:ノ /ヽ″い″.SOny.CO.ip/

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                支援形態

ツニー音楽芸術振興会「事業活動資金」   音楽  若手芸術家への支援、既成芸術家への その他

支援、アマチユアヘの支援、青少年への

芸術文化教育、現代芸術の振興、地域文

NHK交響楽団「スペシャル・サプライヤー」

化の振興、その他

音楽  既成芸術家への支援、青少年への芸術 協賛

文化教育

サンフランシスコ新アジア美術館「美術館移 美術

転費用」

鑑費者への支援、国際交流 出捐・寄付
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全米日系人博物館(ロサンゼルス)「博物館内 その他  文化財等の発掘・保存・修復、国際交流 協力(製 )

のAV機器提供」

エイブルアート'99 美術  若手芸術家への支援、アマチュアヘの 協賛、協力
支援、青少年への芸術文化教育、芸術文 (人 )

化の啓発・普及

第11回東京国際映画祭

世界のアニメーション・ワンダーランド「展示

映像  若手芸術家への支援、国際交流

その他 青少年への芸術文化教育

協賛

用機器提供」
協力(製 )

出捐・寄付フレデリック・ワイズマン映画祭「字幕製作  映像  その他
費」

新日本フィルノヽ一モニー交響楽団「ペンショ
ン・フアンド・コンサート」
原美術館「ヘラルド・スッテル展」

音楽  若手芸術家への支援、既成芸術家への 協賛
支援

美術  既成芸術家への支援、現代芸術の振興、協賛、協力
地域文化の振興           (製 )、 その他

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 タッフ数2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://www, .zkai.co.jpl
資本金0)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             文字、そ針

' 
芸術文化の書発・普及、地域文化の振興 主催

向井潤吉展                美術  鑑費者への支援、芸術文化の啓発・普  協賛

川上澄生展

及、現代芸術の振興、地域文化の振興

美術  鑑費者への支援、芸術文化の啓発・普  協賛
及、現代芸術の振興、地域文化の振興

音楽  既成芸術家への支援、鑑費者への支援、協賛
現代芸術の振興

音楽  既威芸術家への支援、鑑費者への支援、協賛
現代芸術の振興

音楽、文学  アマチュアヘの支援、鑑賞者への支援、協賛
芸術文化の書発・普及、地域文化の振興

音楽  既成芸術家への支援、鑑賞者への支援、協賛

大阪フィル八―モニー交響楽団定期演奏会

(4回 )

演奏会「朝比奈隆のブルックナー」

伊豆文学フェスティバル

オペラあやめ

芸術文化の啓発・普及
日本楽劇協会の支援            音楽  芸術文化の書発・普及        協贅
日本の100冊翻訳の会の支援        文学  芸術文化の啓発・普及、国際交流   協賛

資本金0 売上高0 経常利益0 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。
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・技術ノウハウといった経営資源を有効に活

用し、企業としての経営理念、独自性が社会に明確に認識されることをめざす。

ダイキンエ業株式会社 機械
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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・支 美術  着手芸術家への支援、現代芸術の振興 共催、協賛、出

援                                           捐・寄付

オペラ活動の助成
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新国立劇場への寄付

音楽活動への助威(大阪フィル八―モニー等

6件 )

音楽、美術  若手芸術家への支援、既成芸術家への 出捐・寄付

支援

音楽、灘1、 舞 芸術文化の啓発・普及、伝続芸能の振興 出捐・寄付

層

音楽  若手芸術家への支援、既成芸術家への 出捐・寄付

支援、青少年への芸術文化教育、地域文

化の振興

ダイムラー・クライスラー日本ホールディング株式会社 卸売業
[ス タッフ数約5人]

〒106-8506 東京都港区六本木1-9… 9六本木ファーストビル

TEL.03-5572-7370 FAX.03-5572-7227

資本金0 売上高④ 従業員② 設立1986年

メセナ活動基本方針

日本のダイムラー・クライスラーグループ各社は、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

ダイムラー・クライスラーグループ ガスコー 美術  若手芸術家への支援、現代芸術の振興、主催
ニュ・ジャパニーズ・アート・スカラーシップ      国際交流

担当部署 :広報室[ス タッフ数2人 ]

〒100-0011 東京都千代田区内幸町1…1-5

TEL.03… 3596-2195 FA)(.03-3596-2179

株式会社第一勧業銀行 銀行

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地域にかたよりかないこと。

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 芸術分野 目的                支援形態

音楽  鑑費者への支援、芸術文化の啓発・普及 出捐・寄付NHK交響音楽財団への寄付

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 FAX.03… 5221… 3255 URL.http:/ノ 'wvい″.dai― ichi¨ life.co.ip/

売上高0)経常利益0)従業員0 設立1902年

メセナ活動基本方針

1地道だが真摯な企業イメージの獲得。
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2育てる(育成・書豪)こ とと、続ける(継続支援)こ とを基本コンセプトとしている。

3美術・音楽・演劇を3本社として支援する。

活動名                  芸術分野 目的

VOCA展 '99

東京ゾリステン「親子のための室内楽コンサ
ート」

第一生命ギャラリーの運営

支援形態

美術  若手芸術家への支援、現代芸術の振興 協賛

音楽  鑑賞者への支援、青少年への芸術文化 主催

教育、芸術文化の啓発・普及

美術  若手芸術家への支援、鑑賞者への支援、主催

現代芸術の振興

劇団「扉座」 演劇 若手芸術家への支援、芸術文化の啓発・ 協贅

普及

第一製薬株式会社 医薬品
担当部署 :広報室

〒103-3234 東京都中央区日本橋3‐14-10

TEL.03-3273-7107 FAX.03-3281-8427 URL.http://www.daiichipharm.co.ip/

資本金0)売上高④ 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、
m継

続
″
を基本姿勢とする。

活動名 芸術分野 目的

水戸室内管弦楽団定期演奏会、欧州公演   音楽
劇団四季「オペラ座の怪人」        演劇

既成芸術家への支援、国際交流

既成芸術家への支援

支援形態

協賛

協賛

協賛日本経営クラブJMCコンサート、画廊コン 音楽  若手芸術家への支援

サー

エ ンサー 思 い

音楽」

日本フィル八―モニー交響楽団

NHK交響楽団

ジュニアミュージカルカンパニー ミクロコ

スモス

既成芸術家への支援

既成芸術家への支援

既成芸術家への支援

若手芸術家への支援

音楽 協賛

一　
一　
一

一賛
一贅

一■

一協
一協

一協

一　

一
　

一

一　

一
　

一

一楽
一楽

一劇

一〓日
一〓日
一蒙
反

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.lp/talkobank/

資本金0 売上高②l 経常利益0 従業員O 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 アマチュアヘの支援
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株式会社第二銀行 銀行 127

担当部署 :総合企画部広報課[ス タッフ数1人 ]

〒515… 8530 三重県松阪市京町510

TEL.0598-25-0363 FAX.0598… 25¨0403

資本金④ 売上高② 経常利益② 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 若手芸術家への支援、既成芸術家への 出捐・寄付

劇、文学、無形 支援、アマチュアヘの支援、芸術文化の

文    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

三銀ふるさと文化財団運営

株式会社第四銀行 銀行

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1071-1

TEL.025… 222-411l FAX.025-224-7769 1JRL.h■ p://w、″vv.daishi― bank.co.,p/

資本金④ 売上高0 経常利益01 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                  芸術分野 目的                支援形態

だいしライフアップコンサート「ベートーヴ 音楽  若手芸術家への支援、アマチュアヘの 主催

ェン第九演奏会」の開催               支援、地域文化の振興

だいしライフアップコンサートシリーズの開 音楽  着手芸術家への支援、既成芸術家への 主催

催                         支援、鑑賞者への支援、地域文化の振興

だいしホールの貸出・運営 若手芸術家への支援、既成芸術家への 協力(場 )

支援、アマチュアヘの支援、地域文化の

振興

音楽

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://1wvぃ ″.taisei.co.ip/

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
1アート・コレクションーーくDル・コルビュジェの作品収集・管理、O門脇俊―の作品収集・管理。
2アート活動――‐①ギャルリー・タイセイの運営、②保有コレクション等による社内外での展覧会、◎社内外にお

けるアート展示の指導。
3アート活動支援■―くD演劇上演・コンサート・展覧会等の芸術イベント、○芸術制作、◎芸術保存、④芸術家養

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。
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活動名

ギャルリー・タイセイの運営

ギャラリー大手門の運営

エイブル・アート・アワード募金・寄付

エイブル・アート'99「 このアートで元気にな

芸術分野 目的 支援形態

美術、建築  芸術文化の啓発・普及        主催

美術  若手芸術家への支援、芸術文化の啓発・ 主催

普及、地域文化の振興

美術  芸術文化の啓発・普及、その他    出捐・寄付

美術  鑑賞者への支援、芸術文化の啓発・普及 協賛、協力

る」展 (人 )

わたほうし語り部コンクール 演劇 その他 協賛、協力

(人 )

公益信託大威建設 自然歴史環境基金に出捐 有形文、 文化財等の発掘・保存・修復、調査・研究 出捐・寄付

その他

第11回 国際親善交流特別演奏会 音楽  芸術文化の啓発・普及、国際交流   協賛

大成建設クラシックスペシャル 日フィル歓 音楽

びの第九

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6人 ]

〒151…8530 東京都渋谷区代々木3-25-3
丁EL.03-5371-6162 FA)(.03-5371-6269 URL.http://、 Ⅳv、″.daitokyo.oo.lp/

資本金0)売上高0)経常利嶽Э 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

インターネットホームページ内 椿絵美術館 美術

卓上カレンダーを活用した着手イラストレー 美術

ター支援

芸術文化の書発・普及

着手芸術家への支援

支援形態

主催

主催

大型カレンダーを活用した写真家支援   美術  若手芸術家への支援 主催

所蔵絵画による「椿絵画展」の巡回 美術  芸術文化の啓発・普及 主催

大同生命保険相互会社 保 険

担当部署 :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.06-6447-6357 FAX.06-6447-6384

売上高0従 業員0設 立1902年

メセナ活動基本方針

1(財)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成CX3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)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                  芸術分野 目的                支援形態

大同生命国際文化基金への出捐 美術、文字  既成芸術家への支援、現代芸術の振興、 出捐・寄付

国際交流

障害者芸術作品の社内報表紙への採用   美術  若手芸術家への支援 その他
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大同特殊鋼株式会社 鉄鋼 129
担当部署 :総務部広報室[ス タッフ数 名古屋6、 東京3、 計9人 ]

〒460-8581 愛知県名古屋市中区錦1-11-18興銀ビル

TEL.052-201-9317 FAX.052-221-9268 URL.http://www.daido.co.lp/

資本金④ 売上高0)経常利益0従 業員01設立1950年

活動名 芸術分野 目的                支援形態

音楽  鑑賞者への支援、芸術文化の啓発・普及 協賛名演奏家シリーズ'98

大日本印刷株式会社 E口届」

担当部署 :!CC本部[ス タッフ数11人]

〒104-0061 東京都中央区銀座7-7‐ 2

TEL.03‐ 5568-801l FAX.03-5568-8019 ∪RL.http://www.dnp.cO.lp/

資本金O 売上高0 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。

活動名                  芸術分野 目的 支援形態

グラフィックデザインギャラリーggg.DDD美術  若手芸術家への支援、既成芸術家への 主催

の運営                      支援、国際交流

現代グラフィックアートセンターCCGAの 美術  既成芸術家への支援、現代芸術の振興、主催

運 営 国際交流

森村泰昌「空装美術館」 美術  既成芸術家への支援

美術  既成芸術家への支援原田泰治美術館への印刷協賛

オルセー美術館展 美術

美術 国際交流

協賛

協賛

協賛

出捐・寄付

芸術文化の啓発・普及、国際交流

ヨー ロッパ写真美術館への写真寄贈

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.058-278-0001 ∪RL.h■ p://、″M′vv.dnc.co.jp/

資本金0 売上高0 経常利益(0)従業員④l 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 芸術分野 目的 支援形態

おしゃれコンサートクラブ330第9固定例 音楽

コンサート

若手芸術家への支援、既成芸術家への 協賛

支援、芸術文化の書発・普及、地域文化

の振興

株式会社大丸 小売業
資本金10 売上高④ 経常利益0 従業員01 設立1920年

メセナ活動基本方針

当社の社是である先義後利(義を先にして利を後にするものは栄える)の精神のもとに顧客第一主義の徹底をは

かり、百貨店事業を核としつつ、新しい業態を含めた関連企業群によって人々の、健康的で、文化的、精神的に豊か

な生活の創造に貢献していく。
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活動名130 芸術分野 目的                支援形競

美術  若手芸術家への支援、芸術文化の啓発・ 共催、協力(人

普及                ・場)

「日春展」の開催

インドネシアヘ国際協力事業国技術協力専門 美術

家として1名出向

地域文化の振興、国際交流 協力(人 )

株式会社大和証券グループ本社(1999年 4月に大和証券株式会社から改称) 証券

担当部署 :広報部

〒100-8101 東京都千代田区大手町2-6-4

TEL.03-3243-3726 FAX.03… 3243…1123 URL.http://wvぃ ″.daiwa.co.ip/

資本金0)売上高④ 経常利益0 従業員0 設立1943年  ※大和証券株式会社時のデータ

活動名 芸術分野 目的 支援形態

毎 日新聞読書感想画 コンクール 美術 青少年への芸術文化教育 協 賛 、協 力

(場 )

高砂香料工業株式会社 化学

担当部署 :広報室

〒144-8721 東京都大田区蒲田5-37-1ニ ッセイアロマスクエア

TEL.03… 5744-0514 FAX.03-5744¨0512

資本金0 売上高O 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                支援形態

SATOSH!H:ROSE tra― miteイ ンスタレ 美術  若手芸術家への支援、現代芸術の振興 協力(製 )

―ション展(イ タリア)

「幻想植物園展」協力 美術  鑑賞者への支援、現代芸術の振興、地域 協力(人・製)

文化の振興

美術  若手芸術家への支援、現代芸術の振興 協力(製 )プロジェクトA.P.0.

株式会社高島屋 小売業

担当部署 :社会貢献室[ス タッフ数3人 ]

〒103-8265 東京都中央区日本橋2-4-1

資本金01 売上高O 経常利益0 従業員0 設立1919年

メセナ活動基本方針

経営理念「いつも、人から」の実現をめざすため、1997年 にその基準となる「経営指針」を設定。五つの目標の一つ

に「企業市民として継続的に社会に貢献します」があり、そのなかで「文化・芸術の発展に貢献します」と述べていま

す。

1990年に公益信託基金「タカシマヤ基金」を設立し、絵画・版画・彫刻・I芸等、さまざまな分野で創作活動を行っ

ている新鋭作家への助成や、シンポジウム開催団体ならびに国内外の美術文化の保存・発掘・振興に寄与する団体

への助成を行っています。

活動名 芸術分野 目的                支援形態

美術  着手芸術家への支援、既成芸術家への 協賛

支援

池田真弓(日本画)への活動支援



川村悦子(洋画)の活動支援 美術
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若手芸術家への支援、既成芸術家への 協費

支援
131

清水柾博(工芸)の活動支援 美術  若手芸術家への支援、既成芸術家への 協賛

支援

東京国際ミニプリント・トリエンナーレ実行

委員会

美術 芸術文化の啓発・普及、国際交流 協賛

〒532-0025 大阪市淀川区新北野1-2-3

TEL.06-6303-8101 FAX.06-6303-8167 1JRL.http://Ⅵ ′、″vv.tokyo、 へ′eb.or.lp/takamatsu/

資本金101 売上高② 経常利益0 従業員② 設立1965年

高松建設株式会社 建設

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 芸術分野 目的 支援形態

タカマツ・ランチ・タイム・ミニ・コンサート 音楽  若手芸術家への支援、既成芸術家への 主催

支援、鑑賞者への支援、芸術文化の啓発
・普及、地域文化の振興

モーツアルト室内管弦楽固定期演奏会の協賛 音楽 既成芸術家への支援 協賛

モーツアルト室内管弦楽団後援会 音楽  既成芸術家への支援 出捐・寄付

阪神淡路大震災チャリティコンサート

平成淀川花火大会

音楽  青少年への芸術文化教育、その他   出捐・寄付

無形文  地域文化の振興、その他       協賛

株式会社竹中工務店 建設

資本金0 売上高0 経常利益④ 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

音楽  若手芸術家への支援、既成芸術家への 協賛

支援、鑑賞者への支援、芸術文化の啓発
・普及

いずみホール「アメリカ企画」協賛

法隆寺文化請演会協賛 美術、有形文 文化財等の発掘・保存・修復 協賛

マーストリヒト交響楽団定期演奏会協賛  音楽 若手芸術家への支援、既威芸術家への 協賛

支援、鑑費者への支援、芸術文化の啓発
・普及

大阪フィル八―モニー交響楽団定期演奏会協 音楽

賛

サイトウ・キネン財団オーケストラ公演協賛 音楽

若手芸術家への支援、既成芸術家への 協賛

支援、鑑費者への支援、芸術文化の啓発
・普及

若手芸術家への支援、既成芸術家への 協賛

支援、鑑賞者への支援、芸術文化の啓発
・普及

資本金④ 売上高② 経常利益0 従業員0設立1959年

小売業田崎真珠株式会社
担当部署 :広報部[ス タッフ数15人 ]

〒650-0046 兵庫県神戸市中央区港島中町6-3-2

TEL.078… 303-7662 FAX.078-303-7685 URL.h‖p://1wwvv.tasaki.co.ip/
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メセナ活動基本方針

メセナを通して、

1社会貢献。

2社会の信頼。

3顧客還元。

4会社PR。

活動名 芸術分野 目的 支援形態

協賛第6回巨匠マゼールと世界のオーケストラシ 音楽

リーズ'98イ ンジャバン イスラエル・フィ

ルハーモニー管弦楽団公演

鑑賞者への支援、芸術文化の啓発・普

及、現代芸術の振興

株式会社千葉銀行 銀行

担当部署 :広報部[ス タッフ数14人 ]

〒260-8720 千葉市中央区千葉港1-2

TEL.043…245-111l FAX.043-244-6654 URL.htp://www chibabank.co.,p/

資本金0 売上高④ 経常利1摂D 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

ちばぎんアートギヤラリー 8周年記念展 篠 美術  既成芸術家への支援、芸術文化の啓発・ 主催

崎輝夫展                     普及、地域文化の振興

ちばぎんアートギャラリー 直野恵子・河野香 美術  若手芸術家への支援、芸術文化の啓発・ 主催

2人展                       普及、地域文化の振興

ちばぎんアートギャラリー 遊版会・本版画展 美術 アマチュアヘの支援、芸術文化の啓発 主催

普及、地域文化の振興

ちばぎんひまわリコンサート・オペラの愉し 音楽

みをあなたに

ちばぎんひまわリコンサート・オペラとビア
ノとおはなしと

音楽

芝山国際アー ト展 '98 音楽、美術、演

劇、舞踊、無形

文、有形文

ちばぎんフィルムライブラリー 映像

若手芸術家への支援、鑑賞者への支援、主催

青少年への芸術文化教育、芸術文化の

啓発・普及、地域文化の振興

若手芸術家への支援、鑑賞者への支援、主催

青少年への芸術文化教育、芸術文化の

啓発・普及、地域文化の振興

若手芸術家への支援、既成芸術家への 協賛

支援、鑑費者への支援、青少年への芸術

文化教育、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

鑑費者への支援、青少年への芸術文化 主催

教育、地域文化の振興

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.http:ノ /Ⅵ″い″.chugin.co.ip/

財団法人吉備路文学館[ス タッフ数5人 ]
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〒700-0807 岡山市南方3-5-35
丁EL.086-223-741l FAX.086-223-7411
URL.http://www.chugin.co.,p/who/kanren.html
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資本金④ 売上高④ 経常利益0 従業員01 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 )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

芸術文化の啓発・普及

支援形態

協賛NHK交響楽団定期演奏会 岡山シンフォニー 音楽

ホール第2回公湊

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11人]

〒730…8701 広島市中区小町4-33
丁EL.082-241-021l FAX.082-242-8437 URL_http://Ⅵ Mハv.energia.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

経営理念のなかに「地域の発展に貢献します」を掲げ、き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。

活動名 芸術分野 目的                支援形態

音楽  若手芸術家への支援、既成芸術家への 主催

支援、鑑賞者への支援、芸術文化の啓発
・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 美術 鑑費者への支援、青少年への芸術文化 主催

教育、芸術文化の啓発・普及、地域文化
の振興

中部ガス株式会社 電気。ガス
担当部署 :グループマネジメント本部[ス タッフ数6人 ]

〒441-8505 愛知県豊橋市白河町100

丁EL.0532-31-8166 FAX.0532-33-4033 ∪RL htp://1www.chubugas co jp/

資本金0 売上高② 経常利益0 従業員② 設立1943年

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

全国アマチュアオーケストラフェスティバル
への協賛

音楽 アマチュアヘの支援

芸術分野 目的 支援形態

協賛

浜松ニューイヤーコンサートヘの協賛

日本青少年交響楽団特別演奏会への協賛

フェスティナ・レンテ合奏団への協賛

地域文化の振興

着手芸術蒙への支援

アマチュアヘの支援、地域文化の振興

アマチュアヘの支援、地域文化の振興

音楽

音楽

音楽

音楽

協賛

協賛

協賛

面

~~

豊橋ウィンドアンサンブル研究会への協賛
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豊橋素人歌舞伎保存会への協賛

豊橋文化協会への活動支援

豊橋交響楽団への活動支援

名古屋フィルハーモニー交響楽団への活動支

援

測」、兼1′文 アマチュアヘの支援、伝統芸能の振興、協賛

地域文化の振興

全般  地域文化の振興 その他

その他音楽

音楽

アマチユアヘの支援、地域文化の振興

アマチユアヘの支援、地域文化の振興 その他

中部電力株式会社 電気・ガス

担当部署 :広報部[ス タッフ数3人 ]

〒461‐8680 愛知県名古屋市東区東新町1

TEL.052… 951-821l FAX.052-957-1352 URL.http://www.chuden.co.ip/

名古屋国際室内楽フェスティバル

東京フィル八―モニー交響楽団名古屋定期演

資本金0 売上高0)経常利益0 従業員●)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

協賛

協賛

音楽 若手芸術家への支援

音楽  既成芸術家への支援

ふれあいコンサート 音楽 既成芸術家への支援、鑑賞者への支援 主催

アジアミュージックEXPO 音楽  既成芸術家への支援、鑑費者への支援、主催

ふれあいこども劇場 演劇

国際交流

青少年への芸術文化教育、地域文化の 主催

主催

振興

地球に優しいコンクール 青少年への芸術文化教育

伝統芸能の振興琵琶演奏会 音楽、無II′文

奏会

主催

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10人 ]

〒460-8405 愛知県名古屋市中区新栄1-2-8

TEL.052… 259-1362 FAX.052-259… 1365 1JRL.http://Mハ ″vv.cbc― nagoya.co.ip/

資本金0 売上高② 経常利益0 従業員(0)設立1950年

活動名

名古屋国際音楽祭

ベルリン・コーミッシェ・オーパー日本公演招

聴

芸術分野 目的                支援形態

音楽  着手芸術家への支援、既成芸術家への 主催

支援、芸術文化の啓発・普及、国際交流

澱l、 音楽  芸術文化の啓発・普及、国際交流   主催

東京フィル八―モニー名古屋定期演奏会  音楽 既成芸術家への支援、芸術文化の啓発・ 主催

普及

大阪フィル八―モニー名古屋定期演奏会 音楽 既成芸術家への支援、芸術文化の啓発・ 主催

普及

水戸室内管弦楽団名古屋演奏会 音楽  既成芸術家への支援、芸術文化の啓発・ 主催

大同特殊鋼名演奏家シリーズ

普及

音楽  若手芸術家への支援、既成芸術家への 主催

支援、芸術文化の啓発・普及

音楽  既成芸術家への支援、芸術文化の啓発・ 主催

普及
アレンジャーズ・サミット in Aichi



讚歌第九コンサート

藤村志保 舞の会

無言館 戦没画学生「祈りの絵」展
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アマチュアヘの支援、芸術文化の啓発・ 主催

普及、地域文化の振興

芸術文化の啓発・普及、伝統芸能の振興 主催

脅少年への芸術文化教育、地域文化の 主催

振興、その他

音楽

舞踊、無1′文

135

担当部署 :広報室[ス タッフ数2人 ]

〒150-8488 東京都渋谷区恵比寿1… 28…1

TEL.03-5424-9432 FAX.03‐ 5424-9389 1JRL.http://ヽ A″VV.ChiyOda~fire.CO.lp/

資本金0 売上高④ 経常利益0 従業員0 設立1945年

千代田火災海上保険株式会社 保 険

メセナ活動基本方針
「社会に役立つ千代田火災」をモットーに地域社会との結びつきを深める活動を行っていくこと。

活動名

千代田火災ニューイヤーコンサート99(札

幌、仙台、東京、名古屋、大阪、広島、福岡)

芸術分野 目的                支援形態

音楽  既成芸術家への支援、芸術文化の啓発・ 主催

普及、地域文化の振興

TOA株式会社 音響機器

担当部署 :株式会社ジーベック[ス タッフ数16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O 売上高② 経常利益0 従業員②l 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ワークを生

かし、より良い音環境を創造していく。

2世の中の「音」に対する関心を高める一助とする。

活動名                  芸術分野 目的                支援形態

a sound&art exhibition(5回 シリーズ) 音楽、美術  芸術文化の啓発・普及、現代芸術の振興 主催

「音楽と人」展。「water machine」 ほか

音楽、無1′文 青少年への芸術文化教育、芸術文化の 主催Just Forumシリーズ(14・ 15)

#4「 響きの考古学」音律の学習

15「モノフォニー・コンソート」

能の音楽シリーズ4「能の音楽・語(か たり)の

音楽」

神戸国際音楽祭'98

啓発・普及、現代芸術の振興

音楽、無形文 青少年への芸術文化教育、芸術文化の 主催

啓発・普及、伝統芸能の振興

音楽  芸術文化の啓発・普及、地域文化の振  共催、協力(人

興、その他             ・場・製)

国際コンピューター音楽フェスティバル

ICMF 98
音楽、美術  芸術文化の啓発・普及、現代芸術の振興 共催

アジアの音楽シリーズ第17回「アジアのスー 音楽、無形文

パーフルーティスト‖|」

第3回 フェスティバル「BEYOND
CENCE'98」

「Bob Ostertag&SAY NO MORE」 コ

ンサート

青少年への芸術文化教育、芸術文化の

啓発・普及、伝統芸能の振興

INNO― 音楽、美術  現代芸術の振興、その他 共催、協力(人

・場・製)

音楽  芸術文化の啓発・普及、現代芸術の振興 主催

主催
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伝統楽器のバンド「糸」コンサート

シューベルティアーデたんば'98「丹波の森
国際音楽祭」

音楽、織′文 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

音楽  芸術文化の啓発・普及、地域文化の振  協賛、協力(人

興、その他             ・製)

TDK株式会社 電気機器
担当部署 :広報部

資本金0)売上高0 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  青少年への芸術文化教育、国際交流  協賛
ト

シカゴ交響楽団 ランビニア音楽祭 音楽  地域文化の振興、国際交流

NHK交響楽団

協賛

協賛

国際音楽家芸術協会 音楽

音楽  既成芸術家への支援、芸術文化の啓発

普及

着手芸術家への支援、芸術文化の書発・ 協賛

普及、国際交流

音楽  既成芸術家への支援、芸術文化の啓発・ 協賛
普及

音楽  既成芸術家への支援、芸術文化の啓発・ 協賛
普及

日本オペラ振興会

カザルスホール倶楽部

株式会社TYK ガラス・土石製品
担当部署 :社長室
URL.http://1www.tyk.co.ip/

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

芸術分野 目的                支援形態

美術  若手芸術家への支援、地域文化の振興 主催

テレビ大阪株式会社 通信・放送
〒540…8519 大阪市中央区大手前1-2-18

TEL.06… 6947-0195 FAX.06-6946-9796 1JRL.http://ww、 へ′tv― osaka.co.ip/

資本金0 売上高② 経常利益② 従業員0 設立1982年

メセナ活動基本方針

関西を中心とした文化芸術活動活性化のために役立つもの。

活動名 芸術分野 目的                支援形態

美術  者手芸術家への支援、国際交流    協賛大阪トリエンナーレ
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株式会社デンソー 輸送用機器 137

担当部署 :総務部企画[ス タツフ数3人 ]

〒

“

8-8661 愛知県刈谷市昭和町1-1

TEL.0566-25… 5702 FA〉(.0566… 25¨4520 1JRL.http://、 へ′、vv′ .denso.co.lp/

資本金0 売上高0 経常利益0 従業員10 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。社外より依頼のあつた案件に

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       有形文  文化財等の発掘・保存・修復     出捐・寄付

パシフィック・ミュージツク・フエステイバル 音楽  着手芸術家への支援、芸術文化の啓発・ 協賛

協 賛 普及

美術  着手芸術家への支援、芸術文化の啓発・ 協賛

普及

わたせせいぞう作品展協賛        美術  芸術文化の啓発・普及        協賛

刈谷市文化協会への支援         全般  地域文化の振興           出捐・寄付

日本交響楽振興財団            音楽  既成芸術家への支援         出捐・寄付

名古屋フィルハーモニー交響楽団     音楽  既成芸術蒙への支援、地域文化の振興 出捐・寄付

刈谷大名行列への寄付           無形文  伝統芸能の振興           協賛、協力

2005年 日本国際博覧会開催決定祝賀愛知県

21世紀芸術家集団パリ展協賛

名古屋ボストン美術館への寄付

西尾文化協会会費

美術  芸術文化の啓発・普及、地域文化の振興

全般  アマチユアヘの支援、地域文化の振興

(人 )

出捐・寄付

出捐・寄付

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                支援形態

芸術研究振興財団             美術、鰯文 文化財等の発掘・保存・修復     出捐・寄付

日中合作パレエ「鵠の橋」         舞踊  既成芸術家への支援、現代芸術の振興、出捐・寄付

国際交流

出捐・寄付

出捐・寄付

出捐・寄付

・一」一
新日本フ ル八一モニー交響楽団

名古屋フィル八―モニー交響楽団

NHK交響楽団

日本交響楽団振興財団

日本オペラ振興会

日本フィルハーモニー交響楽団

電通ギャラリー

既成芸術家への支援

既成芸術家への支援 出捐・寄付

既成芸術家への支援         出捐・寄付

既成芸術家への支援         出捐・寄付

一　

一　

一　

一
　

一　

一　

一　

一モ

一菫
課一菫
課
一課一課一課一搬馳

既成芸術家への支援

地域文化の振興、その他

出捐・寄付

主催

株式会社トーエネック 建設

資本金0 売上高④ 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

協賛

協賛
者手音楽家のコンサート 音楽 若手芸術家への支援

トーエネックスペシャルコンサート 音楽  若手芸術家への支援
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URL. http://www.tomen.co.jpl
資本金④l 売上高01 経常利益0 従業員④ 設立1920年

メセナ活動基本方針

経済環境の激変と当社の財務体質を勘案し、当分の間文化事業室は閉鎖し、継続案件のみに絞って広報!Rグル
ープか担当します。

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イパル

国際親善音楽祭

読売日本交響楽団への支援

芸術文化の啓発・普及、国際交流

鑑賞者への支援、国際交流

芸術文化の啓発・普及

音楽

音楽

音楽

協賛

協賛

出捐・寄付

株式会社トーメン 卸売業

トピーエ業株式会社 金属製品
資本金●)売上高④ 経常利益0 従業員④ 設立1921年

メセナ活動基本方針

1企業の社会貢献の一環として、地域文化の振興を支援する。
2地域との文化交流の促進、伝統文化の普及に努める。

活動名                  芸術分野 目的                支援形態

多目的イベント施設「きみとぼくホール」の一 音楽、美術、演 若手芸術家への支援、アマチュアヘの 協力(場 )

般貸出                  自、舞踊  支援、鑑費者への支援、青少年への芸術
文化教育、芸術文化の啓発・普及、現代
芸術の振興

「豊川おいでん祭(手筒花火)」の協賛 無形文  伝統芸能の振興 協賛

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10人 ]

〒112-8701 東京都文京区後楽1¨4-18

TEL. 03-3817-9139 FAX. 03-3817-9036 URL. http://www, toyota.co. jplmecenat/
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

社会貢献活動のなかのメセナ活動については、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」、0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に継続的に取り組む。

主な取り組みテーマは、つぎの5点。

1アマチュア音楽活動支援。
2若手芸術家の活動支援。

3障害者の芸術文化活動支援。
4芸術文化活動の つ`なぎ手

″
の育成。

5地域単位での地元に密着した活動。

活動名                  芸術分野 目的                支援形態

トヨタコミュニティコンサート(年間80回)音 楽  アマチュアヘの支援、青少年への芸術 主催
文化教育、地域文化の振興

トヨタ青少年オーケストラキャンプ

トヨタミュージックライプラリー(ク ラシッ

ク曲の楽譜無料貸出し)

音楽  アマチュアヘの支援、青少年への芸術 主催
文化教育

音楽   アマチュアヘの支援         主催

トヨタアフター5コ ンチェルト 音楽 アマチュアヘの支援 主催
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全国アマチユアオーケストラフエステイバル 音楽  アマチュアヘの支援、地域文化の振興 139
第7回アフター5コ ンサート in TOYOTA・  音楽  地域文化の振興

ベルリンフイルクィンテツト特別コンサート

第8回アフター5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

トヨタクラシックス・ワールドオブ八―モニ

ー(ア ジア8か国・9公演)

ジャバン・ヤングアーティスト・チェンバーミ

ュージック・ソサエティー(JYACMS)第14

回公演

音楽 鑑賞者への支援、国際交流

音楽 着手芸術家への支援

主催

主催

主催

主催

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・ソサエティー(JYACMS)第15

回公演

高校生のための名フィルポップスコンサート 音楽

(2公演)

トヨタふれあいコンサート(全国10地域14公 音楽

演)

トョタコミュニテイアート(全国4地域4回 )

トョタエイブルアートフォーラム(全国11地

若手芸術家への支援

鑑費者への支援、青少年への芸術文化 主催

教育

若手芸術家への支援、鑑賞者への支援、主催

地域文化の振興

美術  若手芸術家への支援、鑑賞者への支援、主催

現代芸術の振興、地域文化の振興

美術  芸術文化の書発・普及、地域文化の振  主催

興、その他

主催

域 )

トヨタアートマネジメント講座(全国8地域)

観客育成プログラム・バックステージトーク

「伊藤キム ダンス公演」

観客育成プログラム・バックステージトーク

「イデビアン・クルー ダンス公演」

トヨタからの贈りもの～親と子のフアミリー

コンサート

第22回音楽之友社賞・副賞=ト ヨタ音楽費

全般  芸術文化の啓発・普及、地域文化の振興 主催

舞踊  若手芸術家への支援、鑑賞者への支援 主催

舞踊  若手芸術家への支援、鑑費者への支援

音楽  鑑費者への支援、青少年への芸術文化

教育

音楽  既成芸術家への支援、芸術文化の啓発・

普及

主催

協賛

協賛

協賛第19回霧島国際音楽祭・講習会 着手芸術家への支援、アマチユアヘの

支援、地域文化の振興

パシフィック・ミュージツク・フエステイバル 音楽 アマチュアヘの支援、青少年への芸術 協賛

1998 文化教育、国際交流

音楽

PMFウィーンコンサート

エイジアンファンタジイ98

第172回毎日ソリステン～大谷玲子バイオリ 音楽 若手芸術家への支援

ン・リサイタル

第173回毎日ソリステン～福島明也バリトン 音楽 若手芸術家への支援

リサイタル

第25回ジャバン・ヴイルトーゾ・シンフォニ 音楽  既成芸術家への支援

音楽  既成芸術家への支援

音楽  既成芸術家への支援、国際交流

一
　

一
　

一

一賛

一賛

一賛

一協

一協

一協

協賛

―・オーケストラ名古屋公演

第27回ジャバン・ヴイルトーゾ・シンフォニ 音楽  既成芸術家への支援 協賛

―・オーケストラ大阪公演

第7回国際音楽祭「ヤングプラ八」 音楽  若手芸術家への支援、国際交流
一　

一

一
　

一

一
　

一

一
　

一

一臓

一顕
第8回グリーンコンサーツ

支援、地域文化の振興
音楽   若手芸術家への支援、アマチュアヘの

協賛
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14o 第8回インターナショナル・オルガンフェス 音楽

ティパル・イン・ジャバン

既成芸術家への支援、国際交流    協賛

第3回クラシックはいかか?～没後150周年

記念ショバンの世界～

音楽  鑑賞者への支援

98サイトウ。キネン・フェスティパル 音楽  既成芸術象への支援、地域文化の振興 協賛

協賛

小澤征爾・新日本フィル特別公演ベンション 音楽
フアンドコンサート

既成芸術家への支援 協賛

祈りの行方～グレツキ×三校威彰

第93回東京室内歌劇場公演「ヴエニスに死
す」

三一　

一

三一　

一

一　
一

一　

一

一　

一

一援

一援
一岐
一岐一躁

一成
一威

一既
一既

三一議
一議

協賛

協賛

第94回東京室内歌劇場公演「狂つてゆくレン 音楽
ツ」

既成芸術家への支援 協賛

モーツァルトビアノ協奏曲32曲演奏会(98 音楽

年度第5回 -9回
)

若手芸術家への支援 協賛

シエナ・ウインド・オーケストラ第5回定期演 音楽

奏会

若手芸術家への支援 協賛

シエナ・ウインド・オーケストラ第6回定期演 音楽

奏会

若手芸術家への支援 協賛

北欧アンサンブル第2回定期演奏会

東京芸術大学奏楽堂開館記念演奏会
フランス国立トウールーズ室内管弦楽団日本
公演

日仏委嘱作品公演～管弦楽曲とオペラ「あや
め」

音楽  既成芸術家への支援

音楽  芸術文化の啓発・普及

音楽  既成芸術家への支援

音楽  既成芸術家への支援

一
　

一　

一　

　

一

一
　

一　

一
　

　

一

一
　

一　

一
　

　

一

一
　

一　

一　

　

一

一賛

一賛
一賛
　
一賛

一協

一協
一協
　
一協

オペレッタ「微笑みの国」         音楽

久保田巧&ヴアディム・サ八ロフ デュォ・り 音楽

サイタル

一　

一

一　

一

一　

一

一　

一

一　

一

一　

一

三一　
一

一　
一

一援
一援

一支
一支一豹一莉

一術
一術

一芸
一芸

一成
一成

一既
一既

協賛

協賛

迫昭嘉ピアノリサイタル「ベートーヴェン後 音楽 既成芸術家への支援 協賛
期ピアノ く」

山本友重 ヴァ リンリサイタル 音楽  若手芸術家への支援        協賛
音楽  若手芸術家への支援        協賛
音楽  若手芸術家への支援        協賛
音楽   鑑費者への支援、その他       協賛

篠崎友美ヴイオラリサイタル

深山尚久ヴァイオリンリサイタル

オリンピツクコンサート'98

1000人 のチェロ・コンサート

ランコントル ノエル～さまざまなクリスマ
スとの出違い～

音楽  既成芸術家への支援、アマチュアヘの 協賛

支 援

音楽 既成芸術家への支援 協賛

ジャバン・ポップス・フェスティバリレーアレン 音楽
ジヤーズ・サミツト in AICH!98

既成芸術家への支援、地域文化の振興 協賛

東京純心女子大学クリスマス・コンサート  音楽

第8回富士山麓国際音楽祭         音楽

アマチュアヘの支援

地域文化の振興

地域文化の振興

音楽  青少年への芸術文化教育、地域文化の 協賛
振興

一　

一
　

一

一　

一
　

一

一　

一
　

一

一

一　

一

一贅
一贅

一賛

一協

一協

一協第4回御殿場国際音楽祭富士山フェスティバ 音楽

ル

第4回全国学生邦楽フエスティバル

既成芸術家への支援、アマチュアヘの
支援、地域文化の振興

神戸市演奏協会第107回公演「魔笛」 音楽 協賛
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第14回瀬戸合唱フェスティバル・第1回愛環 音楽

音楽祭

アマチュアヘの支援、地域文化の振興 協賛

98省エネオペラ「魔笛」 音楽  若手芸術家への支援、地域文化の振興 協賛

コンサートかなざわ第10回記念定期演奏会

宮田町新春ふれあいコンサートー鈴木理恵子 音楽  若手芸術家への支援、鑑賞者への支援、協賛

と音楽の仲間たち                 地域文化の振興

五戸町町民いこしヽの日コンサート～深山尚久 音楽  若手芸術家への支援、鑑賞者への支援、協賛

と音楽の仲間たち 地域文化の振興
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一
　

一

一賛

一

一協

一

一興

一

一振

一

一の

一

一ヒ

一

一刻

一

一域

一

一地

一

一援

一

一支

一

一の

一

一家

一

一術

一

一ヨ

一

一成

一

一既

一

一
　

一

一楽

一

一立曰
一

宮城大学第3回サロンコンサート～オペラを 音楽

気軽に楽しもう !!

若手芸術家への支援、鑑賞者への支援、協賛

地域文化の振興

とよたミュージックパトル98

愛知県少年少女合唱連盟・第2回合唱フェス

ラ=ィ ノヽリレ

若手芸術家への支援、アマチュアヘの 協賛

支援、青少年への芸術文化教育、地域文

化の振興

青少年への芸術文化教育、地域文化の

音楽

音楽 協賛

振 興

名古屋音楽学校第66回日本音楽コンクール 音楽

受賞記念演奏会

既成芸術家への支援、地域文化の振興 協賛

第21回名古屋国際音楽祭 音楽  既成芸術家への支援、地域文化の振興、協賛

国際交流

音楽  既成芸術家への支援、地域文化の振興 協賛第10回栃本蔵の衛音楽祭

第7回人の鳥コンサート「佐藤陽子/パーヴェ 音楽

ル・ネルセシアン ジョイントコンサート」

地域文化の振興

21世紀子ども応援キャンペーン第1回 コンサ 音楽 青少年への芸術文化教育

― ト

JCA合唱団第9回定期演奏会

FIJMワールドオークストラ'98ア ジアツア

ー日本公演「ワールドオーケストラコンサー

ト」

音楽 アマチュアヘの支援

音楽   アマチュアヘの支援、青少年への芸術 協賛

文化教育、国際交流

アジアの音楽広場'98「南の島からの贈り物」 音楽

協賛

協賛

協賛

協賛

協賛原荘介とニコ・バンクーバー日本公演「ギター 音楽

とピアノの楽しいデュオ・コンサート」

若手芸術家への支援、国際交流

既成芸術家への支援、国際交流

ト

ジャバンユースシンフォニーオーケストラ  音楽

98ヨーロッパ公演

アマチュアヘの支援、国際交流 協賛

東京ゾリステン欧州演奏旅行       音楽  既成芸術家への支援、国際交流    協賛

高円宮妃殿下・カーネギーホールプロジェク 音楽  既成芸術家への支援、芸術文化の啓発・ 協賛

普及、国際交流

UP WITH PEOPLE日 本公演 音楽  若手芸術家への支援、国際交流    協賛

音楽  既成芸術家への支援、国際交流    協賛

音楽  若手芸術家への支援、国際交流    協賛

日仏交流クラシック・コンサートシリーズ

'98日 露交歓 コンサー ト

尾田頼彦のモーツァルトとイタリアオペラの 音楽 既成芸術家への支援 協賛

世 界

JVC(国際ポランティア協会)メ サイアコン 音楽

サート

既成芸術家への支援、その他

世界のお巡りさんコンサートINソ ウル   音楽  アマチュアヘの支援、国際交流

和太鼓「東京打撃団」公演 音楽  着手芸術家への支援

STEPSミュージカル「ラブ/サーティー」 音楽

協賛

音羽ゆりかご会・創立65周年記念企画番組
「日本の心のうた」

若手芸術家への支援

既成芸術家への支援

一
　

一　

一
　

一

一
　

一　

一
　

一

一
　

一　

一
　

一

一
　

一　

一
　

一

一
　

一　

一
　

一

一贅

一贅

一贅

一賛

一協

一協
一協

一協音楽



142

第2章 1企業別メセナ活動

第14回こどもたちへ～43人の作曲家による 音楽 既成芸術家への支援

自作自演のビアノコンサート

梅津美葉CD「スプリング・ソナタ」の制作支

援

音楽 若手芸術家への支援

フォーレ作曲 レクイエムCDの制作支援 音楽

協賛

協賛

協賛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‖

芸術文化の啓発・普及

既成芸術家への支援

協賛

カザルスホール倶楽部コーボレートスポンサ 音楽
―ズ

その他 協賛

名古屋フィル八―モニー交響楽団 定期・特別 音楽

演奏会

名古屋フィル八―モニー交響楽団への賛助

新日本フィル八―モニー交響楽団への賛助

日本フィル八一モニー交響楽団への賛助

NHK交響楽団への賛助

日本交響楽振興財団への賛助

ウィーン国立歌劇場への賛助

日本の心 富士の美展

既成芸術家への支援、地域文化の振興 協賛

音楽  既成芸術家への支援

音楽  既成芸術家への支援

音楽  既成芸術家への支援

音楽  既成芸術家への支援

音楽 既成芸術家への支援

音楽  既成芸術家への支援

美術  文化財等の発掘・保存・修復

美術  既成芸術家への支援

出捐・寄付

出捐・寄付

出捐・寄付

出捐・寄付

出捐・寄付

出捐・寄付

協賛

協賛

ジェームス・タレル展 美術  既成芸術家への支援、現代芸術の振興 協賛

美術  現代芸術の振興           協賛河口龍夫～封印された時間展

河口〈関係)大学～封印された時間を解く(連 美術
続講座)

鑑賞者への支援、現代芸術の振興   協賛

なせ、これがアートなの? 美術 現代芸術の振興

「Sha‖ We Go To Living Room」    美術  若手芸術家への支援、現代芸術の振興

アート・ナウ98ほ とばしる表現力 美術  芸術文化の啓発・普及、その他

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

一費
一賛

一賛

一贅
　
一賛

　
一賛

一賛

一協
一協

一協

一協

　
一協
　

一協

一協

このアートで元気になるエイブル・アート
'99

美術  芸術文化の啓発・普及、その他

ギンザギャラリーネット98 Hybrid Asia 美術

〈東西文化の混成〉

既成芸術家への支援、国際交流

第6回プリンツ21グランプリ展 美術  若手芸術家への支援、現代芸術の振興

高畠華宵大正ロマン館「シリーズ1920年 代  美術

展・口絵編」

既成芸術家への支援、地域文化の振興

川俣正コールマイン田川1998

ミュージアム・シティ・福岡1998「 新古今」 美術

美術  若手芸術家への支援、現代芸術の振興、協賛

地域文化の振興

若手芸術家への支援、現代芸術の振興、協賛

地域文化の振興

日本女性写真家展

KIDS'GUERNICA'98国 際こども平和

壁画展 1998年 大阪展

美術  既成芸術家への支援、国際交流    協賛

美術  青少年への芸術文化教育、国際交流  協賛

大和日英基金巡回展 日本と英国の架け橋

BRIDGES
若手芸術家への支援、現代芸術の振興、協賛

国際交流

美術

石垣定哉・ニューヨーク展

CW'AJ現 代版画展

中国現代芸術展日本展

既成芸術家への支援、国際交流

現代芸術の振興、国際交流

現代芸術の振興、国際交流

美術

美術

一

一　

一

一

一

一

一　

一

一

一

一費
一賛

一賛
一贅
一賛

一協
一協

一協
一協
一協

美術

日韓現代美術展 美術  現代芸術の振興、国際交流

ポリフォニック・イン・プラ八(日チェコ国際

共同展)

美術  現代芸術の振興、国際交流
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トラッシュライブ98～ ゴミと美術家達展～ 美術 既成芸術家への支援、現代芸術の振興、協賛

国際交流

北欧アート展「NEW LiFE」        美術  若手芸術家への支援、現代芸術の振興、協賛

国際交流

風の回廊―corridor in the wind― 鯨津朝 美術  若手芸術家への支援、現代芸術の振興 協賛

子展

プロジェクトA.P.0. 美術  若手芸術家への支援、現代芸術の振興

国際美術評論家連盟日本大会「トラジション 美術  芸術文化の薔発・普及、国際交流

一変貌する社会と美術」

国際シンポジウム「地域社会になぜアートが 美術 芸術文化の啓発・普及、国際交流 協賛

必要か?」
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一
　

一

一
　

一

一
　

一

一
　

一

一雌

一膠

第36回豊田市民美術展 美術  アマチュアヘの支援、鑑賞者への支援、協賛

地域文化の振興

第48回豊田美術展 美術 協賛既成芸術家への支援、アマチュアヘの

支援、鑑賞者への支援、地域文化の振興

名古屋ボストン美術館開館準備支援(発起人 美術

会支援)

芸術文化の啓発・普及、国際交流   出捐・寄付

サンフランシスコアジア美術館移転に伴う資 美術 芸術文化の啓発・普及、国際交流

金援助

出捐・寄付

協賛写真展「日本の山岳写真80年」 美術  既成芸術家への支援、地域文化の振興

第3回シアターコクーン戯曲賞(受賞作品

「Zenmai」 )

演劇  若手芸術家への支援 協賛

日欧現代演劇交流の祭典 演劇  既成芸術家への支援、国際交流 三二三一腋
一臓札幌ユースシアター(4公演)

東京アクターズ・レパートリー・カンパニー
「菊と薔薇―英国公使夫人の見た明治日本」

劇団かもねぎショット夢十夜シリーズ・第五

夜「約束」

演劇  若手芸術家への支援、青少年への芸術

文化教育、地域文化の振興

演劇 既成芸術家への支援

演劇  既成芸術家への支援、現代芸術の振興 協賛

協賛

劇団道化座 生きるシリーズ5・ 6

劇団―跡二跳 第38回公演「少女と老女のポ

ルカ」

演劇  既成芸術家への支援、現代芸術の振興

演劇 着手芸術家への支援、現代芸術の振興

一
　

一　

　

　

一
　

一

一
　

一　

　

　

一
　

一

一贅

一贅

　

一贅

一贅

一協

一協

　

一協

一協

劇団瑠華殿 第15回公演「疵」 演凛」  若手芸術家への支援、現代芸術の振興

劇団アクトB¨ GUN「隅田川リバーキーパー 演劇

ズ」

若手芸術家への支援、現代芸術の振興

ギイ・フォワシー・シアター池袋演劇祭参加作 演劇  既成芸術家への支援、現代芸術の振興 協賛
品「動機」「自警団」

劇団解体社「零カテゴリー‖」       演劇  若手芸術家への支援、現代芸術の振興 協賛

サモ・アリナンズ プロデュース第13弾「ホー 演劇  着手芸術蒙への支援        協賛

ムズ」

アリスフェスティパル98第2回アジア小劇 演劇

場演劇ネットワーク東京公演

若手芸術家への支援、現代芸術の振興、協賛

国際交流

Asia meets Asia 98

アジア芸術祭98「東京新世界‖」

FPP(フ ェイマス・ピープル・プレイヤーズ)

1998日 本公演

演劇  若手芸術家への支援、現代芸術の振興、協賛

国際交流

演劇 若手芸術家への支援、国際交流 協賛

協賛演劇 国際交流、その他
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シリーズアジアの人形芝居 Pan 6「 中国一― 演劇

泉州の糸あやつり」

伝統芸能の振興、国際交流 協賛

デフ・パペットシアターひとみフアミリー劇 演劇
場「カガミ丸」

その他 協賛

ステージクラフト舞台芸術ワークショップ
「夜明けに消えた」

演劇 その他 協賛

98サマー・アート・スクール 舞踊  その他 協賛

ダンス・ダイナミクス・ワークショップ 舞踊  その他               協賛

舞踊  既成芸術家への支援、現代芸術の振興 協賛

舞踊  既成芸術家への支援、現代芸術の振興 協賛

ダンス・セレクション98

横浜ダンスコレクション99

伊藤キム+輝く未来「少年～少女」     舞踊  若手芸術家への支援、現代芸術の振興 協賛

イデビアン・クルー「ウソツキ」      舞踊  若手芸術家への支援、現代芸術の振興 協賛

永谷亜紀 &danscapes「 肌温 Journey」 舞踊  若手芸術家への支援、現代芸術の振興 協賛

Dance G第 4回公演「New Relation」  舞踊  若手芸術家への支援、現代芸術の振興 協賛

電脳空間舞踊「CASA」

イヌイット・イヌークライブパフォーマンス
「血流の瞳」

ボリス・シャルマッツダンスカンパニー公演

アナット・ダニエリダンスカンパニー東京公

演「Luna」

アジア舞踊の現在 インド編

和泉宗家欧州公演

和泉宗家アジア婦人友好会30周年記念式典

における公演

第3回世界バレエ・モダンダンスコンクール 舞踊  現代芸術の振興、国際交流      協賛

舞踊  鑑賞者への支援、芸術文化の啓発・普及 協賛特別プログラム「公演をもっと楽しみたい方
へ :井手茂太のダンスってなんなんだ?」

フレデリック・ワイズマン映画祭 映像  芸術文化の書発・普及、国際交流、その 協賛

他

TAMA C!NEMA FORUM第 8回映画祭 映像 地域文化の振興

「星空のパイオリン」小平上映会 映像  青少年への芸術文化教育 協賛

「星空のパイオリン」東大和上映会     映像  青少年への芸術文化教育       協賛
「栄光へのシュプール～猪谷千春物語」札幌上 映像  青少年への芸術文化教育      協賛
映会

大和町アートマネジメント講座(宮城県)  全般  芸術文化の啓発・普及、地域文化の振興 協賛

国際シンポジウム地球市民への道「文化遺産 有形文  国際交流、その他          協賛
を守る平和へのネットワーク」

パブリックアート・フォーラム 98年度定例 美術  芸術文化の啓発・普及        協賛

会(年間6回 )

パブリックアート・フォーラム 第5回全国シ 美術  芸術文化の啓発・普及、地域文化の振興 協賛

ンポジウム

こうばこの会 第21回チャリティ公演 演劇  その他               協賛

音楽、瀬1、 舞 芸術文化の啓発・普及        出捐・寄付

踊

新国立劇場運営財団への賛助

舞踊  既成芸術家への支援、現代芸術の振興 協賛

舞踊  若手芸術家への支援、現代芸術の振興 協賛

舞踊  既成芸術家への支援、現代芸術の振興 協賛

舞踊  若手芸術家への支援、現代芸術の振興、協賛

国際交流

舞踊  芸術文化の啓発・普及、現代芸術の振興 協賛

舞踊  既成芸術家への支援、国際交流    協賛

舞踊  既成芸術家への支援、国際交流    協賛

民俗・郷土文化にかかわる地域イベント(45

件)

芸術文化にかかわる国際交流イベント(13

件)

無形文  文化財等の発掘・保存・修復、地域文化 協賛

の振興

全般 国際交流

協賛

協賛
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東京海上火災保険株式会社 保険 145

担当部署 :総務部社会環境室[ス タッフ数6人 ]

〒100-3050 東京都千代田区丸の内1-2-1

丁EL.03… 3285-0274 FAX 03-5223-3013 ∪RL.http://www.tokiomarine.co.ip/

資本金0 売上高0 経常利
`К

D 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

トウキョウマリンギャラリー運営 美術、その他 アマチュアヘの支援

慈善狂言会(東京。大阪)

オルプライト・ノックス美術館展

無形文  芸術文化の啓発・普及、伝統芸能の振

興、その他

美術 鑑賞者への支援

支援形態

協力(場 )

協賛、協力(人

・場)、 出捐・寄

付

協賛

大和まほろば展 美術、有形文 鑑賞者への支援、文化財等の発掘・保存 協賛
・修復

美術 鑑費者への支援オランジュリー美術館展

プラック展

ワシントンナショナルギヤラリー展

水の物語展

美術  鑑賞者への支援

美術 鑑賞者への支援

一　

一　

一　

一

一　

一　

一　

一

一　

一　

一　

一

一　

一　

一　

一

一　

一　

一　

一

一績

一腋

一腋

一雌美術  鑑賞者への支援

橿原考古学研究所講演会 有形文  鑑賞者への支援、文化財等の発掘・保存 協力(人・場 )

・修復

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[スタッフ数4人 ]

〒105-8527 東京都港区海岸1-5-20

TEL.03… 5400-7676 FAX.03‐ 3437‐ 9130

URL.http://1wvvw.tokyo¨ gas.co.ip/

資本金0)売上高0 経常利益0 従業員01 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、食の情報を発信して

豊かな食生活をお楽しみいただく機会を設けています。私たちは、これらの催しを通じて、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  青少年への芸術文化教育、芸術文化の 主催

啓発・普及、地域文化の振興

小・中学生陶芸コンクールの開催

地球環境映像祭の特別協賛

ガスミュージアムの運営

日本フィル八―モニー交響楽団

読売日本交響楽団

ポケットコンサートの開催

アマチュアヘの支援、芸術文化の書発・ 協賛

普及、国際交流

芸術文化の啓発・普及、文化財等の発掘 主催
・保存・修復

芸術文化の啓発・普及        協賛

芸術文化の啓発・普及        協賛

芸術文化の啓発・普及、地域文化の振興 主催

映像

美術、有形文

音楽

音楽

音楽



第2章 1企業別メセナ活動
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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.03-4216-111l URL.http://,wvv、 ″.tepco.co.lp/

東京電力株式会社 電気。ガス

資本金0 売上高⑦ 経常利益0 従業員⑦ 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社員が汗を流すことのできる活動。

4継続できる活動。

5当社の設備やスペースを活用できる活動。

を基準として重点選別のうえ、進めている。

活動名

TEPC0 1万 人コンサー ト

TEPCOふれあいツアーコンサート

芸術分野 目的                支援形態

音楽、舞踊、そ アマチュアヘの支援、地域文化の振興  主催

の他

音楽   アマチュアヘの支援、地域文化の振興  主催

TEPCOおはなしきゃらばん 演劇 鑑費者への支援、青少年への芸術文化 主催

教育

TEPCOフアミリーミュージカル 演劇  鑑費者への支援、青少年への芸術文化 主催

教育

映像  芸術文化の啓発・普及、現代芸術の振興 協賛東京国際映画祭への支援

株式会社東京都民銀行 銀行

担当部署 :経営企画部広報室[ス タッフ数5人 ]

〒106-8525 東京都港区六本木2-3-11

TEL.03-3582-4086 FAX 03-3582-8296

資本金④ 売上高O 経常利1薇)従業員10 設立1951年

メセナ活動基本方針

1企業市民として芸術文化活動に対する支援を行う。

2芸術文化活動の支援を通して地域社会の発展に貢献する。

活動名                  芸術分野 目的 支援形態

クラシックコンサートの協賛 音楽  既成芸術家への支援 協 賛

株式会社東芝 電気機器
担当部署 :東芝国際交流財団[ス タッフ数4人 ]

〒105-8001 東京都港区芝浦1-1-1
~「

EL 03-3457-2733 FAX.03-3457-4389 URL.http://,wvぃ ″.toshiba.co.jp/

資本金O売 上高0経 常利益0従 業員0設 立1875年

メセナ活動基本方針

1対日理解の促進に関するシンポジウム、セミナー等の開催および助成。

2現地社会への貢献に関する参加および協力。

3対日理解の促進に関する調査研究に対する助成。

4対日理解の促進を担う人材の養成。

5対日理解の促進および現地社会への貢献に関する情報の収集および提供。
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活動名

ブルームスパーグ劇場(ベンシルバニア)「能

芸術分野 目的

無形文 伝統芸能の振興

トレーニング」

ループル美術館 日本語解説パネルの寄贈  美術  鑑賞者への支援

国立美術館・国立博物館 館内案内バンフレッ 美術  鑑賞者への支援

卜の制作

支援形態

出捐・寄付

出捐・寄付

出捐・寄付

出捐・寄付

147

フィラデルフィア美術館 館蔵品の日本語図 美術

録制作

鑑賞者への支援

フォークダンス連盟リトニア・ポーランドと 舞踊、そ研し 芸術文化の書発・普及、国際交流   協賛

の親善・交流

おはなしきゃらばん アジア・ワークショップ 演劇  伝統芸能の振興、地域文化の振興、国際 協賛

交流

大連大学 日本関連図書の寄贈と日本文化コ 文学、そ鋭

' 
国際交流、その他

―ナーの設置

出捐・寄付、そ

C.T.ダグラススクール(マサチューセッツ州 全般 国際交流 、その 11」

の他

出捐・寄付、そ

・米国)幼稚園および小学生対象の日本語・日

本文化教育

の他

東陶機器株式会社 ガラス・土石製品

担当部署 :文化推進部[ス タッフ数19人 ]

〒107-0062 東京都港区南青山1-24-3 TOTO乃 木坂ビル2F
‐

「 EL.03-3595…9640 FAX.03-3423-4085 URL http://1ww.toto.co.lp/

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 芸術分野 目的 支援形態

ギヤラリー・間 建築・デザイン専門ギャラリ

ーの運営

ギヤラリー・間 建築講演会の開催

建築  その他 主催

建築 その他
一　

一

一　

一

一　

一

一催

一催

一主

一主建築関連書籍の出版 建築、有形文、  その他

北 九州 国際百 楽 祭 協賛
一硼

一課 地域文化の振興、国際交流

東武鉄道株式会社 倉庫。運輸
担当部署 :総合企画室

〒131… 8522 東京都墨田区押上1-1-2

TEL 03-3621… 5032 FAX.03-3621-5039 URL http://wwvv.tobu.co.ip/

資本金0 売上高0 経常利益④ 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への貢献。

2地域密着型企業として地域社会への選元を行う。
※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

東武ワールドスクウェアの運営

芸術分野 目的 支援形態

建築、有形文 芸術文化の啓発・普及 主催

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 主催
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向島文化サロン(東武博物館)の開催 演劇、文学  鑑賞者への支援 主催

東京都歴史文化財団への資金援助 音楽、測1、 舞 芸術文化の啓発・普及、現代芸術の振  協賛

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 FA〉 (.052… 882-2593 1」 RL http://w、 ″w.tohogas.co.ip/

資本金④ 売上高④ 経常利益④ 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                支援形態

詩(自然や環境に関する)の募集「虹のことば」文学  青少年への芸術文化教育、その他   主催

名フィルコンサート 音楽  既成芸術家への支援、芸術文化の啓発・ 主催

普及、地域文化の振興

美術  芸術文化の啓発・普及、その他    主催

音楽  若手芸術家への支援、青少年への芸術 主催

文化教育、芸術文化の啓発・普及

栄ガスビルギヤラリー

東邦ガスクラシック

第3回世界パレエ &モダンダンスコンクー 舞踊

ル

若手芸術家への支援、芸術文化の啓発・ 協賛

普及、国際交流

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://www.toray.co.ip/

資本金0)売上高0 経常利1編Э 従業員O 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、国内外を問わず、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

音楽  芸術文化の啓発・普及、地域文化の振興 協賛本曽福島町 第24日本曽音楽祭

日英協会美術展「夢の英玉室富殿巡り」   美術  芸術文化の啓発・普及、国際交流   協賛

全国高等学校文化連盟「全国高等学校小倉百 無形文  伝統芸能の振興           協力(製 )

人一首かるた大会」

国際芸術文化振興会「日韓現代美術展」   美術  現代芸術の振興、国際交流      協賛
「土日基金センター」建設基金        無形文  芸術文化の啓発・普及、国際交流   協賛

軽井沢ウィンターフェスティバル実行委員会 無形文  その他
「平成10年度軽井沢ウィンターフェスティバ

ル」

協賛

日本フィル八―モニー交響楽団会員 音楽 芸術文化の啓発・普及

新日本フィル八―モニー交響楽国会員   音楽  芸術文化の啓発・普及

出捐・寄付

出捐・寄付

三井文庫会員 有形文  文化財等の発掘・保存・修復

有形文  文化財等の発掘・保存・修復

出捐・寄付

出捐・寄付古代学協会会員
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出捐・寄付新国立劇場運営財団会員

国際文化会館会員

芸術文化交流の会会員

東京音楽文化協会会員

音楽、潤、1現 代芸術の振興

踊

全般 国際交流

全般  鑑費者への支援、芸術文化の啓発・普及

音楽、湖1、 映 鑑賞者への支援
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出捐・寄付

出捐・寄付

出捐・寄付

像

パリ。日本文化会館。日本友の会会員 全般  国際交流

「上海カルテット」の特別協賛       音楽
「オーケストラアジア」協賛        音楽

芸術文化の啓発・普及

芸術文化の啓発・普及

一　
一　
一　
一　
一

一付
一　
一　
一　
一

一寄
一　
一　
一　
一

再

一贅
一贅
一賛
一賛

一出
一協
一協
一協
一協

「ゴヤ展」協賛 美術  芸術文化の啓発・普及

「ワシントン・ナショナル・ギヤラリー展」協賛 美術 芸術文化の啓発・普及

株式会社東和銀行 銀行

担当部署 :総合企画部[ス タッフ数7人]

〒371-8560 群馬県前橋市本町2-12-6

TEL.027-234-111l FAX.027-233… 2505 URL.http:/ノ lⅣMハv.towabank.co.ip/

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
「役に立つ銀行」という経営理念に沿い、地域社会貢献活動の一環として、地域の芸術。文化振興に寄与することを

目的に実施している。

活動名 芸術分野 目的                支援形態

演劇  青少年への芸術文化教育、地域文化の 主催東和よいこ劇場

県民文化講座

振興

芸術文化の啓発・普及、地域文化の振興 共催、協力

(人 )

全般

萩原朔太郎賞 文学  既成芸術家への支援、芸術文化の啓発・ 協賛

普及、地域文化の振興

音楽  アマチュアヘの支援、青少年への芸術 出捐・寄付

文化教育、地域文化の振興

朔太郎ジュニアオーケストラ

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

TEL 06… 6363-021l FAX.06-6363-1124

資本金0 売上高④ 経常利益0 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って

いく方針。

活動名 芸術分野 目的

室内楽コンサートシリーズ 音楽 既成芸術家への支援

注ロアーティストシリーズ 音楽  既成芸術家への支援

」
一
一

難
一雛
一難
一離
一難

新人紹介シリーズ 音楽 若手芸術家への支援

ホール無料提供コンサートシリーズ

世界一周音楽の旅シリーズ

ティータイムコンサートシリーズ

トワイライトコンサートシリーズ

若手芸術家への支援、アマチュアヘの

支援、地域文化の振興

鑑賞者への支援、国際交流

既成芸術家への支援、鑑賞者への支援

音楽

一　

一　

一

一　

一　

一

一楽

一楽

一楽

一〓曰
一立日
一〓日

主催

主催

鑑賞者への支援 主催
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ハイビジョンオペラシアターシリーズ

小さなお子様とおかあさん向けの音楽物語

一　

一一融一課
鑑賞者への支援

主催青少年への芸術文化教育

共催

売上高① 経常利1長D 従業員● 設立1919年

株式会社十勝毎日新聞社 新聞

メセナ活動基本方針

1地域文化の振興。

2芸術・文化の啓発。

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・事業経営の調和。

活動名 芸術分野 目的                支援形態

音楽、美術、演 芸術文化の啓発・普及、現代芸術の振  出捐・寄付

劇、文学  興、地域文化の振興

とかちカルチャーネットヘの支援

十勝文化会議への支援 音楽、美術、演 若手芸術家への支援、既成芸術家への 出捐・寄付

劇、文学  支援、青少年への芸術文化教育、芸術文

美術

化の啓発・普及

芸術文化の啓発・普及、現代芸術の振興現代日本画名品展の開催 共催

戸田建設株式会社 建設

担当部署 :広報部[ス タッフ数4人]

〒104-8388 東京都中央区京橋1¨ 7-1

TEL.03… 3535-1356 FAX.03-3564-6713

資本金④ 売上高0 経常利益0 従業員0 設立1936年

活動名 芸術分野 目的                支援形態

美術  芸術文化の啓発・普及、国際交流、その 協賛

他

東京都庭園美術館

株式会社栃木銀行 銀行

担当部署 :広報文化部[ス タッフ数5人 ]

〒320-8680 栃木県宇都宮市西2… 1-18

TEL.028-633… 1241 FAX.028-632-8814 URL.http://wvvw.tochigibank.co.ip/

資本金④ 売上高0)経常利1蟹Э 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 芸術分野 目的

日光山輸王寺へ「護摩堂」建立支援     有形文

日光山輪王寺「薪能」協贅          無形文
「ふるさと宮まつり」協賛

文化財等の発掘・保存・修復

伝続芸能の振興

無形文  芸術文化の啓発・普及

鑑賞者への支援

地域文化の振興

とちぎ花フェスタ'99へ協賛 美術

〓

一
一
一

励
一・寄付一　
一　
一　
一

聾
一錦
一蹟
一歴
一蹟
一蹟瀧尾神社大祭へ協賛 無形文
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凸版印刷株式会社 E口 昂」 151

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.http://wwvv.toppan.co.ip/

資本金0 売上高0 経常利益0 従業員0 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)、 ◎地域社会に還元できるもの、の三つを活動の対

象領域とする。

活動名 芸術分野 目的                支援形態

美術、そα池 青少年への芸術文化教育、芸術文化の 協賛、協力

啓発・普及             (製 )

美術  若手芸術家への支援、芸術文化の啓発・ 協賛、協力

98年度読書感想画中央コンクール

プリンツ21版画グランプリ展

文化庁メディア芸術祭

普及

美術、映像  若手芸術家への支援、芸術文化の啓発・

普及

(製 )

協賛

印刷史料館運営

源氏おんな物語展 文学   芸術文化の啓発・普及、その他

美術、そθ地  調査・研究 主催

協賛

株式会社富山銀行 銀 行

資本金0 売上高② 経常利益0 従業員②l 設立1954年

活動名 芸術分野 目的

つくりもん祭り 無形文  地域文化の振興

支援形態

共催、協力

(人 )

守山町御車山御神体

担当部署 :総務部ハートフルグループ[ス タッフ数4人 ]

〒448-8671 愛知県刈谷市豊田町2… 1

TEL.0566-27-5208 FA)く  0566… 27-5651 t」 IRL h‖ p://w、 ″vv.toyotarshokki.co jp/

資本金0)売上高④ 経常利益0 従業員01 設立1926年

無形文 地域文化の振興 協賛、協力

(人 )

株式会社豊田自動織機製作所 輸送用機器

メセナ活動基本方針

社会貢献活動を通じて、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

日本室内楽アカデミー学友会(会費)

「パシフィック・ミュージツク・フエスティバ

ル1998」 PMFオーケストラ名古屋公演に対

する寄付

叡本沙紀甫と日本音楽アンサンブル(会費)

音楽 既成芸術家への支援

音楽  既成芸術家への支援

既成芸術家への支援

伝統芸能の振興

支援形態

出捐・寄付

音楽

出捐・寄付

出捐・寄付

出捐・寄付熱田神社御馬頭祭り 無形文

アップウィズピープル日本委員会(会費) 音楽  アマチュアヘの支援、鑑賞者への支援、出捐・寄付

国際交流

美術  アマチュアヘの支援、芸術文化の啓発・ 出捐・寄付

普及、現代芸術の振興、伝統芸能の振興
刈谷文化協会(会費)
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高浜市文化協会(会費)

名古屋フィル八―モニー交響楽団(会費)

刈谷かく展。うつす展実行委員会への寄付

美術  アマチュアヘの支援、芸術文化の啓発・

普及、現代芸術の振興、伝統芸能の振興

音楽  既成芸術家への支援、アマチュアヘの

支援

美術   アマチユアヘの支援、芸術文化の書発・

無形文

普及

アマチユアヘの支援、伝統芸能の振興

既成芸術家への支援、現代芸術の振興、

有形文

国際交流

文化財等の発掘・保存・修復

出捐・寄付

出捐・寄付

出捐・寄付

出捐・寄付

出捐・寄付

出捐・寄付

刈谷市大名行列保存会への寄付

愛知県芸術家集団パリ展への寄付 美術

豊田佐吉記念館保存会支援

豊田通商株式会社 卸売業
資本金0)売上高O 経常利益④ 従業員01 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                  芸術分野 目的                支援形態

名古屋フィル交響楽団賛助         音楽  若手芸術家への支援、既成芸術家への 出捐・寄付
支援、鑑費者への支援

名古屋ボストン美術館の運営 美術 若手芸術家への支援、既成芸術家への 出捐・寄付

叡本沙紀甫と日本音楽アンサンブル

支援、アマチュアヘの支援、鑑賞者への

支援

音楽  既威芸術家への支援、芸術文化の啓発・ 協賛
普及、伝統芸能の振興

徳川美術館に対する寄付 美 術 芸術文化の啓発・普及、伝統芸能の振

新日本フィル八―モニー交響楽団賛助   音楽

興、文化財等の発掘・保存・修復

若手芸術家への支援、既成芸術家への

支援、鑑費者への支援

バシフィック・ミュージック・フェスティバル 音楽  若手芸術塚への支援、既成芸術尿への 協賛

ナゴヤゴールデンエイジメイルクワイヤー

支援、鑑賞者への支援、国際交流

音楽  若手芸術家への支援、アマチュアヘの 協賛
支援、国際交流

美術  アマチュアヘの支援、芸術文化の啓発・ 協賛
普及、国際交流

愛知県21世紀芸術集団パリ展実行委員会

出捐・寄付

協賛

株式会社ナイガイ 繊維製品
資本金0)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

芸術文化の振興を通して、企業の社会貢献活動に対する社会の理解促進をはかる。

活動名                  芸術分野 目的

新日本フィル八―モニー交響楽団への協賛 音楽  芸術文化の啓発・普及

支援形態

協賛

新星日本交響楽団への協賛 音楽 芸術文化の啓発・普及 協賛

ナイス日榮株式会社 卸売業
資本金④ 売上高④ 経常利

`摂

〕 従業員0 設立1950年



メセナ活動基本方針

地域振興のために行っている。

活動名 芸術分野 目的

ナイス八―トフルナイトコンサート 音楽 地域文化の振興
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支援形態
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一歴株式会社ナムコ サービス

担当部署 :社長室&コ ーボレートコミュニケーション室[スタッフ数2-3人 ]

〒146-8655 東京都大田区矢口2-1-21

TEL.03… 3756-2311(大代表)URL.h■p://www.namco.co.,p/

第23回新宿ケチャまつリヘ寄付

資本金④ 売上高④ 経常利益0 従業員④l 設立1955年

メセナ活動基本方針

当社では
｀
遊び

″
の事業化全般に取り組んでおり、メセナ活動のテーマ上でも遊び心のある提案に対して積極的

に取り組みたいと考えている。

広義の・遊び
″`
遊び心

″
を通して文化・社会・地域へ広く貢献を果たしていくことを基本姿勢とする。

活動名 芸術分野 目的                支援形態

演劇  若手芸術家への支援、既成芸術家への 出捐・寄付

SG1 2000 Club CGキ ャラクタ &アニメ 映像

支援、鑑賞者への支援

若手芸術家への支援、現代芸術の振興、協賛

―ションコンテストヘの協賛 調査・研究

映像   若手芸術家への支援、既成芸術家への 協賛

支援、国際交流

映像  若手芸術家への支援、既威芸術家への 協賛

支援、調査・研究

東京国際映画祭への協賛

文化庁メデイア芸術祭への協賛

ニチメン株式会社 卸売業

担当部署 :情報調査部社会貢献チーム、総務部[ス タッフ数2人 ]

〒108…8045 東京都港区芝4-1… 23

TEL.03-5446-1052 FAX.03-5446… 1058

資本金0 売上高0 経常利益0 従業員0)設立1892年

メセナ活動基本方針

社員と会社がマッチングギフト制による社会貢献活動。

活動名                  芸術分野 目的

新日本フィルハーモニー交響楽団ロシア公演 音楽

への協賛

ヴァルナ国際バレエコンクールヘの協賛  舞踊

芸術文化の啓発・普及、国際交流

芸術文化の啓発・普及、国際交流   協賛

支援形態

協賛

西松建設株式会社 建設

担当部署 :総務部[ス タッフ数6人 ]

〒105‐8401 東京都港区虎ノ門1-20-10

TEL.03… 3502¨0232 FAX.03-3580-2695

資本金④ 売上高0 経常利益0 従業員01 設立1937年

活動名 芸術分野 目的 支援形態

出捐・寄付音楽、演劇、舞新国立劇場運営財団
踊

芸術文化の書発・普及
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サウンドコニファー 音楽 若手芸術家への支援、既成芸術家への 協賛
支援

日動火災海上保険株式会社 保険
担当部署 :広報室

〒104-0061 東京都中央区銀座5-3-16

TEL. 03-3571-5141 FAX. 03-3574-6069 URL. http://www.med iagalaxy.co.jpln ichido
資本金0 売上高0 従業員0)設立1914年

メセナ活動基本方針
芸術文化振興に資することを基本に、下記の三つを中心に活動している。

1地域社会への芸術文化の紹介。
2芸術・文化イベントヘの協賛。
3若手芸術家の育成・顕彰。

活動名                  芸術分野 目的

イベントスペース「日動キュリオ」で展示・ト 建築  青少年への芸術文化教育、文化財等の

支援形態

主催、その他
―クショー開催                  発掘・保存・修復
ブッダ展への協賛             美術  青少年への芸術文化教育、伝統芸能の 協賛

冷泉象の至宝展への協賛

振興

美術  青少年への芸術文化教育、伝統芸能の 協賛
振興

障害者自立読売絵画展への協力 美術  アマチュアヘの支援、国際交流 協力(場 )、 そ

の他

東京フィル八―モニー交響楽団ベートーベン 音楽
「第9」 コンサートヘの特別協賛

既成芸術家への支援 協賛

東京フィル八一モニー交響楽団定期会員  音楽

NHK交響楽団の定期会員         音楽

カザルスホールのコーボレートスポンサー 音楽

既成芸術家への支援

既成芸術家への支援

既成芸術家への支援

出捐・寄付

出捐・寄付

出捐・寄付

日機装株式会社 機械
担当部署 :財団法人宗桂会・事務局[ス タッフ数2人 ]

〒920-0177 石川県金沢市北陽台3-1日 機装株式会社金沢製作所内

TEL.076… 257-4181 FAX.076-257¨ 4250

資本金0 売上高② 経常利益0 従業員O 設立1953年

メセナ活動基本方針  そうがん
1金沢の伝統工芸「加賀象嵌」の普及・伝承。
2加賀象嵌作家の育成・支援。
3地域文化の振興。

活動名 芸術分野 目的                支援形態

無形文  若手芸術家への支援、伝統芸能の振興、出捐・寄付
地域文化の振興

宗桂会への出捐、協力

資本金④ 売上高④ 従業員0設 立1911年

メセナ活動基本方針
「信頼される優良な企業をめざす」という企業理念を具体化する一つとしての社会貢献活動と位置づけている。

日産火災海上保険株式会社 保険
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活動名                  芸術分野 目的                支援形態

自根チェンバーオーケストラ協賛     音楽  芸術文化の書発・普及、地域文化の振興 協賛

仙台コンピューターセンター内施設でのミニ 音楽  芸術文化の啓発・普及、地域文化の振興 主催

コンサート
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日産自動車株式会社 輸送用機器

担当部署 :広報部社会文化室[ス タッフ数5人 ]

〒104‐8023 東京都中央区銀座6-17-1

TEL.03-5565-2132 FAX.03-3544-0109
URL.h■ p://ぃⅣvw.nissan.co.jp/

資本金01 売上高0)経常利益0 従業員0 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

かかゎ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、②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、〇支援先との間に第三者を介さす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・鑑贅できること、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(異文化との出合い)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

協賛サイトウ・キネン・フェステイバル「子供のた

めの音楽会」

音楽 青少年への芸術文化教育

国際アンデルセン賞 文学  既成芸術家への支援、青少年への芸術 協賛

文化教育、国際交流

演劇  既成芸術家への支援、青少年への芸術 協賛

文化教育
波瀬満子パフォーマンス'98「スーパーにほ

んこ芸」

和栗由紀夫+好善社「幻想の地誌学」    舞踊

タイニィ・アリス『アリスフェスティバル'98 演劇

―第2回アジア小劇場演劇ネットワーク東京

公演」

スタジオ食堂 活動支援

AGUA GALA「 lndustria1 03」

ヤン・フアン・ミュンスター/岡本敦生交換展

既成芸術家への支援、現代芸術の振興

既成芸術家への支援、現代芸術の振興、

国際交流

美術  既成芸術家への支援、現代芸術の振興、協賛、協力(人

その他               ・場)

協賛

協賛

ドキュメント2000プ ロジェクト

東京室内歌劇場「ロングクリスマスデイナー」音楽、演劇 既成芸術家への支援、鑑賞者への支援、協賛

現代芸術の振興

美術  若手芸術家への支援、現代芸術の振興 協賛

舞踊  既成芸術家への支援、現代芸術の振興 協賛

美術  既成芸術家への支援、現代芸術の振興、協賛

国際交流

コバンガジュマル映画「直武のめ、浮世絵の

目」

映像  既成芸術家への支援 協 賛

クラシックコンサー 既成芸術家への支援

若手芸術家への支援、既成芸術家への
音楽 協賛

協賛、協力

(人 )

地球のみんなのアートフエスタ in北九州 美術
支援、鑑賞者への支援



156

第2章 1企業別メセナ活動

草津国際音楽アカデミー &フェスティバル 音楽

日産グリーンオフィス運動(ヨ ーロツパの自 音楽
然と音楽)

ニッサン童話と絵本のグランプリ

日産おはなしの部屋

ニッサンゆかいな絵本と童話展

日本国際児童図書評議会(会費)

文化財保護振興財団(会費)

着手芸術家への支援、アマチユアヘの 協賛
支援、国際交流

芸術文化の啓発・普及        主催

企業メセナ協議会(会費)

文学  アマチユアヘの支援、脅少年への芸術
文化教育

文学  青少年への芸術文化教育、芸術文化の

啓発・普及

'群

、そα地 若手芸術家への支援、既成芸術家への
支援、青少年への芸術文化教育、芸術文
化の書発・普及

文学  青少年への芸術文化教育、芸術文化の

有形文

全般

啓発・普及

文化財等の発掘・保存・修復

その他

主催

共催

共催

出捐・寄付

出捐・寄付

出捐・寄付

日商岩丼株式会社 卸売業
担当部署 :日商岩井国際交流財団

〒107…8655 東京都港区赤坂2-4-5
TEL.03-3588-2115

活動名 芸術分野 目的 支援形態

出捐・寄付日商岩井国際交流財団への出捐 音楽、演薗、映 国際交流、その他

像

担当部署 :総務。人事部[ス タッフ数4人 ]

〒104…8285 東京都中央区新川1-23‐ 1

TEL. 03-3206-5025 FAX. 03-3206-6452 URL. http://www.nisshin-seiyu.co.jpl
資本金0)売上高④ 経常利益0 従業員0 設立1907年

日清製油株式会社 食料品

メセナ活動基本方針

社会貢献の一環。とくに、地域社会の文化振興に資するもの。

活動名 芸術分野 目的                支援形態

美術  既成芸術家への支援、地域文化の振興 協力(場 )
現代彫刻展示

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 ]

〒615…8686 京都市右京区梅津高畝町47
TEL. 075-864-8849 FAX. 075-864-8312 URL. http://www.nissin .co.jp/
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
宗教、政治的に偏らないこと。

資本金0)売上高0 経常利益0 従業員0 設立1928年
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芸術分野 目的                支援形態

音楽  若手芸術家への支援、既成芸術家への 協賛

支援、アマチュアヘの支援、現代芸術の

振興
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グリーンコンサーツ

メセナの神髄コンサートPa蔵 ‖ 音楽  既成芸術家への支援、現代芸術の振興 協賛

藤家渓子コラボレーション 音楽  若手芸術家への支援、既成芸術家への

音楽

支援、現代芸術の振興

既成芸術家への支援、現代芸術の振興長岡輝子 チェロ、ビアノと描く

協賛

協費

日精樹脂工業株式会社 機械

資本金0 売上高② 経常利益0 従業員②l 設立1947年

活動名

サイトウ。キネン・フェスティバル

芸術分野 目的

美術 青少年への芸術文化教育

音楽 芸術文化の啓発・普及

支援形態

協賛

出捐・寄付

TSB児 童画展

上小美術協会への寄付 美術  アマチュアヘの支援 出捐・寄付

出捐・寄付上田市薪能 無形文 伝統芸能の振興

日本アイ・ビー・エム株式会社 情報機器

URL. http://www.ibm.co.jpl
資本金O 売上高0)経常利益0 従業員⑦ 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 芸術分野 目的                支援形態

舞踊  芸術文化の啓発・普及、現代芸術の振興 協力(製 )、 出

捐・寄付
日本lBMパ レエ奨学金

上野の森美術館大賞展

かわさきIBM市民文化ギャラリー

美術  若手芸術家への支援、アマチュアヘの 協賛、協力

支援、鑑賞者への支援、現代芸術の振興 (場 )

美術  若手芸術家への支援、既成芸術家への 協力(場 )

支援、鑑賞者への支援、現代芸術の振

興、地域文化の振興

薩摩焼400年祭 芸術文化の書発・普及、地域文化の振  その他

興、国際交流

無垢の芸術―アトリエ エレマンプレザンに集 美術

う17人の作家たち

アマチュアヘの支援、その他 協賛

交響楽振興支援

オペラ振興支援

音楽  既成芸術家への支援

音楽 既成芸術家への支援

出捐・寄付

出捐・寄付

資本金④ 売上高② 経常利益0 従業員②l 設立1977年

輸入。販売日本アムウェイ株式会社
担当部署 :広報部[ス タッフ数2人 ]

〒150¨0042 東京都渋谷区宇田川町7-1

TEL.03-5428¨ 7270 FAX.03-5428-7935 URL.http://ww.amway.co.,p/

美術
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メセナ活動基本方針

1社会貢献活動の一環として実施。

2優れたアメリカの芸術を中心に支援。

活動名 芸術分野 目的

ジェリー・Aド レー &トーマス・ハンプソン 音楽  既成芸術家への支援、国際交流

第21回東京国際書展 美術  伝統芸能の振興、国際交流

支援形態

協賛

共催

日本ガイシ株式会社 窯業

担当部署 :総務部[ス タッフ数3人 ]

〒467…8530 愛知県名古屋市瑞穂区須田町2… 56
TEL.052‐872-7171 FAX.052-872¨ 7690 URL.http://1wvぃ ″.ngk.co.jp/

資本金④ 売上高④ 経常利益0 従業員01 設立1919年

メセナ活動基本方針

1地元芸術。文化団体への支援。

2事業関連分野への芸術・文化支援活動。

活動名

名古屋フィル八―モニー交響楽団

芸術分野 目的                支援形態

音楽  既威芸術家への支援、鑑賞者への支援、協賛

芸術文化の啓発・普及、地域文化の振興

サイトウ。キネン・フェスティバル松本

「日本の心 富士の美」展

音楽  既成芸術家への支援、鑑費者への支援、協賛
芸術文化の啓発・普及、地域文化の振興

美術  既成芸術家への支援、鑑賞者への支援、協賛

芸術文化の啓発・普及、地域文化の振興

ジャバン・ヴィルトーゾ・シンフォニーオーケ 音楽
ストラ名古屋公演

名古屋国際音楽祭

日本室内楽アカデミー楽友会

既成芸術家への支援、鑑賞者への支援、協賛

芸術文化の啓発・普及、地域文化の振興

鑑賞者への支援、芸術文化の啓発・普 協賛

及、地域文化の振興、国際交流

音楽  既成芸術家への支援、鑑賞者への支援、協賛

芸術文化の啓発・普及、地域文化の振興

音楽

日本航空株式会社 空運

担当部署 :広報部[ス タッフ数2人 ]

担当部署 :財団法人日航財団[ス タッフ数26人 ]

〒140-8637 東京都品川区東品川2¨4-11

TEL.03-5460-3099 FAX 03-5460-591l URL.http://www.ial.co.lp/

資本金0 売上高④ 経常利益0 従業員⑦,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

日航財団への出捐

世界の子供八イクコンテス ト

芸術分野 目的                支援形態

全般  芸術文化の啓発・普及、国際交流、調査・ 出捐・寄付

研究

文学 国際交流 協賛、協力

(製 )

音楽  鑑賞者への支援、現代芸術の振興、伝統 共催、協力(人

・場)

京都音舞台

芸能の振興
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演劇  芸術文化の啓発・普及、地域文化の振興 協賛 1,9
各種美術展・企画展 若手芸術家への支援、芸術文化の啓発・ 協賛

普及、文化財等の発掘・保存・修復、地域

文化の振興、国際交流

日露交歓コンサート 音楽 若手芸術家への支援、青少年への芸術 協賛

文化教育、国際交流

日本酸素株式会社 化学

担当部署 :広報部[ス タッフ数7人 ]

〒105-8442 東京都港区西新橋1-16-7

TEL.03… 3581…8402 FAX.03-3581-8755 URL.http://'wvぃ ″.sanso.co.lp/

資本金④ 売上高④ 経常利益0 従業員01 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交響楽団支援 音楽 既成芸術家への支援

日本酸素記念館の公開 有形文 その他

支援形態

協賛

主催

日本食研株式会社 食料品

担当部署 :社長室[ス タッフ数7人 ]

〒794…8518 愛嬢県今治市東鳥生町5-35

TEL.0898… 32…8671 FAX.0898-31-5645

資本金② 売上高0 経常利益0 従業員④l 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

今治市民吹奏楽団演奏会

今治市バリ祭の協賛

芸術分野 目的                支援形態

音楽  アマチュアヘの支援、地域文化の振興 主催

無形文 伝統芸能の振興、地域文化の振興

獅子舞集国の育成と出演 無形文  伝統芸能の振興、地域文化の振興

協賛、協力(人

・製)、 出捐・寄

付

協力(場・製)、

出捐・寄付

協賛、出捐・寄

付
今治城薪能公演の協賛 無形文 青少年への芸術文化教育、伝統芸能の

振興

アマチュア演劇集団の育成と公演 演劇  アマチュアヘの支援

音楽 青少年への芸術文化教育アマチュア吹奏楽団の育成と公演

協賛、出捐・寄

付

協力(場 )、 出

捐・寄付

消防音楽隊の育成 音楽  アマチュアヘの支援 出捐・寄付

協賛、出捐・寄今治少年少女合唱団の育成と発表会の協賛  音楽  青少年への芸術文化教育

付

ケイオウクラブ講演会の開催 全般  地域文化の振興 主催
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担当部署 :総務部秘書課[ス タッフ数3人 ]

〒100-0005 東京都千代田区丸の内3-3-1

TEL.03-3287-4501 FAX.03-3287-4615

日本信号株式会社 電気機器

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

イ

賛

芸術分野 目的                支援形態

音楽   アマチュアヘの支援、地域文化の振興 協賛

しんこう寄席の開催 無形文  伝統芸能の振興、地域文化の振興   主催

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 URL.http://wwvv.npaper.co.ip/

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り、メセナのみを特別に扱うことはない。

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

活動名 芸術分野 目的 支援形態

山形交響楽協 音楽

音楽

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

協力(製 )

協賛本曽音楽祭

国際協カボランティアコンサート 音楽  芸術文化の啓発・普及

音楽  芸術文化の啓発・普及

全般  芸術文化の啓発・普及、国際交流

協賛

カザルスホール倶楽部 協賛

その他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5人 ]

〒100…8`И4 東京都千代田区有楽町1-2-2

TEL.03-3507-1628 FAX.03-5510-7387 1JRL.http://w、 ″vv.nissay.co.jp/

売上高0 経常利益01 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さ、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。

芸術分野 目的                支援形態

音楽、演蘭、書 若手芸術家への支援、既成芸術家への 協賛、協力

踊、その他  支援、鑑賞者への支援、青少年への芸術 (人 )、 出捐・寄

文化教育、芸術文化の啓発・普及、国際 付

ニッセイ文化振興財団への支援

交流、その他

資本金0 売上高0 経常利益0 従業員0 設立1928年

活動名



日本生命財団への支援 無形文、そα池 青少年への芸術文化教育、地域文化の

振興、その他

企業別メセナ活動一覧

協賛、協力

(人 )、 出捐・寄

付
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ニッセイ名作劇場(小学校招待公演) 演劇 若手芸術家への支援、鑑賞者への支援、協賛、協力

青少年への芸術文化教育、地域文化の (場 )、 出捐・寄

大阪日本民芸館への支援

付

協賛、協力

東京オペラシティ文化財団への支援

美術、その他 伝統芸能の振興、その他

(人 )、 出捐・寄

付

音楽   鑑費者への支援、芸術文化の啓発・普及 協賛、協力

(人 )、 出捐・寄

付

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 ∪RL htp://,″ Mハv.itnet.ad.jp/

資本金0 売上高0 経常利益0 従業員0 設立1985年

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。

lJ丁アートホールでの活動、アフィニス文化財団を通じた活動により、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、科学が本来持っ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                  芸術分野 目的                支援形態

アフィニス文化財団への出捐 音楽 若手芸術家への支援、既威芸術家への

支援、芸術文化の啓発・普及、地域文化

の振興、調査・研究

出捐・寄付

アフィニス・アンサンブル・セレクションシリ 音楽
―ズの開催

若手芸術家への支援、既成芸術家への 協力(人・場)

協賛JTアートホール 室内楽シリーズの開催 音楽

支援

若手芸術家への支援、既成芸術家への

支援、鑑賞者への支援

アフタヌーンコンサートシリーズの開催  音楽  若手芸術家への支援、鑑賞者への支援、主催

「文学のタベ～作家が語る作家」シリーズの開 文学

催

芸術文化の啓発・普及、地域文化の振興

鑑賞者への支援、芸術文化の啓発・普及 一人

　

一　

一

一が

　

一　

一

一協

　

一　

一

一協賛
、

・場＞

一蹟

一撃

JTいきいきフォーラム(文化講演会)の開催

たばこと塩の博物館における「古文書・古文献

を読む会」の開催

全般  地域文化の振興

文学  鑑費者への支援、調査・研究

たばこと塩の博物館における「版画教室」の開 美術  鑑賞者への支援、文化財等の発掘・保存 主催

催 ・修復、国際交流

企画展「現代に挑むマスタークラフツアート 美術、潮′文

の世界 蘇るインドの伝統芸術」～テラコッタ
・ドクラ・ミティラー・ワルリーアート～の開

催

鑑賞者への支援、芸術文化の啓発・普  共催

及、伝統芸能の振興、文化財等の発掘・

保存・修復、国際交流
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企画展「生誕100周年記念 ロベール・ブーシ

ェのギター」の開催

特別展「航路アジアヘ !鎖国前夜の東西交流」

の開催

音楽、その他 鑑賞者への支援、芸術文化の啓発・普及 共催

美術、そ酬! 鑑費者への支援、文化財等の発掘・保存 主催
・修復、国際交流

鑑費者への支援、芸術文化の啓発・普及 主催

鑑賞者への支援、文化財等の発掘・保存 共催、出捐・寄
・修復、国際交流           付

音楽 鑑賞者への支援、地域文化の振興   主催

企画展「版画。たばこのある風景」の開催

企画展「19世紀の和紙 ライプチヒのコレク

ション帰朝展」の開催

JT生命誌研究館におけるサロンコンサート

の開催

美術

美術

JTイ ンフォプラザにおけるギヤラリー展の 美術

開催

アマチュアヘの支援、鑑賞者への支援、主催

地域文化の振興

日本電気株式会社 電気機器
担当部署 :広報部社会貢献推進室[ス タッフ数15人、メセナ担当3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://,wvぃ″.nec.co.ip/

資本金0)売上高01 経常利益0 従業員0 設立1899年

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、ワールトワイドにメセナ活動を推進する。

活動名

「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滋賀」の開

催

NEC EARLY MUSIC SER!ES'98

芸術分野 目的                支援形態

音楽  鑑賞者への支援、地域文化の振興   主催

音楽  芸術文化の啓発・普及、地域文化の振興 共催、協力

(人 )

音楽  鑑賞者への支援、芸術文化の啓発・普  主催

及、その他

Bunkamuraオ フィシャルサプライヤー

ボストン交響楽団「98年タングルウッド・オ

ープンナイトコンサート」協賛
「サイトウ。キネン・フェスティバル松本」協賛

新日本フィル八―モニー交響楽団への特別支 音楽

援

音楽、美術、演 芸術文化の啓発・普及

日、諄朦

音楽 芸術文化の啓発・普及

音楽 既成芸術家への支援、その他

協賛

協賛

一
一

三二一順
一蹟既成芸術家への支援、芸術文化の啓発

普及

「ジャバン・ヴィルトーゾ・シンフォニー・オー 音楽  芸術文化の啓発・普及

ケストラ」協賛

協賛

「グレツキ・三枝成彰作品コンサート」協賛

日本フィル「20世紀の作曲家たち」第IV期 シ

リーズ協賛

WFAO(世界アマチュア・オーケストラ連

盟)への支援

「JMワールドオーケストラ'98アジア・ツア

ー」協賛

東京室内歌劇場「リーム・狂ってゆくレンツ」
協賛

音楽  現代芸術の振興

音楽  芸術文化の啓発・普及、現代芸術の振興

協賛

協賛

音楽 アマチュアヘの支援、国際交流 協賛

音楽  着手芸術家への支援、アマチュアヘの 協賛

支援、国際交流

音楽  現代芸術の振興 協賛

日経ミューズサロン            音楽
「九谷彩釉磁器展」協賛           美術

若手芸術家への支援 協賛

伝統芸能の振興、国際交流 協賛
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全日本ピアノ指導者協会「モーツアルトピア 音楽
ノ協奏曲全32曲演奏会VOL5～ 8」 協賛

若手芸術家への支援 協賛

協賛
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「バルセロナ・ギター・フェスティバル」協賛  音楽  国際交流
「澤野水縦展」協賛 美術  国際交流 協賛

日本電信電話株式会社 通信・放送
資本金O 売上高0 経常利益0 従業員01 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 Group Presents NIf )t-l'.
芸術分野 目的                支援形態

音楽  鑑賞者への支援、青少年への芸術文化 主催

教育、芸術文化の啓発・普及

NTTふれあいトーク大賞'98 文学  芸術文化の啓発・普及 主催

日本電池株式会社 電気機器
担当部署 :経営企画部広報グループ[ス タッフ数3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

メセナ活動基本方針

社会貢献の一環として、

1地域社会への選元。

2文化振興支援。

活動名

メセナの神髄コンサート Pan‖

芸術分野 目的                支援形態

音楽  若手芸術家への支援、既成芸術家への 協賛

支援、鑑賞者への支援、芸術文化の啓発
・普及、現代芸術の振興、地域文化の振

興

音楽 着手芸術家への支援、既成芸術家への 協賛
支援、アマチュアヘの支援、鑑賞者への

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

グリーンコンサーツVol.8

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:/ノ lwv〆w.jvc― victor.co.ip/

資本金④ 売上高0 経常利
`狐

り 従業員⑦l 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 ンクールの枠を超えた
｀
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。

資本金④ 売上高④ 経常利益0)従業員④ 設立1917年
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活動名

「東京ビデオフェスティバル」の開催

芸術分野 目的                支援形態

映像  芸術文化の啓発・普及、国際交流   主催

日本マクドナルド株式会社 サービス
担当部署 :社長室広報部[スタッフ数6人 ]

〒163-1339 東京都新宿区西新宿6-5-1新宿アイランドタワー

TEL.03-3345-8223 FAX.03-3344-6102 URL.http:/ノ iwvvw.:Tlcdonalds co.lp/

資本金0 売上高④ 経常利益0 従業員O 設立1971年

メセナ活動基本方針

日本マクトナルドでは、ハンバ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

をめざしている。

文化・芸術・伝統の保護・継承も大切であると考える。また、家族の絆が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

新国立劇場1998ノ 99シーズン オフィシャル 音楽、浸麟、舞 鑑賞者への支援、芸術文化の啓発・普及 協賛

パートナー                踊

劇団プロジェクト○IE「ハーベイ」 演劇  芸術文化の啓発・普及

中村政人氏 Mプロジェクト 美術  若手芸術家への支援、現代芸術の振興

一　

一他

一　

一　

一

一　

一の

一　

一
　

一

一
　

一そ

一
　

一
　

一

一賛

一費
、

一賛

一賛

一賛

一協

一協

一協

一協

一協

美術  鑑賞者への支援、調査・研究ドキュメント2000

第47回「毎日児童小説」 文学  若手芸術家への支援

第22回「童話新人賞」 文学  者手芸術家への支援

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6人 ]

〒485-0041 愛知県小牧市小牧5-250

TEL.0568-75… 5787 FAX.0568-77-0626 URL.h‖ p://1www.menard.co.ip/

資本金● 売上高0経 常利益0従 業員0設 立1959年

メセナ活動基本方針

1美と文化に貢献するとしヽう企業理念の実現。

2モノの豊かさ以上に心の豊かさか求められる時代に多くの方が内外の優れた美術品に出合い語らうことので

きる空間を提供することで、
｀
心豊かな美的生活創造

″
のお手伝いをさせていただく。

活動名                  芸術分野 目的                支援形態

メナード美術館の運営 既成芸術家への支援、青少年への芸術 主催

文化教育、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

美術

名古屋おどり協賛 舞踊  伝統芸能の振興、地域文化の振興   協賛

演劇  伝続芸能の振興、地域文化の振興   協賛

音楽  現代芸術の振興、地域文化の振興   協賛

和泉流狂言協賛

名古屋フィル協賛

以文会書展協力 美術  地域文化の振興 協力(製 )

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
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TEL.045-211… 1923 FAX.045-211-1929 URL.http://www.nykline.co.ip/ 165
資本金0 売上高0 経常利益0 従業員④'設立1885年

メセナ活動基本方針

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

2ただし、人員、予算も限られてしヽるので、できる範囲内で検討、実施している。

活動名

ウォーター・フロント・サロン・コンサート

「海の日」記念写真コンテスト

芸術分野 目的                支援形態

音楽  若手芸術家への支援、アマチュアヘの 主催

支援

美術、そ鋼, 若手芸術家への支援、アマチュアヘの 主催

支援

日本ユニシス株式会社 卸売業 (コ ンピュータ)

担当部署 :広報部

資本金O 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

会社そのものの価値を高め、社会の発展に貢献する。

活動名 芸術分野 目的

日本ユニシスプレゼンツ 川畠成道バイオリ 音楽 若手芸術家への支援、その他

ンリサイタル

支援形態

協賛

八ザマ 建設

担当部署 :広報部[ス タッフ数6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④l 売上高0 経常利益0 従業員0)設立1930年

活動名 芸術分野 目的                支援形態

無形文  鑑費者への支援、伝続芸能の振興   協賛明治神宮薪能

株式会社八十二銀行 銀行

担当部署 :八十二文化財団[ス タッフ数24人 ]

〒380-0936 長野市岡田178-13八十二別館内

TEL 026-224-051l FAX.026-224… 6452 URL.h‖ p://wvvw.ncp.or.,p/

資本金⑤ 売上高④ 経常利益0 従業員0 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」の趣旨に基づき八十二文化財団を主体

にメセナ活動が行われている。

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。

活動名 芸術分野 目的

音楽、美術、文

学、無形文、有

形文

支援形態

出捐・寄付八十二文化財団の運営 地域文化の振興
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担当部署 :経営企画室

萬有製薬株式会社 医薬品

資本金④ 売上高0経 常利益0従 業員0設 立1915年

メセナ活動基本方針

1「患者さんのために」の企業理念をメセナ活動にも実現する。

2独創的で進歩した医薬品と「いのちの響き」を奏でる一流の音楽の継続提供。

3地元住民の方々とのコミュニケーション増進。

活動名                  芸術分野 目的 支援形態

BANYUいのちのコンサート       音楽  鑑費者への支援、芸術文化の書発・普及 協賛

BANYUふれあいコンサート       音楽  鑑賞者への支援、脅少年への芸術文化 主催

教育、地域文化の振興

担当部署 :映画事業部文化事業グループ[ス タッフ数10人 ]

〒102-0075 東京都千代田区三番町5…19

TEL.03-3265-1425 FA〉 (.03-3265-5659 URL.h■ p://www.pia.co.lp/

びあ株式会社 出版・チケット流通業

資本金0 売上高10 従業員10 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ぴあフィルムフェスティバル(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  若手芸術家への支援、アマチュアヘの 主催

支援、鑑賞者への支援、青少年への芸術

文化教育、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)

PFFコ ンペティション('97)全 国上映 映像  若手芸術家への支援、既成芸術家への 協力(人・製)

支援、青少年への芸術文化教育、現代芸

術の振興、地域文化の振興

映像  芸術文化の啓発・普及、国際交流   協力(製 )タオ八ミナ国際映画祭(伊)出品(グランプリ

受賞)

ベルリン国際映画祭(独 )出品(招待作品)  映像  芸術文化の啓発・普及、国際交流   協力(製 )

担当部署 :広報部、東日本鉄道文化財団

〒151¨0053 東京都渋谷区代々本2…2-2

URL.h■ p://wvぃ″.eircf.or.ip/

h‖ p://w、″vv.ireast.co.lp/

東日本旅客鉄道株式会社 陸運

資本金0 売上高0 経常利益O 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しヽ

く。

2上記の考え方に基づき、文化事業に取り組むために、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。
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○ 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                  芸術分野 目的

日本の自然を描く展 美術 現代芸術の振興

サンケイ児童出版文化賞

松尾塾 子供歌舞伎公演

文学 青少年への芸術文化教育
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演慮」  青少年への芸術文化教育、伝続芸能の 協賛

振興、地域文化の振興

支援形態

協賛

協賛

協賛

協賛

協賛

協賛

毎日写真コンテスト

読売小中学校作文コンクール

斑尾ジャズフェスティバル

環境フォトコンテスト

ビティナ ピアノコンペティション

中丸三千綸チャリティーコンサート

世界のお巡りさんコンサート

ピカソ展

東日本鉄道文化財団への出捐

アマチュアヘの支援

青少年への芸術文化教育

鑑費者への支援、芸術文化の啓発・普及

芸術文化の啓発・普及

美術

文学

音楽

美術

音楽

音楽

アマチュアヘの支援、鑑費者への支援 協賛

鑑賞者への支援、芸術文化の啓発・普及 協賛

音楽  鑑賞者への支援、芸術文化の啓発・普  協賛

及、国際交流

美術  鑑賞者への支援、芸術文化の書発・普及 協賛

織′文、有形 伝統芸能の振興、文化財等の発掘・保存 出捐・寄付

文、そ麟し  ・修復、地域文化の振興、国際交流

株式会社肥後銀行 銀行

担当部署 :企画部広報課、企画部地域文化課[ス タッフ数4人 ]

〒860¨0017 熊本市練兵町1

TEL.096-326-8601 FAX.096-352-0858 URL.http://wwvv.hi90bank.co.lp/

資本金④ 売上高0 経常利益④ 従業員④l 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しヽく。

2地域と心のかようコミュニケーションを通して、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

リッカルド・ムーティ指揮 ミラノ・スカラ座 音楽  鑑賞者への支援、芸術文化の啓発・普及 協賛、協力

(人 )

美術  鑑費者への支援、芸術文化の啓発・普及 協賛

フィル八―モニー管弦楽団公演

イギリス絵本の世界展

くまもと20世紀ファイナル・オペラ アイー

ダ公演

音楽、舞踊  鑑賞者への支援、芸術文化の啓発・普  協賛

及、地域文化の振興

'98カ ントリーゴールド 音楽  地域文化の振興 協賛

熊本交響楽団賛助 音楽  地域文化の振興 出捐・寄付

日立金属株式会社 鉄鋼

資本金0 売上高0 経常利益0 従業員0 設立1956年

活動名

日本フィル八―モニック・オーケストラヘの

芸術分野 目的 支援形態

音楽  既成芸術家への支援、芸術文化の啓発・ 出捐・寄付

支 援 普及
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担当部署 :社長室コーボレート・コミュニケーション本部 宣伝[ス タッフ数3人 ]

〒101-8010 東京都千代田区神田駿河台4-6
TEL.03-3258-1111(大 代表)URL.h‖ p://www.hitachi co.,p/

株式会社日立製作所 電気機器

資本金10 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 芸術分野 目的                支援形態

音楽  既成芸術家への支援、鑑賞者への支援、協賛

芸術文化の啓発・普及

読売日響「日立コンサート」

Bunkamuraオ フィシャルサプライヤー 若手芸術家への支援、既成芸術家への 協賛

支援、鑑費者への支援、芸術文化の啓発
・普及、現代芸術の振興、伝続芸能の振

興

ニューヨーク・シンフォニック・アンサンブル 音楽  既成芸術家への支援、鑑賞者への支援、協賛
日立市公演 芸術文化の啓発・普及、地域文化の振興

音楽、美術、浸

劇、舞踊、映像

シンガポールライトアップ 美術  国際交流、その他          協賛

演劇  既成芸術家への支援、芸術文化の啓発・ 協賛

普及

演劇  既成芸術家への支援、芸術文化の啓発・ 協賛

普及

五十田安希公演

サマースペシャルミュージカル

ボリショイ大サーカス

第15回国技館5000人の第九コンサート

演劇  既成芸術家への支援、芸術文化の啓発・ 協賛

普及

音楽  アマチュアヘの支援、芸術文化の啓発・ 協賛

普及

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…8256 東京都中央区日本橋1-7-17

TEL.03-3272-1891 FAX.03-3272-4822 URL.http://1wvn″ .hino.co.lp/

資本金④ 売上高④ 経常利益0 従業員0 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しヽきたい。

活動名

第9回日野自動車コミュニティコンサート

中村紘子ピアノリサイタル開催

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 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5人 ]

〒514-8666 三重県津市岩田21-27

TEL.059-227-2151 FAX.059-225-7376 1JRL.http://w、 ″vv.hyakugo.co.jp/

資本金④ 売上高01 経常利益0 従業員0 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。



バンベルク交響楽団演奏会への協賛
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芸術分野 目的                支援形態

音楽  鑑費者への支援、芸術文化の啓発・普  協賛

及、地域文化の振興

活動名 169

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://wvぃ ″.hiroshirna―CdaS.Or.lp/

資本金0 売上高② 経常利益② 従業員②l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

広響ホットコンサートの開催

ガストピアギャラリー

既成芸術家への支援        主催

その他               主催

芸術分野 目的 支援形態

音楽

美術

映像アニメフェステイバル 鑑費者への支援、青少年への芸術文化

教育、芸術文化の啓発・普及、地域文化

の振興

協賛

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 URL.http://wwvv.mighty.co.lp/hirogin

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

地域文化の振興

地域文化の振興

冠コンサート(ひろぎんトゥモロウコンサー

地域文化の振興

地域文化の振興

卜)の主催

「小松原庸子フラメンコのタベ デイナーショ 舞踊

―」の協賛

地域文化の振興 協賛一・一̈一・
Ｉ

Ｉ

一揃
一課
一課
一課

支援形態

主催

協賛

協賛

主催

株式会社広島銀行 銀 行

広島交響楽団の支援(年会費の拠出・コンサー 音楽  地域文化の振興

卜の支援)

「地球八―モニーインヒロシマ」の支援 音楽 地域文化の振興

協賛、協力

(人 )

協賛

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.htp://wvvw.hiroken.ne.ip/
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資本金0 売上高② 経常利益0 従業員01 設立1947年

活動名

ヒロケンバレンタインコンサート

芸術分野 目的                支援形態

音楽  鑑費者への支援、芸術文化の啓発・普  主催
及、地域文化の振興

株式会社広島総合銀行 銀 行
担当部署 :広報室[ス タッフ数3人 ]、 秘書室[ス タッフ数3人 ]

〒730-8678 広島市中区胡町1… 24
TEL.082-241-3131 FAX.082-241-8843 URL.http:ノ /www.hiroso.co.jp/

資本金0 売上高0 経常利益0 従業員0 設立1923年

メセナ活動基本方針
地域の経済的・文化的発展に貢献する。

活動名

広島交響楽団演奏会への支援

芸術分野 目的                支援形態

音楽  若手芸術家への支援、芸術文化の啓発・ 共催、協賛、協
普及、地域文化の振興        力(人 )

フィリップ モリス株式会社 たばこの輸入・販売
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

丁EL.03… 5562-7200

資本金● 従業員0設 立1985年

メセナ活動基本方針
1グローバルに事業を展開する企業として、各地域社会の伝統や文化に対応した柔軟な考え方で、地域社会との

コミュニケーションを促す活動を行う。
2芸術分野での支援においては、大胆で革新的であること、文化的多様性を持ったものであることを基本理念と

する。

3イ マジネーション、イノベーション、クリエイティビティにあふれる芸術を支援することで、自らも受益者とな
りうる。

活動名 芸術分野 目的 支援形態

ピュリツアー賞写真展

「ピカソと写真」展

フィリップ モリス アートアワード最終審査

日本美術修復計画

日本美術修復計画カレンダー基金

高松宮殿下記念世界文化賞

ワシントンナショナル交響楽団

美術  鑑賞者への支援           協賛

美術  鑑賞者への支援           協賛

美術、映像  若手芸術家への支援         主催

美術  文化財等の発掘・保存・修復     協賛

美術  鑑賞者への支援、文化財等の発掘・保存 主催
・修復

音楽、美術、映 芸術文化の書発・普及        協賛
像、健操

音楽 鑑賞者への支援 協賛

株式会社フォーバル 情報総合商社
担当部署 :フ ォーパルフアンデーション[ス タッフ数2人 (+アルバイト2人 )]

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前4…3-15東京セントラル表参道411号

TEL.03-5474-3699 FA,X.03-5474-2770

資本金0 売上高② 経常利1薇Э 従業員②l 設立1980年
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メセナ活動基本方針

1フ ォーバルの企業コンセプトは「若さ」「国際性」「文化性」。

2「若い」才能を「文化」の面で「国際的」に飛躍させる手助けを通じ社会貢献を果たす。

3音楽は世界の共通語
｀
名器は才能を伸ばし、才能は名器を生かす

″
と考えている。

4希少、高価のため個人では入手や使用の困難な「弦楽器分野での無償貸与システム」で名器と才能の出合いの場

をつくる。

5こ れから世に出ようという「若い才能の芽」を対象に広く門戸を開放し、「公正なコンクール審査」で貸与者を決

定する。

活動名 芸術分野 目的                支援形態

音楽  着手芸術家への支援、文化財等の発掘・ 主催

保存・修復
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第4回フォーバルスカラシップ ストラディ

ヴァリウスコンクール開催

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 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-6-15

TEL.03-3796‐ 2486 FAX.03-3796-2205 URL.htp://1www.fuiita.co jp/

資本金0 売上高0 経常利益④ 従業員01 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。

活動名                  芸術分野 目的 支援形態

その他 地域文化の振興           主催

美術  鑑賞者への支援、青少年への芸術文化 主催

教育、地域文化の振興

美術  鑑費者への支援、青少年への芸術文化 主催

美術、その他 芸術文化の啓発・普及、国際交流 主催

美術、有形文、 青少年への芸術文化教育、芸術文化の 共催

その他   啓発・普及、現代芸術の振興、国際交流、

その他

美術  青少年への芸術文化教育、国際交流、そ 協力(人・場・

の他                裂)

探険家関野吉晴 新大陸の生き物たち写真展      教育、地域文化の振興

フジタヴアンテミュージアム       その他  地域文化の振興           主催

フジタトイミュージアム ロンドンおもちゃ

と模型の博物館展

フジタヴァンテミュージアム
'98ヴアンテ世界の絵本展

フジタヴアンテミュージアム

'98キャラクターおもちゃ大集合展

フジタヴァンテミュージアム

フィリピンエ芸にみる生活美展

フジタヴアンテミュージアム

ブレインカ芸術とベルーアートの今日展

フジタヴアンテミュージアム

世界人権宣言50周年記念「ヒューマンライ

ツ」写真展

フジタヴァンテミュージアム

JACA'98日 本ビジュアルアート展

フジタヴアンテミュージアム

東京イラストレーターズ・ソサエテイが描く

ことばの20世紀展

フジタヴアンテミュージアム

ヌーヴェルヴアンテ第13回展「ありか」石垣

文彦+芳賀真澄+古川広道ファッション展

美術  若手芸術家への支援、青少年への芸術

文化教育、芸術文化の啓発・普及、現代

芸術の振興

美術  既威芸術家への支援、芸術文化の啓発・

普及、その他

共催

協力(人・場。

製)

舞踊、その他 若手芸術家への支援、芸術文化の啓発・ 協力(人・場 。

普及、現代芸術の振興、その他    製)
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資本金0)売上高④ 経常利益0 従業員④ 設立1945年

フタバ産業株式会社 輸送用機器

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   協賛文化胎動 in TOYOTA'98

フレックス株式会社 小売業
担当部署 :秘書担当[ス タッフ数8人 ]

〒515…8501 三重県松阪市大国町255… 1

TEL. 0598-51-3125 FAX. 0598-51-3612 URL. http://www, frex.co.jpl
資本金0)売上高② 経常利益0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                  芸術分野 目的

アルスノーバコンサート

氏郷まつり

かやの木創房

フラワーフェスタ

松阪祗園まつり三社みこし

松阪さくらまつり

松阪城薪能

みなとまつり

建築

若手芸術家への支援、地域文化の振興

若手芸術家への支援、既成芸術家への
支援

音楽、嵐贈  青少年への芸術文化教育、芸術文化の
啓発・普及

美術、文学  地域文化の振興

その他  その他

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

支援形態

協賛

協賛MDAデザイン展

協賛

協賛

協賛

協賛

協賛
無形文

無形文

伝統芸能の振興

伝統芸能の振興、地域文化の振興

協賛

協賛

富士火災海上保険株式会社 保 険
担当部署 :広報部[ス タッフ数5人 ]

〒542-8567 大阪市中央区南船場1…18-11

TEL. 06-6266-7100 FAX. 06-6266-7115 URL. http:/,/www.f uiikasai.co.ipl
資本金0 売上高④ 経常利益0 従業員0 設立1918年

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
富士火災アートスペースの設置      美術  着手芸術家への支援
富士火災小学生絵画コンクール      美術、そα地 青少年への芸術文化教育
富士火災トワイライト・コンサート     音楽   アマチュアヘの支援

主催

主催

主催
富士火災シネマ・プレビュー 映像 芸術文化の啓発・普及 主催

富士急行株式会社 陸運
資本金0 売上高② 経常利益④ 従業員0 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。

活動名



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 音楽 地域文化の振興

無料招待

日本ユネスコ協会連盟主催「露木青少年活動

企業別メセナ活動一覧

支援形態

協賛、協力

(場 )

文学  者手芸術家への支援        協賛

無形文  伝統芸能の振興、地域文化の振興   出捐・寄付
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振興基金」への寄付

吉田の大祭り

「富士山火燭太鼓」海外公演への寄付 音楽  地域文化の振興 出捐・寄付

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  着手芸術家への支援、青少年への芸術 共催

文化教育、芸術文化の啓発・普及

成人の日コンサートの開催

FUJ:STREET GALLERYの開催 美術 若手芸術家への支援、アマチュアヘの

支援、芸術文化の啓発・普及

主催

富士ゼロックス株式会社 精密機器
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 際山玉ビル別館2F
TEL.03-3585-6759 FAX.03-3585-6788 URL h‖ p://、 ″ww.fujixerox.co.ip/

資本金0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。

◎若々しく、チャレンジャブルなアーティストの発掘。

④国際的展開と交流をつねに志向。
2長期的な視点から、継続して地道に謙虚に行う。

活動名 芸術分野 目的                支援形態

美術  若手芸術家への支援、鑑賞者への支援、主催

現代芸術の振興

寿限無展の開催

美術館・ギヤラリーなどの展示支援 美術 既成芸術家への支援、現代芸術の振興 協賛、協力

(製 )

｀`
コマガタワールド

″
展(大阪キッズプラザ・愛 美術

知県児童総合センター)

青少年への芸術文化教育 協賛、協力

(製 )

協贅、協力

(製 )

小本章展およびワークショツプ(岐阜県美術 美術

館)

既成芸術家への支援、青少年への芸術

文化教育、現代芸術の振興
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ドキュメント制作支援 (「昭和40年会カタロ

グ」「オスカール下岩カタログ」)

全国高等学校美術工芸教育研究大会支援(長

野大会)

美術  若手芸術家への支援、現代芸術の振興 協賛

美 術 青少年への芸術文化教育 協力(製 )、 そ

の他

アーティスト向けコンピュータ教育講座の開 美術

催(年間4コース)

若手芸術家への支援、その他 主催

富士通株式会社 電気機器
資本金0 売上高0 経常利益O 従業員0 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

美術  既威芸術家への支援、芸術文化の啓発・ 出捐・寄付岩田勝七・久利展

京都とっておきの芸術祭

普及

若手芸術家への支援、アマチュアヘの 協賛

支援、その他

美術

「アート・オン・ザ・ネット1998」 協賛 映像   アマチュアヘの支援、地域文化の振興 協賛

つくばコンサート

ヴアチカン・システィーナネL拝堂合唱団

富士通コンサート(全国6か所)

富士通読売日響コンサート

ビアノコンクール園田高弘賞

富士通スペシャル JAZZ ELITE 3
富士通コンサートシリーズ バーミンガム交

響楽団・マウリツィオ・ポリーニ

音楽  鑑賞者への支援、芸術文化の啓発・普及 協賛

音楽  鑑賞者への支援、芸術文化の啓発・普及 協賛

音楽  鑑賞者への支援、芸術文化の啓発・普及 協賛

音楽  鑑費者への支援、芸術文化の啓発・普及 協賛

音楽  着手芸術家への支援        協賛

音楽  鑑賞者への支援、芸術文化の啓発・普及 協賛

音楽  鑑賞者への支援、芸術文化の啓発・普及 協賛

園士通コンコード・ジャズ。フェスティパル  音楽

イン・ジャバン'98
鑑賞者への支援、芸術文化の啓発・普及 協賛

FUJl丁SU CONCORD JAZZ FESTト 音楽  鑑費者への支援、芸術文化の啓発・普及 協賛

VAL NORTH AMIER:CA TOUR
第15回日本管弦打楽器コンクール 音楽  若手芸術家への支援

無形文  芸術文化の啓発・普及、伝続芸能の振興

映像  若手芸術家への支援、地域文化の振興

第4回MOA美術館薪能

あきる野映画祭

協賛

協賛

協賛

古河総合設備株式会社 建設

担当部署 :営業本部第一営業部

〒144¨0043 東京都大田区羽田4…3-1

丁EL.03-5737-8250 FAX.03-5737-8264

資本金O 売上高② 経常利益0 従業員01 設立1973年

活動名 芸術分野 目的

大田区民ホール「アプリコ」落成記念公演 歌 音楽 芸術文化の啓発・普及

劇『夕鶴』

支援形態

出捐・寄付

株式会社ベネッセコーボレーション 教育出版
担当部署 :岡山本社総務部コーボレートコミュニケーション室[ス タッフ数3人 ]
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〒700-8686 岡山市南方3¨7-17ベネッセコーボレーション

TEL.086… 221-2100 FAX.086-227-6112 URL.直 島文化村・htp://www.naoshima― is.co.ip/

資本金④ 売上高④ 経常利益0 従業員0,設立1955年

17う

活動名 芸術分野 目的 支援形態

直島コンテンポラリーアートミュージアムの 美術、建築

運営

芸術文化の啓発・普及、現代芸術の振  主催

興、国際交流

直島 家プロジェクト 美術、圏I、 有 芸術文化の啓発・普及、現代芸術の振  主催

形文   興、文化財等の発掘・保存・修復

美術  若手芸術家への支援、芸術文化の啓発・ 協賛

普及、現代芸術の振興、国際交流

ヴェニス・ビエンナーレ

国吉康雄美術館の運営 美術  芸術文化の啓発・普及、現代芸術の振興 主催

全般  地域文化の振興           出捐・寄付

建築、文学、有 芸術文化の啓発・普及、文化財等の発掘 出捐・寄付

形文   ・保存・修復

福武文化振興財団

福武学術文化振興財団

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 htp://1wvvw.heiwanet.co.lp/

資本金④ 売上高0 経常利益0 従業員②l 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

HEIWAクラシックコンサート東京オペラシ

ティシリーズ

東京交響楽団支援

音楽 鑑賞者への支援

芸術分野 目的 支援形態

協賛

音楽 鑑賞者への支援 一　
一　
一

一　
一　
一

一
一　
一

一鵬
一歴
一歴

音楽  鑑賞者への支援NHK交響楽団支援

新星日本交響楽団支援 鑑賞者への支援

株式会社豊和銀行 銀行

担当部署 :企画部

〒870…8686 大分市王子中町4-10

資本金0 売上高② 経常利益② 従業員②l 設立1949年

メセナ活動基本方針
「良き企業市民」をめざし、社会福祉や文化事業、地域活性化事業などを支援するとともに、地域の皆様方との「共
栄」「共生」「共感」づくりを念頭に置き、幅広い視野に立った業務運営を行うこととする。

活動名 芸術分野 目的                支援形態

美術  アマチュアヘの支援、芸術文化の啓発・ 主催

普及
第7回公募アマチュア絵画展

株式会社北越銀行 銀 行

担当部署 :総務部広報文化室[ス タッフ数4人 ]

〒940-8650 新潟県長岡市大手通2-2-14

音楽
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TEL.0258-35-3111 FAX. 0258-39-4441 URL. http://www.sphere.ad.jplhokuetsu/
資本金0売 上高O経 常利益0従 業員④ 設立1942年

活動名 芸術分野 目的 支援形態

協賛NHK交響楽団演奏会協賛 音楽 芸術文化の啓発・普及

株式会社北陸銀行 銀行

担当部署 :総合企画部広報グループ[ス タッフ数5人 ]

〒930-8637 富山市堤町通り1-2… 26
TEL.076-423-711l FAX.076¨ 491-6198

資本金0売 上高④ 経常利益0従 業員0設 立1877年

メセナ活動基本方針

1「地域の発展のなかにこそ当行発展の源がある」との考え方を基本としてしヽる。

2地域の中核的企業市民として、メセナ活動を推進。

活動名                  芸術分野 目的                支援形態

ほくぎんアートプロムナードの地元作家への 美術  着手芸術家への支援、既成芸術家への 主催

開放 支援、芸術文化の啓発・普及

中学生のための美術館ガイドブックの発行  美術  芸術文化の啓発・普及 出捐・寄付

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3人 ]

〒060…8530 北海道札幌市中央区大通西7…3-1

TEL.011-207-2104 FA)( 011-207-2103 URL.http:ノ /'wvvw.hokkaldo¨ gas.co.jp/

資本金0)売上高② 経常利益② 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

きっぽろ雪まつり

中国中央民族音楽団日本公演

芸術分野 目的                支援形態

音楽  若手芸術家への支援、既成芸術家への 主催

音楽

支援、鑑賞者への支援、地域文化の振興

若手芸術家への支援 協賛

音楽  既成芸術家への支援、地域文化の振興 協賛

無形文  地域文化の振興           協賛

音楽  既成芸術家への支援、地域文化の振興、協賛

国際交流

株式会社北海道銀行 銀行

担当部署 :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0)売上高④ 経常利益0 従業員④ 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、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

第87回きっぽろ市民コンサートの開催

第12回道銀ライラックコンサートの開催

旧小熊邸(旧 当行円山クラブ)移築協力

企業別メセナ活動一覧

芸術分野 目的                支援形態

音楽  鑑費者への支援、芸術文化の啓発・普  共催

及、地域文化の振興

音楽  鑑費者への支援、芸術文化の啓発・普  共催

及、地域文化の振興

圏:、 有形文 文化財等の発掘・保存・修復、調査・研究 出捐・寄付
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札幌交響楽団の演奏活動助成

美術鑑賞会の開催 (道立帯広美術館)

道立近代美術館「―原有徳版の世界」協賛

北海道文学館「母と子の文学のつどい」協賛

第8回道銀芸術文化奨励賞の贈呈

音楽  既成芸術家への支援、芸術文化の啓発・

普及、地域文化の振興

美術  鑑費者への支援、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、地域文化の振興

文学  芸術文化の啓発・普及、地域文化の振興

音楽、美術  若手芸術家への支援

出捐・寄付

共催

協賛

協賛

共催

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●)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

フランスのオトグラフ「自筆にみる歴史から 美術 芸術文化の啓発・普及
のメッセージ」展への協賛

協賛

第4回北とぴあ国際音楽祭への助成

阪神・淡路大震災復興支援「1000人 のチェロ

コンサート」への協賛

支援形態

音楽  芸術文化の啓発・普及        協賛

音楽  芸術文化の啓発・普及、地域文化の振興 協賛

スロヴェニア共和国ベールティンツィ民族ア 音楽、舞踊
ンサンブル公演

鈴鹿フェスティバル協賛

青少年への芸術文化教育、芸術文化の 主催

啓発・普及、国際交流

大津町つつじ祭り協賛           無形文

大津町地蔵祭り協賛            無形文

無形文  地域文化の振興

地域文化の振興

地域文化の振興

真岡市夏祭り花火大会協賛

真岡市木綿ふるさと踊り協賛

新狭山ハイツ夏祭り協賛

新狭山スカイロード祭り協賛

浜松祭り協賛

5大事業所夏祭り(鈴鹿・狭山・浜松・熊本・栃

木)

無形文  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

地域文化の振興

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

一賛

一賛

一賛

一賛

一賛

一賛

一賛

一賛

一催

一協
一協
一協
一協
一協
一協
一協
一協
一主

一
　

一　

一

文
一文
一文
一文

形
一形
一形
一形

無
一無
一無
一無

無形文

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
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第2章 1企業別メセナ活動

TEL. 06-6201-1425 F AX. 06-6203-5682 URL. http://vvww.mycal.co.ipl

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企業理念(MYCAL=若 々しく、健康的でより快適な生活の提案)に基づく、コーボレイトコミュニケーション

活動の―つとして位置づけている。
2暮らしのいちばん近くにいる企業として、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かりを大切にしている。

①環境保護に関する活動。
②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 芸術分野 目的                支援形態

音楽  若手芸術家への支援、芸術文化の書発・ 主催

普及
リゾナーレ高原音楽祭の開催

母の日似顔絵コンテスト協賛

海の絵画展開催

朝日「海とのふれあい賞」特別協賛

全国各地の祭 りへの参加・協賛

美術  青少年への芸術文化教育

美術 青少年への芸術文化教育

音楽、美術、文 調査・研究、その他

学、無形文

無形文  伝統芸能の振興、地域文化の振興   協賛、協力(人

・場)、 出捐・寄

付

協賛、協力

(場 )

主催

協賛

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.03-3545-7140 FAX.03-3546-6170

資本金② 売上高② 従業員● 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種の雑誌を自由に閲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

いか、と思っています。

活動名 芸術分野 目的

ワールドマガジンギヤラリー 美術  その他

支援形態

主催

マスプロ電工株式会社 電気機器

担当部署 :PR部
〒470¨0194 愛知県日進市浅田町

TEL.052…802-2226 FAX.052-802-2200

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

主に、当社の本社、工場のある地域の文化振興に貢献する。

活動名 芸術分野 目的                支援形熊

その他  現代芸術の振興、地域文化の振興   協賛ナゴヤフラワードーム



日進市花火大会

マスプロ美術館公開

名古屋ボストン美術館支援

企業別メセナ活動一覧

無形文  地域文化の振興 協賛

美術、そ硼

' 
鑑賞者への支援、文化財等の発掘・保存 主催
。修復、地域文化の振興

美術  芸術文化の啓発・普及、地域文化の振興 出捐・寄付
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前田建設工業株式会社 建設

担当部署 :広報室[ス タッフ数5人 ]

〒102-8151 東京都千代田区富士見2-10-26
TEL.03… 5276-5109 FAX.03-5276-5145 URL.http://www.rnaeda.co.ip/

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

1社会貢献活動の一環。

2企業文化の確立。

活動名

建築の20世紀展

芸術分野 目的 支援形態

建築 国際交流、その他 協賛

建築  芸術文化の書発・普及、地域文化の振  協賛
興、その他

1998秋吉台建築アカデミー

中国泉州の糸あやつり公演

AA7, - t, (a> N )) Maeda Visiting
Critic Programme

伝統芸能の振興、国際交流
一

文

一

形

一築

無

一建 国際交流、その他

一　
一

三二一鑽
一蹟

松下通信工業株式会社 電気機器
資本金④ 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

1創業者である松下幸之助は「企業は社会によって支えられ、社会に貢献するために存在する
｀
公器

″
である」と企

業の使命を表明し、以来、企業理念として、弊社の根幹の考え方として脈々と受け継かれております。
2企業理念に基づき、メセナ活動を行っており、具体的には以下のとおりであります。
・ 事業分野にかかわりの深い「音楽」「演劇」などの分野を重点に、「青少年や若手の育成」「国際文化交流」を中心に

行っております。

活動名 芸術分野 目的

NHK交響楽団賛助会員

飛鳥保存財団賛助会員

音楽 既成芸術家への支援

有形文 文化財等の発掘・保存・修復

既成芸術家への支援、現代芸術の振興

支援形態

出捐・寄付

出捐・寄付

協賛神奈川芸術フェスティパル オペラ「モモ」へ 演劇
の協賛

神奈川フィル八―モニー管弦楽団賛助会員  音楽  既成芸術家への支援、地域文化の振興 出捐・寄付

日本アマチュアオーケストラ連盟賛助会員  音楽  アマチュアヘの支援         出捐・寄付

霊山顕彰会特別展の協賛         有形文  文化財等の発掘・保存・修復     協賛

新日本フィル八―モニーロシア親善公演  音楽  既成芸術家への支援         出捐・寄付

御寺泉涌寺を護る会への支援       有形文  文化財等の発掘・保存・修復      出捐・寄付

担当部署 :社会文化部[ス タッフ数18人 ](大阪、東京)

〒571-8501 大阪府門真市大字門真1006
TEL.06-6909… 6700 FAX.06-6906¨ 4124
〒105-8581 東京都港区芝公園1…1… 2

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://ww.panasonic.co.jp/

資本金⑥ 売上高O経 常利益⑦ 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、フイ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メセナ活動の目標一一―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                支援形態

音楽  既成芸術家への支援、芸術文化の啓発・ 協賛

普及

音楽  既成芸術家への支援、芸術文化の啓発・ 協賛

普及、国際交流

大阪フ ィルハーモニー協会

関西フィル八―モニー管弦楽団後援会

京都音楽文化協会 音楽  既成芸術家への支援、芸術文化の啓発・ 協賛

普及

音楽   既成芸術家への支援、芸術文化の啓発・ 協賛

普及

日本テレマン協会後媛会

モーツアルト室内管弦楽団後援会

国際音楽学生交流協会           音楽

関西二期会(オペラ活動支援)       音楽

大阪センチュリー交響楽団

既成芸術象への支援、芸術文化の啓発・ 協賛

普及

芸術文化の啓発・普及、国際交流

既成芸術蒙への支援、芸術文化の啓発

普及

音楽  既成芸術家への支援、芸術文化の啓発・ 協賛

普及

音楽

一　

一

一　

一

一　

一

一　

一

一　

一

一腋

一歴

第13回門真市民 コンサー ト 音楽  既成芸術家への支援、芸術文化の啓発・ 協賛

普及、地域文化の振興

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

普及、国際交流

音楽  既成芸術家への支援、芸術文化の啓発・ 協賛

普及、国際交流
NHK交響楽団

日本フィル八―モニー交響楽団 音楽  既成芸術家への支援、芸術文化の啓発・ 協賛

普及

音楽  既成芸術家への支援、青少年への芸術 協賛

文化教育、芸術文化の書発・普及
日本交響楽振興財団

東京フィル八―モニー交響楽団 音楽  既成芸術家への支援、芸術文化の啓発・ 協賛

普及

音楽  既成芸術塚への支援、芸術文化の書発・ 協賛

普及、国際交流

二期会オペラ振興会

1000人 のチェロコンサー ト

22世紀クラブ(キ ョウトアンサンブル) 音楽

音楽  芸術文化の啓発・普及、地域文化の振  協賛

興、国際交流

若手芸術家への支援、芸術文化の啓発・ 協賛

普及、現代芸術の振興

メイコーポレーション(ジャバン・ヴィルトー 音楽

ゾ。オーケストラ)

おおさかクラシックデビュタント実行委員会 音楽

既成芸術家への支援、芸術文化の啓発・ 協賛

普及

若手芸術家への支援、芸術文化の啓発・ 協賛

普及、地域文化の振興

大阪国際文化協会(ミ ューズポートプログラ 音楽

ム)

芸術文化の啓発・普及、現代芸術の振興 協賛



クリスマスチヤリティコンサート

ファンデンフック ビアノリサイタル

大阪アーティスト協会(サマー・ミュージック 音楽
・フェスティバル)

アリオン音楽財団('98東 京の夏音楽祭)

企業別メセナ活動一覧

音楽  芸術文化の啓発・普及、地域文化の振興 主催

音楽  芸術文化の啓発・普及、国際交流   協賛

芸術文化の啓発・普及 協 賛

音楽  既成芸術家への支援、芸術文化の啓発・ 協賛

普及、現代芸術の振興、地域文化の振

興、国際交流

181

「ウィーンの風」コンサート 音 楽 既成芸術家への支援、芸術文化の書発・ 協賛

普及、地域文化の振興、国際交流

東京高齢者協同組合「第九」コンサート

名古屋フィル八―モニーコンサート

音楽  既成芸術家への支援、芸術文化の書発・ 出捐・寄付

普及

音楽  既成芸術家への支援、芸術文化の書発・ 出捐・寄付

普及

阪神大震災救援コンサート「復興の日々に励 音楽
ましのコンサート」

PMFパシフィックミュージックフェスティ

パル

第3回大阪国際室内楽コンクール &フ ェス

タ

JMワールドオーケストラ'98

京都フランス音楽アカデミー

芸術文化の啓発・普及、地域文化の振興 協賛

音楽  着手芸術家への支援、芸術文化の啓発・ 協賛、協力

普及、地域文化の振興、国際交流   (製 )

音楽  芸術文化の啓発・普及、地域文化の振  協力(製 )

興、国際交流

音楽 芸術文化の啓発・普及、国際交流 協力(製 )

音楽  若手芸術蒙への支援、芸術文化の啓発・ 協力(製 )

普及、国際交流

世界マリンパフェスティパルOSAKA   音楽 芸術文化の啓発・普及、地域文化の振

興、国際交流

協力(製 )

協力(製 )ケンプリッジ大学セントジョーンズ聖歌隊 音楽 芸術文化の啓発・普及、国際交流

全日本高等学校ギター・マンドリン音楽振興 音楽 若手芸術家への支援、アマチュアヘの 協力(製 )

支援、青少年への芸術文化教育、芸術文

化の啓発・普及

ラブフォーインドネシアコンサート 音楽  芸術文化の啓発・普及、国際交流 協力(製 )

'98国際少年少女合唱祭 音楽  芸術文化の啓発・普及、国際交流   協力(製 )

'98JVC国際協カコンサート 音楽  芸術文化の啓発・普及、国際交流   協力(製 )

大文字国際交流音楽祭 音楽  芸術文化の啓発・普及、国際交流   協力(製 )

大阪21世紀協会(オーケストラアジア)   音楽  芸術文化の啓発・普及、国際交流   協力(製 )

国際音楽祭ヤングプラ八実行委員会 音楽 芸術文化の啓発・普及、伝統芸能の振  協力(製 )

興、国際交流

日本音楽コンクール            音楽  若手芸術家への支援、アマチュアヘの 協賛

支援、芸術文化の啓発・普及、現代芸術

の振興、国際交流

ニューヨーク・シンフォニック・アンサンブル 音楽  若手芸術家への支援、既成芸術家への 主催

公演                       支援、芸術文化の啓発・普及、地域文化

の振興、国際交流

第7回ツイン21チ ャリティコンサート    音楽 既威芸術家への支援、鑑賞者への支援、主催

芸術文化の書発・普及、地域文化の振興

芸術文化の啓発・普及、伝続芸能の振興 出捐・寄付上方文化芸能協会

関西歌舞伎を愛する会 芸術文化の啓発・普及、伝統芸能の振興 出捐・寄付

日本文化財団 音楽、美術、風 芸術文化の啓発・普及、現代芸術の振興 出捐・寄付

閣

一　

一

一　

一

一踊

一劇

一舞
一演

大阪城薪能 無形文  芸術文化の啓発・普及、伝統芸能の振興 協賛

日中合作創作バレエ上海公演 舞踊 芸術文化の啓発・普及、国際交流 協賛
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劇団 らせん館の日独共同演劇 演劇 芸術文化の書発・普及、現代芸術の振  協賛

興、国際交流

上方舞を守る会

東京グロープ座

神遊(能 )

舞踊  芸術文化の啓発・普及、伝統芸能の振興 出捐・寄付

演劇  若手芸術家への支援、既成芸術家への 出捐・寄付

支援、鑑賞者への支援、青少年への芸術

文化教育、芸術文化の書発・普及、国際

交流

演劇  着手芸術家への支援、既成芸術家への 協賛

支援、芸術文化の啓発・普及、伝続芸能

の振興

糸あやつり人形「結城座」

かもねぎショット「夢十夜シリーズ」

演劇  既成芸術家への支援、芸術文化の啓発・ 協賛

普及、伝続芸能の振興

演劇  既成芸術家への支援、芸術文化の啓発・ 協賛

普及、現代芸術の振興

楽の会「ポリス・シャルマッツ・カンパニー」公 演劇

演

ラ ダンス コントラステ「オルフェ」公演  演劇

既成芸術家への支援、芸術文化の啓発・ 協賛

普及、地域文化の振興、国際交流

既成芸術家への支援、芸術文化の書発・ 協賛

普及

国際こども平和壁画展実行委員会 美術  芸術文化の啓発・普及、国際交流   協賛、協力

日本経済新聞社(オルセー友の会) 美術  芸術文化の啓発・普及、国際交流

(場 )

出捐・寄付

清風会 美術 芸術文化の啓発・普及、文化財等の発掘 出捐・寄付
・保存・修復

「残像の中で聞く音」展

「モーショングラフィックス大阪」展 美術  芸術文化の啓発・普及、現代芸術の振興 協賛

美術  芸術文化の啓発・普及、現代芸術の振興 協賛

美術  芸術文化の書発・普及、現代芸術の振興 協賛

美術  芸術文化の啓発・普及、現代芸術の振興 出捐・寄付

美術  芸術文化の啓発・普及、現代芸術の振  協賛

興、国際交流

アートドキュメンタープロジェクト

現代美術画廊の会

「エレクトロニカリーユアーズ」展

国際芸術文化振興会 美術  芸術文化の啓発・普及、現代芸術の振  出捐・寄付

興、国際交流

美術  芸術文化の啓発・普及、現代芸術の振  協力(製 )

興、国際交流
北欧アート「NEW LIFE」展

「A.P.O」 展 美術

美術

芸術文化の啓発・普及、現代芸術の振  協賛

興、国際交流

アマチュアヘの支援、芸術文化の啓発 協力(製 )

普及、現代芸術の振興、国際交流

「アジアの住まい」展

「時代の体温」展

日本美術愛好会サロンデボザール

美術 芸術文化の啓発・普及、現代芸術の振

興、国際交流

美術 アマチュアヘの支援、芸術文化の啓発

普 及

協力(製 )

協力(製 )

ドキュメント2000プ ロジェクト 美術  若手芸術家への支援、鑑賞者への支援、協賛、協力

アートジャバン研究会 美術

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、地域文化の振興、国際交流

(人 )

協賛

タウンアートギャラリー 美術  若手芸術家への支援、芸術文化の啓発・ 協賛、協力(人

普及、現代芸術の振興        ・製)

伝続工芸ホームベージデジタルミュージアム ;節、翻,文  既成芸術家への支援、芸術文化の啓発・ 協賛、協力

普及、伝統芸能の振興 (製 )

既成芸術家への支援、芸術文化の啓発・

普及、現代芸術の振興

癒しのフィーリングアーツ 美 術 主 催



日本工芸会近畿支部 美術、無形文

美術、無1′文

既成芸術家への支援、芸術文化の啓発

普及、伝統芸能の振興

既成芸術家への支援、芸術文化の啓発・
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出捐・寄付

協力(製 )
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日本工芸会・重要無形文化財保存事業

普及、伝統芸能の振興

日本民芸館                美術、無形文 芸術文化の書発・普及、伝統芸能の振興 出捐・寄付

お香の会                 美術、無形文 芸術文化の啓発・普及、伝統芸能の振興 出捐・寄付

文化財保護振興財団 伝統芸能の振興、文化財等の発掘・保存 出捐・寄付

日本民族工芸技術保存協会

・修復、調査・研究

伝統芸能の振興、文化財等の発掘・保存 出捐・寄付
・修復、調査・研究

有形文

美術、無形文

外国人のための歌舞伎教室 演劇 既成芸術家への支援、青少年への芸術 出捐・寄付

文化教育、伝統芸能の振興、国際交流

第5回大阪ヨーロッパ映画祭実行委員会

ふるさとシネマ「こむぎいろの天使」

映像  芸術文化の啓発・普及、国際交流   協賛

映像  芸術文化の啓発・普及、地域文化の振興 協賛

仏人映像作家プリジット・ルメール

映画「どんぐりの蒙」全国上映実行委員会

映像  芸術文化の啓発・普及、国際交流   協賛

映像  鑑賞者への支援、青少年への芸術文化 協賛

教育、その他

大阪コレクション協費

日・ポ国交80周年記念とショバン没後150年

美術  芸術文化の啓発・普及、その他

音楽  芸術文化の啓発・普及、国際交流

協賛

協賛

出捐・寄付新国立劇場への支援 音楽、演劇、舞 鑑賞者への支援、国際交流

大阪企業家ミュージアム 全般  芸術文化の啓発・普及、その他 協賛

社会貢献活動ビデオ制作         全般  その他               主催

バナソニックハンディキャップメセナ基金  音楽、美術、演 若手芸術家への支援、鑑賞者への支援 主催

劇

カルチャーガイドリーフレット作成    全般

社会貢献活動冊子制作          全般

芸術文化の啓発・普及、その他

その他

主催

主催

企業メセナ協議会

パリ日本文化会館「友の会」

全般  その他

全般  鑑費者への支援、芸術文化の啓発・普

及、国際交流、その他

出捐・寄付、協

力(人 )

出捐・寄付

カルチャートーク 全般 鑑費者への支援、芸術文化の啓発・普  主催

及、地域文化の振興、国際交流、その他

松下電工株式会社 電気機器

担当部署 :保信部[ス タッフ数3人 ]

〒571-8686 大阪府門真市大学門真1048

丁EL.06-6908-1131 URL.http://www.mew.colp/

資本金0 売上高0,経常利益0 従業員⑦ 設立1935年

メセナ活動基本方針

創業者の事業観「世界人類の平和と繁栄に寄与」を実現していくために、当社は社会貢献活動を企業文化のなか

に採り入れ、積極的な支援活動を行う。

そのためには、企業市民としての社会的責任を果たすべく、社会各層の市民・消費者・諸機関に対して、保有する

資金・人材・情報・ノウハウを社会サービスとして提供し、社会貢献活動に役立てる。

基本方針としては、

1社会貢献活動は「企業の社会的責任」であり、健全な社会投資であると認識し、会社と社員が一体となって取り

組む。

2社会貢献活動は、社員の自己実現の場であると同時に、一市民として各自が属する社会に役立っていこうとす

る、人間形成の場とする。
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3社会との良好な関係を形成し保持するために、社会貢献活動に積極的に取り組む。

活動名 芸術分野 目的

飛鳥保存財団 有形文 文化財等の発掘・保存・修復

日本テレマン協会

支援形態

出捐・寄付

出捐・寄付

出捐・寄付

出捐・寄付

出捐・寄付

大フィル (大 阪フィル八―モニー ) 音楽  既成芸術家への支援

音楽  芸術文化の啓発・普及

古代学協会 有形文

建築

調査・研究

黒川紀章回顧展 芸術文化の啓発・普及

丸紅株式会社 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O 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

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

九州交響楽団 音楽  既成芸術家への支援、地域文化の振興 出捐・寄付

演劇  既成芸術家への支援、芸術文化の啓発・ 協賛ベネズエラ人形劇団東京公演への支援

普及、国際交流

新日本フィル八―モニー交響楽団ロシア公演 音楽  既成芸術家への支援、芸術文化の啓発・ 協賛

支援                        普及、国際交流

日本交響楽振興財団 音楽  既成芸術家への支援、芸術文化の啓発・ 出捐・寄付

普及

音楽  既成芸術家への支援、芸術文化の啓発・ 出捐・寄付

普及

大阪フィルハーモニー協会

ポリビア日系協会連合会 ポリビア日本人移

住100周年記念事業への支援

音楽、舞踊、映 芸術文化の啓発・普及、伝統芸能の振  協賛

像、文学  興、地域文化の振興、国際交流

第10回日本声楽コンクール開催支援 音楽  若手芸術家への支援、芸術文化の啓発

日本フィル八―モニー交響楽団

普及

既成芸術家への支援、芸術文化の啓発・

普及

音楽

協贅

出捐・寄付

NHK交響楽団 音楽 既威芸術家への支援、芸術文化の啓発

普及

ポリビア国際音楽祭支援 音楽  既成芸術家への支援、国際交流

出捐・寄付

協賛

協賛

出捐・寄付

日希修好百周年記念事業          音楽

西オーストラリア州立博物館改修への寄付  有形文、その他

既成芸術家への支援、国際交流

文化財等の発掘・保存・修復、国際交流、

調査・研究

海外事業活動関連協議会 カタール日本週間 音楽
への支援

既成芸術家への支援、国際交流

中華人民共和国建国50周年記念特別企画「覇 滉劇、舞踊  既成芸術家への支援、伝統芸能の振興、協賛

王別姫」協賛 国際交流

「世界のお巡りさんコンサート」協賛 音楽 国際交流、その他 協賛

協賛国際協力推進協会 日本人ベルー移住100周  音楽

年記念事業支援

既成芸術家への支援、国際交流

第50回エクスオンプロバンス音楽祭「ドン・ 音楽

ジョバンニ」支援

既成芸術家への支援、芸術文化の啓発・ 協賛

普及、国際交流

協賛
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資本金0 売上高0 経常利益② 従業員④l 設立1946年

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

音楽  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、地域文化の振興

支援形態

協力(人・場)

出捐・寄付
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 若手芸術家への支援、既成芸術家への 出捐・寄付

支援、地域文化の振興

担当部署 :業務推進部、広報部[ス タッフ数4～5人 ]

〒030-8622 青森市勝田1… 3-1

TEL.0177¨ 74-1111(イt表)FAX.0177-22-2190 URL.htp://wⅥ ′w.michinokubank.co.jp/

資本金0 売上高0 経常利益0 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 芸術分野 目的                支援形態

有形文認地 青少年への芸術文化教育、文化財等の 主催

発掘・保存・修復、地域文化の振興、調査

・研究、その他

みちのく文化講演会の開催

株式会社みちのく銀行 銀行

ロシア極東交響楽団コンサートの開催   音楽 着手芸術家への支援、アマチュアヘの 主催

支援、国際交流

三浦印刷株式会社 E口届」

担当部署 :総務部総務課[ス タッフ数7人 ]

〒130-8588 東京都墨田区千歳2…3-9

TEL.03… 3632-111l FAX.03… 3632-3967 URL.http://www.miura.com/

資本金0)売上高② 経常利益② 従業員② 設立1931年

メセナ活動基本方針

カラー写真を通じて若者の斬新な感性をはぐくみ、広く発表の機会を提供し豊かな人間形成の一端を担う。

活動名 芸術分野 目的                支援形態

美術  アマチュアヘの支援、青少年への芸術 主催

文化教育
三浦印刷杯ヤングカラーフォトコンテスト

担当部署 :広報室[ス タッフ数6人 ]

〒363-8601 埼玉県桶川市加納180

TEL.048-774… 3131 FAX.048-776-1145 URL.http://wwwlnikunicocacola.co.ip/

資本金O売 上高④ 経常利益④ 従業員0設 立1963年

メセナ活動基本方針

地域社会とともに歩み、繁栄していくという思想のもと、地域経済・文化・スポーツ・環境保全等に貢献し、地元よ

り信頼され、愛される企業をつくる。

三国コカ・コーラ ボトリング株式会社 食料品
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活動名                  芸術分野

埼玉青少年交響楽団さわやかコンサート  音楽

秩父開発機構リゾートコンサート      音楽

埼玉新聞社ピアノコンクール        音楽

さいたま芸術文化祭            全般

吉武まつ子コンサート           音楽

目的

若手芸術家への支援

鑑賞者への支援、地域文化の振興

若手芸術家への支援、アマチュアヘの

支援、青少年への芸術文化教育

地域文化の振興

既成芸術家への支援、地域文化の振興

支援形鮨

主催

協賛

協賛

協賛

協賛

株式会社御園座 サービス
担当部署 :総務部図書課[ス タッフ数4人 ]

〒460-8403 愛知県名古屋市中区栄1-6-14御 園座会館

TEL.052… 222-8201 FAX 052-204-0523

資本金② 売上高● 経常利益0従 業員● 設立1896年

メセナ活動基本方針
1地域社会に文化を育てる。

2社会還元。

活動名

御園座演劇図書館の運営

芸術分野 目的                支援形態

滉劇、舞踊、映 アマチュアヘの支援、鑑費者への支援、主催
像、文字  青少年への芸術文化教育、芸術文化の

書発・普及、伝統芸能の振興

三井海上火災保険株式会社 保 険
担当部署 :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. 03-5283-207 5 URL. http://www.mitsuimarine.co.ipl
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。

活動名                  芸術分野 目的                支援形態

地域住民のためのコンサート

三井海上文化財団への出捐

講演会(レ クチヤーコンサート)      音楽

「第9回全国高等学校総合文化祭優秀校東京 音楽

公演」に対する助成

音楽  芸術文化の啓発・普及、地域文化の振興 共催

音楽、舞踊、無 青少年への芸術文化教育、芸術文化の 出捐・寄付
形文 啓発・普及、伝統芸能の振興、地域文化

の振興、国際交流

芸術文化の書発・普及、地域文化の振興

青少年への芸術文化教育、伝統芸能の

振興、地域文化の振興

出捐・寄付

興、地域文化の振興、国際交流

既成芸術家への支援、芸術文化の啓発・ 出捐・寄付
普及

共催

出捐・寄付

出捐・寄付新日本フィル八―モニー交響楽団に対する助 音楽 既成芸術家への支援、芸術文化の啓発
成                         普及

アリオン音楽財団等文化芸術団体に対する助 音楽  若手芸術家への支援、既成芸術家への
成                         支援、現代芸術の振興、伝続芸能の振

日本フィル八―モニー交響楽団に対する助成 音楽
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担当部署 :広報部

〒103-0022 東京都中央区日本橋室町2-1-1

TEL.03-3246-3155 FAX.03-3246-3552 URL.http://www.mitsuifudosan.co.lp/

資本金0 売上高0 経常利益0 従業員01 設立1941年

メセナ活動基本方針

企業と社会のコミュニケーションをはかる重要な企業活動の一環として、主に芸術文化に対する支援活動を実

施する。

担当部署 :経営企画本部総務部広報グループ

〒163¨0460 東京都新宿区西新宿2…1-1

TEL.03… 5381-4062 FAX.03… 5381-4434 URL.h■ p://wvぃ″.mitsui― hanbal.CO.,p/

資本金④ 売上高0経 常利益0)従業員0)設立1969年

メセナ活動基本方針

企業と社会のコミュニケーションをはかる重要な企業活動の一環として、主に芸術文化に対する支援活動を実

施する。

活動名 芸術分野 目的                支援形態

文学  者手芸術家への支援、既成芸術家への 共催

支援
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活動名                  芸術分野 目的                支援形態

隅田川花火大会              無形文  地域文化の振興           協賛

東京の夏音楽祭              音楽、演劇  若手芸術家への支援、芸術文化の書発・ 協賛

普及、現代芸術の振興、伝統芸能の振興

日本フアンタジーノベル大賞

三井不動産株式会社 不動産

三井不動産販売株式会社 不動産

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6人]

〒100…8330 東京都千代田区丸の内2¨ 7-3

TEL.03-3287-5780 FAX.03-3212-2362 URL.http://www.rnec.co.lp/

資本金0 売上高④ 経常利益0 従業員O 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、総合デベロッパーとしての

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

東京・仙台・横浜・金沢・広島でのストリートギ

ャラリー(彫刻展示)

横浜ランドマークタワー内『ランドマークホ

ール』の運営および自主催事の開催

芸術分野 目的                支援形態

美術  既成芸術家への支援、鑑賞者への支援、主催

芸術文化の書発・普及、地域文化の振興

音楽、美術、演 若手芸術家への支援、既成芸術家への 主催

醐、舞踊、映像 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

美術  鑑賞者への支援、地域文化の振興   主催横浜ランドマークタワー内『タワーギャラリ



188

*2= iG*B!]xtiEq

横浜ランドマークタワー内『ドツクヤードガ 音楽、建築、有 文化財等の発掘・保存・修復、地域文化 主催
―デン』でのコンサー 形文

オーケストリオ・チューリッヒ'98演奏会の 音楽

開催

福岡・天神イムズ内『三菱地所アルティアム』
の運営および自主企画展開催

美術、映像

の振興

既成芸術家への支援、鑑費者への支援、主催
青少年への芸術文化教育、地域文化の
振興、その他

若手芸術家への支援、既成芸術家への 主催
支援、芸術文化の啓発・普及、現代芸術

東京・日比谷シティ『サンクンガーデン」イベ
ント(「夜能」「ビルの谷間コンサート」)開催
「新国立劇場」贅助会員への寄付

「東京グロープ座」賛助会員への寄付

の振興、地域文化の振興

音楽、綱′文 鑑費者への支援、伝統芸能の振興、地域
文化の振興

音楽、浸劇、露 芸術文化の啓発・普及
踊

音楽、滉劇、舞 芸術文化の啓発・普及
踊

主催

出捐・寄付

出捐・寄付

「日本フィル八―モニー交響楽団定期演奏会」音楽
への協賛

既成芸術家への支援 協賛

協賛

協賛

「NHK交響楽団」への協賛

「富城県美術館クラシックインミュージアム」
への協賛

「横浜ジャズプロムナード」への協賛

「横浜ダンスコレクション」への協賛

「神奈川コンテンポラリーアートフェスティ
パル」への協賛

二期会オペラ振興会への寄付

音楽 既威芸術家への支援

音楽 地域文化の振興

音楽  着手芸術家への支援、既成芸術家への 協賛
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

舞踊  着手芸術家への支援、既成芸術家への 協賛
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

美術  若手芸術家への支援、既成芸術家への 協賛
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

音楽  若手芸術家への支援、既成芸術家への 出捐・寄付
支援、鑑賞者への支援

三菱商事株式会社 卸売業
担当部署 :環境室[ス タッフ数6人]

〒100-8086 東京都千代田区丸の内2-6-3
TEL. 03-3210-7179 FAX. 03-3210-9257 URL. http://www.m itsubishi.co.jpl
資本金O 売上高0経 常利益0従 業員0設 立1950年

担当部署 :総務部社会貢献活動推進室[ス タッフ数7人 ]

〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-4-5

活動名                  芸術分野 目的                支援形憩
「世界のお巡りさんコンサート」      音楽  芸術文化の啓発・普及、国際交流   協賛
静鶏堂協会                美術  鑑賞者への支援、芸術文化の啓発・普及 出捐・寄付
東洋文庫                 美術、文学  文化財等の発掘・保存。修復     協賛
アートスフィア劇場自主公演支援     音熱湖1、 舞 若手芸術家への支援、既成芸術家への 協賛

踊    支援、鑑賞者への支援、芸術文化の書発
・普及、現代芸術の振興、地域文化の振
興

三菱信託銀行株式会社 銀行
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TEL. 03-3212-1211 FAX. 03-3201-4764 URL. http://www.mitsubishi-trust.co.jpl

資本金0)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当社の業績に左右されす、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  既成芸術家への支援、芸術文化の啓発・ 出捐・寄付

普及

音楽  既成芸術家への支援、芸術文化の啓発・ 出捐・寄付

普及

音楽  既成芸術家への支援、芸術文化の啓発・ 出捐・寄付

普及

音楽  既成芸術家への支援、芸術文化の啓発・ 出捐・寄付

NHK交響楽団

二期会オペラ振興会

東京シティ・フィル八―モニック管弦楽団

日本オペラ振興会

日本フィルハーモニー交響楽団 音楽

普及

既成芸術家への支援、芸術文化の啓発・ 出捐・寄付

出捐・寄付

普 及
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東京交響楽団 既成芸術家への支援、芸術文化の啓発

普及

東京フィル八―モニー交響楽団

新日本フィル八一モニー交響楽団

音楽  既成芸術家への支援、芸術文化の書発・ 出捐・寄付

普及

音楽  既成芸術家への支援、芸術文化の啓発・ 出捐・寄付

普及

三菱電機株式会社 電気機器

担当部署 :宣伝部

〒100…8310 東京都千代田区丸の内2… 2-3三菱電機ビル

TEL.03-3218… 2318 FAX.03-3218-2321 URL.htp:/ノ、Ⅳい″.melco.co.jp/

資本金0 売上高0)経常利益④ 従業員0 設立1921年

メセナ活動基本方針

1広 く文化貢献につなか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

海外小学校児童との絵画交換展 美術  国際交流

ミュージカル「∪nforge■ able」 冠協賛   演劇  鑑賞煮全91支琴主至術文化の啓発・普

デジタル・メディア・ラボ映画基金

及、現代芸術の振興

若手芸術家への支援

まんが甲子園 青少年への芸術文化教育、地域文化の

振興

一

像
一術

映
一美

支援形態

主催

協賛

出捐・寄付

協力(製 )

三菱マテリアル株式会社 非鉄金属

担当部署 :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.h‖ p://wvい″.mrnc.co jp/

資本金01 売上高⑤ 経常利益0 従業員101 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。
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活動名

三菱ゴール ドコンサー ト

芸術分野 目的                支援形態

音楽  若手芸術家への支援、既威芸術家への 協賛
支援、芸術文化の啓発・普及

株式会社宮崎太陽銀行 銀行
資本金0 売上高② 経常利益0 従業員② 設立1941年

メセナ活動基本方針
地域社会への貢献として行つている。

活動名 芸術分野 目的

宮崎国際室内楽音楽祭 音楽 地域文化の振興

支援形態

出捐・寄付

株式会社メモリアルアートの大野屋 サービス
担当部署 :経営企画室広報グループ

〒171-0033 東京都豊島区高田3-13-2高 田馬場TSビル

TEL.03‐ 5979-4403 FAX.03-5955-8802 URL.http://wYn″ .ohnoya.co.ip/

資本金② 売上高② 経常利益② 従業員0 設立1939年

メセナ活動基本方針
「｀

こころの豊かさ、こころのやすらぎ
″
が私たちの商品です」という企業理念に基づいた活動を通して、一人でも

多くの方々に「心やすらぐひととき」をお届けする。

活動名 芸術分野 目的

親と子の石のベイン

舞台演劇「グレイッシュ

メモリアルクラシックコンサート 芸術文化の啓発・普及、その他

青少年への芸術文化教育、その他

鑑費者への支援、青少年への芸術文化
教育、その他

一課
一飾
一嗣

支援形態

主催

主催

協賛

メルシャン株式会社 食料品
担当部署 :メルシャン軽井沢美術館[ス タッフ数7人 (+シーズンアルバイト10人 )]

〒389-0207 長野県北佐久郡御代田町大字馬瀬口

TEL.0267-32-0288 FAX.0267-32-0289

資本金④ 売上高④ 経常利益0従 業員0設 立1934年

メセナ活動基本方針

1メルシャン軽井沢美術館を主としフランス国立美術館連合との提携により、主にフランス美術の展示を行う。
2酒・食との関連によるコンサート等への協賛等。

活動名

メルシャン軽井沢美術館の運営

芸術分野 目的

美術 芸術文化の啓発・普及

支援形態

主催

株式会社モスフードサービス 卸売業
担当部署 :広報室・販売促進部・総務部[ス タッフ数6人 ]

〒162-8501 東京都新宿区筆笥町22
TEL.03‐ 3266-7171 FAX.03-3266-7110 ∪RL.h‖ p:/ /www.mos.co.jpl
資本金④ 売上高0 経常利益0 従業員② 設立1972年

メセナ活動基本方針
1若者の夢実現を応援。

2芸術活動の支援。



活動名

企業別メセナ活動一覧

芸術分野 目的                支援形態

美術  若手芸術家への支援、芸術文化の啓発・ 主催

普及、現代芸術の振興
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海岸美術館の運営

株式会社ヤクルト本社 食料品

〒105-8660 東京都港区東新橋1-1-19
~rEL.03…

3574-8960 FAX.03… 3575… 1636 URL.http://www.yakult.co.ip/

資本金④ 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
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

音楽  現代芸術の振興、地域文化の振興   協賛

舞踊  若手芸術家への支援        協賛

イ ト

全日本パレエコンクール

ヤクルトホールの運営 音楽、演劇、舞 その他 主催

担当部署 :経営企画本部[ス タッフ数4人 ]

〒104-8125 東京都中央区銀座2…16-10

TEL.03-3248… 5823 FAX.03-5565-3428 URL.http://,wvぃ ″.kuronekoyarrlato.co.ip/

資本金0 売上高0)経常利益0 従業員101 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い

く。

2ヤマト運輸は、地域の一員として信頼される事業活動を行う。

3音楽宅急便についての基本的な方針は、①地元のオーケストラを使って育成していく、○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

「音楽宅急便」の開催 既成芸術家への支援、鑑賞者への支援、主催

芸術文化の啓発・普及

踊、映像

音楽

ヤマト運輸株式会社 陸運

ヤマ八株式会社 楽器。音響
担当部署 :財団法人ヤマ八音楽振興会

〒153¨0064 東京都目黒区下目黒3-24-22
TEL.03-3713-1351 URL.http://'wvぃ ″.yarnaha― mf or.jp/

資本金●)売上高④ 経常利益0 従業員01 設立1897年

メセナ活動基本方針

1世界の人々の豊かな人生に貢献する。

2当社の基盤事業である音楽・楽器事業を通じ、また(財)ヤマ八音楽振興会の活動を通じて世界の音楽文化の向

上・発展に寄与することをめざす。

活動名                  芸術分野 目的                支援形態

若手芸術家への支援、既成芸術家への 主催

支援、アマチュアヘの支援、鑑賞者への

支援、芸術文化の啓発・普及、文化財等

の発掘・保存・修復

ヤマ八ジャズフェスティバル 音楽
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ヤマ八音楽振興会活動への協賛 若手芸術家への支援、既成芸術家への 協賛

支援、国際交流

音楽

安田火災海上保険株式会社 保 険

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://'wvvw.yasuda.co.ip/

資本金0)売上高0 経常利益0 従業員⑦ 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。

伝続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つている。

活動名 芸術分野 目的 支援形態

協力(人・場・

製)

協賛、協力(人

・場)

生誕100年記念東郷青児展 美術 芸術文化の啓発・普及

ルオー回顧展 美術 芸術文化の啓発・普及

ドマーニ・明日展1999          美術

安田火災美術財団奨励賞の実施      美術

若手芸術家への支援、芸術文化の啓発・ 協力(人・場)

普及、現代芸術の振興

若手芸術家への支援、芸術文化の啓発・

普及、現代芸術の振興

協力(人・場)、

その他

安田火災東郷青児美術館大賞の実施 美術  既成芸術家への支援、芸術文化の啓発・ 協力(人・場)、

普及                その他

文化の日美術ドキュメンタリー番組の提供  美術  芸術文化の啓発・普及        協賛

人形劇場ひまわリホールの運営 演慮」  青少年への芸術文化教育、芸術文化の

「ピカソ展」の協賛 美術

啓発・普及、伝統芸能の振興

芸術文化の啓発・普及

オランダ・アムステルダム ゴッホ美術館新館 美術、建築  芸術文化の啓発・普及、国際交流   出捐・寄付
建設寄付

早稲田大学古代エジプト調査室への支援

主催

協賛

有形文  鑑費者への支援、文化財等の発掘・保存 出捐・寄付
・修復、国際交流

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ィ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

TEL.03-3349-6194 FAX.03-3345-6388

売上高O 経常利益0 従業員●)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ブライフ文化財団への 音楽、舞踊、無 若手芸術家への支援、伝統芸能の振興、出捐・寄付

出捐                   形文   地域文化の振興

読売日本交響楽団への協賛 音楽  既成芸術家への支援 協賛



日本音楽コンクール受費者発表演奏会への協 音楽

賛

全国小中学生環境絵画コンクール

鳥塚 しげきふれあいコンサー ト

企業別メセナ活動一覧

若手芸術家への支援、既成芸術家への 協賛
支援

青少年への芸術文化教育 協賛
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主催その他

一　

一

一　

一

一揃

一課

矢作建設工業株式会社 建設

担当部署 :経営企画部[ス タッフ数6人]

〒461-0004 愛知県名古屋市東区葵3-64-1

1・EL.052-935-2344 FAX.052… 935…5806 1JRL.http://w、 ″vv.yahagl.co.jp/

資本金0)売上高0 経常利益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が積極的に行うべき性質のものではない。

2経営の状況に応じて柔軟に対応していく。

3 PR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

名古屋伝統芸能振興会

名古屋をどり後援会

日本室内楽アカデミー楽友会

名古屋城本丸御殿壁画修復事業協賛

名古屋フィル八―モニー後援会

芸術分野 目的

無形文  伝統芸能の振興、地域文化の振興

無形文

音楽

有形文

音楽

伝統芸能の振興、地域文化の振興

の振興

地域文化の振興

地域文化の振興

若手芸術家への支援

文化財等の発掘・保存・修復、地域文化

支援形態

出捐・寄付

出捐・寄付

出捐・寄付

協賛

出捐・寄付

協賛名古屋フィル八―モニー特別演奏会協賛  音楽

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.http://1wMハ v yarrlagatabank.co.jp/

資本金④ 売上高② 経常利益0 従業員01 設立1896年

株式会社山形銀行 銀行

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

やまぎんクリスマスコンサート 音楽 地域文化の振興

支援形態

主催

雪印乳業株式会社 食料品
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

丁EL.06-6344-6166 FAX.06-6344… 6167 URL.http://Ⅵ Ⅳvw.heatbeat.co.ip/

資本金④ 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)営利を追求せす、企業イメージの向上と企業が社会に及ぼす文化的影響の確立をめざした活動が社
会に貢献できる姿を、メセナ活動ととらえてしヽる。

2メ セナ活動の中心として演劇・絵画・音楽・工芸等か芸術文化の範口と解釈されがちであるが、食文化を含む広

義の文化活動も「メセナ」活動として考えてしヽる。
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194 活動名

HEAT BEAT SUPER AUDiT!ON

劇団「座。キュービーマジック」

劇団「おうるでいずTheater」

芸術分野 目的                支援形態

音楽  若手芸術家への支援、アマチュアヘの 主催

支援、芸術文化の啓発・普及

演劇  若手芸術家への支援、芸術文化の啓発・ 協賛

普及

演劇  若手芸術家への支援、芸術文化の啓発・ 協賛

普及

株式会社ヨークベニマル 小売業

担当部署 :総務室渉外法務部[ス タッフ数2人 ]、 ヨークベニマル文化教育事業財団

〒963-8543 福島県都山市朝日2-18-2

TEL.024-924-311l FAX.024… 932-7623

資本金0 売上高0 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

歴史書発刊事業

支援形態

主催文学、そ

の他

芸術文化の啓発・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、その他

ヨークベニマル文化教育事業財団への支援  全般  国際交流 協力(人・場)、

出捐・寄付

横河電機株式会社 電気機器

担当部署 :Cl広報室[ス タッフ数8人]

〒180…8750 東京都武蔵野市中町2-9-32

TEL.0422-52-5530 FAX.0422-55-6492
URL.h‖ p://www.yoko9awa.co.jp/

資本金④ 売上高④ 経常利
`凝

D 従業員O 設立1915年

メセナ活動基本方針

1メセナ活動は企業の社会的責任の一つと考え実施する(社会貢献活動の一分野)。

2継続性を重視する。

活動名                  芸術分野 目的

アナトリアにおける発掘調査への支援 有形文 文化財等の発掘・保存・修復

支援形態

出捐・寄付

米久株式会社 食料品
資本金0 売上高0)経常利益0 従業員② 設立1965年

活動名 芸術分野 目的 支援形態

前島秀章美術館 美術 既成芸術家への支援 主催

富士山題国際音楽祭 音楽  地域文化の振興、国際交流 協賛
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株式会社読売新聞社 新聞 195
担当部署 :事業局[ス タッフ数90人 ]

〒135-8438 東京都江東区清澄1… 2-1

TEL.03… 3242…1111(大代表)URL.http://wⅣw.yomiuri.co.jp/

資本金② 売上高0 経常利益0 従業員0 設立1874年

メセナ活動基本方針

1新聞発行、出版事業とともに、内外の優れた芸術を国民に提示、またその活動を支援・顕彰することによって、日
本の文化向上に貢献する。

2日本の文化事業の国際的展開に寄与する。

3(財 )読売日本交響楽団の活動を進展させる。

4生涯教育の場である各地の関連文化センターを拠点に、国民の文化水準向上をはかる。

活動名 芸術分野 目的                支援形態

音楽  鑑賞者への支援、青少年への芸術文化 主催
教育、芸術文化の啓発・普及

読売日本交響楽団の公演

読売書法会の活動 美術 若手芸術家への支援、既成芸術塚への 主催
支援、アマチュアヘの支援、青少年への

芸術文化教育

既威芸術家への支援

文学  既成芸術家への支援

美術  アマチュアヘの支援

一

一

一

一

一

一

一

一

一　
一　
一　
一

一催
一催
一催
一催

一主
一主
一主
一主第20回読売ヒューマン・ドキュメンタリー大 文学  アマチュアヘの支援

賞カネボウスペシャル

第10回日本フアンタジーノベル大賞    文学  者手芸術家への支援

第1回インターネット文芸新人賞 文学  アマチュアヘの支援

星空の創作シナリオ募集 文学  アマチュアヘの支援

主催

主催

主催

主催

その他

隅田川花火大会 無形文

第5回全国高等学校選抜オーケストラフェス 音楽

タ

伝統芸能の振興

青少年への芸術文化教育

第18回浅草アマチュアJAZZコ ンサート  音楽  地域文化の振興、国際交流 その他

浅草サンバカーニパル 舞踊  地域文化の振興、国際交流 その他

その他日本民謡フェスティバル'98

民謡・民舞少年少女大会

第1回津軽三昧線コンクール

英国映画祭

アンサンブル・フィリドール日本公演

チヤイコフスキー国際コンクール優勝記念
佐藤美枝子リサイタル

音楽  伝統芸能の振興、地域文化の振興

音楽  青少年への芸術文化教育

音楽  伝統芸能の振興、地域文化の振興

映像  鑑賞者への支援、芸術文化の啓発・普及

音楽  鑑賞者への支援、国際交流

音楽 若手芸術家への支援

その他

その他

主催

その他

その他

英国槍騎兵軍楽隊コンサート

第34回日伊声楽コンソルソ

音楽  鑑費者への支援、国際交流

音楽 国際交流

タック&パティ日本公演 音楽  鑑賞者への支援

オーネット・コールマン&プライムタイム

「Skies of America」

ソニー。ロリンズ ジャバンツアー'98

デューク・エリントンオーケストラ ジャバン

音楽  鑑費者への支援

鑑賞者への支援

鑑賞者への支援

音楽

主催

主催

主催

主催

主催

主催

ツアー1998
音楽

読売演劇大賞

読売文学賞

よみうり写真大賞
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ミュージカル「アニー」

ウォルトディズニー・ワールド・オン・アイス
「トイ・ストーリー」

ピーターライト版「くるみ割り人形」

バレエと管弦楽と合唱による舞踏交響曲「ダ
フエスとクロエ」

第21回納涼能

パリ・オランジュリー美術館展

現代ボタニカル・アート展

ルオー展

エレクトロニカル・ユアーズ電子時代の新た

なる肖像展

白樺派と美術―武者小路実篤、岸田劉生と仲

間たち

演劇  鑑費者への支援、青少年への芸術文化 その他

教育

演劇  鑑賞者への支援、芸術文化の啓発・普及 その他

舞踊  鑑費者への支援、芸術文化の啓発・普及 主催

音楽、舞踊  鑑費者への支援、芸術文化の薔発・普及 その他

無形文 伝統芸能の振興 その他

美術 鑑費者への支援、芸術文化の啓発・普及 共催

美術  鑑賞者への支援、現代芸術の振興

美術  鑑賞者への支援、芸術文化の啓発・普及

共催

共催

美術  既成芸術家への支援、現代芸術の振興 共催

美術  鑑費者への支援、芸術文化の啓発・普及 共催

DOMANI・明日展1999 美術  若手芸術家への支援、国際交流

豊島弘尚展―空に播く種子または自の花―  美術  鑑賞者への支援、芸術文化の啓発・普及 その他

第29回世界児童画展           美術  青少年への芸術文化教育      その他

第21回日本の象牙彫刻展 美術  鑑費者への支援、伝統芸能の振興 その他

共催

ワシントン・ナショナル・ギヤラリー展

メキシヨの美術1920--1950

イギリス絵本の世界展

オープリー・ビアズリー展

20世紀の中国絵画展

メキシコ現代版画と日本

シャガール展

ジュマイユ展

ヴェナンツォ・クロチェッテイ展

現代バリ島画家の巨星マデ・ウィアンタ展

フランス現代美術展

キキとモンパルナスの画家たち展

ダリッチ美術館所蔵ルーベンスとバロック絵

画の巨匠たち展

美術  鑑費者への支援、芸術文化の啓発・普及 主催

美術  鑑賞者への支援、芸術文化の啓発・普及 主催

美術  鑑賞者への支援、国際交流      主催

鑑賞者への支援、芸術文化の啓発・普及 主催美術

美術

美術

美術

美術

美術

美術

美術

美術

美術

鑑賞者への支援、芸術文化の啓発・普及

鑑賞者への支援、国際交流

鑑賞者への支援、芸術文化の啓発・普及

主催

主催

主催

鑑賞者への支援、芸術文化の啓発・普及 主催

鑑賞者への支援、芸術文化の啓発・普及 主催

鑑費者への支援、芸術文化の啓発・普及 主催

鑑賞者への支援、芸術文化の啓発・普及 主催

鑑費者への支援、芸術文化の啓発・普及 主催

鑑賞者への支援、芸術文化の啓発・普及 主催

シルクロードのかざり 中央アジアとコーカ

サスの美術

美術  芸術文化の啓発・普及、調査・研究   主催

日英文化交流の架け橋 富本憲吉とバーナー 美術

ド・リーチ

ポール・デルヴォー展

日本の具象彫刻10人展 :1930s-1950s

芸術文化の啓発・普及、国際交流   主催

美術  鑑費者への支援、芸術文化の啓発・普及 主催

美術  既成芸術家への支援、芸術文化の啓発・ 主催

普及

中国陶磁の至宝 英国デイヴィット・コレクシ 美術

ョン展

鑑費者への支援、国際交流 主催

オーストラリア現代工芸展

フンデルトワッサーの世界展

ゴヤ版画にみる時代と独創

アンセル・アダムスの世界展

和田英作展

菅木志雄展

美術 鑑賞者への支援、国際交流      主催

鑑賞者への支援、芸術文化の啓発・普及 主催

鑑費者への支援、芸術文化の啓発・普及 主催

鑑賞者への支援、芸術文化の啓発・普及 主催

鑑賞者への支援、芸術文化の啓発・普及 主催

美術

美術

美術

美術

美術  鑑賞者への支援、芸術文化の啓発・普及 主催
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足立源―郎展

後藤純男展

竹久夢二展

中島千波屏風絵展

山下りんとその時代展

杉全直展

ピカソ「愛とエロチシズム」

鑑賞者への支援、芸術文化の啓発・普及

鑑賞者への支援、芸術文化の啓発・普及

鑑賞者への支援、芸術文化の啓発・普及

鑑賞者への支援、伝統芸能の振興

鑑賞者への支援、芸術文化の啓発・普及

一　

一　

一　

一　

一　

一

一　

一　

一　

一　

一　

一

術

一術

一術

一術

一術

一術

一術

美

一美

一美

一美

一美

一美

一美

主催

主催

主催
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主催

主催

鑑賞者への支援、芸術文化の書発・普及 主催

鑑賞者への支援、芸術文化の啓発・普及 主催

いす。100のかたち ヴィトラ・デザイン・ミュ 美術

一ジアムの名品

マウリッツハイス美術館展        美術

ボナノッテとデ・ミトリオニ人展 美 術

鑑賞者への支援、芸術文化の啓発・普及 主催

鑑賞者への支援、芸術文化の啓発・普及

鑑賞者への支援、芸術文化の啓発・普及

主催

主催

デイル・チフーリ展

イタリア美術1945-1995
ピサロ展印象派の巨匠とピサロ家の画家たち 美術

ジェームズ・タレル展 美術

ポイマンス美術館20世紀美術展

ロダン展

鑑賞者への支援、芸術文化の啓発・普及 主催

鑑賞者への支援、芸術文化の啓発・普及 主催

美術

美術

美術

美術

鑑賞者への支援、芸術文化の啓発・普及

鑑賞者への支援、芸術文化の啓発・普及

主催

主催
一
　

一

一催

一

一主

一

一及

一

一書

一

一発

一

一啓

一

一の

一

一七

一

一刻

一

一術

一

一芸

一

一援

一

一支

一

一の

一

一者

一

一賞

一

一鑑

一

一
　

一

一術

一

一美

一
鑑賞者への支援、芸術文化の啓発・普及 主催

第20回 日本秀作美術展 アマチュアヘの支援、芸術文化の啓発・ 主催

普及

ルートヴィヒ・コレクション ポップアート 美術

-20世紀の大衆芸術―

オルレアン美術館展

平山郁夫――画業50年展

中村久子写真展

幻の中世都市十三湊

鑑費者への支援、芸術文化の啓発・普及 主催

美術  鑑費者への支援、芸術文化の啓発・普及 主催

美術  鑑費者への支援、芸術文化の啓発・普及 主催

美術  既威芸術家への支援、鑑費者への支援 主催

有形文  文化財等の発掘・保存・修復、調査・研究 その他

株式会社リクルート サービス
資本金0)売上高④ 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(グラフィックデザインなど)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

「クリエイションギヤラリーG8」の運営

芸術分野 目的                支援形態

美術  若手芸術家への支援、既成芸術家への 主催
支援、鑑費者への支援、芸術文化の啓発
・普及、現代芸術の振興、国際交流

「ガーディアン・ガーデン」の運営 美術、演劇、舞 若手芸術家への支援、既成芸術家への 主催

踊    支援、鑑賞者への支援、芸術文化の啓発
・普及、現代芸術の振興

株式会社琉球銀行 銀行

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
‐
「 EL.098-866-0864 FAX.098-861-2675 URL.http://wvvw.ryugin.co.jp/

資本金④ 売上高② 経常利益● 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。
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活動名198
県立芸大キプロスオペラ公演を支援

芸術分野 目的                支援形態

音楽  着手芸術家への支援、芸術文化の啓発・ 出捐・寄付

普及、地域文化の振興、国際交流

難i、 無形文 書手芸術家への支援、既成芸術家への 主催

支援、芸術文化の書発・普及、地域文化

の振興

紅型デザイン公募展

ふれあいコンサート開催 音楽 着手芸術家への支援、既成芸術家への 主催

支援、芸術文化の啓発・普及、地域文化

の振興

レンゴー株式会社 パルプ・紙

資本金④ 売上高④ 経常利益④ 従業員0 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、利益を社会に還元する。

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 芸術文化の啓発・普及 協賛

援

吉行和子一人芝居「ミツコ、世紀末の伯爵夫 演劇  芸術文化の書発・普及、国際交流   協賛

人」ウィーン公演協賛
「関西二期会オペラ活動」支援 既成芸術家への支援、芸術文化の啓発・ 協賛

普及

音楽

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 ]

〒615…8585 京都市右京区西院溝崎町21

TEL.075-311… 2121 FAX.075-311-6206 URL.http://ww.rohrrI.co.ip/

資本金0 売上高④ 経常利益0 従業員④l 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                  芸術分野 目的                支援形態

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バル'98への

協賛

歌劇「ペレアスとメリザンド」への協賛

音楽  若手芸術家への支援、既成芸術家への

支援、アマチユアヘの支援、鑑賞者への

支援、青少年への芸術文化教育、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  着手芸術家への支援、アマチュアヘの

支援、鑑費者への支援、青少年への芸術

文化教育、芸術文化の啓発・普及、地域

文化の振興、国際交流

音楽  既成芸術家への支援、鑑費者への支援、

芸術文化の啓発・普及、地域文化の振興

協力(人 )、 出

捐・寄付

協賛、協力

(人 )

協賛

ROHM LYRIC SELECT10N「 熊本マリ 音楽

ガーシュウィンピアノ協奏由のタベ」コンサ
ートの開催

既成芸術家への支援、鑑賞者への支援、主催

芸術文化の啓発・普及、地域文化の振興



ケルン放送交響楽団コンサートヘの協賛

ROHM proudly presents「 ウラディーミ

ル・アシュケナージ ピンカス・ズッカーマン

リン・Aレル トリオ」コンサートヘの協資

新日本フィル八―モニー交響楽団コンサート

ヘの協賛

企業別メセナ活動一覧

既成芸術家への支援、鑑賞者への支援、協賛

芸術文化の啓発・普及、地域文化の振興

既成芸術家への支援、鑑賞者への支援、協賛

芸術文化の啓発・普及、地域文化の振興

既成芸術家への支援、鑑賞者への支援、協賛

芸術文化の啓発・普及、地域文化の振興

音楽

音楽

音楽
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ローランド株式会社 電子楽器

担当部署 :ローランド芸術文化振興財団

〒530-0004 大阪市北区堂島浜1-4-16大 和堂島ビル

丁EL.06…6345-7340 FAX.06-6345-7450
URL http://wwvv.rolandcorp com/

資本金0 売上高② 経常利益0 従業員② 設立1972年

メセナ活動基本方針

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、わが国芸術文化の発展に寄与することを目的としてしヽる。

活動名                  芸術分野 目的                支援形態

第5回 ローランド/ロ ジャース オルガンフェ

スティパル

音楽 芸術文化の啓発・普及 共催

第6回 ローランド/ロ ジャース オルガンフェ 音楽 芸術文化の啓発・普及 共催

スティバル

ヘクター・オリベラ オルガンセミナー &コ 音楽  既成芸術家への支援、青少年への芸術 共催

ンサート                      文化教育、芸術文化の啓発・普及

ミュージック・スクールフェスティバル 音楽 青少年への芸術文化教育

青少年への芸術文化教育、芸術文化の

啓発・普及

青少年への芸術文化教育、芸術文化の 共催

啓発・普及

ローランド音楽指導者検定 音楽 既成芸術家への支援、青少年への芸術 共催

文化教育

一　

一

一　

一

一　

一

一　

一

一雑

一難新しい音楽教育を実践する1日セミナー   音楽

第6回音楽教育のためのメディア活用コンク 音楽

―ル

ローランド音楽指導研究会 音 楽 既成芸術家への支援、青少年への芸術 共催

文化教育、芸術文化の啓発・普及

アソシエイテッドボード検定 音楽  青少年への芸術文化教育
一　

一

一　

一

三一催
一催

一共

一共新しい音楽教育を考えるシンポジウム 音楽  青少年への芸術文化教育、芸術文化の

啓発・普及

株式会社ワコール 繊維製品

URL. http://www.wacoal.co.jpl
資本金④ 売上高④ 経常利益0 従業員01 設立1949年

メセナ活動基本方針

1｀世界の女性に美しくなってもらう
″
企業理念に則した活動。

2継続すること。

3日本の服飾文化に広く寄与すること。
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活動名 芸術分野 目的

美術、そ鋪

' 
鑑賞者への支援、芸術文化の啓発・普

及、文化財等の発掘・保存・修復、調査・

研究、その他

支援形熊

協力(人・場)、

出捐・寄付

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 音楽、美術、演 若手芸術家への支援、既成芸術家への 主催

劇、露踊、映像 支援、鑑賞者への支援、芸術文化の啓発
・普及、現代芸術の振興

美術  若手芸術家への支援、既威芸術家への 主催

支援、鑑費者への支援、現代芸術の振興

協力(製 )

銀座アートスペースの運営

'98中国美術年「日本現代絵画巨匠展」出展協 美術 国際交流

力
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アーティス トからみた企業メセナ

1.はじめに

メセナ活動は、当然のことながら支援を行う側の企業と支援を受ける側の

アーティス トの両者があってはじめて成立する行為であるが、「メセナ活動

がアーティストにいったいどのように受け止められているのか」という視点

の調査は、従来実施されてこなかった。

『メセナ自書1999』 では、「芸術 と企業の21世紀のリンケージ～支援 される

側 。する側の現在 と未来～」という特集テーマを設定し、アーティス ト(芸術

団体、芸術家)を対象として、企業メセナに対する支援要請の状況や現在の

課題・問題点等を把握するための、初の本格的なアンケー ト調査を試みた。

本特集においては、アーティス トを対象とした「アーティストからみた企

業メセナに関する調査」および企業を対象とした「メセナ活動実態調査」と

いう両サイドからの分析を通じて、とくに今後のアーティストと企業のリン

ケージのあり方について考察していきたい。

202



第3章 1特集 1● アーティストからみた企業メセナ

2.アーテイストからみた企業メセナの現状

■芸術活動にかかる経費は、個人 :503万円、団体 :1億4227万 円

芸術活動にかかる経費については、最 も少ないアーティス ト (個人)が年

間50万 円であるいっぽう、最 も多いアーティス ト (団体)では年間40億円と

なってお り、アーテイス トによるばらつきがきわめて大きい。

これを個人 と団体に分けてみると、個人については平均が約563万 円で、

回答者の約 6割が1000万 円未満の経費であるのに対 して、団体については平

均が約 1億4227万円と大 きな開きがあり、団体の約 6割が1000万 円以上の経

費 となっている。

図3-1[芸術活動にかかる経費]

0 10 20 30 40 lo/ol

100万円未満

100～ 499万円

500～999万円

1000～ 4999万円

5000´、́9999万円

1億～4億9999万円

5億円以上

無回答

0.0

8.8

11.3

41.2

16.1

17.6

26.2

20.6

8.9

17.3

143
11.8 団体[N=168]

個人[N=34]

平均値

団体:1億4227万円

個人:563万円
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■芸術活動にかかる資金は不足

芸術活動における資金面での現状については、「まった く問題なし」 とい

う回答 は皆無 であ り、「資金が不足気味」 (21.8%)と 「慢性 的 に不足」

(69.8%)を 合計すると9割強 となり、ほとんどのアーティス トが資金不足

という課題を抱えていることが明らかとなった。

図3-2[芸術活動における資金面での現状] N=202

無回答
150/o

慢性的に不足
69.80Иo

まったく問題なし
0.00И0 十分ではないが不足なし

6.90Иo

資金が不足気味
21.80/o

これを個人 と団体に分けてみると、個人のアーティス トにおいては、「慢

性的に不足」が 9割弱を占めてお り、このことから資金面の課題がより切実

な状況であることが読み取れる。

図3-3[芸術活動における資金面での現状]団体・個人別

0 60 80 100[%]

団イ本[N=168]

1■」

11.8 88.2

66.123.8

個人[N=34]

まつたく問題なし 鰺十分ではないが不足なし ■資金が不足気味
■慢性的に不足   ■無回答

8.3



1● アーティストからみた企業メセナ

■支援の要請先の第 1位は「企業」

このような芸術活動にかかる資金の不足を補うため、アーティストはさま

ざまな主体に支援の要請を行っているが、芸術文化振興基金 (注 1)以外の支

援要請先の第 1位は「企業」 となっており、次いで「アーツプラン21」 (注 2)

となっている。

本調査の調査対象は1998年度 (平成10年度)に芸術文化振興基金に対して助成申請したアーティスト。

1996年度より、文化庁および日本芸術文化振興会が実施主体となって開始された支援施策であり、わが

国の芸術水準向上の牽引力となる芸術団体に対する重点的支援、国際的な芸術交流活動への支援、次代

の芸術界を担う若手芸術家等の養成研修や調査研究などの芸術創造の基盤を整備する活動への支援など

を内容とする総合的な支援施策。
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注 1

注 2

図3-4[芸術文化振興基金以外の支援要請]

企業からの支援

アーツプラン21

地方自治体の支援

助成財団からの支援

個人からの寄付

国際交流基金

海外の政府機関や

財団からの支援

アーツプラン21以外の

国の支援

その他

N=202

20 30 40〔 %]

支援を要請しなかつた

46:101

129,7

27.2

26.71

25.7

16.8

6.4

8.4

2.5

21.3
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第3章 1特集

これを個人と団体で分けてみると、①団体のほうが個人と比較してほとん

どの支援先に対してより積極的に要請を行っている、②個人の半数 (50%)

はどこにも支援を要請していない、という特徴が浮かび上がってくる。

図3-5[芸術文化振興基金以外の支援要請]団体・個人別

10 20 30 40 s0 [o/o]

企業からの支援 49.4

29.4

アーツプラン21 34.5

地方自治体の支援

助成財団からの支援

17.6

個人からの寄付

8.8

国際交流基金 17.3

14.7

海外の政府機関や
財団からの支援

11.8

アーツプラン21以外の
国の支援

3.0

00

その他 8.9 ■■二団体[N=168]
■■個人[N=34]

支援を要請しなかった

６

　

　

２

２
１

２９

50.0

5.9

5.9

54



10アーティストからみた企業メセナ

また、活動経費が多いアーティス トのほうが、経費の少ないアーティス ト

と比較 して、「企業」をはじめとしてさまざまな支援の要請に対 してより積

極的である、 という結果 となっている。

図3-6[芸術文化振興基金以外の支援要請]活動経費別

50 60 [o/o]

企業からの支援

61.5

アーツプラン21

59.0

地方自治体の支援

43.6

助成財団からの支援

46.2

個人からの寄付

43.6

国際交流基金 14.5

15.2

23.1

海外の政府機関や

財団からの支援

アーツプラン21以外の

国の支援

その他

1000万円未満

1000～ 1億円未満
1億円以上
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Ｎ

Ｎ

Ｎ

31.8

26.1

28.8

21.7

24.2

23.2

24.2

支援を要請しなかった

10.3

3.0

5.1

10.3

8.7

7.6
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なお、アーティス トの活動分野別に支援要請の状況をみると、「音楽」分

野のアーティス トは、ほとんどすべての対象について、積極的に支援を要請

してお り、「支援要請をしなかった」割合が他の分野 と比較 して最 も低いこ

とがわかる。

図3-7[芸術文化振興基金以外の支援要請]活動分野別

企業からの支援

アーツプラン21

地方自治体の支援

助成財団からの支援

個人からの寄付

国際交流基金

海外の政府機関や
財団からの支援

アーツプラン21以外の

国の支援

その他

支援を要請をしなかった

20 30 40

29.7

27.2

16.8

17.0

21.3

60 [0701

63.8

57.4

全体[N=202]
音楽‐[N=47]

0 10

84

０

‐

∩
¨

４

468

46.8

2.5

2.1

26.7

25.7

10.6

ltool



10アーティストからみた企業メセナ

■支援を受けた金額の合計は平均で約2680万円

アーティス トが、企業、国、芸術文化振興基金、地方自治体、助成財団、

等から受けた支援の合計額は平均で約2680万 円となってお り、これは1998年

度に行った芸術活動にかかる経費 (平均で約 1億1871万 円)の約 4分の 1を

占めている。

図3-8[企業、国等から受けた支援の合計額] N=159
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5 10 15 20 2 s [o/o]

100万 円未満

100～ 199万 円

200～ 299万円

300～399万円

400～ 499万円

500～999万円

1000～ 4999万円

5000万 円以上

無回答

平均値:2680万 円
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これを個人 と団体で分けてみると、個人の支援合計額は、約 6割が100万

円未満で、平均が約133万 円となってお り、団体の平均が約3018万 円 と格差

があるが、それぞれの活動経費 (個人 :563万 円、団体 :1億4227万 円)に

占める支援金額の割合は、ほぼ同水準 (個人 :23.7%、 団体 :21.2%)と な

っている。

図3-9[企業、国等から受けた支援の合計額]団体・個人別

40 50 [o/o]

100万円未満 21.1

100～ 199万円 18.3

17.6

200～299万円 9.9

11.8

300～ 399万円

400～ 499万円

500～999万円 11.3

1000～ 4999万円 12.7

5000万 円以上 92

無回答 団体[N=142]
個人[N=17]

平均値

団体:3018万 円

個人:133万円

2.1

0.0

5.9

5.6

0.0

58.8

0.0

0

■■■目圏隠



10アーティストからみた企業メセナ

■支援を要請 した企業数は平均32.4社

このようにアーティス トはさまざまな主体に対 して支援の要請を行ってい

るが、企業に対 して電話や FAX等により支援要請を行 ったアーティス トに

ついて、支援を要請 した企業数を集計 してみると、平均で32.4社 となる。

これを個人 と団体で分けてみると、個人では支援要請 した企業数が最多で

も30社止 まりであり、平均が約 8社 となっているのに対 して、団体では最多

で585社 もの企業に支援を要請 したところもあり、平均で約35社 と、個人 と

は 4倍以上の開きがある。

図3-10[支援要請を行った企業数]

20 40[Ool

37.30社 [なし]

35.3

1～ 9社

41.2

10～ 19社 12.0

5.9

20～ 29ネ土 4.2

5.9

30～ 39ネ土 4.2

5.9

40´ヽ́49ネ土 2.8

0.0

50～ 99社 2.1

0.0

100社 以上

無回答
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５

[な し]を除く平均値

団体:35社

個人:8社

==団
体[N=142]

■■個人[N=17]
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■企業の選定にあたってのポイン トは人的なネッ トワーク

アーティス トが支援の要請先を選定 した理由については、回答者の約 6割

が「1998年以前に支援を受けたことがあった」を挙げてお り、次いで「知人

や仲介者等を通 じて紹介 された」 (50.5%)と なっていることか ら、人的な

ネットワークが企業選定にあたっての大きなポイントとなっていることが推

測される。

図3-11[企業選定理由] N=91

0 10 30 40 s0 [o/o]

98年以前に支援を
受けた事があった

知人や仲介者を通じて

紹介された

メセナ活動の実施を
以前から知つていた

近くに事業所や

工場があった

メセナ白書に

掲載されていた

支援に関する

説明会に出席した

その他

無回答
1.1

58.2

50.5

4612

.1.3,2

11.0

4.4



10アーティストからみた企業メセナ

■支援の申請を行った金額は平均で1875万円

アーティス トが書類などにより支援の要請を行った金額は、平均で1875万

円となっているが、その分布を見ると「1000万 円以上」の支援を要請 したア

ーティス ト (22.0%)と 「100万 円未満」であったアーティス ト (27.5%)

に二極分化 している。

図3-12[企業に書類で支援の申請を行つた金額の合計] N=91

20 2s [o/o]
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0 5 10 15

100万円未満

100～ 199万円

200～299万円

300～399万円

400～ 499万円

500～999万円

1000～ 4999万円

5000万円以上

無回答

平均値:1875万 円
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9£

8.3
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また、これを個人 と団体で分けてみると、個人では支援要請 した額が最高

でも500万 円未満であり、平均が約196万 円となっているのに対 して、団体で

は 3分の 1強が500万円以上の支援 を要請 してお り、平均で約2053万円 と、

個人 とは10倍以上の開きがある。

図3-13[企業に書類で支援の申請を行った金額の合計]団体・個人別

5 10 15 20 25[o/o]

団体[N=81]
個人[N=10]

100万 円未満

100^´ 199万 円

200～299万円

300～399万円

400～499万円

500～999万円

1000～4999万円

5000万円以上

無回答

平均値

団体:2053万 円

個人: 196万 円

27.2

0.0

9.9

10.0

9.9

4.9

1.2

10.0

3.7

0.0

0.0

7.4

17.3

18.5

20.0

30.0



10アーティストからみた企業メセナ

■支援を受けることができた企業数は平均18.0社

企業に対して支援の要請を行ったアーティストのうち、84.6%が 「支援を

受けることができた」と回答している。

また、アーティストが結果として支援を受けることができた企業数は、平

均で18.0社 となってお り、これは要請数 (平 均32.4社)に 対 して半数強

(55.6%)と いう成功率となっている。

図3-14[支援を受けることができた企業数] N=77
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0社 [な し]

1～ 9社

10～ 19社
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30～ 39社
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100社以上

無回答

平均値:18.0社

0.0
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■支援の内容はほとんどが資金

アーティストが企業から受けることができた支援の内容は、「資金」(93.5

%)が圧倒的に多く、その他としては「場所」(26.0%)、 「製品・技術・サ
ービス」(26.0%)、 「人」(9.1%)と なっている。

図3-15[企 業から受けた支援内容] N=77

0 20 40 60 80〔 Oo]

資金の支援

場所の支援

製品・技術・サービスの支援

人の支援

その他

.93.5

26.0‐

26.0

9.1

7.8



10アーティストからみた企業メセナ

■企業からの支援金額は平均で約1600万円

アーティストが企業から支援を受けることができた金額は、平均で約1600

万円となっており、これは、アーティス トの活動にかかる経費の13.4%、 公

共セクターからの支援 も含めた支援合計額の約 6割 (59.7%)、 アーティス

トの支援要請額の85.3%と なっている。

このことは換言すると、わが国においてアーテイス トを支援している資金

の約 6割が企業メセナによるものであり、また、結果としてアーティス トの

活動にかかる経費の13.4%を企業メセナが支えている、ということができる。

今回の調査において、アーテイス トから、「経済状況の悪化のなかで、メ

セナ支援を続けている企業や文化財団の姿勢にたいへん感謝している」とい

うコメントが挙げられており、わが国の芸術文化活動に対する支援における

メセナ活動の重要さが改めて確認された。

図3-16[実際に支援を受けることができた金額の合計] N=77

30 40〔 %l

100万円未満

100～ 199万 円

200～299万円

300～ 399万円

400～ 499万円

500～999万円

1000～ 4999万円

5000万円以上

無回答

平均値:1600万 円
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42.9

18.2‐

6.5
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0.0

1.3

‐16.9

5.2

‐6,5
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なお、平均で約1600万 円 とはいっても、アーティス トの半数近 く (42.9

%)は 100万 円未満の支援 しか受けておらず、一部のアーティス トに高額の

支援が集中している、 という傾向がみられた。

また、これを個人 と団体で分けてみると、個人では最高でも250万円であ

り、平均が約104万 円 となっているのに対 して、団体では約 4分の 1が 1000

万円以上の支援を受けてお り、平均で約1760万 円と、個人 とはじつに17倍 も

の開きが生 じている。

図3-17[実 際に支援を受けることができた金額の合計]団体・個人別

10 40 [o/o]

100万円未満

100～ 199万円

200～299万円

300～399万円

400～499万円

500～999万円

1000～ 4999万円

5000万 円以上

無回答

42.9

42.9

14.3

18.6

5.7

7.1

42.9

轡簿団体[N=70]
■■[個人[N=7]

平均値

団体11760万 円

個人:104万円

15.7

5.7

29

0.0

1.4

0.0

0.0

0.0



1● アーティストからみた企業メセナ

■支援を受けることができた企業数については
｀
まだら模様

″

企業メセナ協議会が企業を対象に毎年実施 している「メセナ活動実態調

査」によると、企業 1社当た りのメセナ活動件数については、 ここ数年はお

おむね増加傾向にあるのに対して、アーティス トが支援 を受けた企業数につ

いては「増加 した」が29.7%、 「減少 した」が31.9%と なってお り、いわゆ

る
｀
まだら模様

″
の状況 となっている。

また、メセナ活動を実施 した企業数はここ数年おおむね横這いで推移 して

おり、企業のメセナ活動費用は前年 と比較 して微減にとどまったのに対 して、

アーティス トからみた支援額については、「減少 した」 という回答が41.8%

にものぼっている。

図3-18[支援を受けた企業数] N=91
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無回答
11.00/o

減少した
31.90/o

増加した
29.70/o

変わらない
27.50Иo

増加した
24.20/o

変わらない
23.10/o

N=91図3-19[企業からの支援総額]

無回答
11.00/o

減少した
41.80/o
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■支援を受けたことによる最大の効果・影響は、「活動の充実」
企業から支援を受けたことによる効果・影響については、回答者の約 3分

の2が「活動の充実」を挙げており、次いで「財政基盤の強化」(42.9%)、

「収入・処遇の安定」(31.2%)と いう項目が続いている。

図3-20[支援を受けたことによる効果・影響] N=77

10 20 50 60 [o/o]

活動の充実

財政基盤の強化

収入・処遇の安定

入場料の値上げ抑止

鑑賞者数の増加

設備・備品、稽古場等の充実

教育・研鑽

その他

とくに効果・影響はなかった

30      40

2.6

0

64.9

42.9

31.2

23.4

713

7.8

5112



10アーティストからみた企業メセナ

3.メセナ活動において企業が解決していくべき課題

■アーティス トからみた企業の評価

「メセナ活動実態調査」においては、企業がメセナ活動を行 う理由について、

ほぼすべての企業が「社会貢献の一環 として」メセナ活動を実施 していると

回答 してお り、また、「芸術文化の振興のため」 という回答 も年々増加 して

いる。

いっぽう、アーティス トからみた「企業のメセナヘの理解度」については、

回答者の約半数が「(97年度 と98年度を比較 して理解度は)変わ らない」 と

回答 しているいっぽうで、「 (理解度が)減少した」 という回答 も2割弱のア

ーティス トから挙げられてお り、「増加 した」 という回答を若干なが ら上回

っていた。

今回の調査によって、社会貢献を重視する姿勢でメセナ活動に取 り組んで

いる企業が増加 しているにもかかわらず、一部のアーティス トからは依然、
｀
辛い点数

″
がつけられている、 ということがわかった。

図3-21[企業メセナヘの理解度] N=91
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無回答
16.50%o

増加した
16.50/o

減少した
19.80И o

変わらない
47.30/o
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■メセナの実施分野についての課題

芸術文化振興基金に支援の要請をしたアーティストの主な活動分野 と企業

がメセナ活動を実施 している分野を比較 してみると、「音楽」分野および

「美術」分野はアーティス ト数に比較 して多 く、逆に「演劇」分野および

「舞踊」分野が少ないという状況となっている。

図3-22[ア ーティストの活動分野およびメセナ活動の実施分野]

10 20 a0 [0701
0

音楽

美術

演劇

舞踊

映像

その他

27.2

アーティスト数[N=202]
メセナ活動実施件数 [N=1783]

「音楽」分野および「美術」分野は、わが国の初等 。中等教育にも導入され

ており、また、専門の高等教育機関が設立されているなど、芸術をめぐる外

部環境が確立されていることから、企業も支援に取 り組みやすい分野であっ

たものと思われる。

ただし、アーティス トからのコメントにおいて、「企業の支援はほとんど

音楽分野に対して行われていますが、演劇については支援 しにくいのでしょ

うか ?」 という疑問や、「音楽においてはクラシック偏重と思われる」とい

う指摘も挙げられているほか、「『とりあえず安全なクラシック音楽にしてお

こう』はやめにして、『ウチはこれ』という各社のカラーを打ち出したほう

が、その企業独自のメセナ活動として明瞭にアピールできると思う」という

意見も挙げられている。

現状のままでは、芸術分野に関する需要 (アーティス トからの要請)と供

給 (企業によるメセナ)に ミスマッチがみられるため、今後は、支援する芸

術分野についても、各企業が独自の戦略の検討を進めることが期待される。

23.3

46.5

135」

34.7

18.8

94

21.8



1● アーティストからみた企業メセナ

■企業に求められている支援の多様化

今後、企業から支援を受ける場合に希望する内容については、現在の支援

内容と同様に「資金」が トップとなっており、ほとんどすべてのアーティス

トが資金の支援を希望している。

図3-23[今後、企業から支援を受ける場合に希望する内容] N=202

40 60

223

0 20

資金の支援

場所の支援

製品・技術
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無回答
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ただし、とくに個人のアーティス トについて見ると、「資金」以外にも、

「場所の支援」「製品・技術・サービスの支援」「人の支援」等、さまざまな

方法・形態での支援を希望していることがわかる。

図3-24[今後、企業から支援を受ける場合に希望する内容]団体・個人別

80[%]

資金の支援

場所の支援 54.8

67.6

製品・技術
サービスの支援 55.9
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29.4

3.0

8.8

その他 7.1

17.6

無回答 12
団体[N=168]
個人[N=34]
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広報
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10アーティストからみた企業メセナ

また、活動年数の短い、いわゆる
｀
若手

″
のアーティス トほど、「場所の

支援」「製品 。技術・ サービスの支援」等の資金以外の支援を希望 している、

という傾向がみられる。

図3-25[今後、企業から支援を受ける場合に希望する内容]活動年数別

80〔 %l

資金の支援

場所の支援 67.9

61.3

44.6

25.8

人の支援

225

40.0

援支
両
の・技ィ

は
口ｍ
　
一

製

サ

17.9

17.2

18.0
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アーティス トからのコメントのなかには、「ただ資金を出すだけでは一方

的な関係であり、企業に資金の不足が生じればすぐにも崩れることになりま

す」という指摘のほか、「各企業の特質を生かした支援 (場所、技術、広告

etc.)」 が必要との意見、「スタッフとして参加 してもらうことにより、違っ

た経験や環境からのアドバイスをうけることができるのは貴重なことだと思

う」という意見も挙げられていた。

このようなことから、今後、企業がメセナを検討するにあたっては、「資

金」だけの支援を行うのではなく、「場所」「製品 。技術・サービス」「人」

等、支援の内容や形態の多様化が求められているといえる。

なお、「メセナ活動実態調査」によると、「人の支援」を実施 している企業

は17.0%あ るにもかかわらず、「人の支援」を受けたというアーティス トは

9.1%に しかすぎないことから、アーティス トとメセナ企業との間に支援に

対する認識のギャップがあるものと考えられる。

図3-26[ア ーティストが受けた支援内容および企業の支援形態]

0 20 40 [%]

アーテイスト[N=77]
企業|[N=266]

資金の支援 [協賛]

人の支援

場所の支援

製品・技術・

サービスの支援

14.3

93.5

63.2

9.1

17.0

26.0

26.0

25.6



10アーティストからみた企業メセナ

■支援要請の際の問題点

アーティス トが企業に支援を要請する際に、最大の問題点 となっているの

は、「申請のためのスタッフが不足 していた」 (42.9%)と いう点であり、そ

の他 として「要請先がわからなかった」 (18.7%)等が挙げられている。

図3-27[企業に支援を要請する際の問題点] N=91

[%〕

要請のためのスタッフが

不足していた

活動方針が

受け入れられなかった

要請先がわからなかった

申請書の準備方法が
わからなかつた

その他

無回答
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また、企業に支援要請しなかったアーティストにその理由を尋ねたところ、

「要請企業がわからなかった」 (74.0%)、 「要請のためのスタッフが不足して

いた」 (51.0%)、 「準備方法がわからなかった」(49.0%)が トップ 3と なっ

ている。

今回の調査においてアーティス トから、「企業が活動分野のどれを主に支

援しているかの情報がほしい」というコメントも挙げられているため、企業

は自社のメセナに関する情報提供をより積極的に行っていくべきであろう。

図3-28[企業に支援を要請しなかつた理由]

0      10

要請企業がわからなかつた

要請のためのスタッフが

不足していた

準備方法がわからなかつた

活動方針が企業と

なじまなかつた

むだだと思つた

支援を受ける必要がなかつた 2.0

他の主体から支援を

受けることができた

その他

1.0

20       30 40 50 60

N=100

701%]

74、 0

51.0

49、0

11.0

10.0

7.0
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いっぽう、活動経費の大きいアーティストほど、「要請のためのスタッフ

が不足していた」という課題を挙げており、芸術活動をより発展・拡大して

いく過程においても、マネジメントの充実が大きな課題 となっていくことが

明らかとなった。

図3-29[支援要請のためのスタッフが不足していたアーティストの割合]活動経費別
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0 10 20 30 40 50 60 [o/o]

1000万円未満

[N=23]

1000万へ 1́億円未満
[N=28]

1億円以上
[N=17]

このようなアーティストの側の状況を踏まえ、今後の企業メセナ活動にお

いては、「アーティス トが支援を要請すること自体についてのサポー ト」、た

とえば、アーティスト (団体、個人)を対象としたアー トマネジメント講座

の開催や活動全般のコンサルティング等に関しても、メセナの一環 として取

り組んでいく必要があると考えられる。

14′ :8

‐6141:7.
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4.アーティストが解決していくべき課題

■支援を受けた芸術活動を評価する基準

つぎにアーティス トが解決していくべき課題を考察するため、まず第一に、

アーティストが支援を受けた芸術活動を評価する基準について見ていきたい。

アーティストが企業から支援を受けた芸術活動を評価する基準については、

「参加者 。来場者の評価」(73.7%)、 「専門家の評価」 (59.2%)、 「自己評価」

(56.6%)と いう順番 となっている。

企業が自社のメセナ活動を評価する基準とアーティス ト自身の評価基準と

を比較してみると、アーティストは複数の基準から評価を判断する傾向が強

く、とくに「自己評価」および「専門家の評価」を重視している点が特徴と

して挙げられる。

図3-30[芸 術活動を評価する基準]

0 10 20 30 40 50 60 70 [o/o]

参加者・来場者の評価

専門家の評価

自己評価

支援を受けた企業の評価/
アーティストの評価

マスコミの評価

参加者。来場者数

マスコミの取扱量

とくに評価する

必要はない

56.6

48.7

40.8

18.4

19.2

47.7

アーティスト[N=76]
企業|[N=266]

3.9

27.4

その他

5.3
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ちなみに、アーティストの活動年数が長 くなるほど「自己評価」を重視す

る割合が減少し、逆に「参加者 。来場者の評価」「専門家の評価」「マスコミ

の評価」等の外部の客観的な評価を重視する割合が増加していることから、

活動実績を積み重ねるなかで、アーティス トが徐々に
｀
社会性

″
を獲得して

いくことが理解される。

図3-31[芸術活動を評価する基準]活動年数別

80

参加者・来場者の評価 70.4

72.2

84.6

専門家の評価

84.6

自己評価 66.7

52.8

支援を受けた企業の評価
61.1

53.8

マスコミの評価
44.4

53.8

参加者・来場者数 40.7

46.2

マスコミの取扱量 18.5

6.7

とくに評価する必要はない

7.7

饉鐘 10年未満[N=27]

目□110年以上～30年未満[N=36]
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また、この調査結果を活動経費の多寡で分けてみると、活動経費が多いア

ーティス トほど、「支援を受けた企業からの評価」を自らの芸術活動を評価

する基準として重視している、という傾向がみられる。

図3-32 [「支援を受けた企業からの評価」を自らの芸術活動を評価する基準とするアーティストの割合],舌動経費別」

0        10       20       30       40       50       60[0′ o]

1000万円未満

[N=21]

1000万～1億円未満
[N=27]

1億円以上
[N=18]

わが国においては、観客層やマスコミがまだ十分に成熟していない、とい

う課題はあるものの、若手のアーティス ト等の芸術活動においても、「自己

評価」以外のより客観的な評価基準の導入が望まれる。

また、アーティス トが自ら「アー トの社会的な意義 。必要性」を真摯に考

えていくためにも、これからは、「支援を受けている企業からの評価」を芸

術活動の評価基準の一つとして採 り入れていく傾向が強まるのではないだろ

うか。

33.3

51.9

6617
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■企業からの評価を重視するアーティス トは支援が増加

この
｀
評価基準

″
を切 り回として分析すると、「支援 を受けた企業か らの

評価」を活動の基準 としているアーティス トの約半数は、支援を受けた企業

数が対前年比で増加 しているのに対 して、「支援 を受けた企業からの評価 を

基準 としていない」アーティス トの約半数では、逆に支援企業数が減少 して

いることがわかる。

図3-33[支援を受けた企業数]評価基準別

20 40 60 80 100[%l

支援企業の評価を基準
[N=36]

支援企業の評価は基準とせず
[N=34]

罐増加した日変わらない ■減少した
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同様に、「支援を受けた企業からの評価」を活動の基準 としているアーテ

ィス トの 3分の 1強は、企業からの支援総額が対前年比で増加しているのに

対して、「支援を受けた企業からの評価を基準 としていない」アーティス ト

の過半数は、支援総額が減少している。

図3-34[企業からの支援総額]評価基準別

20 40 60 80 100〔 Ool

支援企業の評価を基準
[N=36]

支援企業の評価は基準とせず
[N=34]

攀増加した 自 変わらない 1目 減少した

実際に、「支援を受けた企業からの評価を活動の基準 としている」アーテ

ィス トとそうでないアーティス トを比較すると、以下の表のとおり、支援を

受けることができた企業数および支援金額ともに大きな開きが生じており、

1社当たりの平均支援額についても2倍以上の差がついていることが浮き彫

りになった。

表3-1[「支援を受けた企業からの評価」を切り回とした比較]

「支援を受けた        支援を受けた企業数  支援を受けた金額
企業からの評価」について

1社当たりの

平均支援額

評価の基準とする
アーティスト

28.8社

[N=37]

2851万円

[N=36]

@99万円/社

評価の基準としない
アーティスト

7.6社

[N=37]

347万円

[N=36]

@45万円/社

86.1 2718‐ 36.1

55.9
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さらに、「支援 を受けた企業か らの評価 を活動の基準 としている」アーテ

ィス トのほうが、「支援 を受けた企業からの評価 を基準 としていない」アー

ティス トと比較 して、支援を受けたことによる効果・影響がほとんどすべて

の項目において大 きいという結果 となっている。

図3-35[支援を受けたことによる効果・影響]評価基準別

10 20 30 40 50

2135

0 60    701%〕

活動の充実

財政基盤の強化

収入・処遇の安定

入場料の値上げ抑止

鑑賞者数の増加

設備・備品、稽古場等の充実

教育・研鑽

とくに効果・影響はなかつた

その他

53.8

48.6

38.5

40.5

29.7

29.7

10.3

13.5

2.6

5.4

7.7

支援企業の評価を基準[N=37]
支援企業の評価は基準とせず[N=39]

これらの結果から、アーティス トがメセナ企業 とのより良い関係を築いて

いるケースにおいては、支援 もより増加 しているという好循環があり、そう

でない場合には逆に悪循環が生 じるという二極化の現象があるものと推測で

きる。

0.0

.7

77

23.1

17.9
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■支援の事後評価が必要

なお、「演劇」分野に関しては、「自己評価」が最も重視される傾向がみら

れた。他の分野と比較して「自己評価」を選んだ回答者の数が最も多かった

いっぽうで、その他の評価項目については全体平均よりもすべて低いという

傾向もみられた。

図3-36[芸術活動を評価する基準]芸術分野別
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また、「演劇」分野に関して、企業から支援を受けたことによる効果・影

響をみると、ほとんどすべての項目について効果・影響が低いという回答と

なっており、唯一「入場料の値上げ抑止」についてのみ効果・影響が高かっ

た、という結果となっている。

図3-37[支援を受けたことによる効果・影響]芸術分野別
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とくに効果・影響はなかつた

その他 7.8
全体[N=77]
演劇[N=21]

演劇や音楽等のパフォー ミング・ アーツは美術展覧会等 と比較 して、一般

的には鑑賞料金が高 く設定されていることが多い。それがボ トルネックとな

って気軽に公演を楽 しむことができない鑑賞者 (と くに学生など)も いると

考えられるため、アーティス トにとって「入場料の値上げ抑止」は、たしか

に重要な効果の一つであることは理解できる。

ただし、「入場料の値上げ抑止」 という効果を目的 としてメセナ活動を実

施するのであれば、アーティス トを経由するのではな く、直接的に鑑賞者に

対 して同額の助成を行 うほうがより効果的であろう。

14.3

|
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また、アーティス トに対しての支援を重視するのであれば、そのアーティ

ス トの未来の活動に結びつくよう、「活動の充実」や「財政基盤の強化」等

に支援が活用されることが、より望ましいと考えられる。

こうしたことから、今後の企業メセナ活動においては、支援した資金など

の活用状況についての事後確認が、アーティスト、企業の双方にとって重要

になるにちがいない。

なお、企業から支援を受けるにあたって「活動結果に関する報告書の提

出」を条件とされた経験のあるアーティストは、全体の約 4分の 1に しかす

ぎないが、これからは、アーティス トが積極的に自らの芸術活動の評価を行

い、その成果を企業をはじめとして対外的にアピールしていくべきであろう。
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5。 2]世紀におけるアーティストと企業の
｀
協働

″
のために

■芸術文化の振興のために何をすべきか

わが国における芸術文化の振興のために必要なこととして、アーティス ト

は、「若手芸術家への支援」 (74.3%)、 「国際交流」(61.4%)、 「青少年への

芸術文化教育」(59.9%)、 「芸術文化の啓発・普及」 (59.4%)、 「既成芸術家

への支援」 (57.9%)等 を挙げている。

なお、企業と比較してアーティストは、「国際交流」「既成芸術家への支

援」「現代芸術の振興」を重視しているいっぼうで、「地域文化の振興」につ

いては関心があまり高くないことが判明した。

図3-38[芸術文化振興のために必要なこと]
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また、アーティストを個人と団体 とに分けてみると、個人では「現代芸術

の振興」が「若手芸術家への支援」 とともに トップとなってお り、次いで

「国際交流」が挙げられている点が特徴的である。

いっぽう、団体については、個人のアーティス トと比較して「青少年への

芸術文化教育」や「地域文化の振興」等の項目を、これからの芸術文化の振

興のためにとくに重視していることがわかる。

図3-39[芸術文化振興のために必要なこと]団体・個人別
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これからのメセナ活動においては、アーティストが希望している「国際交

流」「現代芸術の振興」「鑑賞者への支援」等に、より積極的に取り組むとと

もに、「地域文化の振興」については、企業サイドからアーティストがこの

問題への関心をより深めるよう、働きかける工夫が必要と考えられる。
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■芸術文化支援の主体として期待される「企業」

わが国における芸術文化を振興していくためにはどこが主体になるべきか、

という点について、アーティス トは「地方自治体」 (82.2%)、 「政府」 (80.7

%)、 「企業」(76.2%)を挙げている。

同じ設間に対する企業の回答結果と比較して、アーティス トは「政府」や

「公益法人」の役割を重視しているいっぽう、「市民ひとりひとり」について

は芸術文化振興のための主体としてあまり重視していないことがわかる。

図3-40[芸術文化支援の主体]
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なお、「企業からの支援を受けることができたアーティス ト」について見

ると、芸術文化の振興の主体 として「企業」が第 1位を占めている。

以上の分析結果から、「企業」はわが国における芸術文化支援の主体 とし

て「企業」自身をきわめて控えめに評価しているが、そのいっぽうで、企業

自身が考えているよりも、アーティストからは芸術文化支援の主体 として高

く位置づけられている、と見ることができる。

このようなことから、今後のメセナ活動の展開にあたっては、企業が一方

的にアーティストを支援するのではなく、アーティス トと企業がお互いの価

麗釜震アーテイスト[N=202]
■■企業[N=464]
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値観やアイデンティティを尊重 しながら連携 。協働をはか り、芸術 。文化を

振興 してい くかたちを基本 とすることが望 ましいと考えられる。

また約 3分の 2のアーティス トは、芸術文化を振興 していくために「市民

ひとりひとり」が主体 となるべきと考えていることから、アーティス トと企

業 との リンケージ (≒ 協力関係)が、 2者の関係だけ完結するのではなく、

さらに地域住民がより積極的に参加できるようにしていき、そのための環境

整備にあたっては地方自治体や政府が側面から支援・協力してい くことが期

待 される。

図3-41[芸 術文化支援の主体]企業支援有のアーティスト
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1● アーティストからみた企業メセナ

調査の概要 (参考 )

●調査目的
―

今後の企業メセナ活動のあり方を探る手がか りとすることを

主たる目的 として、アーティス ト (芸術団体、芸術家)を対象に、企業メ

セナに対する支援要請の状況についてアンケー ト調査を実施。

●調査対象
―

芸術文化振興基金による1998年度 (平成10年度)の助成に応

募したアーティス ト (芸術団体、芸術家)、 計813団体・個人

●調査の実施時期-1999年 3月 ～ 5月

●調査対象期間-1998年 4月 1日 ～1999年 3月 31日

●調査方辛キーー郵送によるアンケー ト

●有効回答―-202件
●有効回答率-24.8%
●回答者の属性

図3-42[回 答者の団体・個人の別] N=202
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図3-43[団 体の法人の形態]
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図3-45[主な活動分野]

10アーテイストからみた企業メセナ
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図3-46[芸術活動年数]

美術
20.1 0И o

N=202

20 25[Oo〕0 5 10 15

10年未満

10年～20年未満

20年以上～30年未満

30年以上

(企業メセナ協議会調査部会 )

2難ソ

17181

26.2



246

r、
′

′
∠_

21世紀の芸術文化振興のために

I。 日本の芸術文化発展のために何が必要か―民間支援の果たす役割

財団法人 セゾン文化財団 理事・ 事務局長

片山 正夫

「市民」は存在するか?
ここのところ民間企業の運営する文化施設が相次いで閉鎖され、話題にな

っている。長い不況を背景に、企業メセナの先行きにも不安の声が多いが、

そのようななかで私が注目したいと思うのは、たとえばつぎのような事例で

ある。

新聞報道によれば、東京 。お茶の水のカザルスホールが、親会社の経営難

から2000年 3月 で自主公演の打ち切 りを決めた際、同ホールのファンの間で

は、資金を出し合って、親会社である「主婦の友社」からホールを買い取っ

てしまおうという動きがあったという(注 1)。 ファンのつくるホームページ

上でそのような意見がやりとりされたのである。

必要な金額を考えると、実現は困難かもしれないが、注視したいのはその

成否ではない。日本人の伝統的な (と いってもおそらく明治以降の)pub―

Hc/private感覚が、対 。芸術文化活動においても変容 しつつあるのかどう

かという点である。

かつて日本では publicな活動は基本的に「お上」の領分であった。何が

publicな ものであるかの判断も「官」が下し、それに対するサポー トも税

金を使 って「官」が行 う。ここでの pubHcは 、決して民間=privateと 交

差することはなく、つねに対置される概念であった。

これによれば、文化施設はそれが私企業によって運営されているかぎり、

どこまでいってもprivateで あって pubHcではない。したがってその施設

の閉鎖は一私企業の問題であり、一般の人々がそれに対してなんらかのアク

ションを起こす根拠はないことになる。

これに対 し、かりにいま挙げたケースが示唆するように、①「(カ ザルス

ホールのような)コ ミュニティにとって重要な貢献をしてきた文化施設は、

たとえ私企業により運営されていたとしても、多かれ少なかれ pubHcな 存

在である とい う明確 な認識」が人々の間で芽生 えつつあ り、また、②

「pubHcな ものは、危急の場合は『市民』自身の手によって支えるという覚

悟。さらにそのためにイニシアティブをとり、また連帯する用意」ができつ

つあるのだとすれば、これはレスター・サラモンのいう「アソシエーショナ

ル・ レボリューション」の、この分野における萌芽にほかならない。私がこ
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のことに注目するのは、そのような「市民」が潜在的にどの程度存在するの

かが、今後 この国の芸術文化支援をデザインしようとする際のベンチマーク

となるように思われるからである。

官民のパートナーシップ

これからの日本に必要な民間による芸術文化支援 とはどのようなものだろ

うか。この種の議論でしばしば耳にする論点は、そもそもこの国の芸術支援

を政府主導のもとに行おうとするのか、あるいは民間主導のもとに行おうと

するのか、というものである。だがこれは問いの立て方が適切でないように

思われる。第一に「主導」という言葉は誤解を生む。民間「主導」国の代表

例のようにいわれるアメリカでも、税制など制度面の整備を含む政府の支援

はきわめて強力であり、そのような枠組みづくりを「主導」したのはほかな

らぬ政府である。第二に、政府「主導」型の欧州各国にしても、すべて政府

が面倒をみることを前提にした支援の考え方は、資金不足のため、とうに修

正を余儀なくされている。完全な政府主導などありえなくなりつつあるのが

世界の流れなのである。

そこで問題は「では官民のいかなるパー トナーシップが可能か」という点

に逢着するが、この場合も「実験的・先鋭的なアー トは官民どちらが支える

べきか」といったような、微細な役割分担論に一足飛びに進んでしまうのは

あまり感心しない。たとえばこの問題についていえば、「すでに評価の定ま

った芸術は (保守的である)官が支え、実験的なものは (柔軟で革新的な)

民間が支えるべきだ」とする見解 も、「マーケットにもなじまず、企業や個

人の寄付も得られにくい新しい芸術こそ、公的に支えられるべきだ」とする

見解 も、どちらも正論なのである。では正論でなく正解は何なのか。それは、

この問題は机上の議論によってではなく、事実によって結論づけられるべき

だということである。

官民のパー トナーシップについていえば、とくに芸術文化部門では、その

性格上、民間が先行し、政府がその動きを政策的に補完していくのが合理的

である。いまの例でいえば民間が実験的な芸術の支援にどの程度関心を持つ

かは、時代によっても国民性によっても異なる変数なのである。その変数の

値を見きわめるためにも、政府はまず、民間の担うべき (と いうより、民間

によってしか有効性が期待しえない)支援活動領域において、個人、企業、

民間財団が意欲をもって「先を走れる」ような環境づくりに全力をあげるべ

きではないだろうか。
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民間に期待される支援活動

ではその、民間が担うべき支援活動とはどのようなものだろうか。私見で

はおおむねつぎのとおりである。

①芸術文化に対する愛情や共感を契機とした支援
「愛する」「共感する」の主語たりうるのは、本来自然人のみである。した
がってこれは個人が主役の、そして最も強力な支援アプローチである。

②固有の資源や環境条件に根ざした支援

たとえば企業の創業精神、発祥地に関係づけられる支援。また独自のノウ

ハウや技術を活用した支援、「たまたまのご縁」から発展した支援など、そ

の支援主体の特質を色濃 く反映させたアプローチである。

③「起業」に対する支援

今後は芸術家 (団体)、 文化施設だけでなく、芸術諸活動の基盤 となるサ

ービスオーガニゼーション(注 2)の役割が増大するであろう。これらを非営

利団体 として立ち上げようとする際、つまり
｀`
リスクマネー″

を投下する段

階の支援においては、民間の持つベンチャースピリットの活用が必要不可欠

である。

④オルタナティブとしての支援

芸術文化を支援するための具体的なプログラムに唯一絶対の正解があるわ

けではない。新しい考え方の支援プログラムがいつもさまざまに試みられ、

その効果が競われている状況こそが重要である。また、支援政策の代替案を

系統立てて研究・提案するため、政府や企業から独立したシンクタンク機能

も必要となるであろう。これらも民間の創意が期待される部分である。

以上のうち①は、すでに述べたように、基本的には個人の領域である。こ

れに対し②では企業メセナが大きな役割を担う。企業メセナ大賞を受賞する

などユニークで評価の高いメセナ活動の多くが②の特質を備えていることも

それを裏づけている。また③④は、プロフェッショナルな戦略的支援者が主

役となるべき領域である。民間財団とNPOセ クターの果たす役割がここで

は重要なものとなるだろう。

繰り返していえば、ここでの「官」の役割は、まずこれらの支援活動を極

力行いやすくすることであり、しかるのちに、民間支援の欠落部分を埋めて
いくことである。

そして、このような「民間先行」型の考え方を可能にする最も基本的な必

要条件こそが、先に述べた、優れた芸術文化活動をpublicな ものと認識し、
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行動する「市民」の存在なのである。

注 1

注 2

毎日新聞1999年 4月 14日 夕刊。

芸術創造団体そのものではなく、アーティストや観客にさまざまな場や機会を提供したり、創造活動や

作品発表を手助けすることを目的とした組織。
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II。 21世紀日本の芸術文化発展を展望する
帝塚山大学法政策学部・助教授

中川 幾郎

芸術家と機会費用

東山魁夷画伯が、このほど鬼籍の人となられた。その透明で奥行きと気品

に流れた作風は、穏やかな故人の人柄 とあわせて、年々高い国民的支持を集

めてきた。亡 くなられたことは、一ファンとしても残念でたまらない。

画伯が画家を志した少年の頃、その希望は強固な父親の反対に出合った。

彼の希望がかなえられたのは、学校の恩師の懸命な説得があってのことだと

いう。しかし画家として世に出るまでは、戦争を間にはさんだ長い不遇の時

を経ている。内職でかろうじて生計を維持する状態が続いた。かつての父親

の反対は、人の子の親 として当然のことであっただろう。
一般的に、芸術家が世に出る (作品が市場取引の対象となる)ま でには、

長い修練が必要であり、大変な機会費用の高さを覚悟せざるをえない。また

世に出たとしても、その努力や投下労働にみあった報酬を得られる保証はな

い (投下費用を回収できる価格で取 り引きされる保証がない)。 この状況は、

現代の芸術家においてもほとんど同じだろう。

公共政策の対象としての学術と芸術

私たちの日常生活 (生活文化)は、学術 。芸術の存在によって発展してき

た。科学技術のもたらす高度なテクノロジーだけではなく、芸術がもたらす

美意識の日常変化により、私たちの日常生活も進化発展する。こんにちの各

種デザイン、キャッチコピー、ポピュラー音楽、ポスターなどその多くが、
一世代前の前衛的芸術家たちの苦闘と成果の反映であることがどれほど多い

か。経済活動としてみても、優れたデザインなどはいまやそれ自体が商品と

しての価値を持つ。また音楽芸術生産が、ときに高収益をあげるビジネスと

しても存在している。とはいえ、これらはほんの一部である。

大事なことは、私たちの日常的な生活文化が、多 くの学術・芸術文化によ

ってつねに革新され、切 り拓かれ、豊かさを得てきたということである。日

常は、非日常の反映にほかならない。ここで日常は生活文化を意味し、非日

常は学術・芸術文化を意味する。ところが、学術研究に対する保護、助成、

支援の社会的なコンセンサスに比較して、芸術に対する保護、助成、支援へ

の社会的なコンセンサスは、わが国ではなお成熟していない。私たちは、学
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者に対してはともかく、芸術家がもたらす後発的な無数の社会的貢献につい

ては、フリーライダー (た だ乗 り)の立場にある、といつてもよい。

わが国の学術に対する公的顕彰の基本は、技術立国、産業近代化に向けた

国策としての科学技術振興重視であった。これに対して、芸術に対する顕彰、

公的保護、助成、支援の伝統的なスタイルは、ナショナル・アイデンティテ

ィ (国威発揚)に資する芸術振興追求であったといえるだろう。自然科学系

を中心とした学術振興は、産業国家を追求する政府だけではなく民間にとっ

ても重要であった、という事情がある。これに比較して、芸術振興は企業を

主とした民間や地方政府の関心外とならざるをえなかったのである。

芸術に対する保護、助成、支援が、ひとえにナショナル・ アイデンティテ

ィに貢献する領域においてのみ対象とされてきた経過が、私たちを多 くの芸

術や芸術家から遠ざけてきたのではないだろうか。特権的文化人、雲の上の

人 といったようなイメージがそれである。また、一部の芸術家が、むしろ中

央集権的な特権化を追求する姿勢を見せることが、これを加速する。

ここでは、芸術を支える基盤は、「国策」であり、政府そのものである。

日常は、非日常の反映である、といつたが、非日常もまた日常の凝縮である。

国策に乗 り、政府の顕彰、支援をあてにして展開される芸術創造に、どのよ

うな非日常的達成が展望できるだろうか。誤解のないようにしたいが、ここ

では現実に政府の助成を受けているかどうか、が問題なのではなく、インセ

ンティブとしてのナショナル・アイデンティティヘの貢献を動機 とした芸術

に、深い日常へのまなざし (日 常の非日常化)がありうるのか、ということ

を問いたいのである。

芸術と企業・市民文化の活力

ナショナル・アイデンティティ追求型の芸術振興政策は、近代国民国家

(Modern National State)に通有のことであり、何も不思議なことではな

い。フランス、イギリスなどの先発国、イタリア、 ドイツ、1日 ソ連、日本な

どのこれに次 ぐ諸国、今日の中華人民共和国はいうに及ばず、冷戦時代のア

メリカにおいても国策としての芸術振興が盛んであった、という事実がある。

問題は、現在なお中央政府主導型の芸術政策だけが、芸術振興の主たる基盤

であってよいのか、ということである。

このいっぽうで、芸術文化に向けた民間支援は、バブル経済崩壊後の企業

メセナ活動によって示されるように、鮮明に諸企業自身の市民社会 (消費者

社会)への認識水準を明らかにした。単なる経営者の趣向、思いつき、宣伝
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志向 (生産者主導)であったものはかえって淘汰された。企業の持つ倫理意

識 (こ れと美意識は運動する)や、企業行動が消費選択の重要な要素となっ

ている今日、企業が主体的に芸術の支援を行うことは、それ自身が企業理念

(価値意識)の明確な表明として受け止められているのである。
企業メセナが、決して国策協力ではなく企業市民活動として実行されてい

るように、個別市民側の芸術への主体的なかかわりも、もっと盛んになって

くるだろう。ちなみに、すべての国民、市民には「文化的な生活に参加する

権利」があり、芸術にアプローチする権利がある。世界人権宣言 (27条 )、

国際人権規約 (15条 )に これは明記されている。これらを見れば、芸術家自
身の「文化的に生きる権利」も保護されなくてはならない。つまり、市場到
達以前の芸術家への公的支援 (機会費用の低減)の必要性 も見えてくる。し
かしわが国の中央政府は、この条文が意味する社会権的人権 としての国民の

文化権の意義を、いまだに積極的に理解しているとは思えない。
むしろこれからは、市民が直接関与しうる自治体政府の芸術振興政策が注

目されてくるだろう。地方分権が実態的に進行していくなかで、地方自治体
が地域政策や都市政策の主体として覚醒していくとき、当然のことながら地

域アイデンティティ、都市アイデンティティの確立が課題 となってくる。地

方が栄えずして国は栄えない。国民文化の基盤は、あくまで地方文化なので

ある。どのような国民も、地域住民であり都市住民である。地域や都市にお

ける芸術政策が、漫然 としたナショナル・ アイデンティティの下請けではな

く、自立したリージョナル・アイデンティティやシティ・アイデンティティ
形成と密接に関連することが、いずれ自明となってくる。そこでこそ、企業
を含めた「市民文化」の活力が花開くはずである。

21世紀型公共芸術政策への展望

こんにち、重厚長大型の公共事業投資 (政府支出)が景気浮揚への有効性
を発揮 しないのは、建設、金融などの部門に累積している不良債権の償却に、
ブラックホールのように資金が吸収されていくからだ、といわれている。し
かし、日本経済の構造変化 も見過ごすことはできない。GDPに 占める第二

次産業の比率が急速に低下し、第二次産業の比率が上昇しているこんにち、
従来型の公共投資の有効性が低下するのは明白なのである。

また、土木・建設型の公共投資がもたらす波及効果が、主として第二次産

業に集中し、その効果も広 く広範囲に「流出」するのに対して、文化 。芸術
への投資は、第二次産業への波及効果が大きく、また地域内で大きな効果を
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もたらす (流出しにくい)こ とが、東京都の調査でも明らかとなっている。

地方交付税や補助金などのインセンティブで中央誘導型の公共土木建設事業

を推進 し、自身 も借金を増産 しつつある地方自治体 も、今後の公共投資の戦

略を変更 しな くてはならない。情報、環境、福祉 とあわせて、これからの投

資の最適かつ有効な分野 として芸術 。文化部門がすでに挙げられてきている

のである。

20世紀後半は、福祉、環境が公共政策の主要課題 として認識 された時代で

あった。21世紀は、わが国が立ち後れている情報 。通信部門の基盤整備 と、

芸術・文化振興が公共政策の主要な対象 となり、企業投資の対象 ともなるだ

ろうと私は勝手に予測 している。そこでは、一生を棒にふる覚悟で画家を志

し、長い不遇の時代を耐え抜いた東山画伯のようなエピソー ドも、少 しは昔

物語になってもらいたいものである。
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254
団体名 財団法人 朝日新聞文化財団

制度の概要 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の助成を行

対象となる分野  ,学音楽、美術。

対象となる活動  寺音楽祭、美術展覧会の事業。

鸞若手芸術家の音楽会、美術展覧会等。

応募資格 つぎのような性格のもので、かつ経費面で支援を必要とする事業および団体。

や芸術的水準が高く、啓蒙普及的な意義のあるもの。

癬若手の芸術家に発表の機会を広げるもの。
1挙地域の文化振興に資するもの。

申請手続き 幸当財団所定の申込用紙に記入して提出する。

1,募集時期 :随時受け付ける。

選考方法・基準  ‐幸毎年春 (1月末日締切)と秋 (9月末日締切)に開く選考委員会でまとめて選考する。

助成実績 参助成開始年度 :1992年 。

器98年度の助成件数 :40件 。

拳98年度の助成総額 :2300万 円。

連絡先 〒104-0061 東京都中央区銀座6-6-7 朝日ビル4F

朝日新聞文化財団

TEL 03-5568-8816 FAX 03-3571-4032
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団体名 財団法人 アサヒビール芸術文化財団
2,5

制度の概要 中主旨 :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、わが国の文化の向上発展に寄与すること。また、外国人留

学生に対しては、演奏会・美術展開催によつて勉学の成果を発表する機会を提供する。

幸助成額 :音楽会・美術展=1件当たり100万 円を限度として、内容、規模、期間等によ

り増減する。留学生への奨学金=120万円/年。

対象となる分野  ■:音楽、美術。

対象となる活動 藩国公私立の美術館、博物館等が開催する美術展覧会への助成。

拳オペラ、オーケストラ等音楽を中心とした舞台芸術への公演への助成。

中美術・芸術を専攻する日本人学生の海外研修への助成 (体止中)。

黎美術・芸術を専攻する外国人留学生への助成。

・:美術館の運営。

戦その他目的を達成するために必要な事業。

応募資格 警音楽公演 :オペラ、オーケストラ、室内楽、合唱等、多人数出演の音楽会。

巻美術展 :国公私立美術館等が企画し主催する日本画、洋画、版画、彫刻等の展覧会。

泰留学生への奨学金 :日本の大学院に在籍し、音楽・美術を専攻する留学生。

幸留学生の演奏会・美術展 :日本の専門学校、短大、大学、大学院等に在籍中の外国人留

学生。

申請手続き 騒音楽公演・美術展・留学生への奨学金 :10月 1日～11月 10日、指定の募集要項に必要

事項記入。
1恭留学生の演奏会・美術展 :6～ 7月 初旬、指定の募集要項に必要事項記入。デモテープ

または作品のスライド。

選考方法・基準  孝公募制。

出選考方法 :選考委員の審査を経て理事会で決定。

助成実績 難助成開始年度 :1989年 。

率98年度の助成件数 :音楽12件、美術5件、留学生10名 。美術展開催 (入 賞、入選40

名)。

義98年度の助成総額 :3697万 円。

連絡先 〒130-8602 東京都墨田区吾妻橋1-23-1

アサヒビール芸術文化財団

TEL 03-5608-5202 FAX 03-5608-5201
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256 団体名 財団法人 アフィニス文化財団

制度の概要 単なる財政的な援助 ではな く、複数の助成プログラム により、 トータル と してのオーケス

トラ支援をめざす。また、文化の東京一極集中の状況を改善するため、地 方文化の重要 な

担 い手である地方オーケス トラヘの支援 に助成のウエイ トを置いている。

対象となる分野  拳クラシック音楽。

対象 となる活動 幸①プロオーケストラの公演企画、指揮者招聘、楽器購入等に対する助成。

拳O楽団員のための短期セミナー「アフィニス夏の音楽祭」の開催。

静◎楽団員の海外研修に対する助成。
|=:::④楽団員による室内楽シリーズの開催。

応募資格 つぎの要件を満たすこと。
・2管編成以上の規模で、専属事務局を有すること。

・常設のオーケストラで、定期演奏会を年5回以上行つていること。

申請手続き 業:①および◎は毎年11月 頃に対象団体へ募集要項を送付。

キ:○は毎年4月頃に対象団体へ募集要項を送付。

|:::l④ は年間随時受付。

選考方法・基準 幸①は当財団選考委員会において助成対象企画を選考後、理事会で決定。

そCCC)|ま当財団選考委員会において選考後、理事会で決定。

(0はテープと書類、◎書類・実技・面接、④は書類による。)

助成実績 や助成開始年度 :1988年 。

幸98年度の助成件数 :① 19件 (16楽団)、 ②参加団員80名 (25楽 団)、 ◎4名、④ll回。

幸98年度の助成総額 :2億2000万円 (総事業費)。

連絡先 〒105-0002 東京都港区愛宕1-1-11 虎ノ門八東ビル6F
アフィニス文化財団

TEL 03-3431-421l  FAX 03-3431-4214
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団体名 財団法人 大阪都市協会
257

制度の概要 「大阪市舞台芸術活動助成」

奉助成額 :助成の対象となる経費の2分の 1を 限度とし、1件の助成限度額を20万円とし

て、予算の範囲内で助成する。

驀申し込みは1団体 (個人)1公演とする。

対象となる分野 肇邦楽、洋楽、オペラ。
.::軒現代演劇、ミュージカル、人形劇。

暴邦舞、洋舞、パレエ。

警古典芸能、大衆芸能、民俗芸能、など。

対象となる活動

応募資格

器市民に優れた舞台芸術の鑑賞機会を提供し、1青操の涵養に寄与することが期待されるも

の。

・1公演内容に創造的な発想があり、市民に新しい文化との出合いをもたらすと期待される

もの。

摯公演への助成が、活動する団体・個人の今後の成長・発展に資することが期待されるも

の。

摯公演実施が広く市民に普及し、その成果が市民生活にとつて大きな意義があると認めら

れるもの。

`::摯

作品や出演者の技能水準が高いと認められるもの。

な幅広い市民の参加があらかじめ推定できるもの。

1,大阪市内の公立、民間の劇場・ホール等で舞台芸術活動を行う団体および個人。

申請手続き 鍮上半期 (公演期間が4月 1日 ～9月 30日 )は受付期間が前年12月 1日 ～24日 。

11'下 半期 (公演期間が10月 1日 ～翌年3月31日 )|ま受付期間が同年6月 1日～30日。
||:1所定の申請用紙に必要事項を記入のうえ、直接財団法人大阪都市協会 文化課まで持参

する。

選考方法・基準  :|::`申 請のあつた公演について審査委員会で審査し、適当と認められたものについて交付予

定を行い、助成金額について連絡する。

助成実績 拳助成開始年度 :1992年。

春97年度の助成件数 :224件。

幸97年度の助成総額 :3160万 円。

連絡先 〒541-0041 大阪市中央区北浜4-1-21 住友生命淀屋橋ビル5F
大阪都市協会 文化課

TEL.06-6208-8791
〒530-8201 大阪市北区中之島1-3-20

大阪市市民局生活文化部文化振興課

TEL.06-6208-9163



第3章 1特集

258
団体名 財団法人 花王芸術・科学財団

制度の概要 :|1美 術、音楽を中心とする芸術文化活動に幅広く助成し、わが国の文化の向上・発展に寄

与する。1件当たり100万 円を限度とする助成金の支給。

対象となる分野  キ美術 (絵画、版画、彫刻等)。

幸音楽 (ク ラシック :オーケストラ、オペラ、バレエ、室内楽等)。

対象となる活動  ‐村美術展覧会、音楽公演および音楽の創作発表活動。

幸美術・音楽に関する優れた調査 。研究。

お|:美術・音楽にかかわる国際交流。

応募資格 :=一定の芸術水準 (いわゆるプロ級)を有する。

■その性格上、採算が望めない活動である、など。

申請手続き 中年 1回。 10～ 11月 に翌年度分を公募。

■所定申込用紙を提出。

選考方法・基準  中各分野の選考委員会で選考のうえ、理事会で決定。

お芸術性、社会性。

助成実績 中助成開始年度 :1991年。

キ98年度の助成件数 :53件 。

■98年度の助成総額 :4300万 円。

連絡先 〒 103-8210 東京都中央区日本橋茅場町 1-14-10

花王芸術・科学財団

TEL 03-3660-7055、  7056 FAX.03-3660-7994
URL http://www kao一 foundation o「 ip/
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団体名 神奈川県 県民部 文化課
259

制度の概要 「神奈川県芸術文化活動団体補助金」

拳制度の主旨 :芸術文化団体が行う芸術文化事業に対し、補助金または賛助金を交付し、

もって本県における芸術文化活動の振興と普及をはかることを目的とする。

準助成額 :補助等対象経費の3分の1以内とし、予算の範囲内において決定。

対象となる分野  1:,芸術文化に関する、公演、展示、研究、交流事業、大会への派遣事業。

対象となる活動 幸芸術文化に関する公演、展示およびコンクールの開催事業。

拳芸術文化に関する研究・交流事業。

寺芸術文化に関する国際大会および全国大会への派遣事業。

応募資格 灘県内に主たる事務所を有し広域にわたつて芸術文化活動を行い、かつ芸術文化の振興に

寄与していると認められる団体。

幸団体規約等を有すること。

摯団体の意志を決定し、執行する組織が確立していること。

攣自ら経理し、監査する等会計組織を有すること。

申請手続き    十年度ごとに設定する、神奈川県芸術文化事業補助金等交付要望書提出要項のとおり。

選考方法・基準  幸芸術文化分野の有識者による審査会を経て決定。

助成実績 争助成開始年度 :1996年。

キ98年度の助成件数 :61件。

■98年度の助成総額 :1050万 円。

連絡先 〒231-8588 神奈川県横浜市中区日本大通1

神奈川県県民部文化課文化事業班

TEL.045-201-1111(内 線3425～ 7) FAX 045-212-8346
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260 団体名 社団法人 企業メセナ協議会

制度の概要 企業と協力して芸術文化への助成を行い、もつてわが国の芸術文化の向上、発展に寄与す

ることを目的とする。助成を必要とする芸術文化活動を募集し、そのなかから芸術的・社

会的に意義あるものを、企業メセナ協議会助成認定活動として選定し、それに対する助成

を広く募り、支援の拡大をめざす。認定した芸術団体の活動に対し、企業または個人より

「特定公益増進法人」である当協議会の回座を経由して寄付行為がなされた場合は、免税

の措置が講じられる。

対象となる分野  :=芸術全般。

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。

1半芸術家、芸術団体の年間活動。

おその他、芸術文化の振興にかかわる諸活動。

応募資格 1挙団体の場合、定款、寄付行為またはそれに類する規約などを有すること。

事会計報告ができること。

こ争日本国内に明確な連絡先を有すること。

■営利を目的としていないこと。

申請手続き :|■企画書、予算書の提出。
十協議会が上記の諸要件を充たすか確認のうえ、所定の申請書および支援内諾書を送付。
ギ1申 請書・支援内諾書ほか必要な書類を取りそろえ、申請書提出締切日までに協議会事務
局に提出。
※支援内諾書 :当制度は、芸術団体に対する寄付金を免税にする目的で行つているため、
「企業が資金援助を行う」ことが申請の前提条件であり、事前に1社以上の企業から支

援内諾書を取得してから申請することが必要。内諾額は助成要請額の1割以上。

選考方法・基準 ||:選考方法 :申請案件は当協議会の助成選考委員会で審査し選考。選考委員会は年6回開

催。

手選考基準 :「活動の影響力」その活動が他の芸術家の芸術創造に刺激を与えうること。

芸術文化の発展に貢献しうること。公共の利益に貢献しうること。「活動の実現性」そ

の活動の計画がスケジュール、資金などの面において十分検討されてしヽること。

助成実績 ==助成開始年度 :1994年度。

平98年度の助成認定件数 :111件。

■98年度の助成総額 :4億4218万円。

連絡先 〒100-0006 東京都千代田区有楽町2-5-1 有楽町マリオン13F

企業メセナ協議会

T[L 03-3213-3397 FAX.03-3215-6222
URL.http://www.mediagalaxy.co.jp/mecenat
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団体名 芸術文化振興基金

制度の概要 器目的 :芸術・文化の振興または普及をはかるための活動に対する援助を継続的、安定的

に行うための財源を基金として確保し、その運用益を用いて芸術文化団体等の活動を助

成する。

幸仕組み :政府出資金500億 円と民間からの出捐金100億 円の計600億円を原資として、

その運用益をもってわが国の芸術文化活動に対する助成に充てることとしている。

対象となる分野  :|:1芸術、文化全般。

対象となる活動 キ芸術家および芸術に関する団体が行う芸術の倉」造または普及を|まかるための活動。

帯地域の文化の振興を目的として行う活動。

枠上記のほか、文化に関する団体が行う文化の振興または普及をはかるための活動。

応募資格 中とくに規定なし。

申請手続き 繋1助成対象活動の募集は、原則として毎年度1回 (活動実施年度の前年度中)、 公募により

行う。

キ具体的な募集の時期・方法、助成の対象となる活動等については、毎年度作成する「募

集案内」で具体的に示す。

導1助成金の交付を希望する者は、募集案内の定めるところにより、助成金交付要望書およ

び団体概要等を日本芸術文化振興会に提出する。

選考方法 基 準 幸芸術文化に広くかつ高い見識を有する15名 の委員で構成する「芸術文化振興基金運営

委員会」を設置し、そのもとに分野別の4つの部会、13の専門委員会を置き、各分野の

実状および特性に応じた審査体制をとつている。

中応募のあつた活動については、振興会会長から運営委員会へ助成対象活動の採択につい

て諮問を行い、これを受けて運営委員会から部会へ、さらに専門委員会へと順次調査審

議の付託が行われる。

書専門委員会の審査は、各専門部会ことに審査の方法等につしヽて定め、各専門委員会に付

託された助成金交付要望書について、各専門委員が行う事前審査の結果をもとに、専門

的見地から合議により行われ、助成対象活動の選定が行われる。

■専門委員会での審査結果をもとに、各部会では採択すべき助成対象活動および助成金の

額について審議が行われ、この結果が運営委員会に報告される。

器これを受けて運営委員会では慎重な審議が行われ、助成すべき活動と助成金の額が決定

される。

助成実績 :=助成開始年度 :1990年度。

■98年度の助成件数 :848件。

■98年度の助成総額 :13億 8455万円。

連絡先 〒102-8656 東京都千代田区隼町4-1

日本芸術文化振興会基金部 芸術文化振興基金

TEL 03-3265-741l  FAX1 03-3265-7474
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団体名 財団法人 新日鐵文化財団

制度の概要 #クラシックおよび邦楽の意義ある演奏会に助成、もつてわが国の音楽会の発展に寄与す

る。

対象となる分野  母音楽。

対象となる活動 .:::::::|:'洋 楽分野 :主 として、室内楽の分野における意欲的な内容の演奏会、等。

帯邦楽分野 :主 として、若手邦楽家が出演する演奏会あるいは邦楽の普及にとくに配慮し

た演奏会、等。

応募資格 ■一般公募。

申請手続き や募集時期 :毎年度上期公演

下期公演

12月 末締切。

6月末締切。

選考方法・基準  挙選考委員会において選考。

助成実績 幸助成開始年度 :1995年下期。

幸98年度の助成件数 :48件 。

I198年度の助成総額 :2億 円。

連絡先 〒 102-0094 東京都千代田区紀尾井町6-5

新日鐵文化財団

TEL(イt103-5276-4500 FAX 03-5276-4527
URL.http://www.kioi― ha‖ .or.jp/
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団体名
263

財団法人 セゾン文化財団

制度の概要 「現代演劇・

::‐ 制度の主

進。

キ助成内容

爆助成額 :

.舞踊助成」

旨 :わが国の現代演劇・舞踊芸術の振興、および同分野における国際交流の促

:助成金交付、スタジオ提供。

1件当たり50～800万 円 (98年度実績)。

対象となる分野  |:`現 代演劇、舞踊。

対象となる活動  春創造環境整備活動。

希芸術創造活動。

■国際交流活動。

応募資格 :黎現代演劇、舞踊企画の主体となる個人、団体。

(その他プログラムによつて異なるので問い合わせのこと。)

申請手続き ■1募集時期 :10～ 12月。

`勝

:提出資料 :所定の申請書、予算明細書、補足資料。

(申請書の交付にあたり、企画書提出のこと。)

選考方法・基準  ■当財団の審査委員会を経て理事会・評議員会で助成の可否を決定。

:||:1独 創性、将来性、適時性、影響力、実現性に重点を置いて選考。

助成実績 ■‐助成開始年度 :1987年 。

キ98年度の助成件数 :45件 。

拳98年度の助成総額 :1億 1138万円。

*現代演劇・舞踊助成以外の非公募プログラムも含む。

連絡先 〒104-0031 東京都中央区京橋1-6-13 アサコ京橋ビル5F

セゾン文化財団

TEL 03-3535-5566 FAX.03-3535-5565
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団体名 財団法人 東京都歴史文化財団

制度の概要 「東京都国際平和文化交流基金芸術文化国際交流事業助成」

幸民間交流団体等が行う、国際的な芸術文化交流事業に対して助成を行い、国際的な文化

交流を促進する。

幸対象事業費の2分の1以内、3000万円を限度。

対象となる分野  署演劇、音楽、展示、舞踊、伝統芸能、その他。

対象となる活動  幸海外の芸術文化を都民に紹介する事業。

・1東京の芸術文化を海外に紹介する事業。

普海外と東京の芸術文化の共同創作を行い、都民に紹介する事業。

応募資格 織原則として、東京都内に主たる事務所を有する団体。

中原則として、東京都内で活動実績を有し、現在も活動している団体。
.力政治活動または宗教活動を目的としていない団体。

申請手続き    ―
■助成金交付要望書を提出。必要に応じてヒアリングを実施。

選考方法・基準

助成実績

拳当該事業の実施がこの助成がなければ著しく困難であると認められること。
131当 該事業が利潤を目的としなしヽものであること。

11群当該事業が広く都民 (海外にあたつては現地の市民)に、公開されるものであること。

幸当該事業が政治活動または宗教活動を目的としないものであること。

需助成開始年度 :1989年。
..198年度の助成件数 :32件 。

連絡先 〒108-0071 東京都港区白銀台5-21-9

東京都歴史文化財団 事務局事業課・交流事業係
TEL.03-3443-0051  FAX 03-3443-3227



30助成団体要覧
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団体名 財団法人 野村国際文化財団

制度の概要 若手芸術家の育成活動に対する助成、芸術文化の国際交流活動に対する助成、および外国

人留学生に対する奨学援助を行い、もつてわが国芸術文化の振興に寄与するとともに、国

際的な人材育成および国際相互理解の促進に寄与すること。

対象となる分野  幸音楽、美術。

対象となる活動 警育成活動助成事業。
・教育音楽の助成

・育成事業等の助成

13公演会等開催助成事業。

・演奏活動等の助成

・展覧会等の開催助成

幸新人美術家顕彰事業。

応募資格 :::右 手芸術家。

申請手続き 中 (上期)4～ 9月 実施分 :12月 25日 締切。

器 (下期)10月～翌年3月 実施分 :6月 30日 締切。

選考方法・基準 ::申請書やデモンストレーションテープ、その他添付資料による審査。
1辛選考委員会で審査 。選考する。

①若手芸術家に発表の機会を提供するもの。

O教育育成プログラムを基本とした活動。

③芸術的水準が高いもので若手芸術家の将来に資するようなもの。

助成実績 卒助成開始年度 :1990年 。

器98年度の助成件数 144件 。

幸98年度の助成総額 :1億8256万円 (ただし、奨学援助は含ます)。

連絡先 〒103-0027 東京都中央区日本橋1-9-1

野村国際文化財団

TEL.03-3271-2330 FAX.03-3281-8522
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団体名 財団法人 福岡市文化芸術振興財団

制度の概要 「福岡市芸術文化活動助成制度」

幸歴史に培われた福岡の伝統的な芸術文化を守り育てるとともに、新しい芸術文化を創造

し、発信する魅力あるまち福岡をつくるため、市民団体の芸術文化活動の経費の一部を

助成する。100万 円を上限とし、継続助成は認めない。

対象となる分野  |:::文化・芸術分野における活動であればジヤンルは問わない。

対象となる活動 寺地域に根ざした伝統的な芸術文化の保存および振興に資する活動。

■福岡市における新たな芸術文化の振興に資する活動。

書福岡市において行われる芸術文化に関する交流活動。

応募資格 当福岡市に基盤を置き、自律的な文化・芸術活動を行つており、組織および責任の所在が

明確な団体 (法人格の有無は間わない)。

申請手続き 幸募集時期 :

1次募集 前年11-12月に募集

2次募集   6～ 7月に募集

翌年度の事業を対象とする。

当年度10月～3月 の事業を対象とする。

選考方法・基準  ネ助成申請書および申請者の概要 (規約・名簿など)、 企画内容のわかる書類をもとに審

査委員会にはかり、助成の適否および助成額を決定。

助成実績 幕助成開始年度 :1992年 。

中98年度の助成件数 :32団 体 (申請 :40団 体)。

■98年度の助成総額 :1500万 円。

連絡先 〒812-0027 福岡市博多区下川端町3-1

福岡市文化芸術振興財団

TEL.092-263-6300 FA)( 092-263-6259
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団体名 財団法人 三菱信託芸術文化財団

制度の概要 わが国のオペラ、オーケストラ、その他の音楽団体が主催する公演等のうち、一定の芸術

的水準を有し、経済的支援を要すると認めたものへの助成を行い、その他音楽芸術の発

展・振興に資する事業を行う。

対象となる分野  中音楽。

対象となる活動 書オペラ公演 (わが国のオペラ団体の主催するオペラ公浸で、キャストなどの一部が外国

人であっても対象となる)。

摯オーケストラ等公演 (オーケストラのほか、合唱、室内楽の公演も含む)。

.睾音楽祭等 (各地において開催される音楽祭、レクチャー、コンサート、音楽関係の研究

会等の催し)。

■作曲家団体主催公演 (作曲家グループが主催する、新作初演公演、一定のテーマに基づ

く公演等)。

,か海外公演 (わが国のオペラ、オーケストラ等の音楽団体が海外公演する場合)。

檸その他 (上記5分野以外で助成に値すると判断されるもの)。

応募資格 ・:原則としてプロの団体とするが、活動実績と実体があると判断されれば、法人格がなく

ても可。

申請手続き

“

募集方法 :と くに公募はせず、事務局にて所定の要望書用紙にて受け付ける。

中選考時期 :企画の実施される時期に応じ前もつて半年分を選考する。

12月 選考……上半期分 (翌年 4～ 9月 ) 11月 20日締切。

7月選考……下半期分 (10月 ～翌年 3月 )5月 31日締切。

選考方法・基準  キ選考委員会が助成対象候補を選考し、理事会が決定。

助成実績 豊助成開始年度 :1987年 。

幸98年度の助成件数 :48件 (上半期22件、下半期26件 )。

拳98年度の助成総額 :5500万 円 (上半期2200万円、下半期3300万 円)。

連絡先 〒103-0027 東京都中央区日本橋2-2-4 日本橋永楽ビル

三菱信託芸術文化財団

TEL 03-3281-0604 FAX 03-3281-0605
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団体名 財団法人 ローム ミュージック フアンデーション

制度の概要 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、
もっ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。

対象となる分野  棘音楽。

対象となる活動 券音楽活動助成 (独奏、室内楽、オーケストラ、オペラ、その他の公演)。

華国際交流助成 (海外演奏家の招請、国内演奏家の海外公演)。

幸音楽研究助成 (音楽に関する調査研究)。

.攀奨学助成 (音楽を専攻する学生に対する奨学金の給付)。

応募資格 鮨一般公募。

申請手続き    ,:1募集時期 :毎年9～ 12月 中旬に翌年度分を募集。

選考方法・基準  ■1選考委員会において選考。

助成実績 十助成開始年度 :1990年 。

書98年度の事業費総額 :1億 1842万円。

連絡先 〒615-0044 京都市右京区西院西中水町 1

回―ムミュージックファンデーション

TEL.075-311-7710 FAX.075-311-0089
URL http://www.rohm cO.jp/rmf/
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国・地方自治体の芸術文化支援

文化庁文化部芸術文化課・ 課長補佐

奈良  哲

今日、人々は、人間らしく生きるために心の豊かさを求めるようになって

いる。文化は、人として生きるためのあかし、生きがいであり、個々人の心

の豊かさや地域社会の心のつながりを取 り戻すものである。また、文化は社

会や経済に活力を生み出す源泉であり、さらに、国際社会の一員として、文

化による国際交流 。国際貢献は不可欠なものとなっている。

文化庁では、文化への投資を未来への先行投資ととらえ、21世紀の文化立

国をめざして文化振興のための施策を積極的に推進している。また、地方公

共団体においても、文化を重視したまちづくりが進められるなど、個性豊か

な芸術文化を育て、それを発信していこうとする取 り組みが行われている。

1.文化庁の芸術文化支援状況

芸術文化振興のための予算

1998年度の文化庁予算は、819億円であり、国の一般会計の0.1%、 文部省

所管一般会計の1.4%に 相当する。 このうち、アーツプラン21や新国立劇場

の整備充実など、芸術文化の振興に充てられるものは242億円で、文化庁全

体の約 3割 を占めている。内訳 としては、芸術創造活動等の推進 (ア ーツプ

ラン21等 )58億9800万円、地域の文化振興23億6900万 円、新国立劇場の整備

推進90億5000万 円、国立美術館整備運営等69億300万 円 となつている (図4-

1)。 また、さらに補正予算において、芸術文化関係では、東京国立近代美術

館美術情報高度化総合資料センター (仮称)の整備費、美術作品の購入費計

50億 1000万 円が計上された。

わが国の文化予算は、諸外国に比べると、必ずしも十分 とは言い難い状況

になっており (表4-1)、 近年の国民の文化に対する関心の高まりや、文化を

通 じた国際貢献の重要性に配慮 しながら、ソフト面の予算を中心にその充実

に向けて努力してい くことが求められている。
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図4-1[1998年度文化庁予算]

その他

19億8600万 円

国立博物館整備運営等

121億 4000万円[14.80Иo]

伝統芸能等の伝承

72億 6300万 円

10国・地方自治体の芸術文化支援

芸術創造活動等の推進

58億 9800万円[7.2%]

地域の文化振興

23億 6900万円[2.9%]

新国立劇場の整備推進

90億 5000万 円 11.1

国立美術館整備運営等

69億 300万円[8.4%]

芸術文化の振興

242億 2000万円[29.6%]

史跡等の整備・活用

243億 1300万円[29.7%]

271

文化財保護の充実
556億8200万円

国宝・重要文化財等の

保存事業の促進等

119億 6600万 円[14.6%]

818億8800万円

[100.0%],

表4-1

国名

[欧米との文化予算の比較]

文化関係予算  国家予算 年度 備考

日本         819億 円    0.110/o     1998 文化庁予算

アメリカ       129億 円    0.010/o     1996 米国芸術財団予算

イギリス       1460億 円     0.310/o     1996 文化・メディア・スポーツ省予算

フランス       2926億 円     1.01 1996 文化・コミュニケーション省予算

ドイツ 894億円 0.260/o 1992 連邦政府予算

主要施策の概要

●アーツプラン21

芸術創造活動に対する支援を抜本的に拡充するため、従来の施策を再構築

したもので、1996年 度から実施 している。1998年度は、42億800万円 (対前

年度 4億300万円増)を計上 し、支援のいっそうの拡充をはかった (図 4-2)。

各事業の採択状況は以下のとお りである。
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図4-2[芸術文化活動支援予算等の推移]

■文化庁   鰺芸術文化振興基金 5793
5573「予算額」等

[百万円]

5000 5027

4554  4491  4494
4294 4294

3439

1280

89    90    91    92    93    94    95

注 195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、97・ 98年度は予算額。

96    97    98[年度]

【芸術創造特別支援事業】

意欲的な芸術創造活動への取 り組みにより、わが国芸術水準向上の牽引力

となることが期待される芸術団体に対して、年間の自主公演を総合的かつ継

続的 (原則として 3年間)に支援するものである。1998年度は、音楽10団体、

舞踊 6団体、演劇 9団体、計25団体が採択された。

【国際芸術交流推進事業】

海外フェスティバルヘの参加など芸術団体の海外公演と、1998年 度より新

たに、国内で開催される国際フェスティバルを支援するものである。1998年

度は海外公演26公演、国際フェスティバル 1公演が採択された。

【芸術創造基盤整備事業】

芸術各分野の統括団体が実施する芸術家の人材養成事業や調査研究活動を

支援するものである。1998年度は、人材養成18事業、調査研究13事業、計31

事業が採択された。

【舞台芸術振興事業】

日本芸術文化振興会 (芸術文化振興基金)を経由した補助金により、芸術

団体の優れた国内公演を支援するものであり、1998年度は85公演が採択され

た。

ア
|

ツ
プ

ン

2309

1985

27.53

1741

2974

1517

3‐ 134

1420

2111

一
８

一
‐ ３ ２

1280

2078

2216.

1821

一
〇６

一
２

｝
３

‐1768

3805

1386

4208



10国・地方自治体の芸術文化支援

●若手芸術家の養成 (芸術フェローシップ)

わが国の若手芸術家に海外での研修機会を提供する「芸術家在外研修」に

より113名が、また、国内の研修施設で研修を行 う「芸術インターンシップ」

により53名が派遣 された。さらに、海外の若手芸術家を招聘 して、研修・交

流の機会 を提供する「海外芸術家招聘研修」を実施 し、21名 を招聘 した。

(1998年度予算 6億4500万 円)

●新国立劇場の整備充実

1997年 10月 、東京都渋谷区 (初台)に開場 した新国立劇場は、オペラ、バ

レエ、現代舞踊、現代演劇等のわが国の現代舞台芸術の振興の拠点 としての

役割が期待 されている。1998年度は、自主公演 として、オペラ 8演 目 (41公

演 )、 バレエ 4演 目 (22公演 )、 現代舞踊 4演 目 (10公演 )、 演劇 9演目 (192

公演 )、 計25演目 (265公演)が実施 された。 また、プロのオペラ歌手をめざ

す者を対象 とするオペラ研修を開始 した。

●美術品公開促進法の制定

「美術品の美術館における公開の促進に関する法律」が制定され、1998年 12

月から施行 されている。 これは、 とくに優れた美術品 (国宝・重要文化財や

優れた外国作品など)について登録制度を設け、登録美術品を美術館におい

て公開し、国民の鑑賞機会を拡大 しようとするものである。1999年 6月現在、

5件が登録 され、東京国立近代美術館および高岡市美術館において展示され

ている。

●新国立美術展示施設 (ナ ショナル・ギャラリー)(仮称)の整備

国民の美術への関心の高度化、美術活動の多様化、国際化等の進展にとも

ない、新 しい国立美術展示施設の整備をはかることが課題 となってお り、 こ

れまでの検討を踏 まえ、1999年 3月 、新国立美術展示施設 (ナ ショナル・ ギ

ャラリー)(仮称)の基本計画を策定 した。1999年度から建物の基本設計 を

行 うなど、設立に向けた諸準備を進めることとしている。

2.地方公共団体の芸術文化支援状況

地方公共団体の芸術文化経費

文化庁の「地方文化行政状況調査」によると、都道府県・市町村を合わせ

た地方公共団体の芸術文化経費は、1987年度には、約2700億円であったが、

平成に入ってから急速な伸びをみせ、1993年度には約8200億円に達した。し

かし、これ以後は、減少傾向にある (図4-3)。 1997年度は約6900億円となっ

273



274

第4章 1国
。地方自治体・企業財団の芸術文化支援

図4-3[地方公共団体における芸術文化経費]

2985

1485
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3537

芸術文化事業費

93    94   95    96[`キ :月蔓:]

出興:文化庁「地方文化行政状況調査報告書」
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ており、前年度と比べると約170億 円、2.4%の 減少となっている。

また、芸術文化経費を①芸術文化事業費、②文化施設経費、③文化施設建

設費に分類すると、1987年度には芸術文化経費の54.5%を文化施設建設費が

占めていたが、この割合はその後増加傾向を示し、1993年度には71.9%に達

した。しかし、それ以後は減少傾向にあり、1997年度には54.7%と なってい

る。

地方公共団体においては、厳しい財政状況のなかで、芸術文化活動への支

援については「量」から「質」への転換が求められているといえる (注 :

1997年度の数値は、確定値ではなく、変動することがある)。

文化庁による地域文化振興施策

国民が優れた芸術文化に身近に接することができ、また、芸術文化活動が

地域に根づき、活発に行われることは重要であり、文化庁 としても地方公共

団体の取 り組みを積極的に支援 している。1998年度に実施 した主な事業はつ

ぎのとおりである。

・文化のまちづ くり事業 :北海道札幌市など全国49地域において実施。

・ アーティス ト・ イン・ レジデンス事業 :岩手県岩手町など全国12地域にお

いて実施。
。「国際音楽の日」記念事業 :北海道歌志内市など全国31地域において実施。

・芸術鑑賞機会の充実 :舞台芸術ふれあい教室80公演、 こども芸術劇場29公

13
10506  925
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演、青少年芸術劇場22公演、移動芸術祭76公演、国立博物館・美術館等所

蔵名品巡回展 4会場を実施。
。国民文化祭 :大分県内32市町において38事業開催、観客数約87万 8000人。

・全国高等学校総合文化祭 :鳥取県において開催、約2200校参加。

・芸術文化振興基金による地域文化振興活動への助成 :約 3億2000万円。
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企業財団の芸術文化支援

助成型企業財団の活動について

276 財団法人三菱信託芸術文化財団・事務局長

山田  怜

].はじめに

1998年度は、日本経済にとってはバブルの後始末に本気で取 り組み始めた

年であったが、助成財団にも数年来の逆風が激 しく、厳 しく吹き抜けた 1年

であった。

多 くの産業で リス トラと称する事業の見直しが進められ、不要不急の事業

の切 り捨てが大規模に進められた。超低金利政策がこれらリス トラを支援す

る意味で継続 された結果、基金の運用益に依存する財団の活動には大 きな逆

風 として立ちはだかった。母体企業に寄付金のかたちで支援を仰 ごうにも企

業の経費節減、人減 らしの嵐のなかでは声 も細 りがちで、一部財団では助成

事業の一時中断、規模の縮小などに取 り組むところも出てきている。

三菱信託銀行を母体 とする当財団も、 このような厳 しい環境のなかで苦闘

し、運用面の工夫、支出面の再度の見直 しに加え、母体からの支援を受けて

なんとか前年度なみの助成規模を維持することができたが、資金面の制約か

ら件数の確保に若干軸足を移 さざるをえず、 1件当た りの金額が削減されて

いるがやむをえないところと考えている。

本稿では、このように厳 しかった1998年度の助成型財団の活動状況を当財

団の動 きを中心に概観 しようとするものである。

2.三菱信託芸術文化財団の活動状況

1998年度は設立12周年に当たっているが、まず財団の設立経緯を含めた概

況を披露し当年度の事業活動について紹介したい。

設立経緯

母体企業三菱信託銀行創立60周年に当たる1987年 に、何か記念になる事業

を考えられないか という動きが社内で生 まれ、専門の組織をつ くり種々研究

を重ねた結果「芸術文化助成型財団」を設立することが決 まったのである。

当時の社会情勢からすると、助成型財団を設立するに都合のよい背景が二

つほどあったと考えられる。第 1は文化庁サイ ドで民間芸術活動の振興に関
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する検討会議において1986年 7月 に「芸術活動振興のための新たな方途」 と

いう報告書が出され、芸術活動支援のため民間活力を活用する基礎をつ くり

あげた。

第 2に 企業サイ ドの事情 として、当時の好調な経済活動 と経済の国際化の

進展を背景に利益追求に加 えて、その社会への還元一換 言すれば企業の社会

貢献への認識が盛んになり始めていた。 このような背景 もあり、企業が直接

メセナ活動に手を貸すのに代わって、事業の独立性、継続性が確保 しやすい

財団設立のかたちをとったものと思われる。

事業内容

財団の寄付行為第 4条に、①音楽芸術活動への助成、②音楽芸術の国際交

流活動への助成、③国民の芸術活動への参加機会の提供、④その他目的を達

成するために必要な事業、の 4項 目を掲げているが、設立以降の実績をみる

と(30に活動は絞られており、③④については事実上手がつけられていない

というのが実情である。

●助成対象

「プロの音楽団体による自主公演」を対象にしている。申請案件がこの定義

に該当するか否かの判定は選考委員による選考委員会での議論で行ってもら

っている。プロの定義、団体とは何人以上かといつも質問を受けるが、いず

れも社会通念上の概念であり、明確な線は引きにくいので限界的な案件はス

トレー トに選考委員会に付議している。

助成分野 としては、「オペラ公演」「オーケストラ等公演」「音楽祭等」「作

曲家団体主催公演」「海外公演」「その他」の 6ジ ャンルを設けている。分野

別助成実績では、金額ベースでみると55%がオペラ公演であり (海外オペラ

公演を含む)、 これも当財団の特徴 となっている。

●選考委員会

助成案件の選考はすべて選考委員会の専門家にお任せしてあり、母体企業

は「金は出すが、日は出さない」の方針を堅持してきている。選考委員は著

名な芸術家、演奏家、研究者など9名の先生方にお願いしており、年 2回委

員会を開催し助成案件の選考を行っていただいている。 7月 に当該年度下期

(10月 ～翌 3月 )公演分を、12月 に翌年度上期 (4月 ～ 9月 )公演分を審査

していただいている。助成申請を希望される場合には、 7月 選考分は5月 末

までに12月 選考分は11月 20日 までに財団事務局に助成申請を提出する必要が

ある。

277



278

第4章 1国・地方自治体・企業財団の芸術文化支援

●実績

年度別、分野別助成実績は以下のとおりであり、創立以来1998年度までの

助成実績累計は469件、 8億2750万 円に達している。

表4-2[分野別・年度別助成実績][財]三菱信託芸術文化財団

分野別   オペラ       オーケストラ     音楽祭 作曲家  その他 計

国内・海外別 国内    海外|||1国内 ‐̀li 海外 ‐  国内 ..‐ ‐‐‐
|・・・ '‐

■|`‐ `‐ ‐. | | ‐
|

1987年度 1100 [3]     100 11]                     1200[4]
1038年度 |‐ |||‐ 310ol‐‐|||[111}2001[1]|‐ ||17001111椰 卜|お 0011[41111111601011‐ ||||1回

‐
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||:||1541010111〔 2■ |

1989年度  2950  [9]500[11 700 [6] 900[4]1450 [6]500[2]       7000128]

1900年度|‐ |||100111‐′l“10011'11100111亘 TOO可可 I麗理彊憂Ⅲ555可石 75ζ汗耳「 頭顧Oi411

1991年度 5000[16]300[1]200[2]1600[6]1950[11]900131     9950[39]

画 爾事 雨:頭百TTT薫 可爾弔00[4]1900111110011130013110100156]

1993年度 4550120]    1050[101 1501211750[111300[3]150[2]7950[48]
1‐95緯度 3面 [221丁丁丁 400[4]7501511200110]両 国可100[1]T雨爾可
1995年度 315o l18要屁b[2]1000[10]400[2]2550[15]600[5]~面 頭可

1997年度  2800 750 500 1350[11]100[1] 5500

団体

国内・海外別
小計

8450   7650
[78] [391

43600
1202]

1900
[6]

16300 3800  1050  82750
[105]   [27]  [12]    [469]

分重面 |「 薦 FT「T455001208]  16100[117]ITTTTT:TTT「 TI丁 T「T丁丁丁 :

%[件数]・     55[44]      19[25]    20[22] 5[6] 1[31 100[100]
金額

[ ]内数字=件数、金額単位=万円

● 5周年記念事業

財団設立 5周年に当たる1993年度に5周年記念事業を企画すべく財団内に

検討委員会を組織した。自主事業としてのオペラ公演など各種のアイディア

を検討したが、助成型財団の活動ベースを守 りつつ永続的な事業ということ

で「三菱信託音楽賞」の創設が決まった。これは通常の助成が企画書段階で

選考しているのに対し、実際の公演のなかでとくに優れたものを選び顕彰し

ようというものである。選考はもちろん選考委員の先生にお願いするわけで、

各先生方にはご多忙のなか公演視察のため地方にも出張をお願いしている。

第 1回以降各年度の受賞公演は以下のとおりである。
。第 1回 (1992年公演分)名古屋二期会      ブリテン「ピーターグ

ライムス」



。第 2回 (1993年公演分)藤 沢市芸術文化振興財団

。第 3回 (1994年公演分)

。第 4回 (1995年公演分)

二期会オペラ振興会

水戸市芸術振興財団

20企業財団の芸術文化支援

プッチーニ「トゥーラ

ンドット」

プッチーニ「二部作」

原嘉寿子「さんせう太

夫」

林光「セールスマンK
の憂鬱」

黛敏郎「金閣寺」
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。第 5回 (1996年公演分)オ ペラシアターこんにゃ

く座

。第 6回 (1997年公演分)大 阪音大ザ カレッジ オ

ペラハウス

3.1998年度の活動

当年度 も例年 どお り、年度を上期、下期の 2期に分けて助成案件の選考を

行い、年間で48件5500万 円の実績 となった。分野別には、オペラ25件3100万

円、オーケス トラ等 6件700万円、音楽祭等10件1100万 円、作曲家団体 3件

300万 円、海外公演 2件200万 円、その他 2件 100万 円という内訳になってい

る。 この他に第 6回三菱信託音楽賞 として500万円が贈 られている。

三菱信託音楽賞を含めた助成規模6000万 円と、1996年以降横ばいであるが、

この間超低金利が継続 してお り、基金運用利息収入は助成金予算を下回る水

準が続いている。運用面の工夫、冗費の削減など自助努力にてクリアーでき

るものはすべて実行 したうえ、不本意ながら母体からの支援によってなんと

か1998年度決算を終えることができた。

助成先の選考にあたっては、経済的に支援の必要性が高いこととともに芸

術的レベルが高いことも重要な要件 としているが、何年かの間には特定の音

楽団体への助成が繰 り返 されることが多 くなるのは否定できない。レベルの

高い団体を支援することは十分意義のあることと認めるとしても、特定銘柄

だけで助成先を占めると新 しい力の入 り込む余地が狭められることになる。

当財団では同じ団体に上期、下期連続 して助成することはできない内規を設

け、新しい力 と特定銘柄 とのバランスに配慮している。1998年度は、ちなみ

に新しい団体は 8件で全助成件数48件の17%を 占めている。

4.芸術文化助成財団協議会の動き

当財団の設立以降、助成型財団設立が続いたこともあり、主務官庁文化庁
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のご指導のもと、財団の協議会が1988年 11月 にスター トした。発足時は10財

団であったが、その後増えて23財団を数えている。

事業内容は、①芸術文化助成財団の連絡および情報の交換、②国および関

係機関との連絡、③芸術文化活動に帯する助成に関する調査研究、④その他

協議会の目的達成に必要な事業、の 4項 目になる。いままでの具体的メニュ

ーとしては、「文化庁の共催による総会を年 1回開催」「協議会事業案内の定

期作成」「各種勉強会の開催」などである。なかでもユニークなのが各種勉

強会で、会員財団担当者が助成先の実情をより詳しく知るため、音楽、美術

などテーマごとに専門の講師を依頼してレクチャーを受けている。

幹事財団は、アサヒビール芸術文化財団、アフィニス文化財団、セゾン文

化財団、ソニー音楽芸術振興会、三菱信託芸術文化財団の 5財団で、当財団

が代表幹事を引き受けている。沖永文化振興財団、三井海上文化財団には監

事をお願いしている。

会員財団個別の動静は本稿の目的外であるが、会員が集まるつど話題に上

がるいくつかの問題をご披露し、現時点で何に頭を悩ませているかを知って

いただく手だてとなれば幸いである。

第 1は金利問題である。現在の超低金利が続いて 5年近 くに達する。基金

の果実である金利で事業活動を行う財団にとっては金利の低下はまさに死活

問題である。金利低下に対しては、収入面で運用対象を高利の金融商品に変

更する手があるが、「安全、確実」な運用が要請される基本財産については

選択肢は狭い。いっぼう、支出面の見直しについては、比率の大きい事業費

に手をつけないと大きな効果は出てこない。ここ数年、まさにこの事業費に

手をつける財団がかなり出てきている事実もあり、母体企業への寄付依頼、

余裕金の食いつぶしにも限界があり、事態は極限まで迫っていることを示す

ものと思われる。

第 2は税制面の優遇整備である。特定公益増進法人の制度も、新規はもち

ろん、更新のつど大蔵省の厳密なチェックが入っているが、いちだんの手続

き簡易化を期待したい。加えて、個人の遺贈、寄付なども現状は税制面の規

制が多 くほとんど活用されていない。この面でも規制緩和による資金流入の

パイプが太 くなることを期待したい。

5。 結び

財団にとってこのような厳 しい逆風の吹きすさぶ環境のもと、最 も重要な
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ことは何であろうか。いろいろな考え方がありえようが、私見では、活動の

継続であると考える。財団を生んだ企業にとっても、見返 りのないメセナ活

動は重荷であろうが、継続的支援は社会的責務ではなかろうか。長引 く景気

低迷、超低金利で従来どおりの助成活動を継続するのは非常に難しくなって

いる。しかし、せつかく灯ったメセナの火を消さぬよう、規模の縮小はやむ

をえぬとしても継続することだけはぜひ続けていきたいものと考える。

最後に、助成財団として助成を受ける芸術家の方々への要望を申し述べた

い。財団の資金の裏側には多 くのリス トラに苦しむ勤労者の呻き声があるこ

とをお忘れにならないでいただきたい。これは恨み言、泣き言を申し上げて

いるのではなくて、ぜひ芸術家の皆様には素晴らしい舞台をめざし全力をあ

げて頑張っていただきたいということである。優れた公演こそ助成財団への

最大の応援歌なのである。
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3 1
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。 また前回より、企業調査 と連動 した時事的テーマに関する意

識調査を設間に加えた。

今回は日本の企業財団のなかで芸術文化に関連のある142財団に調査票を

郵送 し102財団から回答を得た。有効回答数は100、 有効回答率は70.4%で あ

った (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

文化支援自体を主目的 としない企業財団についても、1998年度になんらかの

芸術文化 (支援)事業を行った場合は調査対象とした)。

なお、「企業財団」には複数の定義があるが、 ここでは、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場合 も含めた広義の解釈を採

用 している。

調査の目的

企業財団の芸術文化 (支援)事業に関し、基本方針 と調査対象年度の活動

内容を調査するとともに、時事的な芸術関連項目に関する意識調査 もあわせ

て行い、企業財団の活動実態を明らかにする。

調査の方法
。調査対象  :全 国の企業財団 (芸術文化関連)142財団

・調査実施時期 :1999年 5月 ～ 6月
。調査方法  :郵 送によるアンケー ト

・調査対象期間 :1998年 4月 1日 ～1999年 3月 31日 (1998年度 )

。有効回答数  :100(有効回答率 :70.4%)

調査の内容

・設立年、主たる出捐者、主務官庁、資産総額、代表者名
・活動の基本方針
。1998年度に行った芸術文化 (支援)活動のプログラム名 とその芸術分野、
またそれに要した事業費とその年間総額。

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。
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。基数 となるべき実数はN=○○○と表し、その際はNを 100%と して算出

した。

・MA(マ ルチ・アンサー)は複数回答が可能な設間のため、回答の合計比

率が100%を超える場合がある。

回答財団のプロフイール

●主務官庁

回答のあった100財団を主務官庁別に分類したところ、国の中央省庁を主

務官庁とし、活動範囲が全国に及ぶ「全国法人」が55財団、都道府県レベル

の地方自治体を主務官庁とする「地域法人」が45財団であった。全国法人の

なかでは文部省 (文化庁)を主務官庁とする財団が78.9%(45財 団)と 圧倒

的に多い。地域法人では、都道府県の教育委員会を主務官庁 とする財団が

77.8%(35財 団)を 占めた。
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表4-3[主務官庁別財団分布]MA

[全国法人]

主務官庁        財団数

総理府

外務省

[地域法人]

主務官庁

4   都道府県

2

|    .‐
  .|‐ |‐

|‐

351‐ |‐|.|

財団数

10

‐1輝1津業資|||||||||‐ ||‐ |||‐‐|||‐ ||||‐
||‐
‐
||||||‐ |‐

||||||||||||||‐ ||‐
‐
||‐‐||||||‐ ||||‐

‐
||‐
‐‐‐‐‐‐|||||||||||||||‐ ||■ |||||||||||||‐ |||‐

|‐ |‐ |||‐ |‐ |‐ |||‐‐|‐‐‐|||||‐ ‐‐|||‐ |‐ |||‐
‐
||‐
‐‐|||‐ |‐

.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐■‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐二‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐1‐‐‐‐‐‐

運輸省

法務省

計 102

[N‐ 100 ただし3つの主務官庁を持つ財団が1件 ]

●設立年

設立年別にみると、財団の設立は1970年以降に集中しており、1970年代に

設立された財団が22団体 (22.0%)、 1980年代が31団体 (31.0%)、 1990年代

が33団体 (33.0%)で ある。とくに「メセナ元年」といわれる1990年 を挟ん
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で前後 5年間 (1988～1992年 )に設立された財団は29団体 (29.0%)で約 3

割を占める。1995年度以降の設立財団数は8財団であるが、1998年度は0で
あった。

図4-4[設立年別財団分布]SA N=100

15

へ́1944

1945～ 1949

1950～ 1954

1955～ 1959

1960～ 1964

1965^´ 1969

1970´ ヽ́1974

1975^´ 1979

1980´ ヽ́1984

1985´ ヽ́1989

1990´ ヽ́1994

1995～

0

0

●資産規模

資産規模別で分類すると、回答のあった96財団中総資産額が10億円以上30

億円未満の財団が27団体 (28.1%)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14団体 (14.6%)あ った。 1財団当たりの平均

資産総額は35億3265万円であった。

資産総額の増減を2年連続で回答のあった87財団で調べると、資産額が増
えた財団は29団体 (33.3%、 対前年比1.8ポ イント減)であるのに対 し、資
産総額が減った財団は13団体であった (14.9%、 対前年比2.7ポ イント増)。

減少した財団の減少総額は9億9436万円で、 1財団当たり7649万円減、増加
した財団の増加総額は104億9322万円で、 1財団当たり3億6184万円増であ
った。

0 [団 体 ]
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なお、資産総額が増加 した29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26財団の増加総額は24億3775万円、 1財団当た

り9376万円となる。

図4-5[資産総額別財団分布]SA

無回答

N=100

100億 円以上
6.0%[6]

1億円未満
2.0%[2]

1～ 5億円未満
27.0%[27]
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50～ 100億円未満

8.0%〔 8]

5～ 10億円未満
18.0%[18]

[ ]は財団数

回答企業財団のプログラムから

●活動実施件数

1998年度は回答のあった100財団によって391件の芸術文化プログラムが行

われた。 1財団当た りの平均プログラム数は3.9件 となり、昨年度 (3.8件 )

とほぼ同じである。なお、独自の施設を運営する財団は35団体あり、その内

訳は美術館22、 博物館 6、 劇場・ ホール 5、 図書館 1、 複合文化施設 1であ

った。

満未円
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●芸術分野

回答財団が1998年 度に行った活動プログラムを芸術分野別にみると「音

楽」が最 も多 く、59財団 (59.0%)が 172件 (44.0%)の プログラムを実施

した。「美術」は64財団 (64.0%)が 162件 (41.4%)実施した。

図4-6[芸術分野別プログラム数・活動実施財団数]

[延ベプログラム数]N=391 [延べ財団数]N=10o
[件 1    100 0    10    20 60[団体]

音楽

美術

演劇

舞踊

映像

建築

文学

無形文

有形文

その他

*複数分野にわたるプログラムがあるため、合計が 100%を超える。

1172 も9

50
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●事業費

今回の調査では90財団からプログラムごとの事業費について回答を得た。

回答財団の総事業費は計101億4236万円 (97年度 :46億 1471万 円)で、 1財

団当たりの総事業費は 1億 1269万 円 (97年度 :5494万 円)と なる。前回調査

と比較して総事業費が倍増しているのは、98年度に新しく美術館を開館 した

大塚美術財団の、設備投資 。収蔵作品費を含めた事業費40億円を計上したか

らであり、仮にこの数値を含めず89財団でみてみれば、総事業費は61億4236

万円、 1財団当たりの平均総事業費は6902万 円で、97年度より1408万 円の増

加 となる。

図4-7[財団事業費]

11269
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1財団当たりの総事業費

97年度
N=84
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21世紀の芸術文化振興について

昨年度のNPOに 関する意識調査に続き、今回は21世紀の芸術文化振興に

関して、「芸術文化振興に必要なこと」と「芸術文化支援の主体 となるべき

ところ」について調査した。

●芸術文化振興に必要なこと

「若手芸術家への支援」を挙げたところが65.0%で最も多 く、続いて「地域

文化の振興」と「青少年への芸術文化教育」がそれぞれ61.0%、 60.0%で あ

った。上位 6位 までは企業調査とまったく同じ結果が出ており、興味深い。

図4-8[芸術文化振興のために必要なこと]MA

['′ o]

若手芸術家への支援

地域文化の振興

青少年への芸術文化教育

芸術文化の啓発・普及

国際交流

伝統芸能の振興
61.4

Ю
Ｉ

Ｉ

０^
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４

文化財等の発掘
保存・修復

鑑賞者への支援

調査・研究

既成芸術家への支援

アマチュアヘの支援

現代芸術の振興

その他

17.0

6.7

24.0

24.3

57.9

財団[N=100]
企業|[N=464]
アーテイスト[N=202]

51.5

40 60

37.1
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●支援の主体 となるべきところ

回答財団の 7割が「地方自治体」 と「政府」を支援の主体 として期待 して

いることがわかった。「企業」 と回答 した財団は62.0%、 「公益法人」は56.0

%である。財団調査では「政府」を支援の主体に望む割合が、企業やアーテ

ィス ト調査よりも高いことが特徴である。

図4-9[これからの芸術文化支援の主体となるべきところ]MA

1%]

地方自治体

政府
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市民ひとりひとり
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まとめ

1998年度は企業財団にとっても非常に厳 しい年であった。基金の利息に拠

るところの大 きい財団にとって、長期にわたる低金利は運営資金の確保を困

難にし、基本財産の切 り崩 しや活動規模の縮小を余儀なくされた財団も多か

ったと推測される。なかには「98年度は実質活動休止状態で調査の回答は不

可能である」 とか「公表できるようなレベルの活動を行わなかったので回答

を遠慮 させてほしい」 という財団もあった。

しかし、回答財団の活動プログラムを見ると、景気に左右 されず継続的に

展開されているものが多いことがわかる。また地域財団は「地域文化」や

「郷土文化」の振興保全に力を注 ぎ、地道なが らも地元に根 ざしたメセナを

行っている。

財団の活動は、単発的なプログラムよりも、長期的視野に立った助成活動、

顕彰事業、調査研究、奨学金授与、芸術文化施設運営、青少年の芸術教育等

を特徴 とする。 このような時期だからこそ、企業財団ならではの継続的なメ

セナプログラムや安定 した支援の方法、地域密着型メセナの活動指針や内容

に注目していきたい。

(企業メセナ協議会調査部会 )
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4
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関

連のある団体、計142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、|四は主たる出捐者、1回は主

務官庁、四は資産総額、|口 は代表者名を示している。

●
―

掲載したプログラムは1998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」「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。複数の芸術分野にわたるプログラムの場合は、該当分野を

すべて記入している。

●
―

 「オペラ」は「音楽」に、「ミュージカル」は「演劇」に、「書道」「写

真」「デザイン」は「美術」に含む。

●
―

芸術文化と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。

●
―

芸術分野の表記にあたり、「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。

291



292

第4章 1国
。地方自治体・企業財団の芸術文化支援

〒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‐ 251‐ 5332 URL http://wwvv aichibank co jp/plaza/fou/fou htm

■1990年4月  1四株式会社愛知銀行 l鳳愛知県教育委員会 留15億 4338万円 口い出員市

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 140

財団法人愛銀教育文化財団

郷土史研究への助成 無形文 110

美術工芸活動への助成 美 術 200

演劇活動への助成 演 劇 110

高校生の文化活動等への助成 音楽・演劇 150

伝統芸能への助成 40

社会教育への助成 その他 40

総計 790

〒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 l目株式会社朝日新聞社 l口文部省 (文化庁)■ 10億円 l目箱島信一

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)

助成活動 音楽 。映像・美術・舞踊 2320

財団法人朝日新聞文化財団

朝 日賞 音楽・演劇・映像・文学・美術・舞踊・建築

無形文・その他

1407

アサヒ・フェローシップ 音楽・演劇・映像・文学・美術・舞踊・建築

無形文 。その他

企業の社会貢献度調査 音楽・演劇・映像・文学・有形文・美術・舞踊

・建築・無形文・その他

900

総 計 5394

財団法人アサヒビール芸術文化財団
〒130‐ 8602 1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 口文部省 (文化庁) 口6億8800万円 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、

わが国の文化の向上発展に寄与することを目的とする。

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。



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

40企業財団の芸術文化活動一覧

事業費(万円)

293

美術展 美術 430

音楽会 音楽 1100

日本人の海外研修帰国発表会 音楽 90

外国人留学生スカラーシップ 音楽・美術 1215

外国人留学生美術展 美術 862

総 計 3697

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
口1985年 11月 口旭化成工業株式会社 口自崎県 |口 5億円 口田中信昭

基本方針
1 音楽・芸術・演劇等の芸術文化に関する行事の開催。
2 地域社会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 )

芸術鑑賞会ほか 音楽 180

文化情報誌 音楽 70

総計 250

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
URL http://www asukabito orip/

■1971年4月 日国庫および企業 日聡理府 l口21億 5000万円 口上山善紀

基本方針

地域 (飛鳥)に伝わる伝統芸能継承者育成。

飛鳥地方に残る貴重な文化財および歴史的風土の保存ならびに活用を企てる助成・啓蒙事業。

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

文化財および歴史的風土の保存・活用を企てる 有形文・建築・その他
助成・啓蒙

4600

総 計 4700

財団法人アフィエス文化財団
〒105-0002 東京都港区愛宕1-1-11 虎ノ門ハ束ビル6F TEL 03-3431‐ 4211
FAX 03-3431-4214
口1988年 3月  1口日本たばこ産業株式会社 □反部省 (文化庁)■53億9000万円 口長岡 買

基本方針

「クラシック音楽の普及活動」「音楽家の研鑽に対する援助」「芸術文化の調査研究」を三本柱とした事業を行
い、とりわけわが国のプロ。オーケストラの発展向上に資する活動を行う。
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芸術文化プログラム名 芸術分野 事業費(万円)294
プロ・オーケストラが主催する演奏会等への助 音楽

成

7976

楽団員の海外研修に対する助成 1885

「第10回アフィニス夏の音楽祭」の開催    音楽 10530

芸術文化の調査研究に対する助成

委託研究「日本戦後音楽史」

音楽 290

「アフィニス・サウンド・レポート」の発行  音楽 239

「アフィニス・アンサンブル・セレクション」 音楽
の開催

1149

総 計 22069

〒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
■1969年 11月 l囲丼植歳男 l目兵庫県教育委員会 口9億7900万円 ロト植貞雄

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)

井植文化賞の表彰 音楽・演劇・映像 。文学・有形文・美術・舞踊

・建築・無形文

443

財団法人丼植記念会

垂水生活文化協会への助成 (コ ンサート)2件  音楽 100

総 計 543

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 口円川武美 口反部省 口53億2909万円 |口石川晴彦

基本方針

山本有三記念・路傍の石文学費、幼少年文学費、郷土文化賞の顕彰。

・路傍の石文学費は、「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」という遺志を顕す賞であり、脅少年の読書に適する優秀な文学作品に

贈られる。
・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。
・郷土文化賞は、生涯郷土を愛し続けた作家山本有三氏の賞であり、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。

芸術文化ブログラム名            芸術分野                 事業費(万円)

路傍の石文学賞 文 学 100

郷土文化賞 有形文・無形文 100

路傍の石幼少年文学賞 (該当作なし) 文学

路傍の石文学賞特別賞 文学 100

総計

〒563-0053 大阪府池田市建石町7-17 TEL 0727-51-3865 FAX.0727‐ 51-2427

300

財団法人逸翁美術館

音楽
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URL http://museum senri― i orip/itsuo/

■1957年 7月  l口阪急電鉄株式会社 l口文部省 (文化庁)Eシ」ヽ林公平

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。

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。

芸術文化プログラム名            芸術分野                 事業費(万円)

展覧会の開催 美術 8000

295

講演会の実施 美術 100

館蔵美術品の貸出 美術

総計 8100

財団法人出光美術館
〒100-0005 東京都千代田区丸の内3‐ 1-l TEL 03‐ 3213‐9402 FAX 03‐ 3213‐ 8473
URL http://www idemitsu co ip/

口1972年 9月 口出光興産株式会社 口文部省 (文化庁)1駆 64億3610万円 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。展覧会を通し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 67100

総計 67100

財団法人伊藤忠記念財団
〒173-0035 東京都板橋区大谷口2-3‐ 6 TEL 03‐ 3974‐ 2650 FAX 03-3974‐ 2049
■1974年 9月  l四伊藤忠商事株式会社 口総務庁 口51億3985万円 口F崎誠喜

基本方針

青少年の健全育成を目的とし、四つの助成事業と表彰、施設提供事業を行っている。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、ポランティアリーダーの養成を行っている。

芸術文化プログラム名            芸術分野                 事業費(万円)

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

3200

財団法人稲盛財団
〒600-8009 京都市下京区四条通り室町東入ル函谷鉾町88 TEL 075‐ 255‐ 2688
FAX.075-255‐ 3360 URL http://www inamori― f orip/

■1985年4月 口稲盛和夫 □陣商産業省、科学技術庁、文化庁 E“ 35億円 口鵬盛和夫

基本方針
「人類の未来は、科学の発展と人類の精神的深化のバランスがとれて初めて安定したものになる」との理念に

基づき、先端技術、基礎科学、精神科学、表現芸術の各部門で著しく貢献した人を顕彰し、この両面の発展に

寄与する。

芸術文化プログラム名            芸術分野                 事業費(万円)

総 計
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第14回京都賞 美術 12000

総 計 12000

〒659‐0003 兵庫県芦屋市奥池町12-l TEL 0797-38-0021 FAX 0797-32‐ 2797
口1983年 10月 口腫野哲― 口兵庫県教育委員会 口30億 3851万円 口植野哲―

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「エンバ美術コンクール」、4年間行った

「景徳鏡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 美術

財団法人植野アジア芸術文化振興財団

小学生のための夏期陶芸教室 美術

850総計

財団法人エー・ ビー・シー音楽振興財団
〒531-8501 大阪市北区大淀南2‐ 2‐48 朝日放送内 TEL 06-6453-5340
FAX 06-6453-5121
口1990年 9月 口廟日放送株式会社 l鳳大阪府教育委員会 □F億9200万円 口朦井桑正

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。

芸術文化ブログラム名            芸術分野                 事業費(万円)

ABC新入コンサートオーディション (新人コ 音楽

ンサート、フレッシュガラ、フレッシュコンサ

ート)

3281

ABC国際音楽賞 音楽 1617

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

総 計 4998

〒730‐0041 広島市中区小町4-33 中国電力内 TEL.082-542-3639 FAX 082-542-3644
URL http://www.energia.co ip/

■1994年 10月 口中国電力株式会社ほか関係17社 □文部省 ロレ0億6767万円 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 405

財団法人エネルギア文化・スポーツ財団

中国地域在住者による音楽の公演活動 音楽 1255

中国地域在住者による伝統文化の活動 無形文 559

エネルギア美術賞 美術 50
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エネルギア音楽賞 音楽 297
エネルギア伝統文化賞 無形文 50

総計 2369

〒870-0938 大分市今津留3-1-1 大分放送内 TEL 097‐ 558-111l FAX 097-551-1111
口1989年 9月 口豚式会社大分放送 口床分県教育委員会 口7151万円 l臨崎覚夫

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、もって大分県の文化の発展および育成に寄

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)

大分交響楽団の活動について 音楽 40

財団法人大分放送文化振興財団

大分県民演劇の活動について 演 劇 40

県民オペラ「瀧廉太郎」公演に向けての活動に 音楽
ついて

国民文化祭に向けて 大分マントリン・オーケ 音楽

ストラの活動について

10

三浦梅園に関する研究活動について その他 10

第8回日韓現代絵画交流展の開催について   美術 10

文芸雑誌「日田文学」の創作活動について   文学 10

市民グループ「八―モニアス別府」の活動   音楽 10

ブルーフェニックスのアマチュアバンドを通じ 音楽

た地域活動について

10

「大分語リベの会」の活動について 演劇

CATVの将来の調査・研究活動について    映像 10

湯布院シナリオ塾 シナリオの研究・実践につ 演劇

いての活動について

総計

財団法人大桑教育文化振興財団
〒641-0006 和歌山市中島184-3 TEL.0734-25-3394 FAX.0734-33-9027
■1993年9月 1日故大桑勇 (株式会社チェーンストア
会 口2億 555万円 口床桑壻嗣

オークワ代表取締役最高顧間)口和歌山県教育委員

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350万円で

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二つの柱

から成り立っている。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資金は1人 50万円、計100万 円である。

芸術文化プログラム名            芸術分野                 事業費(万円)

県指定無形民族文化財保持団体への助成    無形文 150

文化活動に対する助成 無形文・その他 100

総計

音楽・美術

350
大桑文化奨励賞 100
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〒565-0826 大阪府吹田市千里万博公園10-5 TEL 06-6877-1971 FAX 06-6877‐ 1973
口1971年 3月 口1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 □7億
3249万円 口森本省三

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
ぎの事業を行う。
1 民芸に関する施設の管理運営および民芸品の公開展示。
2 民芸品および民芸に関する資料の収集整理ならびに調査研究。
3 民芸に関する普及啓蒙活動の推進。
4 民芸に関する印刷物の刊行。
5 民芸に関する関係団体との連絡協力。
6 その他目的を達成するために必要な事業。

芸術文化プログラム名            芸術分野                 事業費(万円)

春季特別展「河井寛次郎・博次父子展」    美術

財団法人大阪日本民芸館

企画展「くらしの色一日本の藍」

秋季特別展「陶磁の美――中国・朝鮮 。日本」 美術

総計 3157

〒772-0053 徳島県疇門市鳴門町土佐泊浦字福池65ノ l TEL 088‐ 687-3737
FAX 088-687‐ 1117 URL http://www.o― museum Orip/
口1993年 9月 口株式会社大塚製薬工場、大塚製薬株式会社、大塚化学株式会社、大塚倉庫株式会社 口l徳

島県 ■5億円 口田中秋律

基本方針

当財団は、世界初の陶板名画美術館「大塚国際美術館」の運営事業を主体に展開。展示作品である西洋名画
1000余点の陶板名画を通じて絵画鑑費に親しむ人たちへの便宜と機会を提供するとともに、未来の美術研究
者の育成に役立つよう、広く芸術文化の向上発展に寄与することを願つている。

また、展示作品は、陶板という特性から退色劣化がなく、約2000年以上にもわたつてそのままの色と姿で
半永久的に残されることから、これからの文化財の記録保存のあり方におおいに貢献するものと考えている。

芸術文化プログラム名 芸術分野 事業費(万円)

財団法人大塚美術財団

大塚国際美術館の設立運営事業 美術 400000
総計 400000

財団法人音楽鑑賞教育振興会
〒153-8654 1東京都目黒区日黒1‐ 4‐ l TEL 03-3495‐ 6885 FAX 03‐ 3495-9981
URL.http://www.piOneer c。 ,p/。nkan/

口1972年 4月 口松本望 □反部省 ロレ4億円 口腋1本冠也

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に、とくに鑑賞教育について、指導法、
教材 (音楽)研究、開発制作、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「音楽鑑賞教育」を通じて、音楽、音楽鑑費につしヽ
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つている。

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

０
／

美術
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鑑賞教室開催 音楽 299
賛助活動 (コ ンサート、音楽教育研究会等を賛 音楽

助)

660

夏期講習会および冬期請習会の開催 音楽 450

講習会の後援 音楽 1600

総計 7100

財団法人音楽教育振興財団
〒164-0001 1東京都中野区中野2‐ 7‐ 6 TEL 03-5835‐ 7738 FAX.03‐ 5385-7727

1■1991年 2月 口三浦規 口反部省 口3億円 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じて、音楽文化の発展に寄与すること

を目的とする。助成については地域における音楽教育の振興、音楽教育の国際化等、音楽教育に役立つ諸活動

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 600

音楽教育振興賞 (助成部門) 音楽 400

総 計 1000

〒103-8210 東京都中央区日本橋茅場町1-14-10 TEL.03‐ 3660-7055・ 7056
FAX1 03-3660-7994 URL http:/vvw、 へ′kao― foundation or.ip/

■ 1990年 10月 口舵王株式会社 □反部省 (文化庁)口 25億円 ロロ盤文克

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。

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)

芸術文化活動への助成事業 音楽・美術 4300

財団法人花王芸術・科学財団

総計 4300

財団法人かぎん文化財団
〒892-0826 鹿児島市呉月長l町 3‐ 10 TEL 099-225-311l FAX 099-222-0441

口1997年 3月 口豚式会社鹿児島銀行 日鹿児島県 □Ю億4191万円 口大野芳雄

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。

芸術文化プログラム名            芸術分野                 事業費(万円)

助成事業 音楽・無形文・その他
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表彰事業 音楽・文学 150

普及事業 (コ ンサート・講演会) 音楽・その他 570
総 計 1260

〒107-0052 東京都港区赤坂6-5‐ 30 Klビ リレ8F TEL.03-3582-5920 FAX 03-5561‐2016
■1982年 11月 口鹿島卵女 口文部省 (文化庁) 口10億 1200万円 口鹿島昭―

基本方針

美術に関する調査研究、出版物の刊行ならびに国際交流に対する助成援助を行っ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

財団法人鹿島美術財団

美術に関する出版の援助 美術 850
美術に関する国際交流の援助 美術 832

鹿島美術財団賞 美術 100

美術講演会・研究発表会・講演会講演録の刊行 美術
等

1353

総 計 6035

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 03-3711-111l FAX 03-3711-1775
■1975年 6月 口北野隆春 口文部省 口師訓 392万円 口北野隆興

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、きっかけづくり。

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 313
美術め ぐり 美術 184

城めぐり 有形文 298

伝承学習 無形文 47

842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‐ 282-4757
口1967年 目比野建設株式会社 1肇尋野県教育委員会 □120億 6560万円 1副ヒ野次登

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、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。
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

北野美術館の常設展開催 美術

事業費(万 円)
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財団法人吉備路文学館 301
〒700-0807 岡山市南方3-5-35 TEL 086-223-741l  FAX 086-223-7411
口1985年3月 口麻式会社中国銀行 日1岡山県教育委員会 餡19億 9000万円 口1山田良祐

基本方針

吉備路 (岡 山県を中心に広島県東部・兵庫県西部をいい、備前・備中・備後および美作の総称)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 (1年 に4度のサイクルで、ゆかりの 文学

文学者を可能な限り展示・紹介):没後20年
「柴田錬三郎」展

220

収集活動 :資料 (自 筆原稿・墨書・および図 文学

書)有償・無償受入

160

普及活動 :岡山県下の小学生を対象に創作詩を 文学 。その他

募集 (8回目)、 専門職による講演活動

100

総計 480

〒100-0005 東京都千代田区丸の内 1‐ 5‐ 1 新丸ビル8F 株式会社日立製作所内
TEL.03-3212-111l  FAX 03-3215-2449
■ 1971年9月 l四株式会社日立製作所 日は務省 口10億 1000万 円 日長島敦

基本方針

主目的は、犯罪のなしヽ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

生・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 文学・美術 500

財団法人矯正福社会

総計 500

財団法人京都服飾文化研究財団
〒601-8313 京都市南区吉祥院中島町29 TEL 075-321‐801l FAX.075-321-9219
口1978年4月 2株式会社ワコール ロ反部省 (文化庁)■ 19億 1759万円 口塚本能交

基本方針

世界の各時代の衣服・装身具等の収集・保存・公開を行い、これらの資料に基づく衣服と文化の関連につい

て調査研究を行うとともに、生活と芸術のなかで服飾文化の占める存在意義についての深い理解を助長し、あ

わせて大衆の美意識の高揚をはかり、もってわが国の芸術文化の普及向上に寄与する。

芸術文化プログラム名            芸術分野                 事業費(万円)

「モードのジャポニスム」ロサンジェルス展  美術。その他

「モードのジャポニスム」ニューヨーク展   美術。その他

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

口1995年 8月 口株式会社紀陽銀行 日1和歌山県教育委員会 口1億5000万円 口南出和寛
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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 830

123

953総 計

財団法人熊本放送文化振興財団
〒860-0016 熊本市山崎町30 株式会社熊本放送内 TEL 096-328-5503
FAX 096-355-5605
口1983年4月 2豚式会社熊本放送 口鵬本県教育委員会 □1億 1000万円 ■レ」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 95

文化活動への助成 有形文 100

総計 195

〒399‐4117 長野県駒ケ根市赤穂88 TEL 0265‐83-5100 FAX 0265‐ 83‐ 5180
URL.http://www avis neip/～ kkam/

口1994年 目株式会社信州エンタープライズ ロ長野県教育委員会 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ケ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)

駒ヶ根高原美術館別館増築 音楽・演劇・美術・その他 44000

財団法人芸術文化振興会

駒ヶ根高原美術館企画展 (全 5回開催) 美術 2400

総計 46400

〒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 日東急グループ (東急電鉄、東急百貨店、東急不動産、東急建設、東急バス)1目文部省 (文

化庁)口 10億 9839万円 |口隣田二郎

基本方針

優れた人材の発掘と育成を通じて、真に豊かな社会実現のお役に立ちたいという故五島会長 (前東急電鉄会

長)の遺志に添い、芸術文化の分野での有能な新人、および地域において創造的で優れた芸術文化活動を行っ

ている方々の顕彰、助成を目的とする。

財団法人五島記念文化財団

美術鑑賞の支援               美術



芸術文化プログラム名 芸術分野

4● 企業財団の芸術文化活動一覧

事業費(万円) 303
オペラ公演への助成 1000

オペラ新人賞 音楽 100

美術新人賞 美術 100

オペラ新人賞受賞者海外研修 音楽 2200

美術新人賞受賞者海外研修 美 術 500

オペラ新人賞受賞者研修成果発表 音楽 350

美術新人賞受賞者研修成果発表 美術 747

総計 4997

財団法人佐賀銀行文化財団
〒840-0813 佐賀市唐人2-7-20 TEL 0952-25-1620 FAX 0952‐ 26‐ 7506

口1990年 12月 口1株式会社佐賀銀行 l目佐賀県教育委員会 口3億円 :目指山弘養

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 611

地域芸術活動への助成 音楽 300

若手芸術家への支援 音楽・美術 250

ミュージカルの開催 演劇 374

地域文化活動への支援 音楽・美術 12

総 計 1547

〒515-0017 三重県松阪市京町510 第三銀行内 TEL 0598-25-0363 FAX 0598‐ 25‐0403
口1990年 1月 口株式会社第三銀行 l口三重県 口1億 69万円 |口世古俊之

基本方針

三重県の文化振興、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 610

財団法人三銀ふるさと文化財団

三銀ふるさと三重文化賞 音楽・演劇・文学・美術・舞踊・無形文 110

総計 720

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‐ 3694
FAX 03-3589-5344 URL http://、 ″ww suntory co ip/culture/slnt/

口1969年 12月 ロサントリー株式会社 □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彰を行い、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。
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事業費(万円)

各種コンサートの開催 音楽 13000

音楽賞の贈呈 音楽 800

音楽に関する出版物の刊行 音楽 600

邦人作品を含むコンサートの助成 音楽 700

作曲委嘱 (邦人作曲家を対象とする) 音楽 250

総計 15350

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 06-6342-6221
FAX 06-6342-6220
口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

サントリー地域文化賞 音楽・演劇・映像 。文学・有形文・美術・舞踊
・建築 。無形文・その他

1000

シンポジウム開催 音楽・演劇・映像・文学・有形文・美術・舞踊
・建築・無形文・その他

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 087-844-1831
■1975年 11月 口カトーレック株式会社 口暦川県教育委員会 ■16億 667万円 口加藤達雄

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っていただく (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)

日本の伝続行事 (と んど焼き、七夕、重陽の節 無形文

句)

10

森の演奏会 10

子供歌舞伎 演 劇 13

ギャラリー展示 15

総計 48

財団法人住建美術館
〒738-0301 広島県佐イ白部吉和本寸4278 TEL 0829-40-3001 FAX.0829-40-3003
URL http://www.megahira co ip/jukenmu html

l■11996年  口株式会社住建産業 口広島県教育委員会 口1億 6627万円 口中本利夫

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

音楽・演劇・映像・文学・有形文・美術・舞踊    500
・建築・無形文・その他

音楽
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基本方針

当館の主な活動は、株式会社住建産業の所蔵する約800点の美術品を展示・公開することにより、国内のみ

ならず世界の芸術・文化に関する情報を広く発信していくことにある。

現在、周辺の地域文化振興、芸術の教育・普及の一助となるよう、さまざまな切り口 (テーマ)の展覧会活
動で収商品を紹介しているほか、若手芸術家の支援・育成を願って次世代の画家の作品を対象とした収集活動

も行つている。

芸術文化プログラム名            芸術分野                 事業費(万円)

「現代日本画の粋――院展新世代の創造世界一」 美術

展

180

305

「描かれた女性」展 美術 270

「珠玉のマイセン磁器」展 美術 130

総 計 580

〒104-0045 東京都中央区築地4-1-1 東劇ビルlF TEL.03‐ 5550-1694 FAX.03-5550-1696
口1956年 12月 口船竹株式会社 l目東京都教育委員会 口13億2090万円 口床谷信義

基本方針

社会文化の向上発展に寄与することを目的として、松竹大谷図書館を維持経営し、演劇・映画等に関する調
査研究を行う。

芸術文化プログラム名            芸術分野                 事業費(万円)

松竹大谷図書館の管理・運営 演劇・映像 2118

財団法人松竹大谷図書館

総計 2118

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 URL http://www kioi― hall or.,p/

1口11994年 11月 口断日本製鐵株式会社 l目文部省 (文化庁)ロロ19億 8300万円 l口1齋藤裕

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 音楽 10300

演奏会等の開催 音楽 28100

優れた音楽活動に対する支援 音楽 5500

音楽ホールの管理・運営 音楽 15400

総計 59300

財団法人親和銀行ふるさと振興基金
〒857-0806 長崎県佐世保市島瀬10-12 TEL 0956-23-3849 FAX 0956-24-5363
日1989年 9月 口株式会社親和銀行 日長崎県 四7億 1950万円 口松浦弘和

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
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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しヽく

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 有形文・無形文 340

学校教育活動への助成 音楽 250

総計 590

財団法人末永文化振興財団
〒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
1■1985年4月 口床永文子、末永直行 l目福岡県教育委員会 □15億 112万円 口床永直行

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・含唱・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 郷土芸術家に絵画・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学園にホール・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
日1986年 11月 口陥古屋鉄道株式会社 口1愛知県教育委員会 口37億 6513万円 口谷口清太郎

基本方針

杉本健吉の新平家物語 。聖徳太子停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、他にもゆかりのある美術資料を収集して、美術

館を設置し、広く一般に公開することにより、当地方はもとより、ひいてはわが国文化の高揚と、社会教育の

振興に寄与せんとするものである。

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) 131

財団法人杉本美術館

企画展 84

基本方針

215

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
口1991年 9月 口住友グループ20社 口総理府 |■ 160億 7346万円 |シ」ヽ田稔

総 計
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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、いまの世代の責務と考えます。

日本においても諸外国においても、文化財の維持・修復には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います。

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 5119

307

海外の文化財維持・修復事業に対する助成   有形文 2099

総計 7218

〒420-0852 静岡市紺屋町15-4 TEL 054-252-011l FAX 054-252-7011
口1970年 12月 口1株式会社静岡新聞社、SBS静岡放送 口勝岡県教育委員会 ロレ億193万 円 口鳥田囲郎

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、主たる事業として展覧会の開催、博物館資料
の収集保管、調査研究、普及活動を行っています。「助成」「奨学」「顕彰」については、当法人定款 (寄付行

為)にも規定されておりませんので実施いたしません。

芸術文化プログラム名            芸術分野                 事業費(万円)

現代日本画の異才中村正義とその仲間たち展  美術 193

財団法人駿府博物館

第 3回静岡県の美術家展 美術 147

平野美術館コレクション名品展 美 術 147

総計 487

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
口1960年 10月 日長野県教育委員会 口72億 5184万円 口限清二

基本方針

収蔵品を通して、現代美術の啓蒙・普及活動および展覧会を通して、日本の若手芸術家の育成と紹介。

芸術文化プログラム名            芸術分野                 事業費(万円)

現代美術の領域―素材と表現―セゾン現代美術 美術

館コレクション展

930

20世紀美術の歩み―西洋と日本一セゾン現代 美術

美術館コレクション展

1200

ART TODAY 1998ミ メーシスーわたしの 美術

くかたち〉

1400

総計

〒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 URL http://www ipan.org/support/Saison_Foundation/index‐ 1.html

口1987年7月 口堤清二 日文部省 (文化庁)■ 104億 8630万円 口提清二

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。

財団法人セゾン文化財団

3530
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2 若手から中堅に至る芸術家/団体を継続的に助成する。

3 倉」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)

国内助成プログラム 現代演劇・舞踊助成 (創 演劇・舞踊

造環境整備活動)

1200

国内助成ブログラム 現代演劇・舞踊助成 (創 演劇・舞踊

造環境整備活動 アーツマネジメント留学・研

修)

917

国内助成プログラム 現代演劇・舞踊助成 (創 演劇・舞踊

造環境整備活動 調査研究)

200

国内助成プログラム 現代演劇・舞踊助成 (芸 演劇・舞踊

術創遣活動 |)

2400

国内助成プログラム 現代演劇・舞踊助成 (芸 演劇・舞踊

術創造活動‖)

1300

国際交流助成プログラム 現代演劇・舞踊助成 演劇・舞踊

(知的交流活動)

国際交流助成プログラム 翻訳出版助成 (非公 文学・その他

募 )

国際交流助成プログラム 現代演劇・舞踊助成 演劇・舞踊

(共同創造・公演活動)

2400

国際交流助成プログラム 芸術交流活動 (非公 音楽・演劇・文学 。その他

募)

1621

国際交流助成プログラム 特別助成 (非公募)演 劇 500

自主製作事業 5012

総計 16150

〒102-0076 東京都千代田区五番町5-l JS市ヶ谷ビル7F TEL 03-3261-9831
FAX 03‐ 3261-9898
口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 l口文部省 (文化

庁)日E15億 2678万円 口床賀興雄

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)

国際的フェスティバル、コンクール等の開催お 音楽

よび協力

3650

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 6736

芸術家の研鑽に対する助成 音楽 120

その他、目的を達成するために必要な事業   音楽 5156

総 計 15662

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 06-6373-4282
FAX 06-6373-4380

演劇 。舞踊
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■1996年3月 ロダイキンエ業株式会社 1日文部省 
“

億円 |口井上ネL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。

芸術文化プログラム名            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

309

大阪トリエンナーレ展 (彫刻展)特別賞提供  美術 150

「国立国際美術館月報」の発行 90

総 計 1340

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 06-6447-6357 FAX 06-6447-6384
口1985年 3月  l口大同生命保険相互会社 日外務省 ■19億 6240万円 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じて、国際相互理解の促進をはかり、わが

国とくに関西地域の国際化に貢献する。

芸術文化プログラム名            芸術分野                 事業費(万円)

アジアの現代文芸翻訳出版 文学 814

国際相互理解促進のための事業助成・協力   美術・その他 1530

総計 2344

財団法人辰馬考古資料館
〒662-0962 兵庫県西富市松下町2-28 TEL 0798-34-0130 FAX 0798-34‐ 0130
口1976年 7月 口辰馬悦蔵 口文部省 |■ 12億 4628万円 |ヨ辰馬寛男

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、もってわが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 有形文・ 美術 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
〒186-8686 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 042-574-1360
FAX 042‐ 577-5070
口1991年4月 口1多摩中央信用金庫 l目東京都教育委員会 口8億 8591万円 |ヨキ: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
した資料も含めての展示公開などを「たましん歴史・美術館」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。
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芸術文化プログラム名 芸術分野 事業費(万円)

う10
たましん歴史・美術館における企画展示    美術 1104

御岳美術館 (分館)における常設展示 美 術 450

多摩地域の歴史・民俗などの調査研究と歴史資 有形文・無形文

料室機関誌「多摩のあゆみ」発行

1199

多摩地域の歴史・美術などに関する講演・見学 美術

会・教室

多摩地域の歴史・民俗などの研究団体、保存団 無形文

体への助成

たましん地域文化財団賞

総 計 2876

財団法人中信美術奨励基金
〒600-8009 京都市下京区四条通り室町東入ル函谷鉾町91 京都中央信用金庫内

TEL 075-223-8385 FAX 075-223-2563 URL http://ww、 へ′chushin co jp/

口1987年 4月  l医京都中央信用金庫 :口京都府教育委員会

“

億5500万円 口障端進

基本方針

京都府下における美術の創作活動を奨励し、伝統的文化の継承発展、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 506

「美術京都」出版 313

総 計 1419

〒163… 1403 東京都新宿区西新宿3-20-2 東京オペラシティタヮー3F TEL 03-5353-0770
FAX 03-5353¨ 0771
URL.http://www nttprintec co,p/TOCCF http://www.tokyooperacity― cf.or.ip/

■1995年 12月 口日本生命保険相互会社、NTT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 l口文部省 (文化庁)□p億6100万円 日米澤啓明

基本方針

当財団は、東京オペラシテイ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い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・影響しあい、全体として調和のとれた、質の

高い芸術・文化を提供し、また、長期的な視点から、若手芸術家の発掘・育成などにも取り組みます。

コンサートホール (武満メモリアル)では98年度39公演を、リサイタルホールでは16公演を実施しました。

また、アートギャラリーでは99年 9月 9日のオープンを前に難波田作品preview5、 6を実施しました。

芸術文化プログラム名            芸術分野                 事業費(万円)

アドバイザリー・コミュニティシリーズ (4公 音楽

演)

財団法人東京オペラシティ文化財団

VOICE=声 (4公 演 ) 音楽

キーボード・プラス (2公演) 音楽

TIM E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(10公 演) 音楽

オルガンシリーズ (5公演) 音楽

美術
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ウインドウ (1公演) 音楽 311
リンガリング・コンサート (5公演) 音楽

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preview 5.6

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
口1991年 3月 la株式会社北海道銀行 日比海道教育庁 □Ю億円 口朦田恒郎

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、広く道民に芸術鑑賞の機会を提供す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87回さつぽろ市民コンサート 音楽 30

第 12回 ライラックコンサー ト 音楽 500

美術鑑賞会 30

第8回道銀芸術文化奨励賞 音楽・ 美術 130

音楽、美術、演劇、文学、歴史的建造物保存、 音楽・演劇・文学・有形文・美術

5団体への連携支援事業

1380

総 計 2070

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 URL http://w、 ′w toshiba co ip/about/tifo

■1989年 4月 1引朱式会社東芝 口踵商産業省 口30億2000万円 |ヨ佐藤文夫

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

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

科学・技術面

事業費(万円)

海外の大学・美術館の日本研究活動 (芸術文 演劇・映像・文学・美術・無形文

化)行事助成

650

美術館・博物館の行事、展示物の案内、図録の 有形文・美術

作成助成

700

国内グループの海外公演の助成 音楽・演劇 540

芸術家の海外倉」作交流活動の助成 美術 140

海外美術館展示物の案内・広報誌の発行、日本 美術

美術品の保存・助成

1690

基本方針

3720総計

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
口1993年4月 l口株式会社東邦銀行 l口福島県教育委員会 口13億 878万 円 l目瀬谷俊雄

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)

地域文化活動団体への助成 音楽・演劇・文学・美術・舞踊 。無形文 445

「うつくしまふくしま物語り紀行」―民話と方 演劇・文学

言詩の旅―

101

総計 546

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
口1989年 11月 口1東洋信託銀行株式会社 l口文部省 (文化庁)□9億8840万円 口賦内伸允

基本方針

地域における継続的な文化活動に助成
1 アマチュアの音楽団体が開催する公演。
2 アマチュアの演劇団体が開催する公演。
3 伝統芸能の伝承と保存のための公演。
4 美術館等か企画開催する美術展。

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

演劇活動に対する助成 演劇

５〇
一５〇
一〇０
一∞

７

一
３

一
７

一
７

一
　

一
　

一

一
　

一
　

一

一
　

一
　

一

一　
一　
一

無形文伝統芸能 に対する助成

美術展 に対する助成 美術

総計 2500

財団法人徳島新聞社会文化事業国
〒770‐ 8572 徳島市中徳島町2-5-2 TEL 088-655-7365 FAX 088‐ 655‐ 7395
1■1973年 3月 口陣1島新聞社 口籠1島県 |■ 14億 7924万円 目阪田雄幸

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・演劇・美術・無形文 1028

障害者芸術祭「エナジー97」 270

チャリティ 絵画展示即売展 美術 491

総 計 1789

財団法人トヨタ財団
〒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 03‐3342-691l URL http://www toyotafound Orip

口1974年 10月 ロトヨタ自動車株式会社 口総理府 口X4億円 口豊田達郎

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つている (国

際助成)。
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4 当財団は、日本と東南アジアの文学等の翻訳を通した相互理解への助成を行っている (「隣人をよく知ろ

う」プログラム)。

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

313

総計 1690

〒890-0045 鹿児島市武3-42-18 TEL 099-250-5400 FAX.099-250-5478
口1985年 3月 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 □56億 5862万 円

口長島公佑

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給付ならびに地域

の教育文化の振興にかかわる活動に対する奨励金の綸付。

芸術文化プログラム名            芸術分野                 事業費(万円)

長島美術館の管理・運営 美術

財団法人長島文化財団

財団法人奈良そこう美術館
〒630-8510 奈良市二条大路南1-3-l TEL 0742-36-3141 FAX 0742‐ 36…3872

■1989年 9月  l四株式会社奈良そこう |口際良県教育委員会 ロレ億5000万円 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)

ビアズリー展 美術

なら平城京展 美術

ジェマイユ展 美 術

国画創作協会の画家たち展 美術

ピュリツァー賞写真展 美術

棟方志功展

歌麿、英山、深水の浮世絵美人画展

女性画家が描いた日本の女性たち展 美術

現代建築家 美術

やきもの探訪展98 美術

岡鹿之助展 美術

フランス19世紀末の女性たち展 美術

総 計 24300

財団法人日商岩丼国際交流財団
〒107-8655 東京都港区赤坂2-4‐ 5 TEL 03-3588-2115 FAX 03-3588-4832
口1988年 口1日商岩井株式会社 1日外務省 ■1 8億2883万円 口躊

‐木正雄

基本方針

海外における日本理解の増進に寄与、貢献する各種事業への助成を行う。この目的にかなう芸術文化事業も

一　
一　
一　
一

一　
一　
一　
一

一　
一　
一　
一

一
一
一
一

一　

一　

一　

一

美 術

美 術
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芸術分野 事業費 (万 円 )

.98日
露交歓コンサート 音楽

紫帆サウンド・ジャパネスク'98フ ランス公演 音楽

いけばなインターナショナル 第4回アフリカ 美術・無形文
シンポジウム講師派通

観世流能イギリス公演 およびワークショップ 無形文

大分市つかこうへい劇団 日韓連続公演    演劇

日本とチェコのかけ橋コンサート 音楽

糸あやつり人形「結城座」米国公演 無形文

フルートと二十絃事の二重奏 アフリカ公演  音楽

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 03-3503-311l FAX 03-3501‐ 6816
口1973年 11月 口日本生命保険相互会社 口1文部省 □10億 1300万円 ■P」 林ヽ玉夫

基本方針

本財団は、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。
2 児童向けおよび一般向け舞台芸術の公演に対する援助。
3 児童向けおよび一般向け舞台芸術作品の創作の奨励。
4 舞台芸術に関する研究会、講演会等の開催。
5 海外舞台芸術の招聘および援助。
6 舞台芸術分野における功労者等の表彰。
7 その他上記目的を達成するために必要な事業。

芸術文化プログラム名            芸術分野                 事業費(万円)

こどものためのミュージカル・プレイ「ニッセ 演劇
イ名作劇場」(第36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・演劇

第7回「日生劇場国際サマーフェスティヴァ 音楽・湊劇
ル」の主催

海外のすぐれた舞台芸術の招聘 音楽・演劇

「ニツセイ・バツクステージ賞」の表彰 演劇

「日生劇場舞台フォーラム
.98」

の開催 音楽・演劇

海外との舞台芸術の共同制作 音楽・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 日本生命令橋ビル TEL.06-6204-4011
FAX 06-6204‐ 0120
■1979年 7月 口日本生命保険相互会社 口欄主理府 19億 9839万円 ロシ」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1979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。

これに含まれる。

芸術文化プログラム名
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2 日本の文化史・生活史あるいは人間の生活環境・自然環境などの分野において市販性に乏しいが、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)

315

博物館総合案内出版助成 有形文・無形文 1503

学術書出版助成 有形文・無形文 2500

児童・少年の健全育成助成 音楽・演劇・文学・有形文・美術・無形文 6500

総計 10503

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 URL http://wwvv fulisankei‐ 9 COip/PI/

口1887年 曖企業よりの寄付金 l口陳:部省 (文化庁)■ 14億 3279万円 l目瀬島龍三

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。同賞は人類共通の「芸術・文化の広場」で、

国際協調と相互理解、人的交流をめざす。

芸術文化プログラム名            芸術分野                 事業費(万円)

高松宮殿下記念世界文化賞 音楽・演劇・映像・美術・舞踊・建築 30700

上野の森美術館大賞展 美術 4000

VOCA展 美術 2300

二科展 美術 10

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・演劇・映像・美術・建築 3600

総計 46610

財団法人野間奉公会
〒112-0013 東京都文京区音羽2-12-21 講談社ビル TEL 03-5395-3721
FAX.03‐ 3943-1096
■ 1 939年 10月 口豚式会社講談社 口文部省 四35億7100万円 口時間佐和子

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 700

野間児童文芸賞 。同新人賞 文学 400

相模原市児童・生徒図画展 美術 200

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‐ l TEL.03-3271-2330 FAX 03-3281-8522
■1990年 5月 口野村證券株式会社 口文部省 (文化庁)1尋41億 150万円 口氏家純―

基本方針
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国際社会における真の相互理解の実現のために、音楽・美術分野における人材育成活動および国際交流活動
に対しての助成を行います。
1 音楽などの分野における若手芸術家の育成活動に対する助成。
2 芸術文化の国際交流を目的とする請演会、展覧会、シンポジウムの開催などに対する助成。
3 社会科学および人文科学の分野を専政する外国人留学生に対する奨学金の交付。
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・育成ブ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)

パシフィック・ミユージツク・フェスティパル 音楽
(PMF)に 対する助成

若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

敦燈研究院の研究者受入事業への助成 有形文・美術

ローザンヌ国際バレエコンクール交流団体への 舞踊
助威

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

東京芸術大学大学美術館への寄付 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 026-224-051l FAX 026-224-6452
URL.http://www.ncp。 「.ip/

口1985年 3月 l口1株式会社八十二銀行 日長野県教育委員会 ロレ億円 ■レ」ヽ林春男

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 映像・文学・美術 。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

文化講演会の開催 その他

出版事業 その他

上記以外の、地域に根ざした芸術文化活動   文学・有形文・美術・無形文 。その他

総計

〒220‐0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい3-1-1 横浜銀行本店内 TEL 045-225‐ 2171
FAX 045-225‐ 2172
1■ 1988年 10月 l四株式会社横浜銀行 日神奈川県 四1億円 l日平澤貞昭

財団法人はまぎん産業文化振興財団

基本方針

22700

一
　

一

一
　

一

一
　

一

一
　

一

一

一
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地域の産業・文化について総合的に調査、研究するとともに講演会、講習会、地域学などの各種の講座の開

催、商・工業にわたる県内中小企業の青年従業者の海外派遣事業などを通じて産業、文化の両面から県民生活

の向上、充実のお役に立つ事業を目的としております。

芸術文化プログラム名            芸術分野                 事業費(万円)

サマー・ボップス・コンサート 音楽 300
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コンサートINヴ ィアマーレ 音楽 300

新春はまぎん寄席 無形文 200

総 計 800

〒103-0016 東京都中央区日本橋小網町11-5 TEL 03‐ 3662‐ 5321 FAX 03-3662-5322
口1980年8月 l囲ぺんてる株式会社 目反部省 口1億円 口陪間英太郎

基本方針
1 世界児童画展の年度開催。

世界各国 (98年度68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 。

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」開催 美術 650

財団法人美育文化協会

月刊誌「美育文化」発行 美術 1800

総 計 2450

財団法人東日本鉄道文化財団
〒151-8578 1東京都渋谷区代々木2-2-2 T[L03‐ 5334-0623 FAX.03‐ 5334-0624
URL http:ノ /www.ejrcf.or.JP/

口1992年 3月 日康日本旅客鉄道株式会社 口1運輸省 口76億円 |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。

を事業の3つの柱とし、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

伝統文化・芸能の掘り起こしと保全維持への助 無形文

成 (地方文化事業支援)

とうきょうエキコンの開催 音楽

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 千駄ヶ谷インテスビル7F TEL 03-5410-7143
FAX 03-5410-7138
口1993年4月 日ビクターエンタテインメント株式会社 l口文部省 (文化庁)■3億243万円 口黒河内茂

基本方針
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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2回ビクター財団賞 音楽 200

総計 200

〒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 口陳部省 (文化庁)■ 7億 5248
万円 :目佐藤千壽

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、もってわが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

財団法人美術工藝振興佐藤基金

外国人受け入れに対する助成 美術 506

請演会等 80

若手金工家の育成 60

総計 708

財団法人ひろしま美術館
=〒
:730-0011 

広 島市 中 区1基田13-2 TEL 082-223-2530 FAX1 082-223-2519
口1974年4月 口株式会社広島銀行、広島市 :日広島県教育委員会 □p3億 8386万円 口隋

1回
収

基本方針

当財回は、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、国内届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)

ノーマン・ ロックウェル展 美術 2200

エミール・ガ レ展 美術 1700

オルプライト=ノ ックス美術館展 美術 6200

ふくやま美術館名品展 800

ルーベンスとバロック絵画の巨匠たち展    美術 3200

総計 14100

財団法人福岡文化財団
〒812‐ 0011

■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

口1株式会社福岡シティ銀行 l口福岡県教育委員会 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います。

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

アジア国際美術展などの助成 (6件 )

美術

５〇

一
〇０

一
〇〇

３

一
３

一
４

一
　

一

一　
一

シルクロード写真展 (4件 )

美 術

美術
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イタリア音楽祭支援 音楽 100 319
総計 1150

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年3月 口株式会社福岡銀行 日旧岡県教育委員会 口2億 5700万円 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。

芸術文化プログラム名            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 390

総計 640

財団法人福武学術文化振興財団
〒206-8686 東京都多摩市落合1-34 TEL 042‐ 356-0810 FAX 042‐ 356‐ 7301
■1985年 6月 日引朱式会社ベネッセコーボレーション |口瞑部省 口i3億 700万円 口胴武絶―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、もってわが国の学術の振興および文化の発展に寄与するとあり、その事業の一つとして学術文化
に関する国際的な講演会・展覧会等の開催およびその援助を掲げている。

芸術文化プログラム名            芸術分野                 事業費(万円)

研究助威 有形文・無形文 1400

学会 。研究専会の開催に関する助成 有形文・無形文 250

講演会 文学 66

総計 1716

〒700‐ 0807 岡山市南方3-7-17 TEL 086-221‐ 5254 FAX 086-232-3190
口1996年 口株式会社ベネッセコーボレーション |口岡山県教育委員会 口5900万円 口谷口澄夫

基本方針

地域住民の主体的な活動による地域の生活文化 (いわゆる現代文化)および郷土の歴史や文化 (い わゆる伝
統文化)にかかわる活動や調査研究を支援することによつて、地域の活性化と文化の振興に資することを目的
とする。
*と くに芸術文化事業を独立してはいなしヽが、活動助成などに芸術文化 (音楽・演劇・舞踊・映像・建築・無

形文など)を含む。文化関係助成事業として一括予算を800万円組み、1件の上限を20万円として助成し
ている。

芸術文化プログラム名            芸術分野                 事業費(万円)

文化関係助成事業 音楽・演劇・映像・舞踊・建築・無形文・その

他

財団法人福武文化振興財団

〒522-0043 滋賀県彦根市小泉町31 TEL 0749-23‐4575 FAX 0749-27-3008

800総 計

財団法人平和堂財団
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口1989年 3月 口庫原平次郎 (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

口臣原平次郎

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。

以上を通じて、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

海外留学生助成 (芸術部門 ) 音楽 120

郷土図書寄贈 (製作助成および寄贈) 無形文 157

文化・芸術公演助成 音楽・美術 110

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 172

新進芸術家演奏会の開催 音楽 280

湖国を描く絵画展への助成 (毎年開催) 美術 69

総計 1028

〒411-0931 静岡県駿東部長泉町駿河平 TEL 0559‐ 86-1300 FAX 0559‐ 87-5511
1■11973年 11月 l四株式会社スルガ銀行 :目静岡県教育委員会 口岡野光喜

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

財団法人ベルナール・ビュフェ美術館

絵画展 美術

コンサート 音楽

講演会 美術

財団法人ポーラ伝続文化振興財団
〒104-0061 東京都中央区銀座1-7‐ 7 ポーラビル3F TEL 03‐ 3561-7408
FAX1 03-3561-7480 URL. http://ww、 ″pola.co ip/culture/dento/

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 口文部省 (文化庁):口6億9161万円 口匿山博

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、保存および伝統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って、その保存振興をはかり、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)

日本の伝統文化活動に功績のあった方の顕彰  音楽・演劇・舞踊・無形文 430

日本の伝統文化の研究・記録・保存 演劇 450

伝統文化記録映画の制作 映像・有形文 1150

文化請演会の開催への助成 266演劇・映像・文学・舞踊・無形文

2296

事業費(万円)

総 計



4● 企業財団の芸術文化活動一覧

財団法人ポーラ美術振興財団 321
〒141-0031 東京都品川区西五反田2-2-10 TEL 03-3494-8237 FAX 03‐ 3493‐ 6293
:口1996年 5月  l四鈴木常司、ポーラ化粧品本舗等 口「文部省 (文化庁)口齢本常司

基本方針

美術分野の若手芸術家および美術館の専門的職員の活動を援助助成し、あわせて美術作品の収集・保存・公

開等を行い、もってわが国文化の向上・発展に寄与していく。

芸術文化プログラム名            芸術分野                 事業費(万円)

若手美術家の在外研修に対する助成 美術 5100

美術館職員の調査研究に対する助成 美術 2588

美術に関する国際交流の助成 美術 2280

総 計 9968

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.03-5283‐ 2075
口1988年 10月 1日三井海上火災保険株式会社 l目文部省 (文化庁)l■ 6億8903万円 目腋方康

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の開催 音楽 3600

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

助成

100

総計 5600

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
■1987年 12月 口三菱信託銀行株式会社 口度部省 (文化庁)口21億 5781万円 口淋宏

基本方針

わが国のプロのオペラ、オーケストラ、その他の音楽団体が主催する公演等のうち、一定の芸術的水準を有
し、経済的支援を要すると認めたものへの助成を行う。

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 500

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 愛知県大山市内山l TEL 0568-67-0314 FAX 0568-67-0358
URL http://www meitetsu co ip/meiji‐ vil/

口1962年 7月 日名古屋鉄道株式会社 口文部省 口58億723万 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。
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芸術文化プログラム名 芸術分野 事業費(万円)

3:22
有形文・無形文

第32回明治村茶会 無形文 290

特別展 有形文・無形文 150

ミュージアムコンサート 音楽 100

呉服座公演 演劇 100

映画上映会 映像 250

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 URL http://www yagi co.lp/

■1991年3月 日豚式会社ヤギコーポレーション ロ匿川県教育委員会 □4億8333万円 口陵谷弘利

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)

890

財団法人ヤギメセナフアンデーション

いしかわミュージックアカデミーヘの助威   音楽 500

県土縦断コンサートヘの助成 音楽 200

「第5回石川・文化の翼」への助成 美 術 100

石川コンサートホール バイプオルガン整備促 音楽

進事業

200

総計 1000

〒160‐ 0023 東京都新宿区西新宿1-26-l TEL 03-3349-3080 FAX 03-3349-4555
■1976年 6月 口陵田火災海上保険株式会社 l巨文部省 (文化庁)■ 13億 898万円 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つ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)

安田火災美術財団奨励賞 1500

財団法人安田火災美術財団

安田火災東郷青児美術館大賞 1500

安田火災東郷青児美術館の運営 。管理 (特別展 美術

示会を含む)

20432

総計 23432

財団法人安田生命クオリティ オブ ライフ文化財団
〒160‐ 0023 東京都新宿区西新宿1-10-l TEL 03-3349‐ 6194 FAX 03-3345-6388
■1991年 6月 l口安田生命保険相互会社 l口文部省 E15億 4000万 円 口床島雄次

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、

第25回明治村賞 (今回は該当者なし)



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

40企業財団の芸術文化活動一覧

事業費 (万 円 )

323

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 240
海外音楽研修生費用助成 音楽 2550
音楽学生奨学金 音楽 1020

無形文 2940
総計 7300

財団法人山形しあわせ銀行教育振興基金
〒990-0047 山形■,旅籠町3-2-3 TEL 023-631-0001 FAX.023… 625-1844
口1983年 1月 口1山形県 四1億円 口澤井誠介
基本方針

「教育振興への寄与」を目的に、図書教材の寄贈をはじめ学校教育施設や教材・教具の整備・助成を行ってい
ます。また、子供たちの生活にうるおいを持たせ、作文力の向上をはかることを目的に山形県内各地の小学生
から作文を募集し、「くらしの文集」を毎年発刊しております。

芸術文化プログラム名            芸術分野                 事業費(万円)

学校図書助成 その他 2700
総計 2700

財団法人山種美術財団
〒102¨0075 東京都千代田区三番町2番地 三番町KSビルlF TEL 03-3239‐ 5911
FAX 03-3239-5913
□1965年 1月 口山崎種ニ ロ文部省 □お7億2500万円 1日山崎冨治

基本方針

山種美術館は、昨年7月 中央区兜町より現在の千代田区三番町に移転いたしましたが、その間活動を中断す
ることなく年間7回の企画展覧会を開催いたしました。本年も、昨年以上の年間9回の展覧会を企画し、当館
所蔵の名画を数多く出品することにしております。さらに、本年度は奥村土牛生誕110周年にあたり、これを
記念して「土牛展」が日本橋三越をはじめ全国3か所にて当館所蔵の作品を中心に開催される予定になってお
ります。また、移動展として「山種美術館名品展」が広島で開催されることが決まっています。

芸術文化プログラム名 芸術分野 事業費(万円)

名品展 |「院展の巨匠たち」

名品展 |「古美術の優品」

名品展 ||「 日展の巨匠たち」 美術

名品展 ||「四季の詩」 美 術

名品展 ||「新春の日本画」 美術

名品展‖|「創画会の巨匠たち」 美術

名品展‖|「春の景――桜を中心に」 美術

基本方針

15160総 計

財団法人大和文華館
〒631-0034 奈良市学園南1‐ 11-6 TEL 0742-45-0544 FAX 0742‐ 49-2929
1■ 1960年 10月 日に畿日本鉄道株式会社 口床阪府教育委員会 口金森茂―郎

美術
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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って目的とする。

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

文化財展覧会 美術

財団法人大和文化財保存会
〒630-8213 奈良市登大路町8 奈良県教育委員会事務局文化財保存課 TEL 0742-24-3902
FAX 0742‐ 24-3902

■1960年 9月 口近畿日本鉄道株式会社 □際良県教育委員会 口14億 1888万円 口除森茂―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。

芸術文化ブログラム名            芸術分野                 事業費(万円)

文化財保険加入推進助成 有形文 131

指定文化財修理援助 有形文

未指定 (指定候補)文化財修理援助 有形文

文化財調査事業 有形文 323

総計 1240

財団法人ヤマハ音楽振興会
〒153‐8666 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.八株式会社 口反部省 1酔5億円 口に口秀人

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。

5 音楽を通じた社会支援活動。

以上5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しヽ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

フィリピン独立100周 年記念ジュニアオリジ 音楽

ナルコンサート

インターナショナル ジュニアオリジナルコン 音楽

サート

国際シンポジウム「第5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

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

14000

美術
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4000インターナショナル エレクトーンコンクール 音楽

(ジュニアエレクトーンコンクール含む)

325

音楽を学ぶ学生のための奨学金 音楽 2100

総 計 20100

財団法人ユニオン造形文化財団
〒550‐0015 大阪市西区南堀,12-13-22 TEL 06-6532-8764 FAX 06-6533-3747
■1994年 5月 口株式会社ユニオン ロ文部省 (文化庁)□F億円 l日立野純三

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 美術・建築 929

空間造形デザインに関する国際交流 美術・建築 350

空間造形デザイン分野で活躍する者手芸術家の 美術・建築

在外研修に対する助成

720

空間造形デザイン分野で優れた創作活動の顕彰 美術・建築 400

総 計 2399

〒963-8543 福島県郡山市朝日2-18-2 1株 式会社ヨークペニマル総務室内 TEL 024-924-3111
FAX 024‐ 932-7623
日1985年 |口株式会社ヨークベニマル ロ鵬島県 □p億8900万円 口床高善二郎

基本方針

設立趣旨 (=目的)

青年の国際交流を通じて、幅広い視野と豊かな国際感覚を身につけ国際社会に対応しうる人材の育成をはか

る。

主な活動
1 県内高校生によるアメリカ、カナダ海外研修派遣事業。
2 カナダ学生の日本招待交流事業。
3 諸外国の文化教育事業等の紹介。
4 その他文化貢献事業。

芸術文化プログラム名            芸術分野                 事業費(万円)

1998年度 (第 14回)ア メリカ・カナダ海外 その他

研修派遣事業

3900

財団法人ヨークベニマル文化教育事業財団

総 計 3900

財団法人よんでん文化振興財団
〒760-0033 香川県高松市丸の内2‐5 ヨンデンビル別館3F TEL 087‐ 823‐ 5511
FAX 087-823-8903
口1991年 10月 口|四 国電力株式会社 口1文部省 (文化庁) □10億 3200万円 口山本博

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)
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主催事業 音楽・美術 130
326

音楽活動への助成 音楽 1220

美術活動への助成 美術 220

奨学援助 音楽・美術 1200

230

総計 3000

〒615-0044 京都市右京区西院西中水町1番地 TEL.075-311-7710 FAX 075-311-0089
■1991年 2月 口佐藤研―郎、ローム株式会社ほか 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、もってわか国の

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 2825

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 1966

国際交流助成 音楽 1050

京都・国際音楽学生フェスティバルの開催   音楽 1801

音楽研究助成 音楽 320

音楽在外研究援助 音楽 1600

奨学援助 音楽 1920

総 計 11482

〒530-0004 大阪市北区堂島浜1-4-16 大和堂島ビル TEL 06-6345-7340
FAX1 06-6345-7450 URL http://www.rolandcorp corn/iapan/found/

□11994年 9月 口悌郁太郎、日―ランド株式会社 口文部省 (文化庁)口39億 1524万円 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、わが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)

オルガン・フェスティパル 音楽 1456

財団法人ローランド芸術文化振興財団

ミュージック・スクール・フェスティパル   音楽 325

レイクサイド・コンサート 音楽 53

オルガンセミナー&コ ンサート 272

新しい音楽教育を考えるシンポジウム・セミナ 音楽 1677

ローランド認定講師オーディション/音楽指導 音楽

者検定

ローランド音楽指導研究会 音楽

アソシエイテッド・ボード検定 音楽

一
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音楽教育のためのメディア活用コンクール   音楽

ローランド・八―モニー・プロジェクト    音楽

音楽・美術



オルガン指導者&プレーヤーの会 音楽
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1143
327

公演・講演会・調査研究への助成 音楽 853

教材の開発・制作 音楽 1187

総 計 8846
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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'98」 は、日本に所在する企業および企業財団によって、1997

年度内 (1997年 4月 1日 ～1998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。なお、本章の内容・

データはすべて1998年 12月 4日 (メ セナ大賞贈呈式)現在のものである。

330

[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

総合的に優れているメセナ活動

芸術家および芸術団体の育成に貢献したメセナ活動

企画が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

芸術文化の普及に貢献 したメセナ活動

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

小説家

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/財団法人さわやか福祉財団理事長

社団法人企業メセナ協議会副会長・理事長

[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

・篠田節子

・周防正行

・高橋康也

。永井多恵子

・堀田 力

・福原義春
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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

倒産、リス トラ、失業率急上昇、世界同時株安、戦後最大の経済危機にも

かかわらず、本年度も全国各地から152件 (111団体)の応募をいただいた。

地域からの応募、中小企業のメセナ活動事例が多かったこと、 5年、10年、

さらに30年 という長期継続事業に優れた案件が目立ったことが、今回の応募

の顕著な傾向として注目された。プロパーの芸術文化支援の枠を超えた、都

市環境や福祉の問題 と深 くかかわる案件が増えたことも、時代の要請を反映

する特色 として審査委員諸氏の論議を呼んだ。こうした特徴は、不況にあら

がうメセナ活動の全国的な定着と深化を裏づけるものとして評価されよう。

審査は複数の大賞候補をめぐる論議で始まったが、いずれも甲乙つけがた

い優れた案件だったため、行きつ戻 りつする白熱の論戦 となり、審査委員諸

氏には再三にわたる異例の投票をお願いすることになった。長い論議の末、

大賞は朝倉不動産(榊に決定した。代官山ヒルサイドテラスは槙文彦氏の設計

によるもので、開発 という名の破壊が進む東京の一角に出現したユニークな

文化のオアシスとして高 く評価された。ことに30周年に当たる1997年度には

ガウディ展など多彩な記念事業を行い、一地区のセンターの役割を超えた、

創造的な文化のインキュベーター (ふ化器)と しての多年にわたる貢献 と実

績が深い共感を呼んだ。

国際賞に選ばれたのはいベネッセコーポレーション。同社は瀬戸内海の直

島に安藤忠雄氏設計の「美術館の中に泊まるホテル」を建設。ここを拠点に

世界の現代美術を展示し、さらにヴェニス・ ビエンナーレにベネッセ賞を提

供するなど、そのメセナ活動の卓越した国際性がとくに評価された。普及賞

はキリンビール(榊に決まった。同社のキリンプラザ大阪が、大衆芸能から現

代芸術まで幅広 く紹介する文化の発信基地として10年間にわたって大きな役

割を果たした功績が注目を集めた。大川創業いは、熱烈な音楽愛好家の社長

を先頭に、社をあげての関西フィルに対する多年にわたる献身的な支援活動

で育成賞を、九州電力いは、閉塞しがちな地域の伝統工芸家に国内外への研

修の道を開 くなど、新しい手法の九州文化の活性化を展開して企画賞を、そ

れぞれ獲得した。地域賞は(貝わたましん地域文化財団に、奨励賞はい両国シテ

ィコアに決定した。前者は地域に根ざした歴史的 。文化的資料の研究と保存、

331
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および地道な地域美術館活動が、後者は優れた演劇プロデューサー活動 と、

東欧 と日本を結ぶユニークな演劇交流が、いずれも高 く評価 された。

また、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「季刊メセナ読者賞」は、九州電力(株)に

よる「若手工芸家の国内外派遣制度」に決定 した。
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10授賞趣旨と受賞活動の紹介

東京都

不動産賃貸・管理

1971年

朝倉不動産株式会社 333

代官山ヒルサイドテラスにおける文化活動

代官山ヒルサイ ドテラスは、1967年、朝倉家が代々所有してきた東京・代

官山に、集合住居計画として構想された。建築家・槙文彦が中心 となって手

がけたこの街区は、「モダニズムと都市建築」「建築と自然・地形・周辺環境

との関係」「文化のインキュベーターとしての建築」など、その建築を中心

に国を超えて語られ、高い評価を受けてきた。また、ヒルサイ ドフォーラム、
ヒルサイドプラザ、ヒルサイドギャラリーなどの豊かなパブリックスペース

を生かし、建築・美術・音楽を中心とした文化イベントを開催することで、

新しい都市文化の発信に努めてきた。
このスペースを管理・運営する朝倉不動産いは朝倉徳道、健吾兄弟が経営

している。オーナー自らがこの町に長 く住み続けていくために、町に寄せる

こだわり、楽しさ、美しさを求めつつ、ゆるやかに開発を進めてきた。その

成果は「代官山」のテイストともなって現れている。

代官山ヒルサイドテラスにおける文化イベントの企画には、槙文彦のほか、

元倉真琴 (建築家)、 岩橋謹次 (ア スピ代表)、 北川フラム (ア ー トフロント

ギャラリー代表)の各氏がボランティア的なブレーンとして参画。単独主催

イベントとして「代官山アー トフェア」「ヒルサイ ドプラザコンサー ト」な

どを行うほか、共催事業も多数実施 している。とりわけ「SDレ ビュー展」

(鹿島出版会 SD編集部主催)は建築 。環境 。インテリアの ドローイングと

模型による展覧会で、すでに16回 を数え、新進気鋭の建築家の登竜門として

高い評価を受けている。
1997年 には最初の設計を依頼してから30周年を迎え、ブルガリア現代美術

展、アントニオ・ガウディ展、「場所の状態 :フ ランス文化省パブリックア

ー トプロジェクトの記録」日本展など一連の記念文化事業を、各国の大使館

や文化人などにより結成された実行委員会 との共同で実施した。新しい都市

景観・都市設計の提言の時代を経て、ハー ド面の計画もほぼ終了した現在、

積極的なソフト展開をはかり始めた代官山ヒルサイドテラスは「アーバンビ

レッジ」として、いよいよ成熟期を迎えつつある。
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所在地

業種

設立年

大阪府

不動産管理・運営

1971年

大川創業株式会社334

関西フィル八―モニー管弦楽団への支援活動

大阪・JR住道駅前のショッピングセンターをはじめ、ボウリング場、文
化教室などを経営している大川創業。同社の大川進一郎社長は、自らクラリ
ネットを演奏するなどたいへんな音楽愛好家で知られ、1981年に関西フィル
ハーモニー管弦楽団 (以下「関西フィル」)が発足 した当初から同楽団の代
表職を務めている。

発足以来、同社では関西フィルの累積赤字の補てんと資金調達のため年間
3000万円以上にも上る資金援助を行い、その累計額は1997年 12月 末で 3億
3900万円を超えた。

この資金援助だけにとどまらず、同社は関西フィルの窓口として外注演奏
会の取 り次ぎ、自主企画コンサー トのプロデュースなど諸業務をサポー トす
るほか、ピアノ、コントラバスをはじめとする大型楽器の無償貸与、楽団員
への寮の提供など、有形無形の支援を惜しまない。寮として提供している元

社員女子寮だった古い建物に、楽団員は家賃5000円 で住むことができ、多い

ときには 7、 8人が入居。練習後、飲みに行った楽団員が寮で飲み直し、そ
こで音楽談義に花を咲かせることもあるという。また、1986年 から1993年 ま
では同社の施設を練習場 として提供しており、そのスペースは現在、関西フ

ィルが貸室としてテナントを入れ、年間5000万円近い収益を上げている。こ

れなども実質、同社の資金援助 といえよう。
財政面で厳しい運営を強いられているオーケス トラ界で、関西フィルが存

続しているのも、同社が援助を継続してきた成果であるといえ、60数名の楽
団員の演奏技能向上 と生活を支えてきた実績は、これまでに大阪府知事賞、
大阪市長賞を受賞するなど、高く評価されてきている。

同社では「地域社会に夢とロマンを」をモットーにさらなる躍進を期 し、
住道駅前のショッピングセンターを「関西オペラシティ」として全面的にリ
ニューアルする計画を推し進めている。ここにバルセロナのリセウ劇場をモ

デルとした約1500名収容のオペラハウスを設立する予定で、同社の音楽にか

ける情熱は高まるいっぽうである。

育成賞
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所在地

業種

設立年

福岡県

電気事業

1951年

九州電力株式会社 うう5

若手工芸家の国内外派遣制度

九州は伝統工芸の宝庫であるが、後継者の確保 。育成などさまざまな問題
を抱えている。九州電力は、1993年 に地域 。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で九州の貴重な文化を支援し
ようと、96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年以上在住の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、専門分野で創作活動の実績がある者。対象者の募集は、
九州の伝統的工芸品産地組合などを通して行われ、地元の有識者と専門家か
らなる選考委員会にはかり、年間で 5名程度選出する。研修者は順次国内外
に派遣され、国内派遣者150万 円、国外派遣者300万 円を限度とした研修費が
支給される。この制度のもと、97年度は国内 2名・国外 3名の研修者が派遣
された。
研修者の一人、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。また、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
得し、帰国後に個展を開催している。そのほか、96年度の研修者である小石
原焼の大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た。この研修の様子は地
元のメディアで何度も紹介され、大きな関心を集めた。こうした現地での研
修の成果については、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。
単に助成金を与えるのではなく、若手工芸家に自らの意思で他の技法やシ

ステムを学ばせようとする支援スタイルは、閉塞しがちな伝統工芸の世界に

新風を吹きこんだ。活動を開始して 3年目とまだ日は浅いが、この制度によ
り、新しい伝統が築かれていくことがおおいに期待される。

企画賞
読者賞

―
奮‐
'
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所在地

業種

設立年

岡山県

教育出版

1955年

株式会社ベネッセコーボレーションぅ36

直島文化村ベネッセハウスの運営

瀬戸内海に浮かぶ直島。ベネッセコーポレーションの企業哲学である

「“Benesse"=よ く生きる」を体現する空間として、1989年 に直島国際キャ

ンプ場を手始めにオープンした直島文化村は島の南端に位置している。
92年、直島文化村に開館したベネッセハウスは「自然・アー ト・建築の共

生」というコンセプトのもとに、建築家 。安藤忠雄が手がけた
｀
美術館の中

に泊まるホテル″
。直島の豊かな自然に見事に融合したこの建物の内外には、

デビッド・ホックニー、ジャスパー・ジョーンズ、フランク・ステラ、草間

爾生など、同社が収集してきたコンテンポラリーアー トを中心 とする作品が

展示されており、宿泊客はむろん、一般客も静かに心ゆくまでアー トと向き

合うことができる。
また、同社はここで、コミッションワーク方式による作品収集とその公開

をも行っている。これは、美術作家を招き、設置場所も自身で選ばせ、その

場所に合ったオリジナルの作品を制作してもらうというもので、これまでこ

の方式でヤニス・ クネリス、リチャー ド・ロング、安田侃らの作品を収集し

てきた。
95年からはヴェニス・ ビエンナーレヘの協賛 も開始。「トランスカルチャ

ー展」にて同社は「ベネッセ賞」を提供し、その第 1回の受賞者となったア

ーティスト、察國強にはコミッションワーク方式による作品制作を依頼。察

は屋外に「文化大混浴 直島のためのプロジェクト」という作品を完成させ

た。97年の同ビエンナーレでもアレキサンドロス・プシフゥーリスにベネッ

セ賞を贈 り、直島での作品制作も依頼している。
98年には、直島文化村の敷地から一歩踏み出し、島で代々暮らしてきた

人々の居住地区にある古い民家を改修・保存し、コミッションワーク方式で

作品制作を行う「直島・家プロジェク ト」を開始。 3月 に、 1軒 目の「角

屋」を舞台に宮島達男による作品が完成。これまでアー トにふれたことのな

い町の人々をも巻きこんだこの作品は好評を博した。ベネッセハウスを軸 と

した同社の活動は、国内外の美術界に静かな波紋を投じ続けている。

国際賞
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所在地

業種

設立年

東京都

不動産管理・運営

1992年

株式会社両国シティコア 337

シアターXの運営

東京・JR両国駅のすぐそばにある両国シティコアは、東京都の土地信託
事業を受託した住友、安田、東洋の各信託銀行が建設した複合ビル施設。そ
の維持管理を担っているのが 3信託銀行が出資し設立された両国シティコア
である。オフィス棟、住宅棟、店舗棟などからなるビルの、 1、 2階部分に
客席数300の 小劇場・シアター X(カ イ)は 内設 されている。「カイ」はX
のギリシャ語読み。さまざまな文化の交流を意図して名づけられた。

1992年 のオープン以前より、エディタープロダクツの上田美佐子氏に劇場
運営を委託。氏は中欧の小国でありながら第 2次大戦後、世界を芸術的に席
巻したポーランド演劇に着目して劇場運営を展開、97年に 5周年を迎えた。
上田氏のいうポーランド演劇の特徴 とは「特別な宣伝 もなく、劇場に予告し
てあるだけで客席が満席になるという、いいものを嗅ぎつける観客レベルの
高さ」、「〈いま、どう生きるべきか〉を考えるために劇場へ行 くという演劇
観」、「強烈に放射される俳優たちの集中力によるメンタルなエネルギーのラ
イブ感」、「巨匠、中堅、若手を問わず、すべての演出家が常に く前衛的な試
み〉に挑戦していること」というもので、そのめざす方向が劇場のカラーと
なっている。

シアター Xはオープニング企画 として 3か月にわたリポーランドの前衛
作家ヴィトカッツイの作品を紹介し続けたほか、日本の近代戯曲の発掘、つ
かこうへい作・演出「熱海殺人事件」の 8か月間ロングラン上演など話題に
は事欠かない。とくに97年 にはオーディションによって選ばれた若手俳優を、
故・郡司正勝の作・演出「歩 く」を持ってポーランドヘ連れて行き、帰国後、
同国の俳優兼演出家、ヤン・ペシェク演出のもと「王女イヴォナ」を上演す
るという徹底 した俳優養成を行った。ペシェクには92年以来 2度 にわたり

「俳優修業」と題 したワークショップを依頼 してきたが、その 3回 目に当た
った「王女イヴォナ」の上演は高い評価を受け、優れた翻訳劇の上演に贈ら
れる「湯浅芳子賞」も受賞した。シアター Xが 日本の演劇界にまいてきた
種は、徐々に芽を出し始めている。

奨励賞

`

（
　

一
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所在地

設立年

親会社

東京都

1991年

多摩中央信用金庫

財団法人たましん地域文化財団338

多摩地域における文化活動

たましん地域文化財団は、母体企業である多摩中央信用金庫 (た ましん)

の多摩文化資料室の活動を継承し、発展させるべ く、1991年 に設立された。

以来、『多摩のあゆみ』の発行、たましんギャラリー、たましん歴史・美術

館、御岳美術館の運営など、東京 。多摩地域における文化活動を意欲的に展

開している。
1975年 の創刊以来、一度も休むことなく発行してきた季刊誌『多摩のあゆ

み』は、98年の春号で90号 となった。「誰 もが情報提供者になれて、誰 もが

読める」というスタンスで編集している同誌は「お茶の間で話題にできる郷

土史の雑誌」として、多摩をはじめ、全国の読者に親しまれている。多摩 と

いうエリアで区切られた郷土誌はほかにはなく、貴重な地域資料 となってい

る。毎号 1万 6000部 発行され、多摩各地の公共図書館、資料館、自治体関連

部署などに配布するほか、支店店頭でも無料で配られている。同誌は民間の

研究家や学生にとっても得がたい発表の場 となっており、執筆者はこれまで

に600人を超えた。
美術分野では、自社施設を活用した活動を展開している。立川市の本店 9

階にあるたましんギャラリーは、74年の開設時から多摩在住 。在勤・出身の

美術作家に無償で発表の場を提供してきた。出展作家は500人 を超え、収蔵

作品は3500点 にも及ぶ。また、国立支店の 6階にあるたましん歴史・美術館

では、多摩に関連した美術展や歴史展、所蔵品による企画展を年 4～ 5回行

っている。97年度には、「田中清型染版画展」「多摩の名所案内一地誌の挿し

絵を通して一」などを開催した。93年には同館の分館 として青梅市に御岳美

術館を開館。多摩を代表する画家・倉田二郎の「世界の旅」シリーズをはじ

め、彫刻家・荻原守衛、画家・浅井忠らの作品を展示している。ほかにも、

『多摩郷土文庫』『多摩歴史叢書』の刊行、多摩の歴史・美術などに関する講

演会の開催、多摩の美術活動や民俗芸能に対する助成、国立支店の 5階にあ

る歴史資料室の公開 。運営など、同財団の多岐にわたる活動は、多摩の地域

文化の形成に大きく貢献している。

地域賞



1● 授賞趣旨と受賞活動の紹介

所在地

業種

設立年

東京都

食品

1907年

キリンビール株式会社 339

キリンプラザ大阪の運営

大阪ミナミにあるキリンプラザ大阪は、1987年、キリンビールが新しい文

化の情報発信基地をめざして建設した複合文化ビルである。建築家・高松伸
設計による同ビルは、建築学会賞を受賞したユニークな建物 としても知られ
ている。同社はここをメセナ活動の拠点として、「若手芸術家の支援」「優れ
た芸術の多くの人々への提供」という2本の柱を軸に、現代美術 。映像・パ

フォーマンス・音楽など、多岐のジャンルにわたる展覧会や公演を開催して
いる。

運営には「コミッティ」と呼ばれる4名 の有識者 (立川直樹 [プ ロデュー

サー]、 三澤憲司 [彫刻家]、 枢木野衣 [美術評論家]、 大島早紀子 [演出・

振付家])の協力のもと、同社の広報部社会貢献室の社員 5名 が当たってい

る。広報活動は社員自らがメディア媒体を訪問し、展覧会設営時の作品展示
やライティングなども、アーティストとともに行っている。このように単な
る場所や資金の提供にとどまらず、作家と協同して展覧会を完成させること
に重点を置いたメセナ活動は、支援を受けた作家たちからも高く評価されて
いる。

開館10周年を迎えた97年度は、横尾忠則の「瀧狂」や「篠山紀信 asカ メ
ラ小僧」で全館を使用した特色ある展示方法を打ち出した。とくに篠山紀信
展における4m角の大型パネルに引き伸ばした写真や、階段まで埋め尽 くし
た各種週刊誌の表紙写真の展示は、各方面から大きな反響を呼んだ。
開館以来、展覧会、公演等の開催数は220回 を超えた。プログラムも「大

林宣彦の世界」「市川雷蔵映画祭」「中国現代美術展」「東京ディズニーラン

ドフェア」「H・ アール・カオス公演」「クリスマスという名のジャズクラ
ブ」など、バラエティに富んでおり、幅広い観客層から支持を得ている。

また、「アー トタンクシリーズ」と銘打った個展 も毎年 2～ 3本開催 し、
作品発表の場が少ない若手芸術家の支援にも積極的に取 り組み続けている。

普及賞
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応募企業および企業財団 とその活動

111団体152事業の応募

34o

[五十音順]

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活動

機青森銀行 (青森県) |IF:1.:     ‐■■■. 第23回 準 春●集tヽ
″
「ふれあ||ヽ書|シサート」隣建||

||||      |・■||■||    |■ ■||||||‐ 支援 |||||||||■ |   ‐||||||■ |‐
|   ‐|‐ |||

朝倉不動産榊 (東京都)              代官山ヒルサイドテラスにおける文化活動

旭光学
=業

欄て栄景部

'|||||‐

   |||‐
||  ‐||||||‐ ガメ1博1館め緯営|1111111111111111111111111111

朝日生命保険(0(東京都)             新都心プロムナードギャラリーの運営 ほか 2件

働フサ|ビ■ル芸術文化肇軽 1鎌

=鋤
 |■ ■ || アサヒビ■

'Ⅲ

Ⅲ崎山荘美術

=|:華
||   |■

朝日放送榊 (大阪府)               ザ・シンフォニーホールの運営と事業活動

アメリカン・エキスプレス1‐ インターチシ自チ|ル11糸あやう|り人形轟団|「結城座」へあ豊機|||‐ ||||||
110・ (東京都) |||   | | |||‐ ||||| |||    111111111111111 11111 111111111111111111111111

榊石の店山田 (香川県)              世界の石彫作家の支援活動

イズミヤ伸|(大阪府

'|||||  

‐‐   ||||_||||||‐ みんなの表術1彗め遠営  ‐|111■ |■||‐

   ‐|||

榊イトーヨーカ堂 (東京都)            イトーヨーカドー子ども図書館の運営 ほか 1件

編伊亨銀行.(零蝦果)● || |||   ‐|  ‐|||||||||1伊予銀行Ⅲ域文化活動助●

"章

1案秦||||‐ ‐||||||
エーザイ蜘 (東京都)               内藤記念くすり博物館の企画・運営～薬草園を中心に

口■■ビ■|シ轟 申 口(大阪ⅢIII:11鮮妻彗A二五7ょ生:～ ■||
■i l■ ‐     _1■ 1.1-     ■ =_: lAい

じ 畢朦薔:本彙」ψ夭皿 :.===■■    ‐・■
=

大川創業佛 (大阪府)               関西 フィル八―モニー管弦楽団への支援活動

'「

警fll:711r'キ |||||||1111111鰤 |||||||11111「
1lFI尋

|'摯111鷲言尋,
け大阪日本民芸館 (大阪府)           「用則美」を理念とする民芸をテーマとした企画展示

ほか1件

カスミグル■プ 爾 蛉 |:■■|  
‐|■■ ■ ■わたしⅢ 理 IⅢ縮します1■■ ■ |  

‐
|■

カルビー欄 (東京都)               「ヒロシマレクイエム」への協賛

関西電力総|(大阪府).       |||   |||‐ ||‐か″や々ラ||ッ 1議lφ集濃|||な ||1件11111111
帥吉備路文学館 (岡 山県)             吉備路文学館の運営

キヤノン締 (東京都) |

キヤノン販売榊 (東京都)

キユ=ピ■鞠.(東京都)||||

九州電力輸 (福岡県)

キリンピ■メ
ー
漱「菊(東京都)|   |

近畿日本ツーリスト榊 (東京都)

榊書平製作所 (広島県)

榊クリエイターズ504(大阪府)

||||||1中書轟ェ轟
^二

轟 |||||||||||■■|||||||.■ ■■||||
||■■|||ラ果狐輩Ⅲッ琴興 |||  |■■■■■|| |||   |■ |■

写真文化向上のための書蒙 。支援活動  ほか 1件

| |1 音楽を中心としたメセナ活動あ協賛1 1111 11111

着手工芸家の国内外派遣制度

‐ ‐  ‐
|||||||| キリンプラ,本韓●津常111 1‐ |||||  |||||||||||||||

旅の文化研究所への支援

1_11●1 クマヒラの二大文化事業活動 (F抜率のつ
|11■■観音会、鋤熊平奨学会の支援)|||||■ |

「オカリナ秋奏の夕」の実施

「サントリー 1万人の第九コンサート」への協賛

||||   |‐ 大阪シンフオニヵ■の演奏活動支簿 | |   || |

佛神戸酒心館 .(兵庫県).‐   ‐  ‐  |||||1 湾餞における芸術文化活動φ諄催 ||||||||
帥佐賀銀行文化財団 (佐賀県)

榊きくら銀行 (東京都)

サントリー佛 (東京都)

三洋電機締 |(大阪府)

鞠資生堂 (東京都)

「佐賀銀行文化財団新人賞」の贈呈

‐
―   プロムナ‐ドコンサートの開催||ほか2件     ‐

「現代詩花椿賞」の企画・運営
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帥しゅんこう (兵庫県)              和紙ちぎり絵に対する資金、人的、物的援助

鴫

"ロ

ン||,|=油い|(=ⅢⅢ)|||||||||||||||||||‐摯積ジ
='レ

1摯

"●

業術軍●寒Ⅲ‐|     |
榊殖産銀行 (山形県)               山形美術館の無料開放

真生||」鮨.(大跛府)||‐ |||||||1111111111111111‐ 花と緑で世界を結′もヽ幕章||1生 機森歯●|ンタ■ルの実施

働新日鐵文化財団 (東京都)            クラシック音楽と日本の伝統音楽 (邦楽)の支援

住友海上火災保険佛 (東京都)|■ 1■
====1==|―

.:   クラシッタ音楽における1着手濃奏家の育成と支援

佛住友銀行 (東京都)               第7回住友銀行スプリングコンサートの開催

1表
‐

=金

保険0(東京響)|||||||| ||||||||||||||‐ ぃすみホ
=ル●澤||‐●青業,=化活華|1辱かl件

セイコーインスツルメンツ榊 (千葉県)       エスアイアイ・コンサート'98の実施

轟1茜漬
‐
‐||||`茉

=漱
)11111111111111111111111111‐ |||||||||′ ケヽ輌事F青暴|:|, 11が ,41 ‐‐‐|    ‐||‐ ・

榊増進会出版社 (静岡県)            「大岡信文化請演会～ふるさとで語る折々のうた～」
の実施

|シ|=|タル|ツ 11(栄

=Ⅲ

)||||||||||||||||||||||||1言 楽邊||して●多,"1多着的なメセナ活動 ‐|||
第一生命保険0(東京都)             VOCA展 '98の 実施 ほか 3件

い|||ホ■ム(構機界,|||||||||||||||||||||||||■ 人の美術摯1筆鶯   |||||| |  |‐  ‐
佛大恵 (兵庫県)                 ギャラリー夢創館への運営費の提供

機,大光銀行 (新潟県)  . :|■二:=:|::| ・  長岡交薔楽団への支援 |■::■ |||:

動大同生命国際文化基金 (大阪府)         アジアの現代文芸の翻訳出版

本1弯 )童櫛 (新潟県)| ||1 1:|||:|:||||| ‐|‐  二面川を語る会の寒お|||:|:    ‐
高松建設榊 (大阪府)               タカマツ・ランチ・タイム・ミニ・コンサートの実施

呻|ま|し″堆博来化1申||`黄
景爺)||||||||||||||||||1薔 神域11●●●

={`活
動|| ‐  |   ||

榊千葉銀行 (千葉県)               歩会彫刻展 in丁 OKYO'97の実施

||||"中 |||||`‖ 帯幕)||||||||||||||||||||||||||||||||ミ ||‖‖

'カ

ル嵐広暮1手車 |,姜||ゆ |げ11●実施 |||11

動中信美術奨励基金 (京都府)           京都の文化・芸術支援活動

1隼

``Ⅲ

ⅢI(準

“

集)|||||||||||||||||||||||| ||1策 1111日||ぼ
|し
創昨年1案雄||||   |‐

‐
|.‐

||||

TOA榊 (兵庫県)                ジーベックホールを中心として行っている音文化啓蒙
活動 ほか 1件

輸ITマ K(東京都)  |||||||||||| ||||||| |I TYK絵 画大賞の実施 |    ‐
|‐

田苑栗源酒造枷|(鹿児島県)            田苑酒蔵サロンコンサートの実施

佛電通 (東京都)     .|11:11:::=:111111■ ‐   電通ギャラリーの運営:1111・ :|

東京オピニオンズ (東京都)            東京オビニオンズフェスティパルの実施

甲東|=オ ,ヽシテイ文化財● (葉|す) ||| ‐
||‐ ||ヨンポージフム1,|フめ実施 ‐

東京ガス都市開発蜘 (東京都)

東京急行電鉄総 |(澪景部)

||■■||||||||||■|11111111111111■ ■■■■|

東京電力榊 (東京都) メセナ企業雑誌「イリューム」の発刊

本|プラ|ウネ中|`=本奉
'|  _|||||||||||||||||||||,‖

A」|プランドによる1費1鉾|=摯 |  ||||1111

鞠東京放送 (東京都) 第45期 TBSこ ども音楽コンクールの実施

東洋住宅センター榊 (東京都)|||||||  1     杉並文化村の活動  ‐  |■■| ‐‐‐

341

同和火災海上保険榊 (大阪府) ザ・フェニックスホールの運営
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342 棘トータルメディア開発研究所 (東京都) 関西ミュージアム・メッセ'97の実施

TOT,01枷 |(福岡県)

榊トナカイ (東京都)

||||       ギヤラリTI,間の活動         ||||||
若手オペラ歌手の育成とオペラ文化の普及

|卜

='自
1動筆輌|(愛知彙)|||||||||||||■ |||||||||IIFト ヨタ腐立な0自|=議 1慧 |1壷|シサ■卜」|の1開催|1厳が,|lo

ll ll llll l■ ■||||11111111■ ■■||■ ||||||||■ |||||||||1111■ |■■||■ ||||||||||||||:|||||■ ||||||||111111111111111111111111■ |
|||||■ ||||||||||■ |||||■ ||||||‐ |■ |||||||||||||■ ||||111111111111111111111‐

|||‐ ||||||||||||||||||||||||||||||||||■ |111111111111■ ||■ ||||111111111111111111111‖
||||||||■ |||||||||||||.|||||||■ ||||||||||||||:||||:||||||||||■

|||||||||||||||||||11111111111111111111111111■ |||||||■ ||■|■ ||‐
|||:|||||||||||||||||||||||||||||||||||

日産自動車榊 (東京都)              子どもの夢や想像力を育むメセナ活動

轟本信豪藤||||||(葉 京都)111111111111111111111111111自 澪信競|ヽ:ё

“

||キ■ち

'出

あ達営||||||||||||||

日本たばこ産業榊 (東京都)            J丁 アートホール 「アフィニス」の運営 ほか2件

日本|:電気機
.:豪

景蔀)  |‐・
‐|:111:::::|||||   「小津従雛指1菫蒸ス:ド シ交響楽団欧州|,,■二

^lo麦
■::==::■ |‐|       ||:■ |:=::■ |1    援 辱なie:警 :::■ :||       ,■三::=:■ ■●

m日本テレビ放送網文化事業国 (東京都)      シンポジウム「20世紀のメディアとピュリッツァー

賞」の実施

晨本■|タタ■輌|(1葉京都

'||||||||||||||||||||11111111策

景|ビ■オラ:二
|ズ■イ|′ヽ

'レ

lt揚動,備津およむ彙20嵐

||||||||||||||||‐ |||‐ ||||||||||||||||||11111111111111111111111111111111111111111イ

^ン

ト舅華,|||"||||111111‐
|||‐ |||||||||||||||||||||||||||

日本マクドナルド帥 (東京都)           「溜池山王駅」パブリックアートプロジェクトの実施

い′ヽ十
=文

化酵回lt長嘉彙,|||||||||||||||||||||||||1丼 べ■|「信濃0自 |1善晃寺物議」|||1糀作|1公湊
=蘭

する
||||||||||■ |||  ||||||||||||||||||||||1  事務局運営||||||||||||■ ||| ‐‐|||||||||||‐|||||||

固東日本鉄道文化財団 (東京都)          みちのくエキコンの実施

艤0ろしん文化財団 (広島県卜■
=■

|='=■ |:    「ひろしま撃糧能楽祭11と「青少年のため薩整豪鑑賞
||||‐ ||||  | |■ ||111111   教室」|10議掻|:春が■件   ||||::|■ ■■■|

フィリップ モリス榊 (東京都)          フィリップ モリス アートアワード 1998の実施

い,ツ |́,口績|`本幣卜
'||||||||||||||||||||||||||||||||||||||‐ ^|1章

||ヽ|1暮章轟||||"‖ 101轟協
"|||:|||||||

富士ゼロックス枷 (東京都)           富士ゼロックスらしさを活かした芸術文化支援活動

ほか 1件

m藤日ヽ イ
=三

■ジブム財由||(葉景蔀)|||||||||||||「 ィキゥス轟itOお
:も

|ち |`1藉晨11とlr'|||■●||'|夕 ||

||11111111111‐   |||||||||||||||||||‐   ホ■ムズが見たおもぢ|■ち晨」|め実施|||||||||||

富士通テン佛 (兵庫県)              地域社会に密着したチャリティコンサート「KOBE
MUSiC STAT10N」 の企画・運営

機平和|(群馬県)|‐   ||||||||‐ ||||■ ||||||1   東京交響楽回漢奏会への特別協賛|:||||||■ :|:|||||

鞠ベネッセコーボレーション (岡山県)       直島文化村ベネッセ八ウスの運営

帥べ

'|||'|||lr1111:1姜

薔|"|||`IⅢ I幕

'||||||||||||||||||||||||||ヽ

ルナ|,||||||||:義‖常||||||111康1業Ⅲ
鞠ホテルオークラ (東京都)            「企業の名品アートコレクション展」の開催

松十奎墓産業藤|(夫麟お,|||||||||||||||||||||||||||||||||||1鷹 書を持■人たち||による芸術岩働あ社会善濃化べめ取
|||||||||||||||||■ ■■||  ‐|||||||■ ||■ |||■|||■ |■ ||■ |■■|■ ■| ||ツ暉91111111111:|||||||||||:||:||||||||||||||||||■ ||||■ |■ ||||||||||■|■||■|■ |:|||||||■|

三浦藤沢信用金庫 (神奈川県)           市民コーラスと歌手のつどいの実施

=議
葺:力:■●ニラボトリング{様 ||【境

=:葉

):|‐ |     きわや

":菫

ン,■卜の実施    ・11=:=:■■ :■
‐

m三井海上文化財団 (東京都)           文化の国際交流活動に対する助成 ほか 1件

三菱地所帥 〈東京都) 横濱 JAZZ PROMENADE'97へ の協賛 ほか

1件

輌議|1本晟逮|(継

"島

県)||||||||||||||||||||||||||||10111オ |ケえヽ10津営||||||||||||||||||



20応募企業および企業財団とその活動

未来工業帥 (岐阜県) 「ミライコミユニテイシアター」ボリショイ・バレエ

公演の実施

雪印乳業榊/雪印西梅田開発帥 (大阪府) 梅田ヒートビートの運営とスーパーオーディションの

実施

働ヨ■クベ
=マ

ル文化教育事業国|(福島県
'|||  |1 

合嬉由「うつくしいふくしま」楽譜出版
侑)縄依巽 (東京都) 大田NEXP0 50 ユースミュージカル「ポジラ」

～未来の一粒～の実施

343

働ヤギメセナ

'|シ

争■ジョン (石川県L:|=1   第 7回ヤギスク■ルシアター ミ三■ッカル公演
:■三■■ |‐.      ::|・ |11‐

― 「Big口「83薔毒露月の雪」の実施  1■・.::
安田火災海上保険佛 (東京都)           安田火災人形劇場ひまわリホールの運営 ほか 1件

輌撫屋本着 .(静Ⅲ豪,|||| ‐1111‐
‐
‐  ‐  ‐

   |||‐ 1率イ1事業 |「皇導1業の焼津ち1魂を億ぶ」|の再催

榊リクル‐卜 (東京都) g具彪 懲ぶ::, 号
真

榊両国シティコア (東京都) シアターXの運営

「3.3m2(ひとつぼ)農」



卜やス製０●同一仲隈

¨

ヽｌ卜・ヘギス

1口
|

鵬

脳廿ヘリス

Ｎ

畔鵬眠ヽ早Ｋ

∞

ｌＪ■■



『‥
‥
日

活字になったメセナ [1998年度]

新聞、雑誌、書籍に登場 したメセナ

○ここには、1998年 4月 から1999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などを収録した。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。

○収録記事は、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、公演記録、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)

346



第6章 |メ セナ・データ

新聞・雑誌言己事十一覧 [199804.01～ 1999.03.31]

メセナ大賞の候補募集

バーンズ展 著作権判決の波紋

純粋自律的な美術史の危険性

10活字になったメセナ [1998年度]

四国新聞

新美術新聞

清水 敏男 新美術新聞「新美術時

評」

大江 健三郎 読売新聞・夕刊「文 980401
化」

日本経済新聞 980402

日本経済新聞 980402

日本経済新聞 980402

樋口 廣太郎 日本経済新聞「経済を

学ぶ4」

日本経済新聞・夕刊

98.0402

980402

朝 日新聞 980403

347

9804.01
980401
98.0401

人生の細部 :音楽が作られていく時は内面で大切なも

のが進行

芸術の香り漂う街 :街路灯など若手デザイン 上野中

通商店街、モール整備

音楽著作権伸介へ新会社マルチメディア対象 :文化庁

に許可申請ヘ

23区 内の公益法人 調査の 1害」課税漏れ :固 定資産

税

バブルの過程自ら検証を :「経済は生き物」実感

日本の大衆文化解禁急ぐ:金大中・韓国大統領英紙に

表明

東京「アークヒルズ」:音楽ホール前に「カラヤン広

場」

絵画も多チャンネル時代

CD― ROM版の著作権台帳を発刊 :著作権協

映像と絵画の関係象徴 作品表面の「滑らかさ」:

VOCA・ 98展
「パナソニツク・グローブ座」劇場名変更

大賞候補企業を募集 :メセナ協議会

メセナ大賞候補募集

芸大変えるか新ホール :ソ フト備え「奏楽堂」オープ

ン

世界の現代美術家を支援 :P・ S・ 1現代アート・セン

ター アラナ・八イス館長が請演
「メセナ大賞」

メセナ大賞候補を募集

「奇才」指揮者終演間近 |こ :音楽会に失望、資金も尽

き

佐川急便が美術館開設 :倉」業40周年記念

VOCA.98展  平均的な物足りなさ

企業メセナ協議会 大賞の受付開始

会社のために生きるにあらず |

自前の劇場 夢実る :俳協 あす新宿にオープン

自治体メセナで「いちげんさん」

「宝塚」の裏方部門を阪急本社から分離ヘ

新津市美術館 (新潟)の果敢な冒険 :自在で親密な空

気を倉」出 ジャンル超えた企画展に主眼

朝日新聞・夕刊「カミ

ングイン」

読売新聞・夕刊

読 売新聞・夕刊「美

術」

産業経済新聞・夕刊

東奥日報

京都新聞・夕刊

朝 日新 聞・夕刊「歩

く」

電通報

電通報

河北新報「文化短信」

朝日新聞

日経流通新聞

毎 日新 聞・夕刊「美

術」

流通サービス新聞

週 刊 女 性「第 47回
New Womanド キュ

メント生きる 1」

読売新聞

読売新聞・夕刊「フロ

ッピー」

読売新聞

読売新聞・夕刊

980403

980403
9804.03

9804.04
98.04.05
980406
980406

980406

98.04.06
980407
9804.07

980407
980407

980407
990407

980408
980408

980409
980409新見 隆



348

#6t l.xri.7-,

「メセナ大賞
′
98」 募集

「大人の学校」銀座に開校 :多様な「遊び」知ろう

環境NGO悲 鳴 :不景気 企業からの寄付激減・超低

金利 財産運用ままならず

どこか古典派 (クラシック):値上げ反対

新国立劇場開業半年 間われる拠点機能

写真家の派遣・育成事業

不況で危うし?東京国際映画祭 :支援金出し渋り 【都

や文化庁、大企業】コンペや賞金、縮小ヘ

メセナ大賞の候補募集

第5回日本文化藝術振興賞 宮島達男氏らに決定

角屋もてなしの文化美術館オープン

ポール・スミス展に抱負

学園クローズアップ :「本物の音」聞かせるベーゼン

ドルファー 優れた残響誇る講堂

めざせ 1快適な病院 :心和ます作品 手術室にBGM
人のつながり生む「劇場」

メセナ大賞の候補企業募集

新国立劇場、開かれた運営を

｀
町の顔

″
に期待

盆踊 りへの協力つて
｀
メセナ

″?
伊の古美術修復に援助

私有の美術品公開へ促進法

アリオン奨励賞に本ノ脇氏と倉田氏

マルチメディア利用 音楽交流の第二期プロジェク

ト :ローランド芸術文化振興財団がスタート

生かしたい地元の
｀
財産

″

アフィニス文化財団から500万円助成

現代日本美術展入選者決まる :大賞に|ま日下芝氏

メセナ大賞の候補募集

メセナ大賞の候補募集

若い音楽家たちの支援に情熱を注ぎます :早川正一氏

文化財などの資料デジタル化 日欧が取り組みを協議

脚本重視で幅広い企画 :松竹・大谷社長が製作方針

鯵川氏、コクーンの芸術監督に

行政も時には「黒子」に :NPO法、分権への一歩

宇宙にとどまる花 :武満徹さんの手紙のことなど

ニキ美術館

プログラム作りの強い味方 :演奏時間表

大江 健三郎

9804 16

中村 紘子

日本経済新聞・夕刊
「伝言板」

朝日新聞

読売新聞・夕刊

日本経済新聞

日本経済新聞「文化」

日本経済新聞

毎日新聞「追跡」

埼玉新聞

新美術新聞

新美術新聞

読売新聞

読売新聞

読売新聞

読売新聞「生き生き子

育て5」

沖縄タイムス「演劇ク

リップ」

読売新聞・夕干」「フロ

ッピー」

日本経済新聞「点描」

毎日新聞

毎日新聞・夕干」「人・

模・様」

産業経済新聞・夕刊

朝日新聞・夕刊

電波新聞

読売新聞・夕刊「フロ

ッピー」

北国新聞

毎日新聞

神奈川新聞「短信」

中国新聞「ふみばこ」

東商

読売新聞

読売新聞・夕刊

日本経済新聞「文化往

来」

日本経済新聞・夕刊

毎日新聞・夕刊

毎日新聞・夕刊「憂楽

町」

朝日新聞「音楽の風

景」

980410

980410
9804.10

9804.10
9804.10
98.04.10
98.04.10

9804.11
980411
980411
9804 11
980411

98.0411
9804.11

9804 13

9804.13

98.0413
98.0413
98.0413

98.0414
98.0414
98.0414

98.04.14

980414
98.0414
980415
9804 15
980415
980415
9804 15
98.04 15

98.0415
980415
9804.15



オペラ「チプコ～木を抱く夢」:京都の22世紀クラブ

900円 シリーズ

オーストリア親善に貢献 :アサヒビールの樋回廣太郎

会長

東宝 大津で複合映画館 :米系と作品争奪戦

メセナ大賞の候補募集

文化財維持・修理など助成 :住友財団が97年度分決

定

東京の「今」切り取る :山本政志監督の新作「ジャン

クフード」

現代音楽 子供たちにも :イタリアの作曲家ベリオが

音楽会

映像の「話芸」楽しめる目を :銀座・大人の学校 淀

川さん初授業

娘の油彩画展に交流の輪 :障害者美術

見上げてこらん巨大アートを :群馬に現代美術館オー

プン 空間が創作欲を刺激

薬師寺蔵木造四天王立像保存修理など国内は17件 :

住友財団の助成先決まる

国ストポービツチと小沢征爾両氏、共演も :「日本文

化祭」露開催で合意

天竜市立秋野不矩美術館オープン :郷里出身の日本画

家の代表的作品を一堂に

細見美術館オープン

ダイムラー・ベンツグループアート・スコープ 98:

小林孝亘氏をフランスに派遣

正当な意見だが…

98 VOCA賞 を受賞した湯川雅紀さん ドイツで千日

修行

多彩な手法で現代描き出す :イ メージフォーラム・フ

ェス 実験映画 ドキュメンタリー

熟年フアン活躍 映画は私が守る :資金集め自主上映

第27回現代日本美術展 :新世代の奮起に期待

NPO社会の幕開け 人の心を変えた大震災

聴覚障害者の支援へ試写会 :東京国際映画祭グランプ

リ「ビヨンド・サイレンス」

渋谷の小劇場 「ジアン・ジァン」幕引き :才能掘り出

し30年

逆境のなかミニシアター奮闘

ジアン・ジァン閉館へ :2000年 で幕 多才育てた渋

谷の小劇場「役割終えた」

非営利の市民団体NPO活動学ぼう :米国で体験プロ

グラム

オペラ八ウスは「人」が命 :「新国立」活性化のために
‐

葛飾区の若手経営者団体 CD― ROMで地元産業紹介

三 上

木村  幸男

黒田 恭―

1● 活字になったメセナ [1998年度]

朝日新聞・夕刊 349

東京新聞

日本経済新聞

信濃毎日新聞「文化短

信」

日刊工業新聞

朝日新聞・夕刊

朝 日新聞・夕刊

朝 日新聞

朝日新聞

日本経済新聞

東京新聞・夕刊

毎 日新聞

新美術新聞

新美術新聞

新美術新聞

新美術新聞「新美術時

評」

新美術新聞「人らんだ

む」

朝日新聞・夕刊

日本経済新聞・夕刊

毎日新聞

毎日新聞・夕刊 「WA
になろう」

産業経済新聞

産業経済新聞

朝日新聞

朝日新聞

読売新聞

読売新聞・夕刊

日本経済新聞

98.04.16

980416

9804.16
98.04.17

98.04.17

98.04.18

98.04.18

98.04.19

98.04.19
98.04.19

98.04.20

980420

98.04.21

9804.21
9804.21

98.0421

98.0421

980421

98.04.21

98.04.21
9804.21

98.04.22

98.04.22

98.04.22
980422

9804.22

980422
9804.22
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渋谷「ジアン・ジアン」来年末で閉館

みなとみらいホール館長 渡壁 憚さん 「大航海に

出るような気持ち」

企業スポーツが危ない3:パブル去り、メセナ無理

中小規模の多目的ホール 厳しい経営状況 :年 間

100席 あたり1500万円赤字

座席100でも夢でっかく:若者ら、つか劇団とタッ

グ

ボランティアやつてみたいけど・̈:興味や特技生かし

まず一歩

秩父鉄道「絵画展列車」を運行 :乗客増へ沿線自治体

協力

「カラヤン広場」誕生

揺れる新国立劇場 :お役所体質で不協和音 |?

市民 :脱世間、責任もつて行動

人も音楽も柔軟に :シ ャルル・デュトワさん

劇場映画 映倫、新区分を決定 :暴力や性描写「12

歳未満、親同伴を」

現代日本美術展の美術館賞決まる

絵に年齢なんて関係ない‖～80歳 代の女性6人が絵

画展～

地域文化と企業メセナ :6月 に山口でシンポ 樋日経

団連副会長も

中国「文化国家の証明」:海賊版裁判 森村誠―さん

勝訴 人民法院 出版社に賠償命令

消える大阪・ダイビル :文化保存は企業の使命/歴史

より採算性を重視

老舗のN響が大変身 :団員引つ張る外国人指揮者

楽しく能に親しもう :梅若六郎が入門講座「装束」
「調べ」…テーマ別に全6回

ブロードウェーに熱い視線 米広告界の注目を浴び

る :フ アン層は高学歴・高所得

困つたね山種美術館 :創業者―族 兄弟げんかで?リ

ストラ転移ヘ

「博多座」市民が応援団 :福岡に来年6月 初の公設民

営劇場

講談社出版文化賞に丼筒啓之氏ら6氏

生かされた若さ :ベルリン・ビエンナーレに見る新し

い方法論

病院内で音楽会を :基金設立を企画

太宰治賞が復活 120年 ぶり

レジオン・ドヌール勲章 本社社長に授与

個を確立する芸術家 :美術館連絡協議会座談会 欧州

と日本・現代美術展をめぐって

故杉原氏描きオスカー受賞「ビザと徳」:ク リス・タ

シマさん

触れて遊んで学んで :体験型博物館 子供に人気
「丸の内交響楽団」演奏メンバー

毎日新聞

毎日新聞・夕刊「おん

がく人」

毎日新聞

産業経済新聞

朝日新聞

朝 日新聞・夕刊

日本経済新聞

毎日新聞

毎日新聞

朝 日新 聞・夕刊「文

化」

読売新聞「顔」

日本経済新聞

毎日新聞

毎日新聞

山口新聞

朝日新聞

日本経済新聞

日本経済新聞

朝日新聞・夕刊

電通報

読売新聞

日本経済新聞

日本経済新聞・夕刊

毎日新聞

毎日新聞

日本経済新聞

日本経済新聞

読売新聞

読売新聞・夕刊

日本経済新聞・夕刊

毎日新聞

980422
9804.22

980423
9804.24

980424

9804.24

9804.24

98.04.24
9804.24
9804.25

9804.25
980425

980425
980425

980426

980426

980426

980426
98.0427

980427

98.0427

98.0427

98.0427
98_0427

98.0427
98.04.29
98.0429
98.04.30

98.0430

98.0430
98.0430



10活字になったメセナ [1998年度]

日本画の新 しい美 に見せ られて

グリーン・コンサーツVol.8ォペラ (モ ノローグ)

くチプコ～木を抱く夢〉

第八回新日鉄音楽特別賞を受賞 :小川 昴

特集① 国立ミュージアムの未来像～独立行政法人化

とその余波～

トルコと日本文化の交流拠点に

当面はオーソドックスな演出で演目を蓄積 :新国立劇

場、予想上回る入場者

メセナ大賞98募集

国立ミュージアムに未来はあるのか

監督も製作者もつらいよ :ヒ ツトのためならカット

も/低予算で自前の企画通す

フリーの美術監督約90人が協組設立 :映画・テレビ

関連

演劇科一成果あげる兵庫・宝塚北高校

募集 :メセナ大賞の候補

会員企業の施設開放 :本年度から山梨メセナ協 展示

や創作の場に

鎌倉、NPO法人の税減免

アサヒビール樋□廣太郎会長 オーストリアから勲章

自宅で落札 :マニアくすぐる美術オークション

山種美術館が移転方針 :背景に兄弟対立? 組合側は

反発

岸田國士戯曲賞決まる

「第6回ニッサンゆかいな絵本と童話展」に2万7千人

メセナ大賞候補募集

アクテイブ エイジング リサーチ代表 :朝倉 匠子さ

ん

故・徳永兼一郎さんの命日 六花亭が演奏会企画

山種美術館 移転で対立 :職員の一部 訴訟を検討
「狭くて水準下がる」

世界が認める「日本」めざして :指揮者 大友直人さ

んに聞く

企業メセナ協議会セミナー

新しい国塚像の中で再生を

米のNPO法に学ぶこと

NPOの法人化お手伝しヽ :東京ボランティアセンター

情報提供や交流の場

劇団を国内外に紹介 :日本劇団協議会編劇団ガイドブ

ック

白松 ―郎

三善 清達

清水 敏男

プレジデント「人間遅

遁」

音楽芸術

音楽芸術「人間クロー

ズアップ132」

月刊ギヤラリー

日本経済新聞「文化往

来」

音楽舞踊

新美術新聞「ニューズ

ボックス」

新美術新聞「新美術時

評」

朝日新聞

日本経済新聞

毎日新聞

山陰中央新報

山梨日日新聞

朝日新聞

読売新聞「自由席」

日本経済新聞

毎日新聞・夕刊

毎日新聞

毎日新聞

産経新聞

朝日新聞「朝日ジョ

ブ・ウイークリー」

十勝毎日新聞

朝日新聞

毎日新聞・夕刊

神奈川新聞「短信」

朝日新聞

日本経済新聞・夕刊

「女性かわらばん」

読売新聞

日本経済新聞「ピンポ

イント」

9804

98.04

9804

9804

980501

980501

98.0501

990501

98.0501

980501

980501
9805.02
980502

98.05.04
98.05.04
980505
9805.05

980506
980507

980507

98.05.08
98.0508
98.05.08

98.05 10
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9805 10

9805.02
980502
980502
98.0502
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串田和美流の実験精神で :新国立中劇場を改造中

薩摩琵琶 米メトロポリタン美術館ヘ

副大統領批判にみる米の寄付文化 :互助の精神浸透

免税NP0114万

演劇界、関西の新鋭の活躍目立つ

記念日テーマに新店舗 :ア オキインターナショナル

社会人のための演奏会「トヨタアフター5コ ンチェル

ト」

公募展に新風 :若手美術作家に広く発表の場

来月東京でメセナ活動報告会

美連協がカタログ奨励賞創設

丸の内 。東京海上の無料スペース :ア マ芸術展300

回

芸術文化活動の助成対象を募集 :山梨メセナ協会

六花亭「大徳忌」初回は山崎さんが飾る

メセナ活動の報告会

見直される
｀`
日本的なもの

″:サントリーミュージア

ム天保山「デザインの世紀」でシンポ

メセナ活動の報告会 :来月3日、東京で

非営利ボランティア活動を支援 :鎌倉「NPOセ ンタ

ー」がオープン

コンサート・ボランテイア募集

音楽を成り立たせるもの ある文化行政からの教訓

揺らぐ国立美術館・博物館 :独立行政法人化めぐり論

議

芸能人
｀
職業病

″
防げ :きょうから勉強会

朝日新聞文化財団 企業の社会貢献賞 :「大賞」ソニ

ーなど7社を表彰

NPO 市民から働きかけを

国際シンポジウム「文化還産を守る平和へのネットワ

ーク」

ミレー作品を3億で新購入 :山梨県立美術館

細川俊夫の新作オペラ「リアの物語」:ミ ュンヘン・

ビエンナーレで話題

メセナ活動の報告会

茅ヶ崎市美術館がオープン

国立西洋美術館に企画展示館完成

経営者の資格と|ま :儲けだけで決めていいのか 評価

されない文化への寄与

ゼノ修道士の映画化ピンチ 資金不足

けしヽ肩腕症候群 :元劇団員に労災認定

ボストン美術館来春開業

山種美術館移転など停止求め仮処分申請 :学芸員ら6

人

浸劇人会議が機関誌 :「演劇人」

八チ公前で街角音楽会 980522

江戸 京子

加藤 哲夫

吉田 秀和

朝日新聞・夕刊

読売新聞・夕刊

読売新聞

日本経済新聞「文化往

来」

毎日新聞

日本経済新聞・夕刊

毎日新聞・夕刊

上毛新聞

読売新聞

読売新聞

山梨日日新聞

十勝毎日新聞

静岡新聞

電通報

東奥日報

毎日新聞

毎日新聞

毎日新聞・夕干」「音の

回廊」

朝日新聞

読売新聞・夕刊

朝日新聞

朝日新聞「地域通信」

読売新聞

読売新聞・夕刊

読売新聞・夕刊

秋田魁新報「雑記帳」

新美術新聞

新美術新聞

朝日新聞・夕刊「音楽

展望」

読売新聞・夕刊

読売新聞・夕刊

日本経済新聞

読売新聞

読売新聞・夕刊「スポ

ツト」

日本経済新聞

9805 11
980511
9805 12

9805 13

9805 13
9805 14

980515
98.05 16
98.05 16
9805 16

980517
9805 18
9805 18
9805 18

9805 18
9805 18

980518
98.05 18

9805 19

9805 19
980520

98.05.20
980520

9805.20
980520

980521
980521
980521
98.0521

980521
9805.21
980521
9805.22

980522



山種美術館 移転停止求める :学芸員ら、仮処分申し

立て

神様の話

メセナ活動の報告会
「聞きたい」「発表したい」結ぶ :荒川区立町屋文化セ

ンター

空き家改装 若手芸術家のサロン誕生

ボクらも取締役 :セガ 著名4氏で
｀
増強

″

本は俳優 会う喜び 千載―冊舞台演出 :紀伊國屋書

店社長 松原治さん

岡本太郎記念館オープン

「文化を愛する企業へ」東京美術から出版

地道さ光るメセナ経営者たち :「社会貢献は利益」不

況に揺るがず

鉄工所で名曲演奏会 :中田喜直さん

「つか劇団」の日本語公演 :韓国政府が許可

演出家ワダユタカさんの「役立つ教室」:演劇で心開

く社会人

都内美術館など割引カード発行

NPOは 「協業精神」で

長野・北御牧村に村営美術館開く

「のど鳴らし遊びの音楽記号論」講演会

桐朋の冨山進出に同窓会が反対

古美術の意匠を商品化 :林原グループ

東阪名の3ホール 公演を相互に交換

ポール・グッティ美術館

メセナ活動の報告会

NY地下鉄駅 歌あり芝居あり

コンクール参加者募集 :フ ォーバル・ファンデーショ

ン

阪急電鉄 :宝塚歌劇をすべて自主興行

吉田秀和さんの咬阿

ミシェル・コルボが語る、古楽ブームのなかで、音楽

をすること

第八回出光音楽賞受賞者発表と受賞式

第28回サントリー音楽賞記念コンサート

第29回サントリー音楽賞は東京交響楽団に決定
「トヨタ 。アフター5コ ンチェルト」でアメリカのプ

ロ・オーケストラと共演する丸の内交響楽団のメンバ

ーを公募

第8回出光音楽賞受賞者決まる

現代音楽の飛躍を求めて 第8回出光音楽賞決まる

森村 泰晶

大沼 保昭

梅津 時比古

栗田 晃穂

10活字になったメセナ [1998年度]

日本経済新聞

日本経済新聞・夕刊
「プロムナード」

岐阜新聞「短信」

朝日新聞

読売新聞

毎 日新聞

毎 日新聞・夕刊

日本経済新聞

電通報「アンテナ」

日本経済新聞

毎日新聞・夕刊「人

模・様」

日本経済新聞

産業経済新聞

日本経済新聞・夕刊

日本経済新聞・夕刊

日本経済新聞「文化往

来」

北海道新聞「短信」

毎日新聞・夕刊

日本経済新聞

日本経済新聞「Town
Beat」

日本経済新聞「春秋」

埼玉新聞

読売新聞・夕刊

毎日新聞

日本経済新聞

毎日新聞・夕刊「ちょ

つとひとこと」

音楽芸術「特集古楽演

奏の現在」

音楽芸術

音楽芸術

音楽芸術

音楽芸術

音楽の友

音楽の友

980522

98.0522

980523
98.05.23

98.05.23
98.05.23
980523

980524
980525
98.05.25

980525

98.05.26
98.0527

980527
98.0527
980527

980527
980527
98.0528
980528

98.05.28
98.05.29
980529
980529

980530
980530

9805
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98.05
9805
98.05
9805

98.05
9805
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第6章 |メ セナ・データ

国際交流基金 :平成10年度の事業概要

クラシック専用ホール3館 :企画・運営でもアンサン

ブル

ソニーが総合娯楽施設 :東京・臨海地区

東宝 初回上映料金値下げ :映画「絆」

埼玉 。川回の店内で美術作品の販売仲介 :テ ンポスバ

スターズ

みなとみらいに音楽ホール

信用金庫社会貢献賞に八光信金「お笑い研究会」

明治生命館 :国の重要文化財指定

ローム協賛「京都・国際音楽学生フェスティパル」大

盛況

下半身露出のタブーに挑戦 :公共施設で仏
｀
前衛舞

踊
″

8枚組の壁画 分割売却の危機 :経営不振の日本企業

が手放し来月オークションに出品

港の見える本一ル :横浜「みなとみらい」地区に

米食品・衣料メーカー 絵画140億 円相当寄贈

NPOへの支援 :「融資の発想」導入を

日韓独嶼の音楽家が協力 :今夏、韓国で音楽祭

作曲委嘱シリーズの監修者に湯浅譲二氏 :サントリー

ホール

空き店舗活用の貸しギャラリー :香川

三枝氏がセガ取締役辞退

根付く企業メセナ :社員参加の制度も拡充

病院を彩る :空気一変 安らぎ空間に

優れた食文化研究に助成金 :味の素が公募

進化する仮設劇場 :都市文化刺激する

地域文化賞に4団体1個人 :サントリー文化財団

自主公演に力入れる「びわ湖ホール」

みなとみ らい21に音楽専用ホール

下半身露出 フランスの現代舞踊水戸公演 :県警の警

告に着衣で上演

資生堂柿崎氏 講義内容をまとめ出版

「NPOに 税制優遇を」経済審部会報告書提案

絵画で異業種交流 :浜銀総研会長 熊田節郎氏

暗い三条件

新しい文化交流のルート

読売新聞 980603

産業経済新聞・夕刊 980604

栃本 一三郎

清水 敏男

新美術新聞

朝日新聞・夕刊

日本経済新聞

日本経済新聞

日本経済新聞

毎日新聞

毎日新聞

日本経済新聞「春秋」

電波新聞

朝日新聞・夕刊

日本経済新聞・夕刊

日本経済新聞・夕刊

毎日新聞・夕刊

日本経済新聞

日本経済新聞

毎日新聞

日本経済新聞「文化」

日本経済新聞

東京新聞

日本経済新聞

読売新聞・夕刊

日本経済新聞「文化往

来」

日本経済新聞「文化往

来」

産業経済新聞

石鹸日用品新報

朝日新聞

日本経済新聞

新美術新聞「色調」

新美術新聞「新美術時

評」

日本経済新聞

北海道新聞

毎日新聞

980605
980605
98.06.06
9806.06
9806.07
980607
98.0608
9806.08

980609

9806 10

980601
98.0601
980601

98.06.01
980601
980602
980603

980604
980604
9806.04
980604
980605

9806 10
9806 10
98.0610
98.06.11
9806.11

故塚本氏 時代の流れを読む :京都愛し、女性の美に

貢献

ミュージカル子役射止めた :上野幌西小3年・加藤は

づきちゃん

ホールや劇場「妨害電波機」設置OK:郵政省・免許

市」

女性演出家第一人者 渡辺浩子さん死去

9806.11

9806.11

9806 11

読売新聞・夕刊 98.06 12

980601
980601



芝居を体感しよう :世田谷「こどもの劇場'98」

渡辺淳―館オープン :文化貢献で、大王製紙が札幌市

内に

女性の美追求 :ワ コール会長 塚本幸―氏

広がる割引サービス :映画入場料

全日本こども絵画コンクール :作品を募集
1個人4団体に地域文化賞贈呈 :サ ントリー文化財団
堅実な演出で新風 :新国立劇場の渡辺浩子・芸術監督

を悼む

イベント入場者減少 :「スポーツ」は6%も
コピーは永遠なり :名作鑑賞の疑似体験に潜む危うさ

幸ちゃん

会社代表、自作で
｀
究極のメセナ

″

情報発信と交流の拠点 :企業ミュージアムを検証する

新国立劇場芸術監督 渡辺浩子さんを悼む

ビジネスと文化の両面を通じ日本と世界のフアッショ

ン文化の発展に貢献 :ワ コール

新国立劇場のオープンに尽力 渡辺浩子さんを悼む

第28回モービル音楽賞決まる

首都圏の97年文化イベント :開催数6.3%増加、収

容人員は0.8%減
「芸術監督」の苦闘と急逝の意味

NGO活動不況でピンチ :ア ジア経済危機、苦しむ住

民 日本からの寄付減少
「ニッセイ名作劇場」観劇児童 :来月、500万人突破

相談役80歳定年制 :樋口廣太郎氏

鑑賞は自然光だけで :「赤い帽子・織田廣喜ミュージ

アム」

東郷青児展 :美人画の反復、格闘の跡か

「原点」「声」を強調 :新国立劇場オペラ五十嵐次期監

督
「渡辺淳一文学館」オープン

スポーツ興行が不振 :97年の首都圏イベント市場
サツカー人気低迷

日本去るキーフアー :負の歴史踏みこえた力

規則と例外

消費活性化に寄与 :資生堂会長 福原義春氏 伊政府

から功労勲章
「料金は演奏後の気持ち払い」で :フルーティスト篠

原 猛さん

NPO法、12月施行政府決定

京都賞にパイク氏ら

千 宗室

亀田 訓生

大笹 吉雄

10活字になったメセナ [1998年度]

読売新聞・夕刊

日刊工業新聞

日本経済新聞「追想

録」

毎日新聞

毎日新聞

流通サービス新聞

朝日新聞・夕刊

読売新聞

日本経済新聞

日本経済新聞「交遊

抄」

陸奥新報「文化短信」

電通報

読売新聞・夕刊

日本経済新聞・夕刊

毎日新聞・夕刊

読売新聞・夕刊「スポ

ツト」

日経流通新聞

日本経済新聞「文化往

来」

日本経済新聞・夕刊

流通サー ビス新聞

日本経済新聞「回転い

す」

毎日新聞・夕刊

東京新聞

日本工業新聞

毎日新聞・夕刊「現代
アート考」

東京新聞「大波小波」
日本経済新聞「回転い

す」

毎日新聞「ひと」

毎日新聞・夕刊

日本経済新聞

9806 12
98.06.12

9806 12

9806.12
9806 12
98.06 12
98.06.13

98.06.13
98.06.13
9806.13

355

9806 13
9806.15
98.06.15
9806.15

9806.15
9806.16

9806.16

9806 16

9806 16

9806 16

9806 17

9806 17

98.06 18
98.06.18

9806.18
9806.18

9806 18

9806.19
98.06 19

9806 19

98.06.19
98.06.20

朝日新聞・夕刊

朝日新聞・夕刊
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画廊ネットワーク拡大 :美術めぐる環境が激変 生き

残り模索

平成10年度文化庁派遣芸術家在外研修員決まる :メ

ディア芸術部門が新設

初の民間写真図書館オープン :モ ール写真パラダイ

ム・パラダイス研究所

ナビオ美術館7月 で開館ヘ

死蔵名画続々海外へ売却
「名画強奪」とイタリアの闇

舞台芸術の祭典 静岡で :シ アター・オリンピックス

能・狂言はやつてみるべし:一流能楽師が極意を伝授

土方舞踏の40年 と今後 :「上方巽・98」

小道具展示館オープン :世界のミフネ着用の甲胃など

作曲委嘱を県が助成

世界の演劇人、来春静岡に集結

恒例の日本フィルコンサートに協賛 :日清製粉

97年首都圏企業イベント興行件数 :2けた増→―転 1

%増 スポンサー離れ加速

JAグルーブ岩手 地域密着型メセナ探る

小沢征爾さん「中止を」:桐朋学園富山進出 理事長

に改めて声明文

アジア諸国などの日常生活を映像化 :凸版印刷・千里

文化財団

オペラ・モーツアルト「フイガ回の結婚」ペア5組招

待

オーケストラの未来 :求む 人生かける指揮者

県民アワー :「文化経済シンポジウム」企業メセナの

未来を探る

ワコール会長 塚本幸―さん

「地球に足あとをつけたい」:新国立劇場芸術監督・演

出家 渡辺浩子さん

新国立劇場「オペラ研修所」:目指せ未来の大歌手を

活発なメセナ活動展開 :神戸の企業2社美術館建設や

コンサート (フ エリシモ、パソナ)

インテルが昨年に続いてスポンサード:「NY・ ミュ

ージック・フェスティバル」
「心」の伝統に学べ :「芸術」軽視見直しを

いのちの喜び触れる美術館

インド映画ブームも :ミニシアターが上映

国際舞台へのデビユーを実現させるフィリップモリス

アート アワードの展開 :受賞者たち (96年 )、 その

後の活躍

企業の社会貢献度ランキング98

イタリア国立歌劇場改革の嵐～イタリア・オペラよ汝

はいずくに行くのか 1(上 )

國吉 和子

山折 哲雄

永竹 由幸

日本経済新聞「文化」

新美術新聞

新美術新聞

新美術新聞

読売新聞

日本経済新聞

朝日新聞・夕刊

日本経済新聞・夕刊

読売新聞・夕刊

読売新聞・夕刊

読売新聞・夕刊「フロ

ッピー」

日本経済新聞「文化往

来」

日本食糧新聞

日本工業新聞

日本経済新聞

日本経済新聞・夕刊
「伝言板」

朝日新聞「探究」

山口新聞

読売新聞

読売新聞「遺された言

葉」

日本経済新聞

産経新聞

電通報

読売新聞「エミール再

論」

日本経済新聞「作る創

る 木と共に①」

日本経済新聞

月刊ギャラリー

THE 21

音楽芸術

980620

980621

980621

9806.21
98.0622
98.06.22
9806.23
98.0623
9806.24
980624
98.06.24

980624

980624
98.06.25

9806.25
980625

980626

9806.26

980627
98.06.28

9806.28
980628

980628
98.06.29

980629

980629

9806.29

98.06.30
9806

9806
9806

日本農業新聞

毎 日新聞



10活字になったメセナ [1998年度]

I Goody 1  98.06 357第8回 「出光賞」受賞者が決定

「言葉が光る時代にしたい～阿久悠展」:日動火災ほか

私蔵美術品の公開へ弾み :登録美術品に限り 最優先

で相続税の物納

館長、作品も借りもの

新設・博多座に思う :未来の芸術生む源泉

日本人初、佐藤美枝子さん優勝 :チ ャイコフスキーコ

ンクール 女性声楽部門

資生堂、社会貢献伝える案内書「SISEIDO SOC:AL
STUDIES」 まとめる

チヤイコフスキーコンクール 声楽で佐藤さん優勝 :

日本人初

ナチスの略奪美術品39カ国が行方を調査 :金塊は虐

殺救済基金に

チヤイコフスキーコンクール声楽部門で日本人初の優

勝 :佐藤美枝子さん

モデイリアニの名画売却 :英の富豪 日本文化研究所

に全額の9億円寄付

合唱朗読劇「徳子の恋」:入場券に点字で日時、場所

村おこし・災害 旅費や宿泊支援 ボランティア割

引 :国土庁NPO化検討

美術館の危機 :デフレの悪循環に陥るな

小劇場「シアターX」 プロデューサー上田美佐子さ

ん :来月にはダンス祭典

障害者の芸術に注目 |:「エイブル・アート・アワー

ド」

NPOス タッフ平均年収300万未満が7割 :労働省調

査

第6回読売演劇大賞 :中間選考報告

佐藤美枝子チャイコフスキー・コンクールで快挙

画廊が仕掛ける公募展 :才能発掘へ双方向作戦

ニッセイ名作劇場35年目で大台達成 :500万人突破

東京国立博物館で「中国古代漆器展」トヨタ財団が共

催
「声と歌の芸術」にこだわり新劇場に血を通わせる多

彩な人脈 :五十嵐喜芳氏

山種美術館移転停止の仮処分申請取り下げ

公益法人 独立機関で審査を 1設立許可・監督権 官

庁に集中
「独自のスタイル確立したい」:新国立劇場 新舞踊監

督の牧氏

注目集めるソウルの安藤忠雄展

若手音楽家の育成 :情熱燃やし続ける非営利団体

YCA
新国立劇場オペラ部門次期芸術監督 五十嵐喜芳さん

音楽活動にしヽそしむ企業トップ :経営と和音奏でる?

日本経済新聞・夕刊 980708

加藤 種男

畑中 良輔

98.07.01

98.07.01

98.07.01
98.07.01
98.07.01

98.07.01

98.07.01

98.0701

98.07.02

98.0702

98.07.03
980704

銀座のタウン紙 ポル

ト パロール

新美術新聞

新美術新聞「色調」

西日本新聞

読売新聞・夕刊

日経産業新聞

毎日新聞・夕刊

毎日新聞・夕刊

読売新聞「顔」

日本経済新聞

毎日新聞

朝日新聞

朝日新聞「探究」

毎日新聞

毎 日新聞

産業経済新聞

読売新聞

読売新聞・夕刊

日本経済新聞・夕刊

産経新聞

日刊工業新聞

毎日新聞

朝日新聞

朝日新聞・夕刊

朝日新聞・ 夕刊

朝 日新聞・ 夕刊

読売新聞「顔」

日本経済新聞・夕刊

9807.08
980709

980709

980709
980709

980709
980709

980707
98.07.07
980707
9807.08
98.0708
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学生が現場実習

「デザインの世紀」を直感した人 :塚本幸一氏を悼む

青木保さんと考える :文化相対主義と世界秩序
「カタルーニヤの熱い風」

MCO欧米ツアー :費用は企業のメセナ頼り

麻布美術工芸館が資金難で閉館

アバナートの作品募集はじまる

1999年に福岡アジア美術トリエンナーレ

怪奇、山一証券絵画管理簿

アジアから新ししヽ理想|ま生まれるか

オペラのチケツトを20組40人 に進呈 :ポーラ化粧品

本舗

ベネッセのワンダーゾーン探検隊

オペラと戯曲の創作作品募集

共同製作を推進する新国立劇場

アートマネジメント講座の「東京会議」

企業メセナ継続を :日本生命財団の小林幹司理事長

牧阿佐美が舞踊監督に :新国立劇場

磐越道沿線の美術館がスクラム

シンポジウム「アメリカの政策に影響を与える

NPO・ NGO」

人間軽視の会社は危うくなる :資生堂の福原義春会長

新国立劇場演劇部門芸術監督・演出家 :渡辺浩子さん

美術館や博物館割引地下鉄プリベイドカード発売

新宿300年 花園神社350年 :ゆ かりの演劇人、記

念公演
｀
市民に使われている所だけ

″
公共建築100選 を募集

トヨタ財団が22日 から中国古代漆器展

個人の熱意で静かに進む舞台輸出

三宅 一生

清水 敏男

諸丼 誠

日本経済新聞・夕刊
「街に溶け込むNP03」

毎日新聞・夕刊

読売新聞・夕刊

読売新聞・夕刊「話の

港」

茨城新聞

新美術新聞

新美術新聞

新美術新聞

新美術新聞「色調」

新美術新聞「新美術時

評」

読売新聞・夕刊

読売新聞・夕刊

読売新聞・夕刊

日本経済新聞「文化往

来」

毎日新聞・夕刊

佐賀新聞

読売新聞・夕刊

日本経済新聞「文化往

来」

毎日新聞

朝日新聞

朝 日新聞・夕刊「惜

月」」

読売新聞

朝日新聞・夕刊

読売新聞・夕刊

日本工業新聞「催事

記」

日本経済新聞「文化往

来」

毎日新聞・夕刊

流通サービス新聞

朝日新聞「地域通信」

日本経済新聞「文化」

毎日新聞

日本経済新聞

政府刊行物新聞

朝 日新聞

電通報

毎 日新聞

980709

980709
98.07 10
9807 10

9807 11
9807 11
9807 11
9807 11
9807 11
9807.11

98.07.13
9807.14
9807.14
98.07.14

9807.13

9807 13
98.07.13
9807.13

9807 14

9807.15
9807 15

9807 15
98.07 16

9807 16
98.07.16

9807 17
9807 17

98.07 18
9807 18
98.07.18

98.07.17

98.07.19
9807.20
980720
98.07.20
980720

「G9」 :新興9ギヤラリーがデモンストレーション

「中国古代漆器展」:ト ヨタ財団など 漆芸品100点

展示

心の豊かさ もつと目配りを

演劇、社会変える力に :ス ウェーデンの事例を探る

第8回わんぱく絵画コンクール :地域密着で増える応

募

香川県・直島 :瀬戸内に浮かぶアート島

「芸術文化白書」1998:メ ディアがつくる大衆文化

つか劇団新宿の陣

メデイアパーク建設中 :本L幌テレビ

NPO活動を支援 :「サポートセンター」設立ヘ



第4回彩の国さいたまアーチスト・イン・レジデンス

トヨタ・アートマネジメント講座 :全国8地域で開催

子ども劇場 。おやこ劇場連絡会全国大会始まる

つげ義春の漫画「ねじ式」を映画化 :石井輝男監督に

聞く

ANO THER LANDSCAPE展 .:斎藤言己念川回現代美

術館

美術品などのデジタル情報 預託・運用で新会社 :日

立・凸版・朝日新聞

パソナグループ 障害者の作品展開催

朝比奈隆らが指揮 :ア フィニス音楽祭

メセナで夢づくり:井澤金属

銀座 「並木座」9月 に閉館 :邦画の灯守り45年

NPO:「公」担う民間組織 広がる活躍の舞台

子供たちに本当の感動を :ニ ッセイ名作劇場
「ニッサン重話と絵本のグランプリ」作品募集

気軽に病院コンサート:障害ある八―プ奏者ら支援団

体結成

大山綱明さんら「サロン・オーキツド」:ダンス通じ

て親ぼく

「サントリーホールで音楽しよう」:ライブ感覚で楽し

んで

バンドで政治メッセージ :参院議員 林芳正さん

第8回わんぱく絵画コンクール締1,刀 は9月 16日

おりゅうさん

地方自治国際会議 :NPOとの協調指摘

米国の子供劇場 :日生劇場に初来日

ひしめくアマチユア小劇団

「まちかどのフィランソロピスト賞」に横浜の今井さ

ん
「企業の名品 アートコレクション展」～印象派の起

源からエコール・ド・パリまで～

法と表現 :問われる「作品と空間」

ポーラ化粧品が東京フィル八―モニーに協賛

真夏のジャズ・フェスティバルふたつ、久しぶりに実

現
「音楽文化の振興のための学習環境の整備に関する法

律」について

新宿ロフト再び危機 :入居のビルに競売申し立て

フィリップ モリス アート アワード1998入賞者決

まる

ポーラ美術振興財団平成 10年度助成決定 :43件、

9918万円

「諏訪市原田泰治美術館」がオープン

大滝 譲司

文化庁文化部

地域文化振興

課

10活字になったメセナ [1998年度]

新美術新聞

新美術新聞

毎日新聞・夕刊

毎日新聞・夕刊

朝日新聞

日本経済新聞・夕刊

流通サービス新聞

日本経済新聞・夕刊

日刊工業新聞

日本経済新聞

朝日新聞

読売新聞・夕刊

日本経済新聞・夕刊

朝日新聞

日本経済新聞

毎日新聞・夕刊

毎日新聞・夕刊「現代

アート考」

日経トレンディ

週 刊 ポ ス ト「HOT
LINE連載288」

社会教育

産業経済新聞

新美術新聞

新美術新聞

新美術新聞

毎日新聞・夕刊「人・

模・様」

日本経済新聞

毎日新聞

朝日新聞・夕干」「窓」

日本経済新聞

日本経済新聞・夕刊

日本経済新聞・夕刊
「DATAアイ」

毎日新聞

夕刊

9807.21
980721
980721
980721

359

980722

980722

980722
98.0723
98.0724
9807.24
9807.25
980725
9807.25
980727

980728
9807.28
980730
9807.30
9807.30
98.0730

980727

980727

980730

980730

980730

9807
9807

9807

980801
980801

98.08.01

980801
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大原美術館に8億円寄付 :元クラレ社長夫人より遺贈

いわき市立草野心平記念文学館オープン

札幌・PMFの若手指揮者たち :ア ジア発の個性のび

のび世界ヘ

映画復興へ小ロフアンド:通産報告書提案

アジアの舞台芸術家ネットワーク化探る

ボランテイアの時代・NPOが社会を変える

足踏みすれば4ビート :マルサリスのジャズ教室

才能ある若手に権限を :人選難航、新国立劇場 浸劇

の芸術監督

社会人のための演奏会 :ト ヨタ自動車アフター5コ ン

チェルトに喝宋

第10回 日本フアンタジーノベル大賞

牧阿佐美次期監督が舞踊の公演計画発表 :新国立劇場

文化を守るのは県民 :西嶋公―氏

地元の若手にもチャンス与える :金井清氏

広がり根付くボランテイア :企業が多彩な支援制度

スペインの美術館 :施設レンタル維持費を稼ぐ

続100年 の語り部 :女優バネッサ・レッドグレープ

さん

「東京会議98アートマネジメントの力」:新たな才能

を発掘 長い目でサポート

適
｀
財
″
適所

小学生企画の美術展、東京で開催

例年になく低い映画雇用成長率

オーチャードホール企画担当に黒田氏 :東急文化村

今年も、確かな成果を胸に :PMF 1998
企業所蔵の絵画 :モ ネなど70点公開

地域は舞台

「鬼畜大宴会」がグランプリ :タオルミナ国際映画祭

アートマネジメントが注目 :時代開く才能発掘ヘ ジ

ヤンルこえた議論白熱 東京でシンポ

アートマネジメントと|ま?:東京でシンポジウム

水戸市芸術振興財団の新理事長 :森 英恵さん

広重の名作公開 :銀座 。東海ギヤラリー「アー ト広

重」

映画界の新しい流れ :求められる観客の
｀
力
″

新たな才能発掘担うアートマネジメント:東京でシン

ポ 必要性、役割りを論議

芸舞妓をパチリ:村田製作所副社長の泉谷裕さん

吉竹 達男

鳥井 信一郎

新美術新聞

新美術新聞「ニューズ

ボックス」

朝日新聞・夕刊

朝日新聞・夕刊

日本経済新聞

日本経済新聞「本棚」

日本経済新聞

朝日新聞・夕刊

電通報

読売新聞

日本経済新聞

日本経済新聞「ニッポ

ン仕掛人国記」

日本経済新聞「海風山

風」

読売新聞

日本経済新聞・夕刊

「海外ウェーブ」

毎日新聞

山形新聞

読売新聞・夕刊「潮音

風音」

日本経済新聞「文化往

来」

毎日新聞・夕刊「八リ

ウッドファイル」

日本経済新聞・夕刊

日本経済新聞・夕刊

日本経済新聞・夕刊

日本経済新聞・夕刊

「あすへの話題」

毎日新聞・夕刊

工國新聞

神奈川新聞

朝日新聞「ひと」

日本経済新聞

毎日新聞

新潟日報

日本経済新聞「あの人

消息この人」

9808.04
9808.04

980801
980801

980801

980801
98.08.01
980801
980802
98.0803

980803

980803
980803
980803

9808.03

980804

980805

9808.05

980805

980805

980806
9808.06
98.0806
980806

980806
9808.07

980807
980807
980807

980807
980808

980808



美と知の歴史が一堂に会する :資生堂初の企業文化展

開催ヘ

芸術文化の振興に役立ちたい :「東京会議
′
98アート

マネジメントの力」開く トヨタ自動車など

最先端の文化を感じよう :NYCVBが 新聞広告

第10回 !NAXヨ ーロッパデザイン賞決まる
｀
印象派～エコール・ ド・パリ

″
:「企業の名品アート

コレクション展」

ワークショップのCD― ROM:大 日本印刷より刊行

LL種美術館が千代田区三番町に仮移転

新聞が面白くない理由

第10回 世界文化賞決まる

新機軸による新潟の現代美術展

東京国際声楽コンペ :オペラ歌手発掘と育成

評論家について :漫才よろしく、ボケやツッコミも

アジア子供アート・フェスティパル :識字運動支

援 国際理解を深める狙いも

ダンススクールの風営法規制対象除外、11月から

越後杜氏の聞き書き調査を続ける :茂手本潔子さん

何のための景気回復か

企業の名品アートコレクション公開

90・ 7・ 3 本し幌「PMF」 バーンスタインの贈り物

チエン・ウェンピン指揮PMF:音の線のからみ鮮明

補助金受け建てたミカン即売所 浮世絵美術館に化け

た

これが僕らの 「世界一」

名画並べて自由に物語 :世田谷の児童ユニーク創作

20年ぶりのキヤンバス :ゼ ビオ社長の諸橋延蔵さん

絵になる我が家 :ニチメンホーム湘南社長の小林俊三

さん

リブロポート、トレヴィル、ペヨトルエ房 美術書出

版3社活動停止

美術館長を兼務 :プラネット社長の玉生弘昌さん

映画・小説の娯楽作品 ネット肥大社会に警鐘 :ルー

ル作り後手に

歌舞伎普及に意欲 :エー・ジー・ピー社長の内田勝巳

さん

清水 敏男

吉松  隆

三浦 雅士

佐渡 裕

10活字になったメセナ [1998年度]

電通報

電通報

電通報

新美術新聞

新美術新聞

新美術新聞

新美術新聞

新美術新聞「色調」

新美術新聞

新美術新聞「新美術時

評」

読売新聞・夕刊

日本経済新聞

日本経済新聞「文化往

来」

産経新聞

朝日新聞・夕刊「クラ

シック空耳メモ」

読売新聞

毎日新聞

毎日新聞「ひと」

朝 日新 聞・夕刊「文

化」

東京新聞

読売新聞・夕刊

日本経済新聞・夕刊

「クラシツク」

朝日新聞

朝日新聞・夕刊「カミ

ングイン」

読売新聞

日本経済新聞「あの人

消息この人」

日本経済新聞「あの人

消思この人」

読売新聞・夕刊

日本経済新聞「あの人

消息この人」

日本経済新聞

日本経済新聞「あの人

消息この人」

98.08.10

9808 10

361

9808 10
9808 11
9908.11

9908.11
9908 11
9908 11
99.08 11
9908 11

98.08 11
9808.11

9808.11

9808 12
9808 12

9808 12

98.08 12
9808 12
9808 13

9808 13
98.08.13
9808 13

98.08.14

9808.14

14

14

98.08 14

9808 15

9808 15

9808 15

9808 15

夢捨てす
｀
第二幕

″:奥山和由

銀座の新店予定地で年末までギヤラリー :エルメスジ

ャポン

ジョン・ケージの遺作、新潟で公開
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校舎も個性、大切に

プロ野球指導者に資格制度導入を

眠つている名作を :「企業の名品アートコレクション

展」

企業メセナの新しい風

ワークショップROM発行

美術館で漫画展 :目立つ大人、アートと接近

インド映画紀行
「リサイクル法」の内幕 :官民約100人 に会い出版 :

寄本勝美さん

心動かす映像求めて

東響・サントリー音楽賞受賞記念コンサート

ジャズ演奏で心のゆとり :稲畑産業社長の稲畑武雄さ

ん

東京国際声楽コンペティション・98:最高位にソプラ

ノの野田さん

日本アマグラム大賞募集

韓国の日本映画解禁 :非商業ベースも一案 公共機関

の相互交流で

法人住民税 非営利組織の減免を :日本青年会議所が

要望書

時間預託ボランティア :定年後の男性に活躍の場

戦争遺跡保存の課題 :文化財認知されず後手にまわる

行政

世界で最も美しい オペラ八ウス再建 :日本のフアン

が募金で「恩返し」 伊のフェニーチェ劇場

第1回 「まちかどのフイランソロビスト賞」を受ける

今井保太郎さん

迷惑電話シヤツトアウト:携帯

私の実学経済論 :アサヒビール会長 樋回廣太郎氏

故郷を舞合に「村おこし映画」をつくる :後藤俊夫さ

ん

西友八ワイから完全撤退 :9社を清算、特損342億円

最新のオペラ舞台備える :びわ湖ホール来月オープン

ブーシェ製作のギターによるリサイタル

アーケードを画廊に :大津に現代美術家18人招き活

性化

多様化する芸術の「見本市」

千人を無料招待 :10月 に多治見で共立グリーン八―

モニー

ドイツ祝祭劇場が破産寸前
「アジア・フィルム・フェスティバル」NHKが製作費

支援

まちと生きる :みんなの夢 映画館で大写し 岩手県

宮古市

映画人気、複合館に脚光 :外資が出店攻勢

玉木 正之

橋本 一仁

佐藤 忠男

金子 建志

石坂 健治

杉本 洋子

日本経済新聞

毎日新聞・夕刊

産業経済新聞

四国新聞「論点香川」

朝日新聞「舞台裏」

日本経済新聞

日本経済新聞「文化」

朝日新聞・夕刊

朝日新聞・夕刊「歩

く」

読売新聞・夕刊

日本経済新聞

産業経済新聞

朝 日新聞

朝 日新聞・夕刊

日本経済新聞

日本経済新聞・夕刊

朝日新聞・夕刊「単眼

複眼」

読売新聞

読売新聞「顔」

読売新聞・夕刊

毎日新聞・夕刊

朝日新聞「ひと」

毎日新聞

毎日新聞・夕刊

日本経済新聞

日本経済新聞「文化」

日本経済新聞「文化往

来」

岐阜新聞

産業経済新聞

読売新聞・夕刊

日本経済新聞

日本経済新聞・夕刊 980824

9808 15
9808 15
9808 16

9808.16
9808.16
9808 16
9808 16
9808 17

9808 17

98.08.17
9808 17

9808 18

98.08 18
98.08 18

9808 18

9808 18
9808.19

9808 19

9808 19

9808 19
9808.19
980820

980820
980820
980821
9808.21

980821

98.08.22

9808.24
9808.24

980824



10活字になったメセナ [1998年度]

兵庫県立芸術文化センター着エヘ

美術館のワークショツプ活動をCD― ROMにまとめた

大月ヒロ子さん

BeSeTo演 劇祭10月 に増上寺で開催

遊んでいいよ博物館で :恐竜化石、触つてみる

の服着て土器作る

「2年目」の東京オペラシテイ

縄 文

「芸術見本市」来月4、 5日 :劇場のあり方演劇人シン

ポも

「ザルツブルク」後援 企業に長期的利益大きく :ネ

スレ会長ヘルムート・マウ八―

ソフトキャピタル 自動車こえるか、映像ビジネス

メセナ

舞台芸術全体を活性化 :来月4・ 5日東京で芸術見本

市

浅草の街づくリ ビートで勝負

映画作り学んだ夏 :監督の卵たちに期待

第8回芥川作曲賞に伊藤弘之氏

バブル期の胸算用 泡と消え売却断念 :東大の六本本

研究所跡地文化庁展示施設などに利用

大阪の宮司が基金づくりで支援 :若手アーティストを

世界ヘ

フランク・ロイド・ライト :「障子」が教えたシンプ

ルさ

NPO学会来春発足 :学者・実務者交流の場に

音楽の世界に国境はなし「第17回 日本ナショナルミ

ュージックキヤンプ」に韓国学生を招待しての演奏会

は大成功 |

ルツェルン夏の音楽祭が60周年 1新コンサートホー

ル完成

独自のCGワールドを語る :河口洋一郎氏

仕事とは違う充実感を :住友商事社会貢献室 宮廻美

明さん

「卜∃夕 。アートマネジメント講座」を全国8地域で

開催

講演 「バ ッ八 カ ンタータを識る ライプツ イヒ

1723」 神戸で開催

国立西洋美術館2年ぶり全館開館 :前庭地下に企画展

示館

水戸市芸術振興財団の理事長に就任して :森英恵

文化施設共通割引利用券

スイス・ルツェルン国際音楽祭 :60周年華やかに

「伝統」に飽き足らず新人発掘に意気込む :仏出版界
「映画の現場を実感」:第 5回 HAGI映画祭CINEMA塾

日本経済新聞「文化往

来」

読売新聞「顔」

日本経済新聞

朝日新聞

日本経済新聞「文化往

来」

毎日新聞・夕刊

日本経済新聞「私の履

歴書」

毎日新聞

室蘭民報「忙中閑」

朝日新聞・夕刊

日本経済新聞

日本経済新聞・夕刊

産業経済新聞

産業経済新聞

産業経済新聞「アー

ト」

朝日新聞

日本経済新聞

サ ンデー毎 日

産業経済新聞

電通報

毎日新聞・夕刊「私と

ボランテイア」

音楽芸術

音楽の友

新美術新聞

新美術新聞

新美術新聞「虫眼鏡」

読売新聞・夕刊

読売新聞・夕刊

毎日新聞・夕刊

980824

98.0826

980826
980827

9808.27

980827

980828

9808.28
980829
980829

980829
980829
98.0830
980830

980830

980830

363

980830
980830

980831

98.0831
9808.31

98.08

9808

980901

980901
9809.01
98.0901
980901
980901



364

第6章 |メ セナ・データ

ディアギレフの道産 :人間の幅広い理解と共感

障害者の芸術 :ネ ットで人気投票 プロ16人の作品
｀
展示

″

疾駆けたギヤラリーの記録展 :笹木繁男さん
「900円 コンサート」50回目

丸の内に美しい景観を :守 りたい大正建築

サントリー・サマー・フェステイパル「音楽の現在J

敬老の日 :「メセナ」研究し修士論文

ドウマゴ文学賞に矢作氏の「あ・じゃ・ばん」

文化支援へ意見交換 :全国メセナ会議

企業生き残り 小さなことからケチケチと

パルテノン多摩過去最高14万 2450人

ドウマゴ文学賞に矢作俊彦氏

漫画にもアートの市民権 :美術館の漫画展 花盛り

秋吉台20世紀音楽祭、10年 で幕

ピアノ連弾が結ぶ心の絆 :かやぶきの音楽堂でコンク

ール開く エルンスト・ザイラー氏

劇作家の横内さんら中心に町ぐるみ演劇育成 :神奈

川・厚本

世界での名声、母国での孤独 :黒沢映画が照らす「文

化度」

サントリー音楽財団・サマーフエステイヴアル :多彩

な英国音楽シーン

60周年を迎えたルツェルン音楽祭 :ホ ール建築、投

票で決定

南京1937 スクリーン切り裂きに実刑 :地裁「表現

の自由へ脅威」

メセナ組織が交流 :28団体 全国会議始まる

コンサート出前一丁 !新潟商議所 中学校対象にメセ

ナ活動
「日本の作曲」プロジェクト始動 :戦後創作の集大成

に

趣向凝らした催しで企業PR:マ クドナルドミュージ

アム館長 園木知子氏

経営文化学のすすめ :体系化で新たな課題に対応

歌舞伎すそ野拡大ヘワークショップ

芸術作品手で触れ理解

地域文化発展めざし芸術活動を後押し :メセナを考え

る全国の組織会議

大津にオペラ八ウス開館 :幕あいに琵琶湖を一望

20世紀「大衆芸術革命」の輝き :ポ ップ・アート展

工夫凝らした「芸術見本市」

公共空間のアー ト、保守策探る 9809 15

江戸 京子

森 まゆみ

楢崎 洋子

青木 保

長坂 寛

斉藤  明子

毎日新聞・夕刊「音の

回廊」

読売新聞

読売新聞・夕刊

朝日新聞・夕刊

毎日新聞

毎日新聞・夕刊

朝日新聞・夕刊

毎日新聞

佐賀新聞

毎日新聞・夕刊

産業経済新聞

産業経済新聞

産業経済新聞・夕刊

日本経済新聞「文化往

来」

日本経済新聞・夕刊

産業経済新聞

読売新聞・夕刊

日本経済新聞・夕刊

毎日新聞・夕刊

読売新聞・夕刊

佐賀新聞

新潟日報

読売新聞・夕刊「フロ

ツピー」

日本経済新聞・夕刊

朝日新聞・夕刊

日本経済新聞「文化往

来」

北海道新聞「私とボラ

ンティア」

佐賀新聞

日本経済新聞

読売新聞・夕刊

読売新聞・夕刊「フロ

ッピー」

日本経済新聞「文化往

来」

98.09.02
980903
98.09.03
980903
980904
98.09.04
980905
9809.05
980907
980907
98.0907
980907

980901

980902

9809.07

98.0908

980908

98.0908

9809.08

9809 10

98.09.11
98.09.11

9809 11

9809 11

9809 12
9809 12

9809 12

9809 13

9809 13
9809 14
9809 14



全日本アートサロン絵画大賞展を語る

「複製名画」30点を老人ホームに寄贈 :日税サービス

など23社
「高校生の文芸道場」:文化庁 活字離れに

｀
待った

″

「ばんえつアートライン」提唱 :し わヽき市立美術館学

芸係長 佐々本吉晴氏

秋吉台国際芸術村がオープン

2つの創成記

個性派図書館、使えます

第65回東京ガス・サロンコンサート「田村明子ピア

ノコンサート」
「全国子ども劇場おやこ劇場連絡会」25周年

日本NPO学会設立ヘ

ライトアートの逢坂教授に決定 :第 2回ロレアル大賞

全国メセナネットワーク :初代座長に宮地前信大学長

国立7館の独立法人化 :美術館の役目論じる契機に

唐津焼の窯付き住宅地分譲へ :佐賀

名画座の黄昏 :銀座・並木座も22日 に幕

途上国工芸品に日本の
｀
味
″:NGOが デザイン支援

ラフォーレ原宿 20周 年で特別展

3大テノールの功罪 :歌手の時代を象徴

まぶしい「会館」近所迷惑 :奈良市

地方美術館のネットワーク
｀
ばんえつアートライン

″

発足

丸の内に期間限定アート・スペース

アジア初の国際美術評論家連盟 (A:CA)大会

北陸地域における現代ガラスアートの動向

「近代」を「非近代」で包囲する展覧会

八ケ岳高原音楽祭、多彩に

NPOと 関西

フイランソロピー定着へ個人賞

NGOの真価が問われる :国際交流賞

日本の名作映し続け45年 :銀座並木座終

障害者アートあなたが審査 :ネ ットで人気投票
「初心者の作品上映」:映画製作講座で才能育てる

疲弊する米の美術館長

きよう末吉町で「メセナシアター映画上映会」

銀座「並本座」が閉館 :45年 の歴史に幕

舞台芸術学院倉」立50年 :公立養成所ない中、人材輩

出
「山種美術館」移転反対声明
「四季劇場」完工式典

育てミュージカル :「四季」劇場完成

「サイトウ 。キネン」オペラで収穫

牛尾 '台 朗

清水 敏男

亘 英太郎

岩淵 潤子

厚武 田

10活字になったメセナ [1998年度]

産業経済新聞

産業経済新聞・夕刊

産業経済新聞・夕刊

日本経済新聞・夕刊

朝日新聞・夕刊

日本経済新聞「交遊

抄」

朝日新聞・夕刊

日本経済新聞・夕刊

毎日新聞

毎日新聞

毎日新聞・夕刊

信濃毎日新聞

読 売新聞・夕刊「手

帳」

日本経済新聞

日本経済新聞

日本経済新聞

日本経済新聞

日本経済新聞

毎日新聞

新美術新聞

新美術新聞

新美術新聞

新美術新聞

新美術新聞「新美術時

評」

朝日新聞・夕刊

朝日新聞・夕刊「窓」

日本経済新聞「文化往

来」

毎日新聞

産業経済新聞・夕刊

朝日新聞

朝日新聞・夕刊

読売新聞・夕刊

鹿児島新報

毎日新聞

毎日新聞

毎日新聞

産業経済新聞

読売新聞

日本経済新聞「文化往

来」

9809 16
9809 16

9809.16
9809.16

98.09.17
9809 17

9809 18
9809 18

365

98.09.18
9809 18
9809 18
98.09.19
98.09 19

98.09 19
98.09.19
9809.19
98.09 19
98.09.20
98.0920
98.09.21

98.0921
98.0921
98.09.21
98.09.21

98.0921
98.09.21
98.09.21

980923
98.09.24
980924
98.09.24

98.09.21
980922
98.0922
980922
98.0922
980923
980923
980923
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女優、スポーツ選手ら有名人が選んだ「私の好きな東

京」展

「厳冬景気」に凍えるメセナ :継続に努める企業も

千年文化・源氏物語完成コンサート開催

映像の源氏物語に協賛パイオニア

どうなる博物館、美術館 ｀
非国営化

′′
に疑間と不安

博物館から見たメセナについて

バブル絵画の後始末 :こ こにも「公的資金」投入?
｀`NYや しへに行かないで

″
ミネアポリス美術館が新聞

広告

マン八ッタン新42丁目計画

アジアフォーカス・福岡映画祭
′98

アートマネジメント・シンポジウム・セミナー「オー

ケストラの課題と解決策」

企業メセナは国内施設にも

来月31日から9日 間 :東京国際映画祭

NPOの資金づくり運営方法を学ぶ講座

「千田是也賞」を創設 :毎日芸術賞演劇部門

源氏物語に特別協賛

日本の億万長者

市立小諸高原美術館開館

小牧での高山辰雄展 :メナード美術館

1ド ル演奏会に自信 :横浜市文化振興財団理事長 斉

藤さん

資生堂が初の企業文化展 :120年 の「美」と「知」

たどる

抜群の見やすさ、親密感 :「四季劇場」オープン

名画座の終えん?:邦画専門のしにせ銀座「並木座」

も閉館

バブル期建設の都の施設維持・管理費 :「箱もの」、

都財政を圧迫

不況下の美術

ニキの世界を見てほしい :傾倒し個人美術館設立

英国ロイヤル・パレエ団ダンサー熊川哲也さん退団

落語界 笑えない「襲名難」

メセナ白書1998

音環境ビジネス10年

恐竜発掘調査をホームページで :林原グループが公開

シアタープロジェクトさつぽろ 全国行脚へ

聴覚障害者向けコンサート普及 :企業、八イテク駆使

自宅に開いた父、中村正義の美術館が10周 年を迎え

た中村のりこさん

劇団四季 東京に新劇場オープン

海老沢 立志

産業経済新聞

朝日新聞

電波新聞

日刊工業新聞

毎日新聞・夕刊

博物館研究 (Vol.33
No 9)
日本経済新聞

電通報

電通報「広告人語」

読売新聞・夕刊

日本経済新聞・夕刊
「伝言板」

朝日新聞「声」

日本経済新聞・夕刊

毎日新聞

毎日新聞・夕刊

流通サービス新聞「フ

アイルノート」

Forbes

新美術新聞

新美術新聞「フォトニ

ュース」

日本経済新聞「定期

券」

朝日新聞

読売新聞・夕刊

毎日新聞

朝 日新聞

98.09.28
98.0928
98.09.28

98.0929
980929
98.09.29
980929
98.09.29

9809

98 1001
98.10.01

98 1001

98 1002

98 1002
98 10.02

98 1003

980925

980925
980925
980925
980925
9809.25

98.0927
98.09.28

毎日新聞

毎日新聞

読売新聞

毎日新聞

政府刊行物新聞「白

書」

電通報「風韻」

電通報

読売新聞・夕刊

日本経済新聞・夕刊

毎日新聞「ひと」

98 1003
98.10.03
98.1004
98 1004
98.1005

98 10.05
98 10.05
98 10.05
98.10.05
98 10.05

山口 泰

読売新聞 98 1006



社会貢献で演奏会 :三菱地所

進む日韓映画交流、邦画解禁の機運も

英国映画が生きがいい :ヒ ット続き映画祭も

アジアフォーカス福岡映画祭 :強力な民族文化を再認

識

アートマネジメント学会 `山合で17日 設立 :芸術団

体の支援策探る

肉筆浮世絵海外流出へ :所蔵の麻布美術館閉鎖 27
日にNYでオークション

市民の自立がNPO法の精神
「絶対音感」ブームで独り歩き
「デザイン無断改変」:千葉の造形作家岐阜県を提訴ヘ

日韓交流
｀
夜明けのうた

″
:日本語演奏解禁

新進監督に関心集まる :卜 回ント映画祭日本特集を見

て

北海道テーマに西池袋でフェス

N響発展へ功績 :佐治敬三氏ら3氏に有馬賞
「社長室の名画」展 :栃木県
「アートギヤラリー」開催 :三菱地所住宅販売

日本映画が危なしヽ 秀作は多い 見に行こう :地味で

も人生を凝縮

アップリンク・ファクトリー :新たな文化生む刺激的

なサロン

映画にアジア危機波及 :国境超え合作の動き

美術評論家連盟が山種問題で声明
「湯河原ゆかりの美術館」がオープン

国立館エージェンシー問題でシンポジウム :美術史学

会東支部

墓の分骨化

「鎖国主義では自文化衰退」:金大中大統領 文化人と

懇談

中高年男性福祉ボランティアヘ :NPO法 で出番増え

る

演劇で学ぶ人間関係倉」り :豊かな心回復の場に

日本ボランティア学会発足 :立教大学教授 栗原彬氏

資生堂の歴史が一望に :企業文化展を開催中

スカルソープが来日 :「国際作曲委嘱シリーズ」に出

演

NPOの 選挙戦関与 :日本の規制も論議に

山種美術館移転に反対した学芸員解雇

明治神宮薪能 :八ザマが協賛

劇団四季、原点回帰へ新劇場展開

対話演出するアーティスト :お しゃべりは芸術だ

学園祭 コンサート中止相次ぐ

加藤 哲夫

河原畑 寧

野島 孝―

森 田 勝也

三 上

10活字になったメセナ [1998年度]

日刊工業新聞

日本経済新聞「文化往

来」

日本経済新聞・夕刊

毎日新聞・夕刊

河北新聞

産業経済新聞

朝日新聞「地域通信」

朝日新聞

読売新聞・夕刊

読売新聞・夕刊

読売新聞・夕刊

産業経済新聞

産業経済新聞・夕刊

朝日新聞「青鉛筆」

日本経済新聞・夕刊

毎日新聞

日本経済新聞

日本経済新聞「文化」

新美術新聞

新美術新聞

新美術新聞

新美術新聞「新美術時

評」

朝日新聞

日本経済新聞

日本経済新聞「教育」

日本経済新聞「出番で

す」

電通報

読売新聞・夕刊

朝日新聞

読 売新聞・夕刊「手

帳」

日刊建設工業新聞

日本経済新聞「文化往

来」

日本経済新聞・夕刊

産業経済新聞・夕刊

98.10.06
98 1006

367

98 1006
98 1006

98 1007

98 1007

98 10.07
98 1008
98.1008
98 10.08
98 1008

98 1009
98 1009
98 1009
98.10.09
98 10.09

98 10.10

981010
98 1011
981011
981011

98 1011

98 10 11

9810.11

1012
1012

98.10.13
98.10.13

98 10 13
98.10 13

98.10 13
98 10.14

9810.11
981011
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黒川紀章氏 カザフの首都造り

シアターコクーン戯曲賞受賞「Zenmal」 上演ヘ

不況でコンペ部門一本化 :東京国際映画祭

資生堂の文化「知」と「美」で表現

古川メセナクラブ :宮城大新学部誘致

移動芸術祭 :吉本興業が
｀
参上

″

新国立劇場演劇部門の次期芸術監督になる、栗山 民

也さん

資生堂100年の歴史を展示

千円コンサート人気 :中野区主催

芸術活動支えよう :運営考える学会発足 (仙台)

現代絵画愛する革新派 若者に創造の場提供 :ミ スミ

社長 田口弘氏

演劇部門芸術監督に栗山氏

コクーン戯曲賞受賞作品を上演

新国立劇場の次期芸術監督に栗山民也氏

東フィル定期演奏会 ポーラが90人を招待

日本映画上映権過熱する争奪合戦 :解禁にらみ韓国

スペインの映画祭で邦人初の新人監督賞

美術館で疲労回復?:アート露天ぶろ完成

商業演劇の危機感 :トイレと人気女優が象徴

「スパイラル」使わないで :赤字の五輪施設「否定的

文脈では」

韓国で日本文化解禁へ :高い関心、走る業界

韓国で日本文化開放の動き :映画・歌謡曲 具体策を

期待

芸術文化下支え :日本アートマネジメント学会発足式

12月 に芸術劇場 :十六銀行、メセナ活動の一環

美と知のミーム、資生堂展 :一企業の枠を超えて

下町にいきな演劇文化の芽生え :シアターX
「日本アートマネジメント学会」50人が参加し発足式

今度|ま 「世界ダンス賞」に情熱 :ローザンヌ国際バレ

エコンクール生みの親ブランシュワイグ氏

規模縮小される東京国際映画祭

構えず自然に楽しんで :日本生命保険 森直子さん

韓国、日本の大衆文化開放 :日本文化開放策の骨子

画廊街で絵画集め :日本パレットレンタル社長 坂井

健二さん

韓国、日本の大衆文化解禁 :文化観光相発表

大和町立池田記念美術館オープン :新潟

第1回サンパースト空間アート大賞展

期間限定アートチャンネル登場 :東京・青山「ART
LIFE 2 1」 で

読売新聞

読売新聞・夕刊

読売新聞・夕刊

日本経済新聞「文化往

来」

河北新報

産業経済新聞・夕刊

朝日新聞「ひと」

読売新聞

読売新聞

読売新聞

日経流通新聞

日本経済新聞

日本経済新聞・夕刊

「情報パック」

毎日新聞

産業経済新聞・夕刊

産業経済新聞・夕刊

日本経済新聞

産業経済新聞

朝日新聞「探究」

朝日新聞・夕刊

河北新聞

岐阜新聞

産業経済新聞・夕刊

「スポット」

朝日新聞

毎日新聞

朝日新聞・夕刊

読売新聞・夕刊

日本経済新聞「文化」

日本経済新聞「文化往

来」

毎日新聞・夕干」「私と

ポランティア」

読売新聞・夕刊

日本経済新聞

日本経済新聞

新美術新聞

新美術新聞

新美術新聞

夕刊 98 1020
98.10.21
98.10.21
981021

98 1014
98.10.14
98.10.14
98 10 14

9810.15
98.1015
981015

98.1015
98 10.15
98 1015
98.10.15

98 1015
98.10.15

9810.15
98 1016
98 1016
98.10.16
98.10.17
98 10.17
98.10.17

98 1017
98 10.17

98 10 18
98 10 18
98.10 18

98 10 18
98 10 18
98.10.19

98 10 19

98 1019

98.10.20
98 10.20



ニキ美術館/横浜イセザキ・モール/第4回 アーカス

構想

11七 評の二重基準

美術史学会の独立行政法人化問題シンポジウム

反発しつつ援助に依存 :NPO持続に不安
「文化は人任せにしない」気概示す :美と知のミーム、

資生堂展

韓国の
｀
開放第1号

″
に石田えりさん主演「愛の黙示

録」

韓国が日本文化開放決定 :美術界既に活発な交流 若
い世代に国境なし

企業メセナ復活 :活動費、3年連続増加 低金利策が

思わぬ効果
「金のかかる芸」と|ま :不況で問われる日本の蓄積

だまし絵専門のジェイブ美術館閉館ヘ

韓国「世界化」への模索 :日本大衆文化開放

絵画鑑定書偽造罪で百貨店元課長を起訴 :イ トマン事

件

日本文化デザイン大賞 佐藤しのぶ氏に

日本大衆文化開放

芸術の秋に変わり種コンサート :よ こはまみなとみら

いホール

五輪効果で大都市抜く :昨年度の県内の企業メセナ活

動全国7位にランク

文化功労者 。文化勲章受章者の横顔

文化勲章・文化功労者の略歴

HPで ｀
音楽日めくり

″
:ヤマ八創業日10月 12日 に開

始

文化に貢献、喜びの表彰

開館10周 年機に地域事業に軸足 :伊丹市立アイホー

ル

21世紀へ文化支援 :豊かな地域を育てるため

現代美術の代表作を集めた展覧会「なぜ、これがアー

トなの?」

「夜明けの歌」韓国認めず

韓国が日本映画解禁 :韓国作品も紹介し合作で交流促

進を

ジヤバン発国際オペラ :資金不足で
｀
共闘

″

日米NPOイ ンターンシップ・プログラム参加者及び

奨学生募集
「箱物」予算が65%も :も つとソフト整備を

韓国で初、日本語の歌声 :沢知恵さん

磐越道沿いの美術館ネットワークの旗振り役 :佐々木

吉晴さん

第16回 「小さな重話」大賞作品募集

清水 敏男

吉田 秀和

本宮 正史

1● 活字になったメセナ [1998年度]

新美術新聞

ボックス」

新美術新聞

新美術新聞

評」

朝日新聞

朝日新聞・

複眼」

読売新聞

「ニューズ

「色調」
「新美術時

夕刊「単眼

読売新聞・夕刊

産業経済新聞・夕刊

朝日新聞・夕刊「音楽
展望」

読売新聞

読売新聞・夕刊「文
化」

日本経済新聞

日本経済新聞

日本経済新聞「春秋」

産業経済新聞

産業経済新聞 (長 野

版)

産業経済新聞・夕刊

読売新聞

読売新聞

読売新聞

日本経済新聞

毎日新聞「社説」

朝日新聞「批評の広

場」

読売新聞・夕刊

読売新聞・夕刊「解説

と提言」

日本経済新聞「文化」

日本経済新聞・夕刊
「ガイド・がいど」

毎日新聞

読売新聞

読売新聞「顔」

玉本 正之

毎日新聞 981025

98 10.21

981021
9810.21

98 10.21
98.10.21

981021

98.10.21

98 10.22

98 1022

98 10.22
98.1022

98.1022

98 10.22
98.1022
98.10.23

98 1023

369

98.10.23
98.10.23
98.1023

98.10.23
98.10.23

98 1024
981024

98.10.23
98 1024

98.1024
98.10.24

98 1024
9810.25
98.10.25
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お得な貸しギャラリー :銀座第一ホテル アマチユア

を対象に

才能育成に経済的支援 :ク リス・スミス文化相

レコード音楽が睡眠薬 :福島銀行社長 松本紀さん

劇団解散後初の演出 :「Zenmai」 上演

つか演劇出たい跳ぶ韓国の73人 :「売春捜査官」ソ

ウルで審査

つかこうへい劇団 :ソ ウルで初オーディション

サントリー学芸賞

サントリー学芸賞に9氏

サントリー学芸賞に9氏

芸術文化支援費 不況下でも増額 :メ セナ白書1998

文化を楽しむ「大人の学校」運動を始めた 大山勝美

さん

韓国の邦画上映、第1号決定 :日本人主演韓国人監督

「愛の黙示録」

北斎、歌麿らの肉筆浮世絵 :NYで400点が競売

第3回劇作家大会 来年1月に札幌で

企画庁がNPO室開設

企業メセナ善戦 :件数微減、活動費は上昇 97年度

文化支援、奮闘の企業 :98年メセナ白書 不況映し

活動鈍る

主体性ある活動が定着 :メセナ白書1998ま とめ

ゴッホ展が無料なわけは?
ボランティア・NPO活動 :研究組織相次ぎ誕生

台風7号による文化財被害23億

人を育てる

日本初の「印刷博物館」:東京・小石川2000年開館

逆境に立ち向かうメセナ :実施企業 10ポイント減

活動内容は主体的に

逆境に立ち向かう活動 :メセナ白書まとまる

企業メセナ 社会性重視に :98年 白書

資金ネック、上演ピンチ :歌劇 「アイーダ」

日本文化の開放 韓国の世論三分 :韓国政府調査

CDレ コーダーの販売
｀
解禁

″

逆境に立ち向かうメセナ :98白 書まとまる

逆境に立ち向かう活動 :メセナ白書1998

逆境に立ち向かう活動 :メセナ白書まとまる

企業コレクション :メセナとして文化に貢献

景気低迷響き活動減 実施企業は能動的に :98年版

メセナ白書

逆境に立ち向かう :「 メセナ白書」まとまる

「逆境に立ち向かうメセナ」

東京新聞

読売新聞・夕刊「英国

映画祭から 上」

日本経済新聞

産業経済新聞

朝日新聞・夕刊

読売新聞

読売新聞「ニユースス

ポット」

日本経済新聞

産業経済新聞

東京新聞

読売新聞「顔」

日本経済新聞

日本経済新聞

日本経済新聞

日本経済新聞

河北新報

山形新聞

夕刊

高成田 亨

椎本 正和

四国新聞

朝日新聞

読売新聞

読売新聞

日本経済新聞「交遊

抄」

毎日新聞・夕刊

愛媛新聞

沖縄タイムス

山梨日日新聞

西日本新聞

読売新聞

読売新聞

琉球新報

岐早新聞

日本海新聞

ぴあ

熊本田日新聞・夕刊

静岡新聞

大分合同新聞

98 1026

98 1026

98.1026
98 1027
98.1027

98 1027
98.1027

98 10.28
98.1029
981029
98.1030
98.1030

98.1030
98.10.30
98 1030
98.10.30
9810.30

98 1028

98 10.30
981031

98.10.27
98.10.28
98.1028
98 1028

98 1031
98 1031
98 10.31
981031
98 10.31
98 1031

98 11 01
98 11.01
98 11 02
98 11 02

98.11 02
98 11.02



予算化する企業増加 :企 業メセナ協議会「メセナ白

署争98」 刊行
「逆境に立ち向かうメセナ」企業の実態「白書」に

文化の日 :支援|ま 「公・企業・市民」の協力で
NPO法 :官民で新たな連携も

NPO法人の税32都府県が減免

企業メセナ

逆境に立ち向かう活動姿勢 :メセナ白書まとまる

主体的活動が定着 :メセナ白書まとまる

不況逆手に主体性 :企業メセナ協が自書出版

経済情勢を反映し逆境のメセナ活動 :協議会が「白書
1998」

逆境の中で主体性 :企業メセナ協議会が自書

逆境に立ち向かうメセナ

バツクステージ賞に大村いねさんら3人 :ニ ッセイ文

化振興財団

求道者の如く

企業メセナ97年度逆風の中で善戦

逆境に立ち向かう :芸術文化を企業支援 メセナ白書
まとまる

国内初の宗教情報センターがオープン :東京・文京区

逆境へ立ち向かう企業のメセナ活動 :98年 白警まと

まる

拓銀の蔵書道立図書館へ :3万4000点 、企業史の宝

庫
「日本アートマネジメント学会」が発足
「メセナ白書1998」

不況下で企業メセナ善戦

メセナ白書1998:芸術文化の振興へ 企業が逆境に

立ち向かう
「セゾン文化」|ま文化だったか

小劇場は中央線で :使用料安く都心へ便利

停滞ムードの美術界 :公募展独り勝ちの真相

視覚障害乗り越え世界的バイオリニストに :川畠成道
さん 国内初リサイタル

ネット上にCDコ ピー 音楽著作権侵害に注意

日本の文化「開放」から3週間 手探り続く韓国

不況下でも支援活動 :企業メセナ協「白書」まとめる

芸術家と共生する街に :芸術文化事業研究者 塩谷陽

子さん

社会貢献者147人 を表彰

新人を発掘、育成 :杉村春子賞 来春、第1回決定

街角シネマ灯を消すな :友の会会員続々

日本美術修復計画 :フ ィリップ モリス99年カレンダ

ー基金

キリンコンテンポラリー・アワード98:最 優秀・優

秀賞、該当作なし

大脇 雅子

1● 活字になつたメセナ [1998年度]

電通報

信濃毎日新聞

神奈川新聞「社説」

朝日新聞

朝日新聞

日本経済新聞「春秋」

福島民友新聞

北日本新聞

山陽新聞

新潟日報

長崎新聞「文化」

南日本新聞

日本経済新聞

日本経済新聞「交遊

抄」

茨城新聞

宮崎日日新聞

産業経済新聞・夕刊

東奥日報・夕刊

日本経済新聞

毎日新聞・夕刊

ダイヤモンド「新刊フ

ラッシュ」

デーリー東北

上毛新聞

朝日新聞「対論」

読売新聞・夕刊

日本経済新聞「文化」

毎日新聞

日本経済新聞

産業経済新聞

秋田魁新報

朝日新聞・

毎 日新聞・

読売新聞

読売新聞・

新美術新聞

・夕刊

夕刊

夕刊

夕刊

新美術新聞 98 11 11

98 11 02

98 11.03
98.11 03
98 11 03
98 11.03
98 11 03
98 11 03
98 11.03
98.11 04
9811 04

371

98 11 04
98 11.04
98 11.04

98 11.04

98.11.05
98 11 05

98.11 06

98 11 07
98 11 07

98

98 11 07
98 11 07
98 11 07
98 11 07

98 11 08
98 11 09
98 11 09
98 11 09

98 11 09
98 11.10
98 11.10
9811.11



372

第6章 |メセナ・データ

「ロレアル賞」に逢坂卓郎氏

インターネットWebで ワールドワイドに線を引く

メセナ白書1998:メセナ費予算化企業が大幅に増加

美術館水没

「アーケードアーツ in中 町」を成功させた杉本洋子さ

ん

不況の今こそ文化に理解を

「銭湯空間」再現 :銀座・東京ガスで企画展

鎌倉シネマワールド3年で幕 :松竹、大赤字に「断」

麻布美術工芸館の豪華コレクション :バブルがはじけ

分散

日韓接近願う「文化開放」

松竹、シネマワールド閉鎖 :入場者数が激減し赤字

仏若手奏者が実力披露 :「 JALク ラシツク」

逆境に立ち向かう活動メセナ白書まとまる

英仏戦争 inジ ヤパン「自国文化を売り込め」

地方の文化財行政が問われる

不況に揺れるメセナ :「白書」まとめた岡部氏に聞く

日本電信電話ユーザ協会栃本支部のメセナ活動

李宝春の華麗さに拍手 :台北の京劇団成功納め公演終

了

英ヴアージン・グルーブ 日本で複合映画館事業

日本映画振興に意欲 :東京国際映画祭組織委員会事務

局長 堀江利行氏

大コレクター益田鈍翁の眼

日本発オペラ世界へ :文化と世代超え、渋谷と横浜で

進行中

藤沢市民オペラが25周 年 :「リエンツイ」初演、日

本語で
｀
楽都

″
を目指す仙台市 :オペラ「遠い帆」来年上演

現代美術の行方 :東京で国際美術評論家連盟大会

アサヒビール文化講座「文化の多様性と美術」

映画プロデューサーのセミナー :池袋コミュニテイ

カレッジ

ザ・セカンドーオランダのメディア・アート展

九電がメセナ大賞企画賞受賞

メセナ「企画賞」九電が受賞 :工芸家派遣制度に評価

メセナ大賞に朝倉不動産

「メセナ大賞'98」 受賞企業決まる

メセナ企画賞に九電の派遣制度

メセナ大賞決まる

朝倉不動産が大賞 :「メセナ大賞'98」

九電にメセナ企画賞

メセナ大賞決まる

朝倉不動産にメセナ大賞 :企業メセナ協

メセナ国際賞ベネッセが受賞

山田 正幸

徐 賢整 (ソ

ヒョンソウプ)

新美術新聞

新美術新聞

新美術新聞

新美術新聞「色調」

新美術新聞「人らんだ

む」

朝日新聞「地域通信」

読売新聞

読売新聞

読売 新聞・夕刊「手

帳」

読売新聞「論点」

日本経済新聞

北国新聞

千葉日報

朝日新聞

読売新聞「社説」

毎日新聞・夕刊

下野新聞「平和塔」

産業経済新聞・夕刊

日本経済新聞

日本経済新聞

日本経済新聞

産業経済新聞

朝日新聞・夕刊

読売新聞・夕刊

読 売新 聞・夕刊「文

化」

産業経済新聞

朝日新聞・夕刊

毎 日新聞・夕刊「美

術」

熊本日々新聞

佐賀新聞

産業経済新聞

産業経済新聞

西日本新聞

朝日新聞

朝日新聞

朝日新聞

朝日新聞・夕刊

日刊工業新聞

山陽新聞「文化短信」

98.11.11
98 11 11
98 11.11
98 11.11
98 11 11

98 11 11
98.11.11
98.11 11
98 11.11

98.11.11

98 11.11
98 11 11
98.11 12
98 11.12
98.11.12
98.11 12
98 11.13
98 11.13

3

98 11 16

98 11.15
98 11.16

98.11 16
98 11.16

98.11 17
98 11.17

9811.17

98 11.18
98.11.18
98.11 18
9811.18
98.11 18
9811 18
98.11.18
98.11.18
9811.18
98.11.18
9811 19



手ころな料金で食事付きショー :不況反映?集客に工

夫

永遠のきらめき :パリ・バカラ美術館所蔵品展

逆境に立ち向かうメセナ

「メセナ白書」1998【企業メセナ協議会編 ダイヤ
モンド社発行】
逆境に立ち向かう活動紹介「メセナ白書」まとまる

米美術館「縁の下の弁護士」:美術館弁護士の活躍
アートマネジメント:東京女子大2年大久保聖子さん

メセナ大賞に朝倉不動産

メセナ大賞'98は朝倉不動産に決定
「メセナ大賞・98」 |ま朝倉不動産が受賞

バレエ振り付けに著作権 :無許可上演2社に賠償命令

六本木に超高層美術館計画

トリツクアート・ブームの先駆けジェイブ美術館が閉

館

企業の社会貢献

ベジャール氏、勝訴 :「振り付けたバレエ無断上演」

芸術家と住民アトリエに集う :茨城県守谷町
「ニューヨーク」塩谷 陽子著 :ニ ユーヨークでの芸

術家支援の現状

メセナ大賞に朝倉不動産

NPO法施行へ :官民連携し社会振興を

邦画ビジネスのセミナー企画 :キネマ旬報社

奈良のジャズ祭を仕切り10年 :山脇豊氏

メセナ大賞決まる

メセナ大賞決まる

メセナ大賞 朝倉不動産に決定

メセナ大賞に朝倉不動産

忘れ得ぬNY

NPO法来月施行 :支援センターマニュアル出版

メセナ大賞98:大賞に朝倉不動産

新天地に根づく「文化」の心

京都精華大学 :マンガ学科と学会設立を計画

メセナ大賞に朝倉不動産

メセナ大賞に朝倉不動産

ネット上の音楽著作権料 :配信方式別に料率設定

収蔵のダリ作品美術館造り公開 :裏磐梯・ゼビォの諸

橋社長

2001年 ロサンゼルスに「映画の城」:ス ピルバーグ

氏

逆境に立ち向かうメセナ :実施企業、より能動的

鳥丼 信一郎

滝口 範子

大日方 邦子

西出 光

末吉 竹二郎

金子  由夫

1● 活字になつたメセナ [1998年度]

日本経済新聞・夕刊

日本経済新聞・夕刊
「あすへの話題」

神奈川新聞「デスクノ

ート」

政府刊行物資料

中部経済新聞

日本経済新聞「文化」

毎日新聞・夕刊「大楽

人」

高知新聞「文化消息」

山形新聞「文化短信」

山梨日日新聞

産業経済新聞

新美術新聞

新美術新聞

北陸中日新聞「紙つぶ

て」

毎日新聞

日本経済新聞

日本経済新聞

四国新聞

朝日新聞「ミニ時評」

日本経済新聞

日本経済新聞「ニツポ

ン仕掛人国記」

冨山新聞

北国新聞

山陰中央新報

日本海新聞

日本経済新聞「交遊

抄」

日本経済新聞・夕刊

流通サービス新聞

朝日新聞「地域通信」

朝日新聞・夕刊

長崎新聞「ぶんか短

信」

徳島新聞「短信」

読売新聞

毎日新聞

産業経済新聞

中国新聞 98 11 26

98 11 19

9811 19

9811.20

98 11.20

373

98.11.20
98 11 20
98.11.20

9811.21
9811 21
9811 21
98.11.21
98.11.21
98.11 21

9811 21
98 11.22
98 11.22

98 11 23
98.11 23
98 11 23
98.11 23

98.11.23
9811 23
98 11 24
98 11.24
98.11.24

98.11 24
9811 24
9811 25
9811.25
98.11.25

98.11 21

98 11 25
98 11 25
98 11 25

9811 26
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「メセナ大賞98」 に朝倉不動産 (東京)

ダイキ社長 大亀 孝裕氏 ⑤

ネットでの音楽ソフト配信 :著作権使用料支払い

「沈める城」の辻井喬氏に聞く

メセナ大賞に朝倉不動産

メセナ大賞に朝倉不動産

ネット配信の音楽 著作権問題で合意 :協会と業界団

体

ネット音楽配信著作権料合意 :著作権協会

海を渡る日本映画 :独立系が積極的進出

メセナ大賞に朝倉不動産

公益法人整理に「中間法人」:民法に規定ヘ

日本アートマネジメント学会初代会長 小林 進さん

メセナ大賞に朝倉不動産

文化関連の企画・運営を担うアート・マネジメント

正田醤油グループ :館林でガラコンサート

「法人格」揺れる市民団体 :NPO法 12月 1日施行

メセナ大賞決まる

メセナ大賞に朝倉不動産

ベネッセにメセナ国際賞

パイオニア特別協賛
｀
瀬戸内源氏

″
完成でコンサート

鎮魂と復興「1000人のチェロ・コンサート」

日本ファンタジーノベル大賞10周 年

伝える 欧州編◎ :学芸員|ま日英文化の通訳

メセナ大賞に朝倉不動産

サントリー学芸賞の20回の歴史が示すもの

Concenls Revlew

サントリー音楽財団 サマーフェステイバル1998

(財)三菱信託芸術文化財団第23回助成金および第6

回三菱信託音楽賞贈呈式

『メセナ白書1998」

メセナ大賞は朝倉不動産に

大賞に朝倉不動産 メセナ各賞決まる

NPO法が施行 :民間に法人格、全国で申請受け付け

NPO法施行 社会活性化のでこに

市民活動静かに新時代 :NPO法施行

障害者の絵や彫刻 芸術として評価の動き

知的障害者の創作追う :記録映画「まひるのほし」

NPO法人申請スタート

三井グループ32社が新たな文化支援活動

逆境に立ち向かい企業姿勢は能動的 :メセナ協が
′98

白書

「メセナ大賞」決まる

朝倉不動産の「文化活動」にメセナ大賞

東奥日報

日経流通新聞「人」

日本経済新聞

毎日新聞・夕刊

琉球新報

中部経済新聞

読売新聞

MADO美 術の窓

河北新報「文化短信」

京都新聞

産業経済新聞・夕刊

朝日新聞

朝日新聞・夕刊

読売新聞

読売新聞

読売新聞・夕刊

毎日新聞

京都新聞

釧路新聞

新潟日報

98.11.26
98 11 26
98 11 26
98.11.26
98 11 26
98.11.27
98 11.27

日本経済新聞

毎日新聞

宮崎日日新聞「文化短

信」

朝日新聞

読売新聞「顔」

南日本新聞

日本経済新聞「文化」

上毛新聞

日本経済新聞

鹿児島新報「文化短

信」

静岡新聞

中国新聞

電通報

読売新聞

読売新 聞・夕刊「文

化」

日本経済新聞・夕刊

北海道新聞「短信」

毎日新聞

音楽の友

音楽芸術

音楽の友

98.11.27
98.11 27
98.11 28

小谷 真理

三橋  圭介

98 11 28
98.11.28
9811.28
9811 28
98.11.29
98 11 29
98 11 30

9811 30
98 11.30
98.11 30
98 11 30
9811 30

98.11.30
98 11 30
98.11.30
98 11

98.11

98.11

981201
98 12.01
98.1201
98.1201
98 12.01
98 1201
98.1201
98 1201
98.1201
98.12.02

98 11

98.12.02
98 1202



鎌倉の緑守れ :在住文化人30人が
｀
決起

″ NPO法
人設立を申請ヘ

バイオリンコンクール :フ ォーバルファンデーション
「世界オペラ」予選会、来年4月横須賀で

奈良の正倉院事務所

メセナ大賞に朝倉不動産

美術この1年 :閉そく感 克服への模索

忘れがたい3つの演奏会

「Bunkamuraド ウマゴ文学賞」の作家 矢作俊彦さ

ん

アートが彩る瀬戸の自然 :直島 (香川県)

「音楽芸術」赤字続き体刊 存続求め署名運動

メセナ大賞決まる

文化財保護へ倒本対策費 :文化庁2億4千万

メセナ大賞に朝倉不動産

FOX 来月から自主配給 :東宝東和への委託解消

再建途上でメセナに精出す独銀

ナチ美術品返還を :国際会議が指針

国際賞にベネッセ :メセナ大賞決まる

メセナ大賞国際賞贈呈式 :ベネツセの活動評価

アトリエ共有互いに刺激 :「オープンスタジオ・ノー

プ」

メセナ大賞決まる

メセナ大賞決まる

メセナ専門家招き意見交換 :熊本市美術館でシンポ

日本文化解禁

担当者集いセミナー :「21世紀のメセナ」

新しくホームページを開設 :サントリーミュージアム
「天保山」

芸術家20人で作品展 樋回よう子さん :「モダンde

平野」

メセナ大賞に「朝倉不動産」:企業の文化活動

メセナ大賞に朝倉不動産

日本文化解禁 :良い作品をゆつくりと

文化財保護に国際的責任 :不正取引防止の3条約

デジタル映像で彩色 よみがえる源氏物語絵巻 :日立

製作所と徳川美術館

メセナ大賞決まる

企業メセナも健在 :支出総額は前年度上回る

NPOで人材育成 :日産自動車大学生対象に奨学金で

研修

岐路に立つ松竹

メセナ大賞決まる

ソニー・ピクチャーズ :米シナリオ作家確保へ包括契

約

江戸 京子

1● 活字になったメセナ [1998年度]

読売新聞

日刊工業新聞

日本経済新聞

日本経済新聞「春秋」

福島民友新聞

毎日新聞・夕刊

毎日新聞・夕刊「音の

回廊」

朝日新聞「ひと」

読売新聞・夕刊

読売新 聞・夕刊「手

帳」

山口新聞「文化短信」

産業経済新聞・夕刊

神奈川新聞

日本経済新聞

日本経済新聞「文化往

来」

毎日新聞・夕刊

岡山日日新聞

山陽新聞

日本経済新聞

陸奥新報「文化短信」

デーリー東北

熊本日日新聞

産業経済新聞「主張」

電通報

電通報

日本経済新聞「海風山

風」

日本農業新聞

熊本国日新聞

朝日新聞

読 売新 聞・夕刊「文

化」

毎日新聞

愛媛新聞「文化短信」

東京新聞

東京新聞

朝日新聞

長野日報

日本経済新聞・夕刊

98 1202
375

98 1202
98 1202
98 1202
98 12.02
98 1202
98.12.02

98.12.04
98 1204
98.1204
98 1204
98 1204

98 1204
98.1205
98 1205
98.12.05

98.12.05
98.12.06
98.1207
98.12.07
98 12.07
98 1207

98 1203

98 1203
98 1203

98 12.07

98.12.07
98 1208
98.12.08
98 1208

98 1208

98 1209
98 1209
98 12.09

9812.10
98.12.10
98.12.10
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岩波映画が破産申請

「美術品公開促進法」スタート :「文化庁、登録呼び

かける

メセナ大賞98に朝倉不動産 (株 )

岩波映画が自己破産申請

音楽CDな ど著作権法改正へ :無断複製防止の解除装

置 製造・販売を禁止

NPOで人材育成 :不況だからこそ、社会貢献新メニ

三井グループ32社が新たな文化支援活動

オーケストラ不況の音色 :高鳴る危機感 合併や連携

模索

メセナ大賞に朝倉不動産

朝倉不動産が大賞に :企業メセナ協議会主催「メセナ

大賞'98」 決まる

衛星・:SDN網で映画配給 :「サイバーシネマ」が欧

州全域に

ああ美術市場冬景色

「入超体質」相変わらず :日本の絵画類輸出入

カーネギーホールが八イテク空間に改装

映画プロデューサー 世界目指し頭角

踊る日本映画界 :「大捜査線」で復活の手応え

三井広報委 文化支援で新企画 :まず沖縄で音楽会

メセナ大賞に朝倉不動産

サントリー :文化事業 顧客満足へ赤字も覚悟

名曲通じ文化向上に貢献、年末年始の2コ ンサートに

協賛 :鹿島

ニキティン氏ら受賞 :道銀芸術文化奨励賞

天皇写真と裸婦画コラージュ「観覧不許可は違法」:

県立美術館に賠償命令

どっこい頑張つてるぞ 企業の社会貢献活動
｀
宮崎駿アニメ美術館

″
井の頭公園 (東京)に建設

三井広報委員会 :三井コラボレーション展開

宮崎駿さんが設計 アニメ美術館建設

福原義春さん、初の本格エッセー出版

第33回紀伊國屋演劇賞決定

第9回新日鉄音楽賞決定

構造的変化・企業メセナ

WOWOW 映画・企画製作会社を設立

新たな文化支援活動めざす :三井広報委員会「三井コ

ラボレーション」を披露

第11回東京国際映画祭を終えて :新人監督育成の趣

旨活かす

WOWOW出 資映画製作会社 サンセントシネマワ

ークス社長 イ山頭武則氏

瀬本 慎―

産業経済新聞

産業経済新聞

新美術新聞

日本経済新聞

日本経済新聞

北陸中日新聞・夕刊

毎日新聞・夕刊

日本経済新聞「文化」

福島民報

電通報

電通報

読売新聞

読売新聞

日本経済新聞・夕刊

日本経済新聞・夕刊

毎日新聞・夕刊

流通サービス新聞

信濃毎日新聞

日刊工業新聞「巨大企

業の挑戦21」

日刊建設工業新聞

北海道新聞

毎日新聞

河北新報・夕刊

産業経済新聞

日本食糧新聞

毎日新聞

産業経済新聞「仕事

机」

毎日新聞・夕刊

産業経済新聞・夕刊

「芸能フラツシュ」

中日新聞・夕刊「日本

美術の百年」

電通報

電通報

電通報「文化」

産業経済新聞「メディ

ア」

堀江 利行

981222

98 12 11

98.12 11
9812 12

98 12 13
98.12.14

98 12 14

98.12 11
98 12.11
98 12 11

98 12.18
98.12 18
98.12 18
98.12.18
98.12 19

98.12 11
98 12 11

98.12.19
98 1221

98.1221

98.12.15
98 12 15
98.12.15
98.12.15
98.12.15
98.12 15
98 12.16
98 12 16

98 12 17

98.12.17
98 12 17

98 1221

98.12.21
98.12.21



1● 活字になったメセナ [1998年度]

目立つ有名画廊の閉鎖 :マーケツト開拓など工夫必要

天―美術館を開館して1年過ぎた、矢吹潤―さん

未使用金券類をコンサートチケツトに引き換えサービ

ス

黒澤人気 :「黒澤映画保存プロジェクト」

「NPO法人」定款の作り方

韓国の日本文化解禁 :著作権、CD価格差…「音楽」

開放には難題

「邦画文化」再評価の時 :巨匠逝く

歴史や文化重視、地域性を生かす :今年できた/来年

できる施設

地域支援し1周年 :げんでんふれあい福井財団

第33回紀伊國屋演劇賞決まる

名画座最後のとりで「大井武蔵野館」閉館ヘ

日本の「SFサムライ・フィクション」韓国国際映画

祭でグランプリ

日本NPOセ ンター山岡義典事務局長に聞く :NPO法

施行、法人化で社会評価高まる

演劇の町に 映画館誕生 :シネマ下北沢

メセナ活動地道に継続 :九州電力 宮武康夫副社長

神田の名物画廊「ときわ」35年の歴史に幕

東京越え 世界の劇場と連携 :彩の国さいたま芸術劇

場

メセナ、不況下でも粘り強しヽ活動

「メセナ白書1998」

日常に生き続ける宝飾品、
｀`
ショーメ

″
の魅力

三越美術館・新宿が閉館へ :8月 新宿南館の閉鎖に伴

い

第8回 サントリー美術館大賞 :イ ワタル リさんの

「No.981204」 に,央定

第2回独立行政法人化問題シンポジウム :国 立博物

館・美術館の独立行政法人化問題について

デジタルでアートの世界広がる :美術作品をデータベ

ース化

市民が技を鍛え始めた :やわらかな社会をつくる

複合型映画館、建設ラッシュ続く

新時代の米企業の在り方 :利益追求から社員の価値観

重視ヘ

芸能新年特集演劇 :エネルギッシュつかこうへい

アメリア・アレナス氏 (Amelia Arenas)対 話型の美

術館教育を提案する

近畿 :企業博物館の動向紹介 (千里一水会)

自治体の文化活動冬の時代に :予算削減、中止相次ぐ

映画学校の教室

読売新聞・夕刊

毎日新聞「ひと」

毎日新聞「雑記帳」

産業経済新聞「西海岸

から」

読売新聞

産業経済新聞「メディ

ア」

産業経済新聞・夕刊

日本経済新聞

福井新聞

産業経済新聞

産業経済新聞

産業経済新聞

日本経済新聞・夕刊
「生活家庭」

朝日新聞・夕刊

読売新聞「土曜サ ロ

ン」

毎日新聞・夕刊

朝日新聞「地域通信」

日本経済新聞「文化往

来」

月刊ギヤラリー

ミセス

新美術新聞

新美術新聞

新美術新聞「新美術時

評」

日本経済新聞

朝日新聞「社説」

産業経済新聞・夕刊

電通報

産業経済新聞

読売新聞「顔」

日刊工業新聞

日本経済新聞・夕刊

日本経済新聞「文化」

98 1222
98 1222
98 1222

98 1223

98 1223
98.12.24

98.12.24
981224

377

大倉 明

諸井 誠

清水 敏男

9812.24
98.1225
9812.25
981225

98 12.25

98.12.26
98.12.26

98.12.28
98.12.30

98 1230

9812
9812

9901 01

9901 01

99.01 01

9901 01

99.01 03
9901 04
9901 04

99.01.05
9901 07

佐藤 忠男

9901 07
99.01 08
9901 10
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思い通りの音が出る楽しさ :会社会長兼指揮者中島迪

男さん

山種美術館の解雇問題、地位保全申し立て却下 :東京

地裁

富士銀ストリートギヤラリー :ウインドーを若い才能

に開放

アートと社会結ぶ事業募集 :ド キュメント2000プロ

ジェクト

地域にもつと演劇を :北海道舞台塾などが大会

文化都市めざし演劇人応援

第6回読売演劇大賞ノミネート決まる

東京都美術館の2002年改修問題

親しみやすい美術館とは 日常的課題を考える

現代の近松を探せ |:関西演劇界

地元に根ざした文芸誌創刊 要田清氏

小沢征爾を「拒む」

寄付企業・個人フレートに名前 :五輪博物館

沖縄に国立の劇場建設本決まり :沖縄の伝統芸能「組

踊」

アートと社会結ぶ事業募集 :ド キュメント2000プロ

ジェクト
「落語を聞く権利侵害」と会社役員が主催者を提訴 :

立川談志さん長野で独演会中

鶴屋南北賞に野田秀樹氏

劇団四季45年の隆盛の源

100周年記念事業内容 :サントリー

「寄贈」日本企業ズラリ :ス イス・ローザンヌ「オリ

ンピック博物館」

在日韓国人実業家、大阪市に375点 :第一級韓国陶

磁など寄贈 :高麗・李氏時代の未公開品

身体障害者・高齢者 演劇の新たな担い手に

劇作家大会、地域性・国際化で討論

最新のパブリックアートをリポート:米ゲティセンタ

絵画鑑賞 視覚障害者にも :学芸員の声で・̈「ノウ八

ウ」模索

スクリーンとともに :シネマ下北沢 (東京・世田谷)

人気のパリオペラ座

映画入場者1億 5000万人 昨年、12年ぶり大台回復

映画人口8.8%増

ミキモト 本店 100周 年記念事業文化・社会貢献活

動など

パリで出会ったアジア地区の新進アーティスト展 :ま

ちづくり協議会

古川 隆

佐々本 晃彦

浅利 慶太

平松 澄子

樋口 正一郎

産業経済新聞「遊悠快

怪」

読売新聞

産業経済新聞

朝日新聞「短信」

産業経済新聞・夕刊

朝日新聞「地域通信」

読売新聞

朝日新聞

毎日新聞・夕刊

日本経済新聞

日本経済新聞「海風山

風」

日本経済新聞・夕刊

「あすへの話題」

毎日新聞・夕刊

産業経済新聞・夕刊

千葉 日報

毎 日新聞

産業経済新聞

産業経済新聞

日刊工業新聞

産業経済新聞

夕刊

夕刊

日本経済新聞

日本経済新聞「文化」

日本経済新聞「文化往

来」

産業経済新聞

産業経済新聞

産業経済新聞・夕刊

A[RA
日本経済新聞

毎日新聞

流通サービス新聞

産業経済新聞・ 夕刊 9901 27

9901 13
9901 13
9901 13
9901.14
99.01.14
9901 17
9901 18

9901 11

99.01.11

9901 12

9901 12

9901 19

99.01 19
99.01 20

9901 20

9901 21

9901 22
9901 22
99.01.22
9901 23

9901 23

9901.23
9901 23

9901 24

9901 25

9901.25
9901 25
99.01 26
99.01 26
99.01 26
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フイランソロピー基礎講座

市民団体の実態は? NPO法 受け都調査 :悩み「資

金・会場不足」
'98毎日デザイン賞
「独立系映画」は健在

江戸が東京になるころ

地場産業の中小企業経営者ら「工芸村」の建設構想

観光客に「福岡文化」アピール

東京・下北沢の手作り映画館 奮闘

世界身体障害者絵画展19カ 国から50作品 :三菱電機

ビルテクノサービスが主催

岸田国士戯曲賞ケラリーノ氏受賞 :白水社主催

三菱電機ビルテクノサービス「世界障害者絵画展」

ショールームで個展 :サンオートが芸術家支援

日本初の「アートマネジメント学会」旗揚げ :芸術育

成・支援総合的に

都心でOK、 国立初の場所貸し施設建設へ :東京六本

木に「ナショナル・ギヤラリー」(仮称)

「詩のある場所」地上に降りよう、詩人たち

第40回毎日芸術賞

「メセナ大賞
′
98」 贈呈式 たましんが地域賞を受賞

鈴木治雄著「ルオー礼讃」を読んで

利用者の知る権利を侵害「大浦訴訟」で原告一部勝

訴 :富山地裁

98年美術展覧会入場者数トップは「テート・ギヤラ

リー展」の約41万人

第3回 「グローブ座春のフェステイバル」:若い才能

に場を提供

静岡に
｀
芸術の祭典

″
がやって来る :第二回「シアタ

ー 。オリンピックス」4月開催
「SPIRAL TV」 展開催へ :ワ コールアートセンター

アーテイストが町にやつてきた :茨城県守谷町の「ア

ーカス98」

市民の力で文化会館を活用しよう

第6回読売演劇大賞受賞者と作品

映画・音楽の輸出振興へ :通産省が官民合同研究会設

置

美術展チケットの誘惑 :美の歴史の断面たどる

広島のlNAXス ペースー時体館 :発信した知的遊び心

12年間で119回の展示

都知事選 野末陳平氏立候補正式表明「ムダな八コ物

他に利用」

産業経済新聞・夕刊

「ボランテイア・ネッ

ト」

朝日新聞

毎日新聞

毎日新聞・夕刊「八リ

ウッドフアイル」

NEVVS VVEEK

産業経済新聞・夕刊

日本経済新聞「文化往

来」

日本工業新聞

産業経済新聞・夕刊

電波新聞「フレキシブ

ル」

日刊工業新聞

流通サービス新聞

産業経済新聞・ 夕刊

朝日新聞「探究」

毎日新聞

財政金融ジヤーナル

新美術新聞

新美術新聞

新美術新聞

朝日新聞・夕刊

電通報

電通報

AERA

朝日新聞「論壇」

読売新聞

産業経済新聞

産業経済新聞・夕刊

中国新聞

99.01 30

9901 30
9901 30
9901

990201
990201

99.02.01

9902.01

9902.01

9902.01
990201

99.0202
990203
990204

990204
99.0204

9901 27

9901 27

9901 27
9901 27

379

9901.27
9901 28

9901 28

9901.28

9901 29
9901.29

99.01.29
9901 29

村田 真

小林 進

生田 誠

毎日新聞 99.02.04

並川 汎
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「光州事件」の美術展を初めて日韓で開いた富山妙子

氏

サンオート若手芸術家を支援 :シ ョールームをギャラ

リーに、個展作品を募集

地方オケ、東京でも健闘 すみだで第2回 「地方都市

オーケストラ 。フェスティパル」

手作リミニ映画館登場

企業スポーツリストラ加速

ヒットの恩恵脚本家にも :興行収入の2%保証

大田区民オペラ :町工場が育てた音楽の華

幅広い層に聴いてほししヽ :ボストン交響楽団ツアーで

小澤氏語る

100周 年で多彩な記念文化活動 :サ ントリー 今ま

で作り上げたインフラ拠点に

ナチ略奪美術品返還事業が始動

役割終えた?セゾン美術館 :文化メセナはどこへゆく

世界障害者絵画展

障害者が八ンディを超えて描いた絵画展

演劇専門の静岡芸術劇場が始動

市民ノンバンクWCB:女性支援、順調に始動

大分市美術館オープン

非営利の自由な場「CAS」 が開設

日本大衆文化、韓国を
｀
横断

″
:列車ツアーが好評

NPO新時代 :ボランティアに追い風

サントリーミステリー大賞 :公開選考会で議論白熱
「メセナ的な発想が大切」三原商工会議所 。出田啓治

商業委員長

世界こども演劇祭 冨山で来年8月 開催

現代美術と日常 境界消失危ぶむ :表現の力を失う恐

れ

フランス・ノルマンディー地方の礼拝堂を再生へ :1

年半後の完成目指す

映画産業にシネコン効果 :観客、12年ぶり15億人

第9回出光音楽賞

あすから「エイブル・アート
′
99」 展 :大成建設が後

援

芸術家にアトリエ賃貸で村を活性化 :広島県吉和村

映画製作が育てる地元文化

名古屋ボストン美術館を保税展示場に

ビデオ制作に高齢者パワー :日 本ビクター主催「第

21回東京ビデオフェスティバル」

松竹、本社敷地を売却

関西の室内合奏団に活気

NPO資金 :神奈川の市民団体など信組設立、自前で

演劇、ダンスの若手集団 東京グローブ座に集合

岡本太郎美術館 :「爆発だ～つ」の波風やまず

李 調燥

矢部 孝男

毎日新聞「ひと」

流通サー ビス新聞

朝 日新聞・夕刊

日本経済新聞

日本経済新聞

産業経済新聞

日本経済新聞

電通報

電通報

日本経済新聞

A[RA
電波新聞「フレキシブ

ル」

プレイボーイ

日本経済新聞「文化往

来」

日本経済新聞・夕刊

新美術新聞

新美術新聞

産業経済新聞・夕刊

日本経済新聞

産業経済新聞・夕刊

中国新聞

日本経済新聞

日本経済新聞「文化」

産業経済新聞

日本経済新聞

産業経済新聞・夕刊

日刊建設工業新聞

産業経済新聞

朝日新聞

日本経済新聞

日本経済新聞・夕刊

日本経済新聞・夕刊

日本経済新聞「文化往

来」

日本経済新聞・夕刊

産業経済新聞・夕刊

朝日新聞

990204

990205

990206

990206
99.0206
990207
990207
990208

9902.08

990208
99.02.08
990209

990209
990209

99.02.09
9902 11
99.02 11
99.02 12
99.02 12
99.02 13
99.02 13

99.02 13
9902 13

9902 14

99.02.14
99.02 15
99.02.15

99.02 17
9902 17
9902 17
9902.17

99.02 17
99.02 18

9902.18
9902 19
9902 19



ガイドボランティア活躍中 :みどころ・解説助つ人い

かが

映画の劇中にテレビCM:日活が資金調達策

美術品物納制 宝の持ち腐れ?:納得できる評価制力

ギ

10年 目「ゆうばり映画祭」:寒いどころか
｀`
あつたか

い
″

発足する先端芸術表現科 :生き残りかけた権威の決断

もうけ度外視、作家を支援 那須太郎さん

稽古場使つた公演「東急文化村」で始まる

文化庁 メディア芸術支援 :ホームページで人材育成

上野2001年 問題 :東京都美術館が2001年 に1年間

体館

平成11年度文化庁予算 :前年度比マイナス1.7%
ウィーン国立歌劇場民営化事情 :水準は保証しつつ柔

軟な運営可能に

文化庁メディア芸術祭 展示会とセミナー

VOCA賞 を受けた芸術家 :やなぎみわさん

大成建設 近代化遺産ビデオを配布 :教育機関に

500本
CD― ROMや ビデオテープ 国会図書館に納入 :発行

者に義務付け答申 納本制度調査会

芸大の新学科でユニークな試み

ギヤラリーに異変 :アーテイストが画廊主に

エンジェルたちのアメリカ

サントリー副社長 津田和明氏 創業100周 年記念

事業としてウィーンフィル招請などを計画

市民の文化活動に課税の壁

ふらの演劇工房がNPO法人認証第1号

音楽ビデオ制作者教育 :バ ンタンやポニーキャニオン

など

VOCA展・99:全国の若手作家を対象に平面作品のコ

ンクール

山梨メセナ協会助成 :来年度の対象者募集

葛飾区最後の映画館「亀有名画座」:フ アンに惜しま

れ58年の歴史に幕

第9回出光音楽賞決まる :指揮の西本智実ら受賞

謎のピアニスト

日仏国際フォーラム :文化の画一化に懸念 仏文化相、

グローパル化で

セゾン美術館閉館 :現代美術の先端歩む 企業文化戦

略の枠超えた斬新さ

モービル児童文化賞 :太田大八氏が受賞

VOCA展 '99:現実と虚構交じるやなぎ作品

国立博物館、美術館等の独立行政法人化

地域と共に、企業メセナ

フランツ・エ

ンドラー

浅利 慶太

芦沢 宏郎

村 田 真

上島 清介

永井 多恵子

10活字になったメセナ [1998年度]

朝日新聞・夕刊

日本経済新聞

日本経済新聞・夕刊

産業経済新聞・夕刊

朝日新聞「探究」

日本経済新聞

日本経済新聞

産業経済新聞

新美術新聞「色調」

新美術新聞

読売新聞・夕刊

日本経済新聞

朝日新聞「ひと」

読売新聞

日本経済新聞

日本経済新聞「文化往

来」

日本経済新聞・夕刊

日本経済新聞・夕刊

「あすへの話題」

流通サービス新聞「素

顔」

朝日新聞「地域通信」

日本経済新聞

日本経済新聞

毎日グラフ・アミュー

ズ

山梨日日新聞

産業経済新聞

朝日新聞・夕刊

日本経済新聞・夕刊

「あすへの話題」

日本経済新聞

産業経済新聞

産業経済新聞

産業経済新聞

朝日新聞「天声人語」

公益法人「岡ロハロ」

9902.19

99.02.19
99.02.19

990220

381

990220
990220
9902.20
990221
990221

99.0221
99.0222

99.02.22
990223
99.02.23

99.0223

9902.23

99.02.23
99.02.23

9902.23

99.02.24
99.02.24
99.02.24

990224

990225
990225

990225
990225

990227

990228

990228
9902.28
990228
9902
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企業メセナの縮小で日本の文化は衰退する?
NPOよ 、金儲けは決して悪じゃなしヽ

福岡アジア美術館オープン :ア ジア近現代美術の世界

的拠点に

奇手「押しつぶし」:新学科、先端芸術表現科の開設

二月のアツシー

「季刊メセナ」の体刊

日米NPOイ ンターンシツプ・プログラム参加者募集

新学習指導要領案 :映像メディア表現新設

北区つか劇団から初TVド ラマ主役誕生

開館近い福岡アジア美術館の学芸課長 :後小路雅弘さ

ん

イタリアの美術館玄関設計コンペ :磯崎新さん優勝

結成20年越す調布市民合唱団 :「 フォーレ」に挑戦

VOCA展 で写真にグランプリ

演劇の感動を街づくりにも

VOCA展 '99:映像作品が初めて本賞受賞

広がる手作り音楽サロン

第十六回サントリーミステリー大賞・同読者賞ダブル

受賞の高嶋哲夫氏

地道なメセナ地域に根 :六花亭裂菓社長 小田豊氏⑤

意義大きい「レノン博物館」:文化検証、埼玉にも寄

与

立派がジレンマ 公共カフェ事情

ビデオアート展「秋葉原TV」 :混沌の街で不思議な美

松竹、映画制作数を半減 :系列の邦画館 洋画中心体

制に

日本映画界の悩み :民族文化意識の喪失

対等疑う女子 趣味に積極的

松竹 邦画系チェーン解消へ :配給本数の減少は不可

避

日本NPO学会20日 に設立総会 :企業人ら会員500人

刻画で社会貢献 :メニコン社長 田中恭―氏

福岡アジア美術館開館 :多彩なアート大集合

福岡アジア美術館がオープン :同 じ地平で向かい合う

ボランテイア活動の経済効果

斎藤 貴男 世界「精神の瓦礫」
WEDGE

9902
99.02

990301

99.0301
9903.01

990302
990302
99.03.02

99.03.03
990303
990304
99.03.04

990304
990304

9903.05
990305
990305

990305
990305
990306

990306
990306

990307
990308
990308

990308

三上

新美術新聞

新美術新聞「色調」

新美術新聞「新美術時

評」

新美術新聞「虫眼鏡」

産業経済新聞

朝日新聞

朝日新聞

朝日新聞「ひと」

読売新聞

読売新聞「街に聞く」

日本経済新聞「文化往

来」

朝日新聞「地域通信」

読売新聞・夕刊

朝日新聞

読売新聞

日経流通新聞「人」

日本経済新聞・夕刊

「ニュース複眼」

朝日新聞

読売新聞・夕刊

日本経済新聞

日本経済新聞「鐘」

日本経済新聞・夕刊

産業経済新聞「メディ

ア」

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

朝日新聞・夕刊

朝日新聞・夕刊「ゼミ

ナール」

電通報

電通報「感」

電通報「文化」

99.0301
990302
99.03.02
990302
990302

大森 誠―

樹

久

英

義

村

田

中

三

文化・芸術振興による立県めざす :静岡に「グランシ

ップ」オープン

春近き秋葉原でアート:「ビデオアート展」
｀
オタク

″
カルチャーこそ本物だ :象徴的な映画「ラ

ブ&ポップ」

中身カラツポ東京八コもの文化 :都知事選でも焦点維

持費年260億円

99.03.08
99.0308村上 隆

日刊スポーツ 990308



地元テレビ局番組作りを陣頭指揮 :群馬銀行頭取 吉

田恭三氏

盛岡のミステリー映画祭を主導 :邑計画事務所社長

久本田禎―氏
「夢二の宿」美術館オープン :松屋旅館

絵をみるとしヽうこと

埼玉・川口現代美術館 資金難で体館へ :活動継続の

道を模索

日本画修復に1700万円寄付 :フ ィリップ モリス社

第10回五島記念文化賞 美術部門新人賞 :石田瑞夫

氏、本村太陽氏

今一番ホットなオープニング :「VOCA展 99」

セゾン美術館閉館でメモリアルシンポ

セゾン美術館の消滅

第6回VOCA賞 を受賞した やなぎみわさん

古美術修復に1726万円余寄贈 :フ ィリップ モリス

社

作曲家の林光さんサントリー音楽賞
｀
他者との共存

″
はぐくむ :福岡アジア美術館オープ

ン 西洋と別の価値観提示

市場原理が問う
｀
夕ニマチ

″
の資格 :企業協賛スポー

ツ大会に異変

韓国の日刊紙に日本マンガ連載

優秀映画作品質に「HANA― BI」 など :文化庁

作曲家の林光氏にサントリー音楽賞

大阪発のオウム濠」 東京などで再演ヘ

サントリー音楽賞に林氏

江戸博「元禄僚乱展」と箱モノ経営

世界劇
｀`
眠り王

″
4月 29日国技館公演 :6千人を抽選

で招待
「アート環境」でセミナー :企業メセナ協議会

不況と美術館の行方 :セ ゾン美術館閉館を考える

地方自治体の劇場 :民間と結び舞台に活気

NPO 財政面ではまだ不安 :優遇税制など支援措置

必要

20世紀日本の経済人 松方華次郎 :戦時に巨利 メ

セナの原型

長崎「被爆二世」カキの本 欧州に「平和」植えま

す :英・伊・スペイン・仏でも植樹

メセナ大賞候補募集

マネジメント講座 「アートはつかれる?」 :アートめ

ぐり刺激的な交流

日仏国際フォーラム経済セッション 企業経営とグロ

ーバリズム :「企業文化」維持・強化カギ

サントリー創業 100周 年を記念 :来月から美術展や

シンポなど文化事業

松原 亘子

清水 敏男

10活字になったメセナ [1998年度]

日本経済新聞「あの人

消息この人」

日本経済新聞「ニッポ

ン仕掛け人国記」

日本経済新聞「挑む地

場企業」

日本経済新聞・夕刊

読売新 聞・夕刊「手

帳」

産業経済新聞

新美術新聞

新美術新聞

新美術新聞

新美術新聞

新美術新聞「人らんだ

む」

朝日新聞

朝日新聞

読売新聞・夕刊「文

化」

日経産業新聞

日本経済新聞

日本経済新聞

日本経済新聞

日本経済新聞

日本経済新聞

日本経済新聞「春秋」

毎日新聞・夕刊

神奈川新聞「短信」

毎日新聞

日本経済新聞「文化」

読売新聞

日本経済新聞

朝日新聞・夕刊

朝日新聞

高知新聞「学芸」

日本経済新聞・夕刊

日本工業新聞 9903 17

990308

99.0308

990308

990308
9903 10

9903 11
9903.11
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9903 11
9903 11
9903 11
9903 11

9903 11

99.03.11
99.03.11

99.03.11

9903.11
9903 11
9903 11
99.03.11
9903 11
9903 11
9903 11

9903 12
99.03.12
9903 13
99.03 14

9903 14

9903 15

9903 16
9903 17

9903 17



384

*6*l )tn)-.7-g

10年度芸術選奨受賞者と対象 :北野武さんらに文部

大臣賞

第53回アサヒビールロビーコンサート「伝統楽器の

演奏グループ
｀
糸
″
登場」

演劇公演で有終の美 :昭 和のにおい残す「亀有名画

座」

現代日本パイプオルガン事情 :歌を忘れた豪華楽器各

地の本一ルで泣く

芸術選奨に23人

芸術選奨に23人 :文部大臣賞 北野武さんら

「メセナ大賞」の候補 企業メセナ協が募集

アマ楽団、夢の専用練習場 :「岐阜響」に地元企業な

ど協力、もり立てる

メト回ポリス構想

童話と絵本のグランプリ入賞作品決まる :日産自動車

第53回アサヒビールロビーコンサート

日本芸術院賞 :加賀乙彦さんら12人 内定

岩波映画が残したもの 1手法継承、広がるすそ野

ゲイジュツ民族大移動 :地方にアートの新拠点「東京

にはパワーない」商業主義に見切り

美術館クライシスの時代 :財団赤字で独立行政法人化

に警鐘

セゾン・アート・プログラム (SAP):ポ スト美術舘

活動が明らかに 今秋にも始動

日本NPO学会 東京で設立総会

第30回JOMO童話賞 作品募集

フランツ・シヤルク・メダル 佐治敬三氏に贈る :来

日中のウィーン・フィル

シンポジウム「NPOの時代がやってきた」:21世紀

の「市民革命」

企業参加に
｀
環境メセナ

″
的考え方提起 :2005年 日

本国際博 黒田員事務総長に聞く

演劇への夢 :上原酒造社長 上原誠―郎さん

ほんとうの「メセナ」とは

演出家・蛤川幸雄、スパートかける

舞台芸術の祭典 初の国内開催 :第2回 シアター・オ

リンピツクス

「NPO(特定非営利活動促進法)税制優遇」シンポジ

ウム開催

企業による優れたメセナ活動を顕彰する「メセナ大

賞
・
99」 候補募集

「電子技術応用の芸術文化」活動の助成対象者 :ロー

ランド芸術文化振興財団が発表

ボストン交響楽団コンサートに招待 :NEC 国際的

メセナ活動の一環

東京近郊の住宅地に相次ぎ小劇場

岡本太右衛門

上島 清介

浅利 慶太

産業経済新聞

産業経済新聞

朝 日新聞

朝日新聞「学芸」

読売新聞

日本経済新聞

日本経済新聞

日本経済新聞「文化」

日本経済新聞・夕刊

日本工業新聞

毎日新聞

産業経済新聞

朝日新聞「探究」

産業経済新聞

新美術新聞

新美術新聞

日本経済新聞

日本経済新聞

産業経済新聞

朝 日新聞

電通報

日本経済新聞・夕刊

日本経済新聞・夕刊

「あすへの話題」

日本経済新聞「文化往

来」

朝日新聞・夕刊

産業経済新聞・夕刊

産業経済新聞・夕刊

電波新聞

東洋経済新聞

日本経済新聞「文化往

来」

9903 18

9903 18

9903 18

9903 18

99.03.18
9903.18
99.03.18
9903 18

99.03.18
9903.18
99.03.19
99.03.20
990320
99.03.21

990321

990321

99.03.21
990321
99.03.22

990322

990322

990322
990323

990324

990326

9903.27

9903.27

99.03.27

9903.27

990327



1● 活字になったメセナ [1998年度]

メセナ事業志とは裏腹に :不況重く企業撤退

メセナ大賞99の候補を募集

名演奏もう聴けませんか :カザルスホール 親会社が

リストラ

メセナ大賞99の候補企業を募集

メセナ大賞99の候補募集

メセナ大賞99の候補募集

「絵画売買」真相は・̈:法廷で対決

道頓堀「中座」歴史に幕 :10月 いつぱいで興業修了

メセナ大賞99の候補募集

メセナ大賞を募集

メセナ大賞を募集

日本最大の展示室 :ナショナル・ギヤラリーに設置

文化庁方針

六本木に
｀
美の殿堂

″
:国立ギヤラリー 2001年度

にも着工

登録美術品、初の認定 :文化庁「菊花文飾壺」など5

件

運営財団会長に経団連の今井氏 :新国立劇場

展示専用施設の基本計画を策定 :文化庁の協力者会議

西武美術館/セゾン美術館の25年

現代美術を支援するメセナ活動 斎藤記念川口現代美

術館が休館

フィリップ モリス カレンダー基金 昨年を上回る
1726万円寄贈

社団法人企業メセナ協議会

文化支援から新作まで、イヴ・G・ ピアジェ会長に聞

く :新時代を築く、永遠の
｀
時
″
を創造するピアジェ

文化芸術 セゾン文化を継ぐ者たち

富裕階級の復活で徳目を回復せよ
「三方よし」と「先義後利栄」が教える企業メセナの

大切さ

おらが村自慢の野外劇場

読売新間

日本海新聞

毎 日新聞

山陽新聞「文化短信」

静岡新聞

沖縄タイムス「情報ク

リップ」

産業経済新聞

産業経済新聞

信濃毎日新聞

冨山新聞

北国新聞

産業経済新聞

読売新聞

日本経済新聞

日本経済新間

日本経済新聞

BT
月刊ギヤラリー

月刊ギ ヤラ リー

文化庁月報「メセナ紹

介24」

ラ・セーヌ

ポイス

正論

Fo「bes

990328
99.03.28
99.03.28

990329
99.03.29
990330

99.03.30
99.03.30
990330
99.03.30
9903.30
99.03.31

990331

99.0331

38う

99.0331
99.0331
9903
99.03

三田 晴夫

浅田 彰

櫻田 淳

童門 冬二

9903

9903

9903

9903
9903
99.03

PRESiDENT

新聞・雑誌記事一覧 [1998.04.01～ 1999.03.31]
地球環境保全を軸に息の長い、誠実な活動を展開する

王子製紙

人の心にふれあいという木を植える―強い精神性を持
つイオングループの企業文化

独自に、独創的に、継続する一生活空間のデザインを

大切にするlNAX
建設会社らしい長期的視野をもつ鹿島の継続的取組み

社員の主体性を重んじながら社員参加を目指す一日産

自動車の企業文化

社会変革をもたらす道具としての企業一人間と環境か

ら物語を考えるパラゴニアー

ブレーン

ブレーン

ブレーン

ブレーン

ブレーン

ブレーン

「企業文化」

「企業文化」

「企業文化」

「企業文化」
「企業文化」

「企業文化」

9903

98.04

98.05

98.06

9807
98.08

98.09
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次世代の人々の情操を豊かにする活動 :ソニー音楽芸

術振興会

共感性・継続性を重んじる草の根活動～シャルレ女性

奨励賞

松本清張記念館 :北九州市小倉北区

NHKスタジオパーク :東京都渋谷区

江戸東京博物館 :東京都墨田区

能楽資料館 :兵庫県篠山町

吉備川上ふれあい漫画美術館 :岡山県川上町

サントリーミュージアム・天保山 :大阪市港区

商業主義と芸術性の融合

専用劇場 こけら落と し

全役オーデ ィシ ョンで決定

オ リジナルに忠実 に

若いスタッフを起用

イギリスの美術館 〈1)テート・ギヤラリーの組織

イギリスの美術館 〈2)ヘイワード・ギヤラリーの多

彩な活動

イギリスの美術館 〈3)ロイヤル・アカデミーの運営

仏英伊各国と日本の文化予算の格差

最近の欧米オークション市場の動向

今春のオークション意外の停頓

ゴッホ「市場」に起こった大激震

桜井 武

桜井 武

桜丼 武

瀬木 '康―

瀬木 慎―

瀬木 慎―

瀬本 慎―

ブレーン「企業文化」

ブレーン「企業文化」

産業経済新聞「博物館

散策1」

産業経済新聞「博物館

散策2」

産業経済新聞「博物館

散策3」

産業経済新聞「博物館

散策4」

産業経済新聞「博物館

散策5」

産業経済新聞「博物館

散策6」

産業経済新聞・夕刊
「ミュージカル革命ラ

イオンキング1」

産業経済新聞・夕刊
「ミュージカル革命ラ

イオンキング2」

産業経済新聞「ミュー

ジカル革命ライオンキ

ング3」

産業経済新聞「ミュー

ジカル革命ライオンキ

ング4」

産業経済新聞「ミュー

ジカル革命ライオンキ

ング5」

新美術新聞「海外美術

館レポート・その経営

実態を探る7」

新美術新聞「海外美術

館レポート・その経営

実態を探る8」

新美術新聞「海外美術

館レポート・その経営

1実態を探る9」

1新美術新聞「美術市場

|レーダー85」

1新美術新聞「美術市場

|レ ーダー86」

新美術新聞「美術市場

レーダー87」

新美術新聞「美術市場

レーダー90」

98.10

9811

98.08 19

98.08.20

98.08.21

9808.22

98.08.26

98.0827

98.10.20

98.1021

98.10.22

98.1023

98.1025

98.0401

98.0411

9804.21

9804.11

98.05.21

98.06.21

98.10.01



「眠れる美女」はいつ目覚めるか

ゲツテイとウイン、二つのアメリカン・パワー

1998年の美術品輸入激減

国際美術評論家連盟日本大会の開催を終えて◎
国際美術評論家連盟日本大会の開催を終えて③
ことばの壁に挑み :ヨ シ笈田

精神の老いを拒絶 :蛤‖1 幸雄

「遅さ」で現代批判 :太田 省吾

「懐かしさ」の矛盾 :寺山 修司

冒険 :新しい客求め熱い企画

ズレ :なぜ中止 昆劇完全版公浸

「芸術は宝」官民が連携

「ウケ」る喜び 客の視線に酔った :区職員舞台に立
つ

区長決断する

「ライバル」激突す

商社マン転身す

「希望」を語る

美術 :なおも続いた冷たい季節

演劇 :成熟光つたおとなの舞台、若手は現代のやみと

格闘

音楽 :手堅さ目立った国内活動、市民参加型に個性の

兆し

生活の安全保障

企業の社会貢献 9901 06

10活字になったメセナ [1998年 度]

瀬木 慎一 新美術新聞「美術市場
レーダー92」

新美術新聞「美術市場
レーダー94」

新美術新聞「美術市場
レーダー95」

新美術新聞

新美術新聞

朝日新聞・夕刊「「前

衛劇」物語2」

朝日新聞・夕刊「「前

衛劇」物語3」

朝日新聞・夕刊「「前

衛劇」物語4」

朝日新聞・夕刊「「前

衛劇」物語5」

朝日新聞・夕刊「フェ

スティバルの風 ニュ

ーヨークから 上」

朝日新聞・夕千」「フェ

スティバルの風 ニュ

ーヨークから 中」

朝日新聞・夕刊「フェ

スティバルの風 ニュ

ーヨークから 下」

朝日新聞「北区つかこ

うへい劇団物語1」

朝日新聞「北区つかこ

うへい劇団物語2」

朝日新聞「北区つかこ

うへい劇団物語3」

朝日新聞「北区つかこ

うへい劇団物語4」

朝日新聞「北区つかこ

うへい劇団物語5」

朝日新聞・夕刊「回

顧'98」

朝日新聞・夕刊「回
層貢
′
98」

朝日新聞・夕刊「回

顧
′
98」

朝日新聞「21世紀私
たちは :第 1部あふれ

ろ民力①」

朝日新聞「21世紀私
たちは 1第 1部あふれ

ろ民力④」

98.1201

9902.21

99.0321

98.11.11
9811.21
9804.06

98.04.13

98.04.20

9804.27

980825

980826

98.0828

98 1020

98.10.21

98.10.22

98 10.23

98.10.24

98.12.02

98.12.07

98.12.08

9901 06

387

一　
　
一　
　
生

生

慎

　

慎

　

史

史

本

　

木

　

條

條

瀬

　

瀬

　

南

南
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企業市民「貢献」も仕事

すきま

つなぐ

うつす

うこき

他者 と

ベネツセの実験

共同メセナの北斗七星

メセナのPR

社員参加

不況で「メセナ」縮小

先駆者も限界示す

質を維持し集客も

名門の移転騒動

同族的な絆が頼り

企業と反目の不幸

活動を縛る財政難

予算減、収集に影響

入館者数めぐり攻防

「消える国立」本格論議

大地

熊倉

熊倉

熊倉

熊倉

純子

純子

純子

純子

朝日新聞「21世紀私

たち|よ :第 1部あふれ

ろ民力4」

朝日新聞・夕刊「とけ

あう空間 都市・建築

のいま1」

朝日新聞・夕刊「とけ

あう空間 都市・建築

のいま2」

朝日新聞・夕刊「とけ

あう空間 都市・建築

のいま3」

朝日新聞・夕刊「とけ

あう空間 都市・建築

のいま4」

朝日新聞・夕刊「とけ

あう空間 都市・建築

のいま5」

朝日新聞・夕干」「とけ

あう空間 都市・建築

のいま6」

電通報「不況下のメセ

ナ①」

電通報「不況下のメセ

ナ0」

電通報「不況下のメセ

ナ◎」

1電通報「不況下のメセ

1読売新聞・夕刊「ゆら

|ぐ美術館①」

1読売新聞・夕刊「ゆら

|ぐ 美術館0」

1読売新聞・夕刊「ゆら

|ぐ 美術館◎」

読売新聞・夕刊「ゆら

ぐ美術館④」

読売新聞・夕刊「ゆら

ぐ美術館⑤」

読売新聞・夕刊「ゆら

ぐ美術館◎」

読売新聞・夕刊「ゆら

ぐ美術館②」

読売新聞・夕刊「ゆら

ぐ美術館◎」

読売新聞・夕千」「ゆら

ぐ美術館◎」

読売新聞・夕刊「ゆら

ぐ美術館⑩」

9901 06

990308

990309

9903 10

9903 11

99.03 16

9903 17

98 10.12

98.11.02

98.11.23

98.12.07

98.07.21

9807.22

98.0723

98.0724

98.07.27

98.07.28

9807.29

98.0730

9808.03

98.08.04



10活字になつたメセナ [1998年度]

「法人化」現場は懸念

館数増え市民不在

美術 :国立施設、独立法人化ヘ

クラシック :活況の裏で「方向」模索

演劇 :襲名、新劇場…華やかに

ミュージカル 劇団四季① :「無期限」公演の賭

ミュージカル 劇団四季② :日生劇場との出合い

ミュージカル 劇団四季◎ :助成に頼らず公演

ミュージカル 劇団四季④ :苦節45年 劇場が完成

シネマコンフレックス① :「映画の楽しみ」郊外にも

シネマコンプレックス○ :国内の興行界に衝撃

シネマコンプレックス◎ :上映巡り配給元と対立

シネマコンプレツクス④ :ミ ニシアターも隆盛

歌劇団 タカラツカ① : ｀赤字体質
″
返上へ新拠点

スタジオジプリ① :劇場用アニメで旋風

スタジオジブリ② :雇用と設備
｀
常識

″
破る

情報誌・チケット販売 ぴあ① :出版界に奇跡起こす

情報誌・チケット販売 ぴあO:「情報伝達業」に変
貌

情報誌・チケツト販売 ぴあ◎ :10万枚、3日 で完

情報誌・チケツト販売 ぴあ④ :客層、販路で
｀
広が

り
′′
加速

複合文化施設 Bunkamura① :自主企画で文化発信

複合文化施設 Bunkamura◎ :柔軟性に富むホール

複合文化施設 Bunkamura◎ :定番公演で固定客

公共放送 NHK① :メ ディアミックス活性化

読売新聞・夕刊「ゆら

ぐ美術館①」

読売新聞・夕刊「ゆら

ぐ美術館⑭」

読売新聞・夕刊「回

顧
′
98」

読売新聞・夕刊「回

顧'98」

読売新聞・夕刊「回

顧
′
98」

読売新聞「エンターテ

インメントNow」

読売新聞「エンターテ

インメントNow」

読売新聞「エンターテ

インメントNow」

読売新聞「エンターテ

インメントNow」

読売新聞「エンターテ

インメントNow」

読売新聞「エンターテ

インメントNow」

読売新聞「エンターテ

インメントNow」

読売新聞「エンターテ

インメントNow」

読売新聞「エンターテ

インメントNow」

読売新聞「エンターテ

インメントNow」

読売新聞「エンターテ

インメントNow」

読売新聞「エンターテ

インメントNOW」

読売新聞「エンターテ

インメントNOW」

読売新聞「エンターテ

インメントNOW」

読売新聞「エンターテ

インメントNOW」

読売新聞「エンターテ

インメントNOW」

読売新聞「エンターテ

インメントNOW」

読売新聞「エンターテ

インメントNOW」

読売新聞「エンターテ

インメントNOW」

98.08.05

98.08.07

98.12.11

98.12 14

98.12.15

98.09.08

980909

98.09 10

98.09.11

98.09.22

980924

9809.25

98.09.26

9810.20

98.11.10

98.11.11

98.11.17

98.11.18

9811.19

9811 20

98.1201

98 12.02

98 12.03

98.12.08

389
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公共放送 NHKO:テ レビ番組を
｀
輸出

″

公共放送 NHK◎ :新技術駆使で迫力映像

公共放送 NHK④ :デジタル化で テ`レビ革命
″

レコード会社 エイベツクス① :海外のダンス音楽発

掘

レコード会社 エイベツクス○ :ディスコ、アニメに

も進出

レコード会社 エイベツクス◎ :深夜のテレビCM活

用

レコード会社 エイベツクス④ : 
｀
若返り

′′
常に意識

映画配給 ギャガ・コミュニケーションズ① :データ

重視でヒット作的中

映画配給 ギヤガ・コミュニケーションズ② :映画版

権を売り込み

映画配給 ギャガ・コミュニケーションズC):自 社制

作を拡大ヘ

洋画配給ビジネス :好調反映 大競争時代に

ブロードウェー① :右肩上がり入場客数

ブロードウェー○ :夢実現、一夜で大成功も

ブロードウェー◎ :NY市再開発で観客増

ブロードウェー④ :優れた企業宣伝媒体

「24時間介護」しヽち早く

市民団体結束、活動に幅

法人化で 一`人前
″
に :社会信用増し、責任感も

大阪ボランテイア協会事務局長 :早瀬昇さん

大阪ボランテイア協会事務局長 :早瀬昇さん

大阪ボランテ イア協会事務局長 :早瀬昇さん 980430

読売新聞「エンターテ

インメントNOW」

読売新聞「エンターテ

インメントNOW」

読売新聞「エンターテ

インメントNOW」

読売新聞「エンターテ

インメントNOW」

読売新聞・夕刊「エン

ターテインメン ト

NOW」

読売新聞・夕刊「エン

ターテインメン ト

NOW」

読売新聞「エンターテ

インメントNOW」

読売新聞「エンターテ

インメントNOW」

読売新聞「エンターテ

インメントNOW」

読売新聞「エンターテ

インメントNOW」

読売新聞「エンターテ

インメントNOW」

読売新聞「エンターテ

インメントNOVV」

読売新聞「エンターテ

インメントNOW」

読売新聞「エンターテ

インメントNOW」

読売新聞「エンターテ

インメントNOVV」

1読 売新聞「NPOの う

|ね り 〈上〉」

1読売新聞「NPOの う

|ね り 〈中〉」

1読売新聞「NPOの う

|ねり 〈下〉」

1日 本経済新聞・夕刊
「NPOも 競争の時代

①」

日本経済新聞・夕刊
「NPOも 競争の時代

0」

日本経済新聞・夕刊
「NPOも 競争の時代

◎」

9812.09

98.12 10

9812 11

98.12.15

98.12.16

98.12 17

98.12.18

98.12.22

98.12.23

9812.25

99.01.19

99.01.26

99.01 27

99.01.28

99.01 29

9903.12

99.03.13

9903 14

980427

980428



大阪ボランテ イア協会事務局長 :早瀬昇さん

先入観を捨てよう

ビル・ゲイツとアート

企業アートの効用

「CA」 定着の秘けつ

「展覧会の絵」の舞台裏

真贋を見分けるコツ

オークシヨン人模様

映画 :製作・興行の合理性模索

演劇 :混迷の時代「家族」「悪」凝視

クラシック :地域に根差した活動 収穫

創立45周年を迎えた劇団四季代表 浅利慶太さん①

創立45周年を迎えた劇団四季代表 浅利慶太さんO

創立45周年を迎えた劇団四季代表 浅利慶太さん◎

創立45周年を迎えた劇団四季代表 浅利慶太さん④

NPOサポートセンター代表 山岸秀雄さん①

NPOサポートセンター代表 山岸秀雄さん○

NPOサポートセンター代表 山岸秀雄さん⑤

クラシック :不況下 問われる文化育成

演劇 :盛況仁左衛門襲名、「四季劇場」オープン

映画 :「タイタニック」独り勝ち、邦画おとなしく

【書:籍・資料】一覧 [1998.04.01～ 1999.03.31]

10活字になったメセナ [1998年度]

日本経済新聞・夕刊
「NPOも 競争の時代

④」

日本経済新聞「仕事人

のためのアート学①」

日本経済新聞「仕事人

のためのアート学◎」

日本経済新聞「仕事人

のためのアート学◎」

日本経済新聞「仕事人

のためのアート学④」

日本経済新聞「仕事人

のためのアート学⑤」

日本経済新聞「仕事人

のためのアート学◎」

日本経済新聞「仕事人

のためのアート学②」

日本経済新聞「回顧
′

98」

日本経済新聞「回顧
′

98」

日本経済新聞「回顧
′

98」

毎日新聞・夕刊「この

人と」

毎日新聞・夕刊「この

人と」

毎日新聞・夕刊「この

人と」

毎日新聞・夕刊「この

人と」

毎日新聞・夕刊「この

人と」

毎日新聞・夕干」「この

人と」

毎日新聞・夕刊「この

人と」

毎日新聞・夕刊「回

顧
′
98」

毎日新聞・夕刊「回

顧
′
98」

毎日新聞・夕刊「回

顧
′
98」

98.05.01

9808.09

98.08.17

98.08.24

98.08.31

98.0907

98.09.13

9809.21

98 1222

98 1223

98.1224

98.09.16

9809.17

98.09.22

98.09.24

98.10.06

98 1007

98 10.08

98 1201

98 12.08

98 12.09

391

石坂

石坂

石坂

石坂

石坂

石坂

石坂

泰章

泰章

泰章

泰章

泰章

泰章

泰章

助成団体要覧民間助成金ガイ ド1998

東京国際舞台芸術フェスティバル
′
97報告書 :イ ンタ

ーナショナル・ヴィジターズ・ウィーク

(財)助成財団資料セ

ンター

東京国際舞台芸術フェ

スティバル実行委員会

9804

9804
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第2回全国オペラフォーラムの記録

実践的演劇の世界

地域企業から見たサイトウ・キネン・フェステイバル

松本～その支援の実態と今後の方向性～

レジャー白書'98～少子・高齢化時代における女性の

余暇～

「特定非営利活動促進法」成立まで

PANデータブック「特定非営利活動促進法」成立ま

で

NPO法人八ンドブック 特定非営利活動法人設立の

ための検討事項

米国におけるNPO支援の概要～日本ネットワーカー

ズ会議報告書より～

非営利セクターを支えるしくみとは～サンフランシス

コのサポートセンターに学ぶ～

躍るオタマジヤクシ だからクラシックは面白い

アジア太平洋のNG0
やさしい文化行政シリーズVol.1 演劇と地域のパ

ートナーシップ～英国演劇ワークショップの周辺～

やさしい文化行政シリーズVo1 2 21世 紀のアート

マネージメント「Make a Change」 への提案

文化経済学会 〈日本〉年次大会予稿集 :1998
文化経済シンポジウム 報告書

芸術文化白書1998

ドイツ・ベルギー・八ンガリーの民間非営利組織～国

際交流基金
′
97地域・草の根交流欧州派遣事業

すべての地に新しい陽は昇る l「アート・エイド・

神戸」活動記録集VOL 3
NPO基礎講座2～市民活動の現在～

ニューヨーク 芸術家と共存する街

助成財団決定要覧1998

文化経済学

「特定非営利活動促進法」活用マニユアル

情報メディア白書1999
経団連 1997年度社会貢献活動実績調査結果 (案 )

個人・企業の社会貢献～21世紀ビジネスをアメリカ

に学ぶ

芸術文化の公共政策

(財 )日 立市

科学文化情報

財団

菊川 徳之助

伊藤 亮二

大川 進―郎

中山 夏織

衛 紀生

尚美人間科学

総合研究セン

ター

池上 惇・植

木 浩・福原

義春編

大久保 昇

後藤 和子

典

子

義

陽

岡

谷

山

塩

ひたちオペラのまちづ

くり実行委員会

昭和堂

松本商工会議所

(財 )余 暇 開発 セ ンタ

芸術文化振興連絡会議

〈PAN〉

芸術文化振興連絡会議

〈PAN〉

シーズ

日本ネ ッ トワーカーズ

会議

シーズ

出版文化社

(株 )アルク

(有 )ダブルフェイス

(有)ダブルフェイス

文化経済学会

文化経済シンポジウム

実行委員会

ぎょうせい

日本 NPOセ ンター

「アー ト・エイ ド・神

戸」実行委員会事務局

ぎょうせい

丸善

(財)助成財団資料セ

ンター

有斐閣ブックス

芸術文化振興連絡会議

〈PAN〉

電通総研

社会貢献推進委員会 1

%クラブ

(株 )オーク

勁草書房

98.11

98.12
98 12

98.12

9812

9804

9804
98.04

98.04

9804

9804

98.05

98.05

9805

9806
98.06
98.06

98.06

98.06
98.06

98.07

9807

9808

98.08
9809
98.10

98 11



1● 活字になったメセナ [1998年度]

季刊JATET 32～特集「音楽のための練習場」

文明と文化の視角～進化社会の文化経済学
～21世紀への提案～文化都市ビジョン

日本のオペラ年鑑1997

非営利組織のマネジメント

ホールにおける市民参加型事業に関する調査研究

THEATRE YEAR― B00K1999 Theatre Abroad

舞台芸術交流年鑑1998年

舞踊年鑑23 平成10年の記録

演劇年鑑
′99

.99演
劇年鑑別冊

平成10年度宮城県「アートプロデューサー特別講座」

アートマネジメントシンポジウム実施報告書

日本NPO学会第1回年次大会 報告概要集

専門誌

佐々本 晃彦

日本アートマ

ネジメント学

(社 )劇場演出空間技

術協会

東海大学出版会

東京都

オペラ団体協議会

東洋経済新報社

(財 )地域創造

lTI JAPAN CEN―
TRE((社)国際演劇

協会)

国際舞台芸術交流セン

ター

全日本舞踊連合

日本演劇協会

日本演劇協会

宮城県文化振興財団

日本 NPO学会事務局

98 12 393

99.01

99.01

99.02
99.02
9903
9903

99.03

99.03
9903
9903
99.03

9903

「経済広報」月刊 財団法人経済広報センター

『芸団協」月干」 社団法人日本芸能実演家団体協議会

F公益法人」月干」 財団法人公益法人協会

「地域創造」季刊 財団法人地域創造

「地域創造レター」月刊 財団法人地域創造
「フイランソロピー」月刊 社団法人日本フィランソロピー協会

「文化経済学界」季刊 文化経済学会

「文化庁月報」月干」 文化庁
「メセナ」季干」 社団法人企業メセナ協議会

島田 .巨
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メセナ年表

394 1998年

4月 11

18

20
21

群馬県立現代美術館オープン(群馬)

「銀座・大人の学校」オープン(東京、文化パステル)

季刊『メセナ』32号発行(企業メセナ協議会)

国際シンポジウム「地球市民への道一文化遺産を守る平和へのネットワーク」開催(神奈川、
国際シンポジウム実行委員会 :神奈川県・文化財保護振興財団)

「浜大津アーカスシネマ」オープン(滋賀、東宝)

天竜市立秋野不矩美術館オープン(静岡)

茅ヶ崎美術館オープン(神奈川)

5月   12   中央省庁等改革基本法案 衆議院通過(独立行政法人関連)

6月 3   「ドキュメント2000プ ロジェクト1997年 度活動報告会～社会とアートの橋渡しl!メ セナ

におけるコラボレーションの開拓～」開催 (東京、ドキュメント2000プロジェクト事務

局)

5   横浜みなとみらいホールオープン(神奈川)

12・-13文化経済学会'98山 口大会 開催(山 口、山口県・文化経済学会)

12   文化経済シンポジウム「地域文化と企業メセナ」開催 (山 口、文化経済シンポジウム実行委

員会)

20  「エリエール スクエア札幌 渡辺淳―館」オープン(北海道、大王製紙)

7月 １

２‐

高崎タワー美術館オープン(群馬県)

季刊『メセナ』33号発行(企業メセナ協議会)

9月 4・-5 芸術見本市開催 (東京、国際交流基金・地域創造)

5   滋賀県立びわ湖ホールオープン(滋賀)

10・-11「第3回全国メセナ組織会議」(佐賀、全国メセナ組織連絡会・企業メセナ協議会・佐賀県企

業メセナ協議会)

10月 ９

‐０

‐７

２２

季刊『メセナ』34号発行(企業メセナ協議会)

市立小諸高原美術館オープン(長野)

「日本アートマネジメント学会」発足(宮城、日本アートマネジメント学会)

Fメ セナ白書1998』 発行(企業メセナ協議会編・ダイヤモンド社)

11月   13   全国文化の見えるまちづくり政策研究フォーラム開催 (熊本、同実行委員会)

12月

1999年

特定非営利活動促進法(NPO法 )施行
「メセナ大賞'98」贈呈式(東京、企業メセナ協議会)

「美術品公開促進法」施行

1月   20   季刊『メセナ』35号発行(企業メセナ協議会)

2月 11   大分市美術館オープン(大分)

15   セゾン美術館閉館(東京)

23～ 25舞台芸術フェア開催 (東京、全国公立文化施設協会 。日本芸能実演家団体協議会)

3月 6   福岡アジア美術館オープン(福岡)

13   静岡県コンベンションアーツセンター(グランシップ)オープン(静岡)

13   文化庁「登録美術品制度」初認定

20～ 22日本NPO学会設立総会 。第1回大会開催(東京、日本NPO学会事務局)

30   斎藤記念川口現代美術館体館(埼玉)
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メセナ用語集
既刊のFメ セナ白書」および98年度の新聞記事・雑誌 (第 6章参照)に 登場した、メセ

ナ関連用語 (フ ィランソロピー、文化政策、NPo、 芸術文化動向なども含む)を 50

音順に掲載。

アーツ・アンド・ビジネス

∠rts αnd B“ si■ oss

イギリスの企業メセナ協議会。1976年 に欧州

初の企業メセナ協議会 ABSA(Association for

Business Sponsorship of the Arts)と して設

立された。1984年 に中央政府とのマッチング

助成*である「企業メセナ奨励制度 (BSIS)」 を開

始。政府との連携支援という独自の企業メセナ

システムを築き上げてきた。機関紙の発行、顕彰

活 動、助 成 活 動 (BSISは 現 在 The Pairing

Schemeに改称)、 調査研究、セミナー開催、アー

トの長所をビジネスに。ビジネススキルを芸術

団体にいかすプログラムなどを行つている。会

員は約 300団体。99年 3月 にABSAか ら改称

し、芸術と企業を結びつけることにさらに重点

を置くようになった。

アーティスト・イン・レジデンス

αrEsι j̈■―resiて fο■co

アーティストがある地域に一定期間滞在し、地

元での生活を通じて創作・研究活動を行う制度。

レジデンシィ。創造活動の刺激となるような新

しい創作環境をアーティストに提供することが

目的であったり、アーテイストとの交流で地域

活性化をめざしたりなど、いろいろな展開があ

る。欧米では 60年代頃から始まり、日本では

90年代に本格化。文化庁は 1997年度から「ア

ーティスト・イン・レジデンス事業」を開始し、98

年度には国内 12地域に補助金を支給。

395

アーツプラン21

И rls PIα■21

1996年に始まつた文化庁の芸術創造活動支援

事業(音楽・舞踊・演劇の 3分野)。 日本を代表す

る芸術団体を重点的に支援する「芸術創造特別

支援事業」、海外公演や世界的な芸術祭などを支

援する「国際芸術交流推進事業」、次代の芸術家

の養成・研修や芸術活動の調査研究を支援する
「芸術創造基盤整備事業」、芸文基金キを通じて助

成をする「舞台芸術振興事業」の 4本柱で構成さ

れている。(第 4章「1.国 。地方自治体の芸術支

援」参照)

アームズ・レングスの原則

αr′,ts lengιんPrinciPJο

英国などで、芸術評議会 (Ans Counc‖ s)な どを

通じて国の文化予算が分配されることによつて

中央政府と芸術文化団体の間にある程度の距離

(アームズ・レングス)が置かれ、政治的中立が保

証されること。芸術評議会自身も政府とアーム

ズ・レングスの距離を保つ。

アーツ・マネジメント

arι s,■α■αgο″1で π
`

芸術運営。広義には芸術と社会の接点を開発し、

芸術の社会展開をはかること。狭義には、アート

にかかわる事業の運営、アーティストの芸術活

動の管理、芸術団体の組織経営、文化施設の管理

運営。またはそのために必要な知識や技術のこ

と。芸術文化関連分野でのファンドレイジング

(資 金調達)やマーケティングのスキル、芸術団

体の健全な組織運営のためのノウ八ウ、関連分

野の法政策や経済・会計の知識など。ただし、明

確な規範があるというよりもむしろ、社会的・文

化的背景などによって、芸術運営の方向性や方

法論は決定づけられる。

アウトリーチ

ο
“
ιreαcん

一般の人々の芸術に対する潜在的なニーズや関

心に働きかけること。アーティストや愛好家、

芸術文化に携わる人々の「関係者の枠」を出て、

日頃あまリアー トに触れる機会がない人や、と

くに関心がない人々に対して、何らかの働きか

けを行うこと。実際に先方に出向いて活動した

り、ワークショップや共同制作をしたりと、アー

トとの接点のつくり方はさまざま。
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396 アカウンタビリティ
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元は会計用語で「会計責任」のこと。最近は「説明

責任・義務・責務」という広義の意味で使われる。

行為や金銭の用途などの有用性を、相手の理解

を得られるよう明確に説明する責任。たとえば、

企業は社員や株主、顧客、取引先などの利害関係

者に対して、助成を受けた者は助成者に対して、

公的資金 (税金)を使う場合は納税者に対しての

説明責任がある。

NP0
ⅣOれ PrOβ ι/ⅣOι メOr PrOFiι Orgα,lEZα ‐

EEO″

民間非営利団体。政府に属さず、利益の分配を目

的としない、公共活動を行う民間組織の総称。活

動が海外に及ぶので
｀
非政府

″
を強調した NGO

(非政府組織)も NPOの一つ。

アドミカル(ADMICAL)
′41ssOc」αι」οπ′ο

“
rfθ  D`1,ο JOIPPο ′れοれι

d“ ]イ

`c`れ

αι

フランスの企業メセナ協議会 (商 工業メセナ推

進協会)。 1979年フランスに設立された、企業

の芸術文化支援を推進する民間の連合組織。機

関紙の発行、情報提供、顕彰事業 (オ スカー賞 :

Les Oscars du M6c6nat)、 調査研究などを行う。

91年から活動対象分野を広げ、文化のみならず

環境や教育など社会連帯をも取り扱うようにな

った。約 130の企業・関連団体が加盟。

オフィシャル・サプライヤー制度

0チFiCiα J S“PP“ Or SyS″ m

プログラムことの協賛ではなく、長期のスポン

サー契約を結び、文化施設の運営そのものに対

しての資金援助を募る制度。Bunkamuraが
1989年からこの制度を採用している。

エイブル・アート

障害を持つ人々の芸術、またその作品。障害者の

芸術文化の可能性 (ア ー トによる自己実現)、 観

る側が彼らの作品を通じて新しい芸術観や社会

観を獲得する可能性、というところから日本障

害者芸術文化協会が「可能性の芸術」=エ イブ

ル・アートという言葉を生み出した。

船 海外事業活動関連協議会(OBCC)
(3ο

“
′lCII Jiο r Bθιιοr CοrPο ra`P Ciι jZθ

・
‐

Sλり
海外市場に進出している日本企業の、現地での

社会貢献活動を推進する団体。現地における公

共事業で、日本や日本企業の理解を増進するも

のに対して寄付を行う。1989年 9月 に経団連

が設立した。特定公益増進法人。
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企業市民

corPOrα ιο Cjl:zοれsん jP

企業も個人と同様に社会を構成する一員 (一 市

民)であるという考え方。社会の構成員であるか

らには、企業も「良き市民」として積極的に社会

貢献することが社会的責任を果たすことにつな

がる、と考える。

寄付金優遇税制

ια″θκο′れ
1)ι

fO″

個人の場合は一般に寄付控除は認められていな

いが、特増法人中に対する寄付などは特定寄付金

として所得税から控除される優遇税制がある。

その場合、控除額は「寄付金額 (所得金額の

25%ま たは特定寄付金額のどちらか少ない

額)-1万円」。企業 (法 人)の場合は、一般に寄付

金は損金算入限度額ネ以内であれば損金 (経 費)

となるが、特増法人への寄付はこの限度額と同

額分だけ別枠で免税となる優遇税制がある。

397
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企業のメセナ*(芸術文化支援)活動の活性化を

めざす、わが国初の企業の連合体 (社 団法人)。 主

たる事業として、企業の芸術文化支援について

の、1.啓 発/普 及、2.情 報収配/仲 介、3.調 査/研

究、4.顕彰 (メ セナ大賞)、 5.国際交流、6.助 成認

定を行つている。1990年 2月 に設立。主務官庁

は文化庁。

芸術文化振興基金(芸文基金)

Jα′αa Иrls F“″d
1990年 3月 に特殊法人日本芸術文化振興会が

発足した際、政府からの 500億円と民間からの

100億 円で倉」設された基金。その運用益で芸術

文化振興のための助成活動などを行う。

企業メセナ協議会助成認定制度

/rtS Prり eC1 /SSiStα
・

CO ИP′ rουαJ

PrOgrα 7■

付録「4.企業メセナ協議会助成認定活動」参照。

公益信託

cλαriιαみZο

`″“
s′

福祉、教育、芸術文化など公益目的のために設定

される信託。委託者からの一定財産を受託者が

信託財産として引き受け、目的の実現のために

それを管理運営する。
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公益法人 (民法法人)

′
“
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0屁

主務官庁*の下で、営利を目的としない公益事業

を行う社団または財団法人。民法 (第 34条)が規

定するこの 2つ以外にも、広く学校法人や医療

法人、社会福祉法人等 (そ れぞれ私立学校法、医

療法、社会福祉事業法が規定)を含める定義もあ

る。

事業財団

οPο rα EEοπαl.βο
“
屁(Jα″うο″

基金の運用益や寄付金によつて自主事業を行

う財団法人。

助成財団

grα
“

t― ″ια■iれg Jbし れJαιjο・
主に外部の活動に対して資金援助を行う財団。

国際交流基金

Jα′αれ FO“″dαιjO■

外務省の特殊法人。日本に関する諸外国の理解

を深め、国際相互理解を推進するために、1972
年に設立された。学者・芸術家の招聘や派遣、日

本語教育・日本研究の振興、芸術分野の公演や展

覧会の実施・助成を中心に、国際的な文化事業や

助成事業を行う。

出捐 (し ゆつえん)

dOれαιじο′ι

寄付。当事者の一方が、自らの意思で自己財産を

減らすことによつて、他方の財産を増加させる

こと。贈与。

財団

∫ο
“
れJα lιοれ

企業財団

Cο rPο rα

`ο
∫ο

“
″Jα tiο・

企業の持つ財団。1社以上の企業が設立時の

基金を拠出し、運営資金やスタッフを当該企

業が支援する財団法人。企業のオーナー個人

が拠出している財団を含める場合もある。

コミュニティ財団(地域財団)

Cο

“““
れれγメο

“
れdαιjοれ

地域の公益のために地域内の多数の出捐*者

が寄付した資金で、それぞれの意志・目的を特

化した基金を設立し、その目的に合った助成

活動を行う財団。1914年 に米国で仕組みが

主務官庁

ι′tO cο″し′eteれ
`α“̀ん

Ortιうes

ある機関や事務を所轄する行政官庁。

つくられた。日本では 91年に大阪コミュニテ

ィ財団が発足し、寄付を受けた基金の運用益

で、地域社会貢献活動を行う団体を助成 して

しヽる。
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スポンサーシップ

sPOη Sο rSん IP

資金援助。支援。英語圏では芸術文化支援にスポ

ンサーシップという言葉を使う(sponsorship

ofthe ans)。 メセナ拿が基本的には見返りを期待

しない芸術文化支援であるのに対し、スポンサ

ーシップは知名度アツプや製品の売上高増加な

ど本業への副次的な効果を見込んだ資金援助の

意味合いがある。英国の Ans&Business*は「ス

ポンサーシップはフィランソロピーおよび企業

の寄付とは明確に異なる」としている。

全国メセナネットワーク

付録「2.全国メセナネットワーク」の項参照。
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セレック(CEREC)
Cο ″ガ
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欧州芸術文化と企業委員会。ヨーロツパ各国の

メセナ協議会の連絡組織として 1991年 3月

に創立。セミナー、会議、出版などのほか 96年か

ら顕彰事業 (European Sponsorship Award)

を開催している。ドイツ・オーストリア・ベルギ

ー・デンマーク・フランス・アイルランド・イスラ

エル・イタリア・オランダ・ポル トガル・スペイ

ン・スウェーデン・スイス・イギリス・(ギ リシア)

の企業メセナ協議会と企業が加盟している。

全米芸術基金(NEA)
Ⅳα″οEα J E″ dοω′れοπιメοrじんο∠rrS

1965年 に米連邦政府が芸術助成のために設立

した、政府付属の独立機関。大統領に任命された

アドバイザリーグループが統括し、数百名の専

門家からなる委員会が助成先審査にあたる。マ

ッチング・グラント制度*を初めて実行した。

田 全国公立文化施設協会 (公文協)

Tんο∠SSο Ciα tiοれοf P“ b`tC TλθαιοrS
αれd lα JIs iれ Jαρα′t

全国の国・公立の文化施設の連絡組織。研修会の

開催、名簿の発行、情報提供などを通じて、地域

文化の振興と芸術文化の発展をめざす。1961

年に任意団体として発足し、95年に社団法人と

なる。99年 3月 現在 1342施設が加入してい

る。

損金算入限度額

損金 (経 費)と して計算できる限度額。[法人税 :

(資 本 金×2.5/1000+所 得×2.5/100)×
1/2]。 一般的に、寄付金は税金の控除対象となる

必要経費(損金)と して算入してもよい限度額が

あるが、特定公益増進法人拿への寄付は、一般の

寄付金の限度額と同額だけ、別枠で損金扱いに

なる。たとえば、特増法人である企業メセナ協議

会*の口座を経由して、協議会が認定した芸術活

動に資金援助 (=寄付)す ると、寄付をした企業

は一般寄付金と同額の寄付金が別枠で免税にな

る。
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4oo 働 地域創造
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美しく豊かなふるさとづくりの推進に寄与する

ことを目的として、1994年 9月 に設立された。

地域における創造的で文化的な表現活動のため

の環境整備を、地方公共団体と緊密な連携の下

に行う。地方公共団体の活動支援として、地域の

芸術環境づくり支援・研修交流・情報交流・研究

調査/コ ンサルティング・芸術提供/共催等の事

業を行う。主務官庁ネは自治省。

特定非営利活動法人(NPO法人)

福祉や環境、芸術文化などの特定 12分野で利益

配分を目的としない活動を行う民間法人。法人

格を持つことで、社会的信用につながり、法的な

裏付けのない従来の任意団体よりも契約主体に

なりやすいなどの利点はあるが、現在のところ

国の優遇税制措置はない(地 方 レベルでは複数

の自治体が優遇措置を開始)。 1999年 2月 に全

国初の NPO法人が誕生した。

特定公益増進法人 (特増法人)

科学の発展や芸術文化振興、社会福祉など、特定

34分野で公益の増進に著しく寄与し、主務大臣

の認可を受けた法人。芸術分野関連では、1)芸 術

の公演・展示を企画し、または実施することを目

的とする公益法人、2)芸 術の普及向上のための

助成金支給を行う公益法人で、実施する事業の

うち、「芸術の普及向上」に資する事業が一定割

合を超えるもの、3)登 録博物館を運営する法人

が、文部大臣により特増法人に認可され得る。特

増法人への寄付金に関しては優遇税制が認めら

れている。認可期間は 2年で、更新可。

独立行政法人 (エージェンシー)

必要不可欠な公共事業で、国営である必要はな
いが、民営化すると必ずしも実施されない恐れ
があるもの、または独占的に実施する必要があ
るものを行う法人。国とは別の法人格を持つ。
2001年 から 100近 くの国立機関が順次エー
ジェンシー化される。国から運営を切り離して

予算の自由裁量を広げる代わりに、3～ 5年 こと
に外部から業績評価をすることで業務の効率化
をはかる。芸術文化関係では、2001年 4月 に国
立博物館 (東京・京都・奈良)、 国立西洋美術館、国
立近代美術館 (東 京・京都)、 国立国際美術館、文
化財研究所 (東 京・奈良)が独立行政法人化され
る予定。

特定非営利活動促進法(NPO法 )

特定 12分野で公共に寄与する活動を行う民間

の非営利団体に、法人格を与える法律。市民の自

発的な社会貢献活動を支援するため、1998年
3月 に公布。法人化申請には定款、メンバー 10

人以上の名簿、事業計画書、収支予算書など 16

の書類を、所轄する都道府県庁に提出。財団や社

団のような基金は必要ない。審査で条件に合致

していると判断されれば 4か月以内に認可され

る。

日本アートマネジメント学会

JαPα′ι/13・。riα
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「芸術文化に関するマネジメントの研究を行い、

芸術文化にかかわる地域活動の発展に資するこ

と(学会総則第 2条 )」 が目的。日本の芸術文化の

社会的仕組みを検証し、日本型アートマネジメ

ント学を確立し、その成果を社会に還元するこ

とをめざす。1998年 10月 に設立。
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日本 NPO学会

Jαf)α η ⅣPθ Resα r(・λ Иssο ciα
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社会貢献活動や慈善活動を行う民間非営利組織
や研究者らが組織して 1999年 3月 20日 に発
足。「NPO、 NGO、 ボランティア、フィランソロピ
ーなど、民間非営利活動に関する研究および活
動成果の発表と交流、教育の普及を行い、もって
社会に貢献すること」を目的とする。

非資金援助

1::Jrα
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“
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資金以外でのメセナ (芸 術文化支援)。人、場所、

製品、技術、情報、サービスの提供など。

4ol

日本 NPOセ ンター

JαPα■ⅣPO〔〕οれじer

1996年に発足し、NPOホ に関する情報提供や相

談業務、調査研究を行う。会員は NPO、 自治体、
企業など 477団体(99年 9月現在)。

フィランソロピー

Pλ』Jα ntλ rο′y
営利を目的としない社会貢献・篤志活動。スポー

ツ、学術研究、環境保護、社会福祉、災害救援、健

康・医療、教育、災害救援、地域振興などさまざま

な分野で、個人や団体が寄付やボランティア活

動をしたり、人材・製品・技術・場所・サービス・情

報等を提供すること。メセナ (芸 術支援活動)も

そのなかの一つ。

ビー・シー・エー(BCA)
BιSれ aSS Cο

“
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アメリカの企業メセナ協議会 (芸 術のための企

業委員会)。 1967年に回ックフェラー氏の提唱

でアメリカに設立された、世界初の企業メセナ

協議会。啓蒙活動、情報提供、関連資料・書籍の発

行・顕彰(Business in the Ans Awards)な どを

行う。99年 9月 現在会員は約 125団体。

文化経済学会

JαPα rl′4ssο riαιJοルメοr C“ J′

“
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「文化および芸術に関する社会・経済的問題の研

究を促進するために、その分野に携わる研究者、

実務者などによる研究成果の発表と相互交流を

おこない、それらを通して文化に関する系統的

な社会・経済的研究の発展と教育に資すること

(学 会規約 2条 )」 を目的とする。1992年 3月
発足。
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402 マッチング・グラント制度
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芸術団体への助成などで、総費用の最低半分は

他の団体から調達することを条件に残りを助成

する制度。組み合わせ(マ ッチング)助成金(グ ラ

ント)。 社員が社内外の社会貢献活動や公益団体

に寄付すると企業も同額寄付する制度は「マツ

チング・ギフト」といわれる。

メセナ大賞

if`c`屁 α
=∠

ωαrds

優れたメセナ活動を表彰することによつて、日

本の企業メセナのさらなる充実と、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。(第 5章を参照)

ミッション・ステイトメント

″ιEssiO■ stα lθ mο■ι

活動の理念や目的、重点的に活動を展開しよう

とする分野などを明文化したもの。NPOの出発

点となる。

メセナノート

″ιιc`′ιαl ■Ote

1999年 5月 に創刊した、企業メセナ協議会発

行の隔月ニューズレター。

メセナ

′Pι
`て

・

`,tα

じ

芸術文化擁護・支援を意味する仏語。古代□一マ

皇帝アウグス トゥスに仕 えたマエケナ ス

(Maecenas)が 詩人や芸術家を手あつく擁護し

たことから、直接の見返りを期待しない芸術文

化支援をメセナという。ただし、現代の企業メセ

ナにおいては、企業のイメージアップ・企業文化

の改善・顧客とのコミュニケーションなど、長期

的かつ間接的なメリットを求めることが「見返

り」として許容されている。日本では 1990年の

企業メセナ協議会設立に際し、テレビ番組の協

賛の意で使用されてきた
｀
スポンサー

″
という英

語ではなく、仏語のメセナを採用したことから、

メセナは、企業がパートナーシップの精神に基

づいて行う芸術文化支援を指す言葉になった。

1%(ワ ンパーセント)ク ラブ

0■θ Pο r(・‐lt CJ■ わ

経常利益や所得の 1%以上を社会貢献活動に使

おうという企業と個人の会。1990年 11月 に

経済団体連合会 (経団連)の呼びかけで発足。
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世界のメセナ機関

E)irectOry Of Business Arts Associations

4o4 Austra‖a
オーストラリア

The Asialink Centre

107 Barry Street,Ca‖ ton

MelbOurne Victoria 3053 AUSTRALiA

Tel. +61393491899
Fax +61393471768
URL http://ariel.unirnelb.edu.au/‐ ‐asialink/

Chech Republic
チェコ共和国

FORUM DARCU
(Czech Donors Forurl)
Stepanska 61(Palac LUCERNA,V.patro)
116 02 Prague l CZECH REPUBLIC
Tel. +420224215385
Fax +420224216544

Austria
i-71u7

Denmark
i>v-,

:nitiativen Wirtscha■ fur Kunst

(Austrian Business cOmrni■ ee for the Arts)

【′WK】
Karntner Strasse 8/6

lolo Wien AUSTRIA
Tel. +4315127800
Fax +4315138956
URL.htp:ノノヽ″WW iWk.at/

stichting voor Kunstproiriotie

(FoundatiOn fOr the PrOnnOtion of the Arts)

Handelskaa1 14

looo Brussels BELGIUM
Tel. +3222194080
Fax +3222190462
URL htp:/ノWWW StiChting― kunStprOmOtie・ bC

FondatiOn pouria Promotion des A■ s

(FOundatiOn fOr the PrOrγ lotion of the Ans)

【月οndar′ o● Prοmё ttё a】

60 rue de la Concorde
1050 Bruxe‖ eS BELGIUM
Tel. +3225137827
Fax. +3225022657

The cOunci:fOr Business and the Alts

:n Canada

【CBAC】

165 Universitゝ ′Avenue,Suite 705

Toronto M5H 3B8 01ntario CANADA
Tel +14168693016
FaX ・+14168690435

Kreati�  Forum
Bolbrovei 3

DK-2960 Rungsted Kyst DENMARK
Tel. +4520637913
Fax. +4545864150

Europe
ョーロッパ

Comite lEurOpeen pourle Rapprochement de
l'Econonlie et de la Cu:ture
〈EurOpean cOmmittee fOr Business.Arts and
culture〕

IC[REC】
c/o Admica116,rue Girardon
75018 Paris FRANCE

たレ
g準

翌塵i墨ili=:翌:型望土_______

Tel. +331425595
Fax. +33 425571

22
32

URL

フランス

AssoCiatiOn pOur ie D6veloppelnent du
MOcenat:ndustrie:et Co:¬ Imerciai
(Association fOr the lDevelopment of
lndustrial&cOirlmercial Cultural Support)

16,rue Girardon
75018 Paris FRANCE
Tel  ‐+33142552001
Fax. +33142557132
URL http://www.admiCaLorg/

Germany
ドイツ

Arbeitskreis Ku:tursponsoring

(Arts Sponsorship WOrking Group)

【ハKS】

GustaV― Heinetrlann― Ufer 84-88

50968 KOln GERIvlANY
Tel. +492213708435
Fax +492213708613

Canada
慟十々
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lreland
アイルランド

Poland
ポーランド

4o5

The Business Counci!for the Arts

【CO二月し】

64 Lower Mount Street

Dublin 2 1RELAND

Tel. +35316766966
Fax. 1‐ 35316766997

Fundacja dla Po:ski

(Foundaition for Poland)

ul. Flory 9, V pietro

00¨586 Warszawa POLAND
Tel  ‐+48228497653
Fax ‐卜48228497656

israё l

イスラエル
POnugal
ボルトガル

lsrael Business for the Ans

【ハιルfス】

12 Hahilzaon Street

Ramat Gan 52136 1SRAEL
Tel. ・+97237538318
Fax. ‐+97237538320
URL http:ノ /WWW.alma.CO il

Funda9う o Luso― Americana para o
Desenvoivirnento

(Luso―Arrlerican Developrrlent Foundatlon)

【FとスD】

Rua do Sacramento a Lapa,21
1200 Lisboa PORTUGAL
Tel  ‐+35113935800
Fax. 1‐ 35113963358
URL.http:ノ /Ⅵ″vw.flad.pt/

ltaly

イタリア
SingapOre
シンガポール

Bondardo Connunicazione

Corso di Porta Nuora 14

20121 Milano ltaly

Tel. 39229005700
Fax. 39229005656
URL. http://www.bondardo com./

National Arts Council
460 Alexandra Road fl35-00, PSA Building
SINGAPORE l19963
Tel. 1-652700722
Fax +652736880
URL.http://w、vw nac gov.sg

Korea

Korean Business Counci:for the Arts

lκθCス】

1lth Floor,Daelirn Motor Bldg"16-6,

Pill― dong 2-1く a,Chung― lく u,Seou1 100-272

KOREA
Tel. +82222722471～ 3

Fax. +8227732863

South Africa
南アフリカ

Business&Arts South Africa

【BASハ】
P.().Box 784481

Sandton 2146,Johannesburg SOUTH AFRICA
Tel  +27117849994/5
Fax ‐卜27117849996
URL http://'wvvw artslink.co.za/basaノ

The Netherlands
オランダ

Genootschap voor Reclanne-lSectie

Sponsoe:ng

(Dutch Advenising Association¨ Ans
SpOnSOrShip SeCtiOn)

P.O Box 9877
Amsterdam 1006 AN THE NETHERLAND
Tel  +31206699777
Fax. +31206693738

Spain
スペイン

Asociaci6n IEspaiola para el Dessarro‖ o
del Mecena290 Ennpresarial

(Spanish Association for the lDevelopnlent of
BusinesS SpOnsorship)

【ハ[DM[】

C/Tuset 8,1° 2a

Barcelona 08006 SPAIN

Tel. ―卜34932372682
Fax. →‐34932372284
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FOreningen lKultur och Naringsliv

(S、″edish Association for Business

Sponsorship of the Arts)

P.0.Box 5403
SE-114 84 Stockholm SVVEDEN
Tel. ■・4686666460
Fax. +4686607051

Arts&Business
Nutrneg House,60 Gainsford Street,

Butlers Wharf,London SE1 2NY Uiく .

Tel  +441713788143
Fax +441714077527
URL.htp://wⅥ ″v.AandB.org uk/

Arts&Business Counci::nc.

【ハ3C】

121 West 27th lStreet,Suite 702

New Yo「 k,NY 10001-6207U.S.A
Tel. ‐

}‐ 12127277146
Fax. ・+1 2127273873
URL http://,wvvw.ansandbusiness org

United States of America
アメリカ合衆国

Business Committee for the Arts,inc.

【BCス 】
1775 Broadway,Suite 510

New York,NY 10019-1942U.S.A.
Tel. +12126640600
Fax. ・+1 2129565980
URL http://www.bcainc.org

(1999年9月 20日現在)

Sweden
スウェーデン

URL. http://www.Kultur-naring sliv.se/
United Kingdom
1+U7

Unlted States of Arnerica
アメリカ合衆国
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全国メセナネットワーク

各地に設立 されていた地域の文化活動を支援する団体の、組織間の情報交

換 と協力を目的として、1996年 に「全国メセナ連絡会」が発足 した。会員は

当初12団体であったが徐々に増加 し、 また、メセナ組織の設立に関心のある

財団や地方自治体 も多 くなってきたため、より広いネットワークを結成する

ために、1998年 9月 に全国メセナ組織連絡会を改め、全国メセナネットワー

クとして再出発することになった。会員は現在16団体 (1999年 9月 現在 )。

全国メセナネットワークの概要は以下の とおりである。

407

【目的】

【活動】

日本各地のメセナ関連組織相互の交流、情報交換、協力をはかるこ

とによって、各組織のそれぞれのメセナ活動に貢献し、地域の文化

振興に寄与すること。

この目的達成のため、会員の希望によりつぎの活動を行う。

1.年 1回の「全国メセナネットワーク全体会議」開催

2.ニ ューズレターの発行

3.活動情報の紹介

4.組織間交流の活性化

5。 地域のメセナ組織の結成促進、組織運営に対する協力、支援

6。 各組織の活動支援

7.事業共催のプログラム化

8.企業メセナ協議会との提携、協力

【会員】 1。 日本各地のメセナ組織

2.メ セナ組織設立に意欲的な地方自治体、公益法人、民間団体。

ただし、営利を目的とする組織は該当しない。

【問い合わせ】 事務局 企業メセナ協議会内 (担当 角山)
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全国メセナネットワーク会員一覧

408 団体名 出雲メセナ協会

連絡先 〒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 FAXI()853-21-6585

担当窓口 :井上明夫[文化観光課長]

代表者 遠藤嘉右衛門 [会 長 ]

設立年 1998年

団体名 大田まちづくり芸術支援協会 (asca)

連絡先 〒144-0051 東京都大田区西蒲田7-18-4
T[L 03-3734-1521  FA〉 ( 03-3734-1532

担当窓口 :田中常雅[理事長]

代表者 田中常雅[理事長]

設立年 1992年

団体名 社団法人 企業メセナ協議会

連絡先 〒100-0006 東京都千代田区有楽町2-5-1 有楽町マリオン13F
TEL 03-3213-3397 FAX 03-3215-6222
URL.http://www.mediagalaxy co ip/mecenat

担当窓口 :角山紘一[事務局長]

代表者 堤清二 [会長 ]・ 福原義春 [理事長 ]

設立年 1990年

団体名   社団法人 企業メセナ群馬

連絡先 〒371-0037 群馬県前橋市上小出町1-16-9
TEL.027-233-1750 FAX 027-233-1750
担当窓口 :田中善之[事務局長]

代表者 塚越平人 [会長 ]。 前田 勇 [理 事長 ]

設立年 1990年
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団体名 くまもと文化アシスト会議
409

連絡先 〒861-5521 熊本市鹿子本町96-5(榊創造経営研究所

TEL.096-245-4555 FAX 096-245-4566
担当窓 □ :清 田和之 [代表 ]

代表者 清田和之 [代表 ]

設立年 1998年

団体名 佐賀県企業メセナ協議会

連絡先 〒840-0041 佐賀市城内1-1-59 佐賀県県民生活課内

TEL 0952-25-7340 FAX1 0952-25-7327 URL http://wvvw.pref.saga ip/

担当窓口 :松瀬政義[主査]

代表者 村岡安廣・古賀醸治[代表世話人]

設立年 1994年

団体名 JAZZメ セナ野辺地

連絡先 〒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
URL.http://www.geocities.co.jp/Ho‖ ywood一 Miyuki/3883

担当窓口 :舟橋玲 [会長]

代表者 舟橋玲 [会長]

設立年 1994年

団体名 地域の文化活動を支援する企業と個人の会

連絡先 〒966-0876 福島県喜多方市字押切川向5364-1

喜多方プラザ文化センター内

TEL 0241-24-461l  FAX 0241-24-4612
担当窓□ :山形洋一[事務局長]

代表者 唐橋幸市郎[会長]

設立年 1997年
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41o 団体名 東海メセナ研究会

連絡先 〒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 052-961-5028 FAX.052-961-7528
担当窓口 :下斗米隆[会長]

代表者 下斗米隆[会長]

設立年 1991年

団体名 長坂メセナの会

連絡先 〒408-3585 山梨県北巨摩部長坂町長坂上条2575-19 長坂町役場企画課

TEL.0551-32-211l  FAX.0551-32-3303
担当窓□ :坂本正輝 [企画課係長]

代表者 小松寿武 [会 長 ]

設立年 1997年

団体名 社団法人 松本芸術文化協会

連絡先 〒390-0815 長野県松本市深志3-10-1 松本市民会館内

TEL 0263-32-1670 FAX.0263-32-1670
担当窓□ :河原地敏夫 [専務理事]

代表者 宮地良彦 [会 長 ]

設立年 1990年

団体名 財団法人 新潟県文化振興財団

連絡先 〒861-5521 新潟市一番堀通町3-13
TEL.025-228-3577 FAX.025-228-3818
担当窓口 :横山良二[専務理事]

代表者 平山征夫 [理 事長 ]

設立年 1981年
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団体名 メセナ八幡浜
411

連絡先 〒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 FA〉( 0894-22-3609
担当窓口 :曽我勇[事務局長]

代表者 宮本一成[会長]

設立年 1994年

団体名 山ロメセナ倶楽部

連絡先 〒753-0086 山口市中市町1-10 山口商工会議所内

TEL 0839-25-2300 FA〉(.0839-21-1555
URL http://www ioho一 yamaguchi.or ip/ycci

担当窓回 :荒瀬保夫[事務局長]

代表者 池部豊 [会長 ]

設立年 1994年

団体名 山梨メセナ協会

連絡先 〒400-0043 山梨県甲府市国母5-2-4

TEL.055-225-2121  FAX 055-225-2121
担当窓口 :堀内克―[専務理事]

代表者 高野孫左ヱ門[会長]

設立年 1996年

団体名 よこはま市民メセナ協会

連絡先 〒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 FA〉( 045-591-1536
担当窓口 :西田由紀子 [会長]

代表者 西田由紀子 [会長 ]

設立年 1995年
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企業メセナ協議会1998年度の活動状況

412

1998年

1998年 4月～1999年 3月 活動年表

(敬称略 )

4月    2 メセナセミナー 〈ケーススタディXⅥ‖「富士ゼロックス株式会社のメセナ活動」〉開催
(東京。「アート・バイ・ゼロックス」アートエ房および富士ゼロックス本社)

季刊『メセナ』32号 〈特集 :子どもたちのアート環境〉発行

5月    21 メセナセミナー 〈21世 紀のメセナ①「メセナ活動への社員参加と地域との連携を考え

る」〉開催 講師 :島田京子、石井純、清水博純 (東京・銀座ファゼンタ)

6月    5 1998年度第1回助成選考委員会開催

アートセミナー くフォローシリーズ・古典芸能編「古奥芸能の新たな可能性を探る～観世
栄夫さんをお迎えして～」〉開催 講師 :観世栄夫、児玉信 (東京・有楽町朝日スクエア)

メセナセミナー 〈21世紀のメセナ○「音楽支援を考える～事例と課題～」〉開催 講師 :

野口富生、吉竹達雄、加藤種男 (大阪・アサヒビール吹田工場)

10

16

7月    2 理事会・総会・特別講演会「NPOの新しい動きと企業メセナ」開催 講師 :山 岡義典

(東京・経団連会館)

季刊『メセナ』33号 〈特集 :めざせ !アートマネージャー〉発行

1998年度第2回助成選考委員会開催

9月 10～

11

21

第3回全国メセナ組織会議 (佐賀・嬉野温泉)開催

1998年度第3回助成選考委員会開催

10月    9 アートマネジメントセミナー 〈「アメリア・アレナスによるスライド・ トーク～川村記念
美術館見学会～」〉開催 講師 :ア メリア・アレナス (千葉。川村記念美術館)

季刊『メセナ』34号 〈特集 :不況に立ち向かうメセナ〉発行

Fメ セナ白書1998』 〈特集 :多様化する地域メセナ〉発行

『メセナ白書1998』 記者発表会開催 (東京。有楽町朝日スクエア)

アートフィールド視察研修 | く「秋のメセナ研修ツアー」)開催 (栃木・宇都宮美術館およ

びCCGA現代グラフィックアートセンター)

11月 メセナ大賞'98記者発表会開催 (東京 。日本外国特派員協会)

メセナセミナー 〈21世紀のメセナ③「メセナの基準をどのように決め、結果をどう評価

するのか」〉開催 講師 :榎川勝也、片山正夫、加藤種男 (東京 。東京国際フォーラム会

議室)

1998年度第4回助成選考委員会開催

12月

1999年

4
10

メセナ大賞'98贈呈式開催 (東京 。有楽町朝日ホール)

理事会、理事・評議員合同会議開催

1月   20  季刊『メセナ』35号 く特集 :知的所有権とメセナ〉発行

2月 1   1998年度第5回助成選考委員会開催
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3月    26 アートセミナー くアート環境シリーズ◎「アートサポートの公共性とは?～官民のパート

ナーシップと寄付税制のゆくえ～」)開催 講師 :早川知宏、関水秀樹、津村卓、山野真

悟、加藤種男 (東京・有楽町朝日スクエア)

1998年 度第6回助成選考委員会開催

総会・特別講演会 く「代官山ヒルサイドテラスにおける文化活動」〉開催 講師 :朝倉徳道、

根文彦 (東京・経団連会館)
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1998年度助成認定活動

111件の活動を認定

414 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

の許可を受け、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。

助成認定の対象となる活動は以下のとおりである。

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

①助成申請

「スルー方式」

企業メセナ協議会助成認定制度

1998年度は111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、1998年度中に548社 (法人/個人含む)よ り寄付があった。

②審査・認定

(〔⊃直接交渉・寄付依頼

企
業
メ
セ
ナ
協
議
会

芸
術
団
体

⑤助成金支払

寄
付
者

（企
業

・
個
人
）④寄付金振込
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第l回助成認定活動(1998年6月 )

ケルン放送交響楽団演奏会

(m京都市音楽芸術振興財団)

「アート・オン・ザ・ネツト1998」

展

(ア ート・オン・ザ・ネット展実

行委員会)

ルーマニア国立オーケストラとの

協奏曲協演

(ルーマニア国立オーケストラと

の協演の会)

東京ゾリステン ヨーロッパコン

サートツアー

(東京ゾリステン)

びわ湖祝祭管弦楽団

(滋賀音楽振興会)

一柳慧作曲オペラ「モモ」 3幕
(動神奈川芸術文化財団)

アートスフイア灰塚'98

(灰塚アースワークプロジェクト

実行委員会)

ミュージカル「ソング&ダンス・

昆虫記」

(青少年の心を育てる会)

パシフィック・ミュージック・フ

ェスティバル (PMF)1998
(パ シフイック・ミュージック・

フェスティバル (PMF)組織委

員会)

狂言師野村万作による薪のある狂

言「真夏の笑い祭典」

(まつのやま芽吹会)

ミクル劇団ミュージカル

「Let'sウェディング」

(欄 ミクル劇団)

第 8回 吉村桂充 舞の会

(吉村桂充)

現代のエスプリ展 (フ ランス演劇

クレアシオン)

(フ ランス演劇クレアシオン実行

委員会)

「日欧現代演劇交流の祭典」

(m世 田谷区コミュニティ振興交

流財団)

データベース「ミュージック・イ

ン・ジャバン」プロジェクト

(働日本近代音楽財団)

Asia meets Asia'90

(∧ sla meets Asla'98実 行委

員会 )

伊藤キム +輝 く未来新作ダンス公

演「少年少女」

(伊藤キム+輝く未来)

シリーズアジアの人形芝居 Part
6中国泉州の糸あやつり日本公演

(m現代人形劇センター)

新宿梁山泊 中国テント公演

(新宿梁山泊)

桃国会 第14回公演「黒子な私」

(桃園会)

第5回 HAGI世界映画芸術祭

(HAGI世界映画芸術祭実行委員

会)

日本 (NACANO)ノ ンヽガリー

(KECSKEMET)陶 芸共同制

作と交流展示会

(長野現代陶芸協会)

第2回助成認定活動(1998年7月 )

バンベルク交響楽団演奏会

(助三重県文化振興事業団)

平塚計画～背景、空と海～

(平塚計画実行委員会)

FPP (Famous People
Playe「 s)1998年 日本公演

(FPP公演実行委員会本部)

「ウソツキ」(イデビアン・クルー

秋公演)

(イ デビアン・クルー)

川俣正東京ブロジェクト「New
Housing Plan東京」

(川 俣 正 東 京 プ ロ ジ ェク ト
「New Housing Plan東 京」
実行委員会)

第10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)

バロッ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 H」 実行委

員会)

「ミュージアム・シテ ィ・福岡

1998」

(ミ ュージアム・シティ・プロジ

ェクト)

※ ( )内 は助成認定対象団体
『Veronica・ 98』 pa「tl「創世

記 (A week of Japan)」
pa威 2「胎動」

(∨ e「 onica― Japan(∨ ―J))
「Ed and E‖ is in~「 okyo」
(P3art and envi「 on「Tle∩ t)

アナット・グニエリ・ダンスカン

パニー「LUNA」 東京公演

(ア ナット・ダニエリ・ダンスカ

ンパニー「LUNA」 東京公演実

行委員会)

HIROSHIMA ART DOC―
∪MEN丁 '98

(CttEATI∨ E∪ N10N HI日―

OSHIMA)
プロジエクトA.P.0.～都市/ア
ート～

(佐賀町エキジビット・スペース)

「神戸からの祈り」東京おひらき

まつり

(「神戸からの祈り」実行委員会)

夫婦善哉

(「夫婦善哉』上演委員会)

第 4回小国国際文化フェスティバ

ル

(小国町国際文化フェスティバル

実行委員会)

EU・ ジヤバンフェスト日欧交流

事業舞楽法会

(EU・ ジヤパンフェスト日本委

員会)

EU。 ジヤバンフェスト日欧交流

事業 アジアの太鼓コンサート

(E∪ 。ジヤパンフェスト日本委

員会)

第 5回 Nomade～ s国際交流

公演

(舞踊集団 Nomade～ s)

黒川紀章回顧展 -21世 紀への遺

(黒川紀章回顧展実行委員会)

映画「ちぎれ曇～いつか老人介

護」

(蜘あすなろ)

演劇 !EMON ou Le Flot
Divise「東海道四谷怪談」フラ

ンス公演

(ACRE〒 H～アクレット～〈演

劇創作活動支援協会))

1998年度助成認定活動一覧
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MATOMAフ ランス公演

(MA丁 OMA JAPON―
FRANCE)
ダンス・コラボレーション「玉響
～たまゆら～」パリ公演

(加藤みや子ダンススペース)

第3回助成認定活動(1998年 10月 )

大田区民ホール「アプリコ」落成

記念公演 歌劇『夕鶴』

(大田区民オペラ協議会)

第 1回大阪演劇祭参加『壺中―萬

年祭』

(劇団態変〈制作部 イマージユ〉)

1000人のチェロ・コンサート

(1000人 のチェロ・コンサート実

行委員会)

関西二期会 第50回/第51回定期

オペラ公演

(関西二期会)

溜セ【hatsu】

(侑)ク レッシェンド)

水之方舟計画1999/香港プロジェ

ク ト～Arcing Ark/Hong
Kong Project～
(池田 一)

舞踊集団 Nomade～ S東京国

際フォーラム公演

(舞踊集団 Nomade～ s)

舞台芸術創造フェスティパル'99

(舞台芸術創造フェスティバル'99

実行委員会)

「キョウト アンサンブル」第 2回

演奏会

(22世紀クラブ)

21世紀のアジアの女性作曲家たち

98山下和仁ギターリサイタル

(22世紀クラブ)

《生きる》シリーズ 6「神戸アジア

村」

(劇団道化座)

「蕨野行」映画製作

(日 本の原風景を映像で考える会)

第4回助成認定活動(1998年 12月 )

「第27回ローザンヌ国際バレエ コ

ンクール」日本参加

(□ ―ザンヌ国際バレエコンクー

ル日本事業部)

レクチャー・コンサート、ウィー

クエンド・コンサート

(み どり教育財団東京オフィス)

アルティ・プヨウ・フェステイバ

ル'99

(助京都文化財団)

長編アニメーション映画「ハッピ

ーバースデー命かがやく瞬間」制

作活動

(映 画「八ッピーバースデー」制

作委員会)

第 7回川西市民オペラ「ヘンゼル

とグレーテル」

(動川西市文化財団)

コンサー ト「日本の声…気～息

～趾 (ハ ラ)～そ して声が始ま

る」

(アーツフォーラム・ジャパン〈芸

術文化交流の会〉)

橋の会第56回特別研究公演能「当

麻」

(日本能楽芸術振興会・橋の会)

ユネスコ‐JSA・ パ リ写真展

「アンコールの神々‐BAYON」
(ユ ネスコーJs∧・パ リ写真展
「アンコールの神々―B∧YON」
実行委員会)

劇団―跡二跳第38回公演「少女と

老女のポルカ」

(榊オフィスワン・ツー/劇団―

跡二跳)

東京ニューシティー管弦楽団 第

13固定期演奏会

(東京ニューシティー管弦楽団)

「エンジェル・プロジェクト天使

を創る」手話・音楽付オリジナル

創作劇

(メ ディア・ワークス)

映画「i told you.didn't:?
(仮題)」

(「 l tO旧 yOu.山 dn.tl? (仮
題)」 制作委員会)

NEW LIFE(北 欧アート展)

(北欧アート展実行委員会)

トーマの心臓

(ス タジオライフ)

カフカ「変身」三団体合同公演

(カ フカ「変身」公演実行委員会)

新しい世代の芸術祭'99

(新 しい世代の芸術祭実行委員会)

「残像の中で聞く音―H20」 写真

展

(大 山千賀子)

第5回助成認定活動(1999年2月 )

第 8回首都オペラ公演「ラ・ボエ

ーム」

(首都オペラ)

吉村七重二十絃筆リサイタル

(吉村七重)

第22回日本の象牙彫刻展

(第 22回日本の象牙彫刻展組織委

員会)

「ポーランド作家版画展」

(「ポーランド作家版画展」事業実

行委員会)

'99石川ミュージックアカデミー

(石川ミュージックアカデミー実

行委員会)

大威浩彫刻展

(大成浩)

第 4回宮崎国際室内楽音楽祭

(動宮崎県立芸術劇場)

踊劇舎版ドラキュラ99

(踊劇舎)

シリーズアジアの人形芝居 Pa成
7カ ンボジアの子どもたちが伝え

る影絵芝居 スバエク・ トーイ日

本公演

(働現代人形劇センター)

具体展

(パ リ具体展兵庫県実行委員会)

プーランク生誕100年記念オペラ

「ティレジアスの乳房」「声」

(モーツァルト劇場)

西陣アーティスト・イン・レジデ

ンス・プログラム

(西 陣アーティスト・イン・レジ

デンス・プログラム)

第 7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)

第 7回葉山芸術祭

(葉山芸術祭実行委員会)

パリのインスピレーション展

(パ リのインスピレーション展実

行委員会)

漆 。大西長利のリビングアート

(大西長利)

鐘 ヶ江由貴子・門屋留樹 ドイ

ツ・リートジョイントリサイタル

ーベルリン・ウィーンの想い一

(鐘 ケ江由貴子・門屋留樹 ドイ

ツ・リー トジョイントリサイタ

ル)

国際シティビデオ インスタレー

ション「秋葉原 丁V」



(コ マンドN)
かもねぎショット公演「こうして
芝居は終わる」
(かもねぎショット)

第6回助成認定活動(1999年3月 )

橋の会第57回特別研究公演能「西
行桜」

(日 本能楽芸術振興会・橋の会)

ライプツィッヒ・ゲヴアント八ウ
ス管弦楽団演奏会

(助三重県文化振興事業団)

沢井比河流・池上員吾 琴十三昧
線+尺ハ 音楽会

(沢丼比河流)

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)

山形国際ドキュメンタリー映画

祭'99

(山形国際ドキュメンタリー映画
祭実行委員会)

第 5回北とびあ国際音楽祭
(動北区文化振興財団)

ライプツィッヒ岡本光平個展
(岡本光平展実行委員会)

特別展「役行者と修験道の世界」
(特別展「役行者と修験道の世界」
実行委員会)

写真展～槍・穂高、ロッキー、自
頭山～「岩橋崇至 山の世界」
(lW∧ H∧SHI 日00KIES
FO日 UM)
山口小夜子の EXPERIMENT
～Vol.1ガルシア・マルケスの
世界～

(鞠フライングボックス)

パーカッション・フェステイバ
ル・99(日 本打楽器協会17周 年演
奏会)

4● 1998年度助成認定活動

(日 本打楽器協会)

パシフイツク・ミュージック・フ
ェスティパル (PMF)'99
(パ シフイツク・ミュージック・

フエステイバル (PMF)組織委
員会)

狂言師野村万作による薪のある狂
言「真夏の笑い祭奥」
(まつのやま芽吹会)

チェコ共和国芸術祭 1999参加国
際音楽祭ヤングプラハ in

丁okyo'99コ ンサート
(日 本チェコ協会)

“Riken Yamamoto'99・
(山本理顕展実行委員会)

芸術家交流事業「A日丁―EX」
の参加

(大島成己)

第 6回 HAGI世界映画芸術祭
(HAGI世界映画芸術祭実行委員
会)

417
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1998年度中に、企業メセナ協議会経由で助成認定活動にご寄付いただいた

方はつ ぎのとおりです。 (五十音順/敬称略 )

佛アークスリーインターナショナ  梅本建設工業榊

ル               榊栄光

アールエステイ榊         英進館

榊アイネス            栄信建設櫛

榊ァィビックス          エイトレント榊

佛秋田魁新報社          いエース企画

佛アキタシステムマネジメント   榊エーテイー

秋田日産自動車榊         榊ェービーシー商会

榊浅岡装飾            榊エグロ

浅野 徹             江崎グリコ榊

榊アサヒアートセンター      榊 NHKアート

榊朝日工業社           N丁 丁佛

アサヒビール榊          エヌピー総合開発榊

荒井 彙             江ノ電沿線新聞社

荒川化学工業榊          榊エフ・アール・シー

榊イーエムジャバン        エフ・ジエイ都市開発榊

0飯塚建設            榊エフエム大阪

池野通建榊            佛エフテツク

伊砂利彦             江間信克

石井 稔            エルゴテック榊

石川島播磨重工業榊        榊エンポウ

儲|イ ズミテクノ          オイレスエ業榊

井関正昭             王子信用金庫

榊一保堂茶舗           王子製紙榊

井手正敬             大木建設榊

佛伊藤国             大木康子

伊藤 博             い大阪ガス

伊藤裕夫             大阪教映社

伊藤忠商事榊           榊大阪共立

蜘 lNAx             伸大阪合金工業所

稲畑産業佛            榊王子加工所

乾 由明             大塚 斌

岩河智子             オーツタイヤ榊

岩崎建設帥            榊オ~トパツクスセプン

榊インテツク           大西衣料榊

01NFO日MUSE        榊大之木ダイモ

榊植本組             大濱亮也

働植田電機工業所         榊大林組

榊上野運輸商会          曰オオ八ラコーボレーション

上野製薬榊            大森玲子

植村 攻             岡田 敏

ゥォーターフォード・ゥェッジウ  帥岡谷オリンパス

ット・ジャバン榊        榊岡谷組

ゥォクニ榊            岡谷酸素佛

内久保晋―郎           榊岡谷パークホテル

内澤弘幸             岡谷富士光機榊

内山武夫            奥村 豊

佛′」ヽ倉屋山本

織田史彦

佛おたペ

小野薬品工業榊

オムロン佛

オリエンタル建設締

偕成ビルディング榊

加賀東芝エレクトロニクス1榊

陰里鐵郎

鹿島建設榊

社団法人霞会館

帥カッシーナジャバン

勝目 紘

榊加藤組

榊加藤スプリング製作所

神奈川県労働金庫

金津金融機関協会

カネソン本舗柳瀬ワイチ榊

蒲田駅前共同開発計画ホール棟

新築工事共同企業体

紙パルプ技術協会

榊上山田ホテル

学校法人からたち幼稚園

カルビー榊

川岸工業榊

川北電気工業榊

川澄美道

川田建設榊

川田工業榊

川田達男

川出員坂

川本工業佛

かをり商事鞠

関西電力榊

榊神崎高級工機製作所

元旦ピューテイエ業榊

紀伊川隆能

菊田圭彦

北ケープルネットワーク榊

キハラ榊

木村清子

木村文厚

キヤノン販売榊

榊ギャルリー・ ドウ

九州電力鞠

帥共栄社

榊崎陽軒

1998年度支援者一覧



京セラ鞠

共和電気工事蜘

協和発酵工業佛

清川輝墓

キリンビール帥

榊銀座木村家

榊きんでん

草間啓治

榊国設計

榊クボタ

久保慶浩

榊熊谷組

グランプリアート榊

榊グリーンガーデン

蜘栗林製作所

0グローバルシステム

黒川 満

黒澤酒造佛

佛ケイエスピー

京阪神不動産佛

京浜警備保障佛

京北産業榊

京北倉庫佛

佛現代広告社

榊現代綜合企画

剣菱酒造佛

榊公益社

鴻池運輸榊

鞠鴻池組

佛神戸エコカー

興和工業佛
コーナン建設榊

国際デジタル通信蜘

國分紀―

コクヨ鞠

越野建設榊

興水英次

小谷公穂

蜘コトブキ
コニシ鞠

榊小見山家具製作所

小山酒造榊

榊コンフェクショナリーコトブキ

佛ザ・スタッフ

斎久工業佛

0埼玉都市計画サービス

斉藤武男

斉藤泰嘉

西部ガス榊

佐伯建設工業榊

佐々木七津女

笹嶋工業佛

佐藤郁夫

佐藤恵子

佐藤工業榊

佐藤清治

佐藤道路榊

佐藤椒也

佐藤有子

佐藤祐司

佐藤陽子

佛ザホテルヨコ八マ

佛沢の鶴

三機工業枷
三協アルミニウムエ業榊
三建設備工業佛

佛三晃空調

三興工業榊

0サンコー倉庫

榊サンコトブキ
三精輸送機佛

榊サンビルダー

三洋倉庫運輸榊

榊 CSK
榊ジェミニオート葵

塩沢荘吉

塩沢由典

四方朋子

歯科 れいわ医院

榊資生堂

志立託爾

信濃毎日新聞社榊

篠原淑生

疇田 等

清水建設備

シミズ舞台工芸榊

下平正樹

(合資)十一屋商店

佛集英社

医療法人淳仁会山口皮膚科

佛松栄堂

榊小学館

上新電機枷

湘南信用金庫

湘南プランニングフィールド榊
佛昭和起重機製作所

白山殖産榊

榊しんきんクレジットサービス

新宮松比古

榊シンコー

シンセイアート鞠
医療法人信成会

新道繊維工業佛

新日本空調鞠

蜘神能工務店

新菱冷熱工業榊

401998年 度助成認定活動

佛スー・ジャパン

榊スズオカ

スズキ榊

鈴度かまぼこ榊

榊スタジオ・フォーカス

住友海上火災保険榊

榊住友銀行

住友金属工業榊

榊住友クレジットサービス

住友商事榊

住友生命保険相互会社

住友電気工業榊

榊炭平本店

榊スルガ銀行

学校法人駿河台学園
諏訪倉庫榊

生活クラブ生活協同組合
佛清光社

西武商事榊

瀬木 潔

積水八ウス佛

榊セキスイマーケティングセンタ

419

設備メンテナンス枷
医療法人社団泉仁会

千 宗室

セントラル硝子榊

相栄土地建物帥

締増進会出版社
ソニー蜘

榊染野製作所
ソリエール昌子

第一交易榊

第一工業榊

榊第一紙行

榊大海組

帥大氣社

ダイキンエ業榊
大威榊

大成建設榊

ダイダン榊

ダイハツエ業佛

佛大丸

榊ダイヤ精機製作所

太陽工業榊

榊大和銀行

佛タウンテレビ横浜

高砂熱学工業榊

高疇技研榊

高田裕司

タカナシ乳業榊

榊高橋組

高橋電気工事佛
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420 タカラベルモント佛

瀬野川信用金庫

榊タクマ

武田薬品工業榊

榊竹中工務店

田島英子

タナカ印刷榊

田中栄次郎

田中―夫

谷‖1 正

田原健治

田村印刷榊

榊丹青社

丹野美穂子

榊チタン

中部電力榊

司佛

月島機械榊

筒中プラスチツクエ業榊

いつむら工芸

佛ティーツー出版

下DK榊
帝国ビストンリング鞠

榊テザック

寺田雄一

寺西建設備

電源開発蜘

榊電通関西支社

榊土井商店

東海旅客鉄道佛

伸東急百貨店

東京衣裳い

東京海上火災保険榊

東京瓦斯榊

東京急行電鉄榊

東京書籍榊

東京書籍印刷榊

東京電力榊

榊東京三菱銀行

東芝空調榊

京都交通帥

東北製紙榊

東名テレマテイーク榊

遠山偕成榊

榊東洋興産

東洋道路興業帥

東洋紡績佛

東り佛

同和火災海上保険榊

東レ・ダウコーニング・シリコー

ン榊

凸版印刷伸

砺波信用金庫

飛島建設榊

富山秀男

トヨタ自動車榊

ドリコ麟

'榊トンポ鉛筆

内藤郁雄

ナカエ業佛

仲子誠―

中込健郎

中沢 功

中沢敬子

医療法人社団中鵬クリニック

榊永田捺染化学研究所

中津邦仁

中野清史

榊長野銀行

長野県信用組合

中原佑介

中村志津子

榊なとり

ナマエトレーディング1詢

奈良建設榊

ノルディスカ・ヒュース ジヤパ

ン輸

南海電気鉄道榊

南信不動産商事

0新潟市民映画館

新漏第一酒造榊

西田鉄工榊

榊西原衛生工業所

西村慶子

西村亮―

榊日建設計

榊日さく

日商岩井榊

林)ニ ッシン

ニッタ佛

日本製紙榊

日本製紙物流榊

日本ベーリンガーインゲルハイム

榊
ニフティ榊

榊ニプロ

日本アムウェイ榊

日本火災海上保険榊

日本汽設榊

燃1日本システムディベロップメン

ト

日本水産観光榊

日本生命保険(祠

日本タバコ産業榊

日本電気榊

日本電信電話榊

日本特殊塗料榊

日本ビクター榊

日本マイヤー榊

日本マクドナルド榊

日本郵船榊

伸日本リサーチ研究所

農林中央金庫

榊野毛印刷社

パイオニア佛

博多港開発榊

萩信用金庫

橋本書―

橋本田鶴子

榊はせがわ

榊パソナクルーザー

榊八十二銀行

花井国子

林 たかし

医療法人原土井病院

原 範行

半澤重信

榊帆風/カラーズワールド

萬有製薬榊

ピーロート・ジャバン佛

佛日立製作所

日立造船佛

日立プラント建設榊

腑百五銀行

飛山 嵩

榊ビル代行

廣川久良子

けヒロ企画

榊広島銀行

ヒロセ榊

榊ファイヴ・ワン

ファルマシア・アップジョン鞠

鞠ファンケル

佛福井新聞社

福井テレビジョン放送榊

福井放送榊

福助榊

福野町建設業協会

榊福屋

不二音響佛

富士火災海上保険榊

榊富士銀行

日士コカ・コーラボトリング榊

藤沢薬品工業榊

富士写真フイルム榊

富士精密電機榊

富士通鞠

富士通テン榊

藤壺技研工業佛



蜘富士ピー・エス

榊フジマック

芙蓉商事鞠

燃|フルールセージ

古河総合設備榊

鞠フレーベル館

文化シヤッター榊

榊文祥堂
ベカルト アジア

ロ船冷蔵榊

北陸工業瓦斯榊

北陸電力枷

堀川積臣

本田技研工業蜘

本間正義

榊毎日放送

前川 健

前‖1 光
前田建設工業榊

松下 功

松下電器産業榊

松下通信工業榊

松下電工鞠

榊松菱

佛松村電機製作所

松本長子

マルゴエ業榊

佛丸員製作所

枷丸善

丸茂電機佛

榊丸泰

マルヤス機械鞠

医療法人社団三上整形外科医院

三本正之

ミズノ榊
三谷コンピュータ佛

榊三本組
三菱地所榊

三菱電機鞠

筆村敏明

(壬 )佐藤工業榊

宮後工業榊

詢みやざき印刷

榊宮崎銀行

齢宮崎太陽銀行

日原 誠

明治生命保険(祠

メルシャン榊

本江邦夫

森田香世子

森田福男

森ビル榊

森平舞台機構鞠

森 美佐子

八木頼夫

安田榊

安田火災海上保険佛

安田金治

柳沢京子

柳橋脳神経外科

山内悦嗣

山口徳子

山口俊彦

山崎加奈校

山崎製バン榊

山崎美喜子

4● 1998年度助成認定活動

山下賀正

山住直己

山徳榊

山中産業榊

榊山中大仏堂

山二発條榊

ヤマ八榊

山本電気水道佛

由井常彦
ユーシーカード蜘

榊ユニオン
ユニオンエンジエアリングセンタ
ー1榊

榊横河プリッジ

横浜エレベータ榊

横浜トヨペット佛

榊1横溝塗工店

吉井工業榊

医療法人社団吉田医院

ヨシダ ヨシエ

榊リクルート

鞠緑建設計

レッキスエ業榊
レンゴー佛

ローム榊

ロックベイント榊

YKKアーキテクチュラルプロダ
クツ榊

若日会計事務所

若山素子

榊ワコール

和同建設榊

421
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回答団体一覧

422 『メセナ白書1999』 の制作にあたり、以下の団体からご回答いただきました。

団体名

アース株式会社

財団法人愛銀教育文化財団

愛知製鋼株式会社

愛知トヨタ自動車株式会社

アイフル株式会社

株式会社アオキインターナショナ

ル

株式会社青森銀行

朝倉不動産株式会社

株式会社朝日広告社

財団法人朝日新聞文化財団

株式会社朝日新聞社

朝日生命保険相互会社

財団法人アサヒビール芸術文化財

団

アサヒビール株式会社

株式会社アサヒビールシステム

財団法人あさひ・ひむか文化財団

朝日放送株式会社

アジア航測株式会社

株式会社足利銀行

味の素株式会社

アスカ株式会社

財団法人飛鳥保存財団

AS丁1株式会社

アタカエ業株式会社

株式会社アデランス

財団法人アフィニス文化財団

株式会社アマダ

株式会社天辻鋼球製作所

アメリカン・エキスプレス・イン

ターナショナル,lnc.
アンリツ株式会社

財団法人井植記念会

財団法人石川文化事業財団

石原産業株式会社

いす 自ゞ動車株式会社

市光工業株式会社

市田株式会社

財団法人逸翁美術館

財団法人出光美術館

株式会社伊藤園

財団法人伊藤忠記念財団

伊藤忠商事株式会社

伊藤八ム株式会社

株式会社イトーヨーカ堂

株式会社 lNAX
財団法人稲盛財団

株式会社伊予銀行

株式会社ウィン

株式会社植木組

財団法人植野アジア芸術文化振興

財団

宇徳運輸株式会社

財団法人エー・ビー・シー音楽振

興財団
エス・バイ・エル株式会社

NTN株式会社

財団法人エネルギア文化・スポー

ツ財団

株式会社荏原製作所

株式会社エフエム東京
エルメス・ジャボン株式会社

王子製紙株式会社

応用地質株式会社

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

財団法人大桑教育文化振興財団

大阪ガス株式会社

財団法人大阪日本民芸館

財団法人大塚美術財団

オーツタイヤ株式会社

株式会社オートセブン

株式会社オートパックスセブン

オカモト株式会社

沖電気工業株式会社

沖縄電力株式会社

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

株式会社オリバー

株式会社 01ympic
オルガノ株式会社

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

株式会社カーマ

財団法人花王芸術・科学財団

花王株式会社

加賀電子株式会社

株式会社香川銀行

財団法人かぎん文化財団

科研製薬株式会社

株式会社鹿児島銀行

カシオ計算機株式会社

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

株式会社カナモト

鐘紡株式会社

兼松株式会社

カメイ株式会社

亀田製薬株式会社

カルビス株式会社

株式会社関西スーパーマーケット

関西電力株式会社

株式会社カンセイ

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

キッコーマン株式会社

株式会社キッツ

株式会社紀伊國屋書店

財団法人吉備路文学館

株式会社キヤツツ

キヤノン株式会社

キヤノン電子株式会社

九州電力株式会社

株式会社紀陽銀行

財団法人矯正福祉会

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

協和発酵工業株式会社

キリンビール株式会社

近畿コカ・コーラボトリング株式

会社

株式会社クボタ

財団法人熊本放送文化振興財団

か 行
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株式会社クリエイティブ

クリナップ株式会社

株式会社クレディア

グローバリー株式会社

グンゼ株式会社

グンゼ産業株式会社

株式会社群馬銀行

京正電鉄株式会社

財団法人芸術文化振興会

株式会社京葉銀行

株式会社講談社

コスモ石油株式会社

財団法人五島記念文化財団

株式会社コパル

コマツ

五洋建設株式会社

株式会社コロナ

シヤチ八夕工業株式会社

蛇のロミシンエ業株式会社

株式会社ジャバンメンテナンス

株式会社住建産業

財団法人住建美術館

株式会社ジュエル ベリテ オオク

ボ

株式会社商船三井

財団法人松竹大谷図書館

昭和アルミニウム株式会社

昭和シェル石油株式会社

ショーボンド建設株式会社

財団法人新日鐵文化財団

株式会社親和銀行

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

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

住友ゴムエ業株式会社

住友商事株式会社

住友生命保険相互会社

住友林業株式会社

財団法人駿府博物館
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

株式会社西洋フードシステムズ

積水化学工業株式会社

株式会社ゼクセル

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

株式会社千趣会

株式会社増進会出版社

株式会社ソディック

ソニー株式会社

財団法人ソニー音楽芸術振興会

50回答団体一覧

大建工業株式会社

株式会社大光銀行

株式会社第二銀行

ダイジェットエ業株式会社

株式会社第四銀行

株式会社大真空

大成建設株式会社

大成プレ八ブ株式会社

株式会社タイトー

大東京火災海上保険株式会社

財団法人大同生命国際文化基金

大同生命保険相互会社

大東紡織株式会社

株式会社ダイドーリミテッド

大日精化工業株式会社

大日本印刷株式会社

大日本スクリーン製造株式会社

大同特殊鋼株式会社

大日本土木株式会社

ダイハツエ業株式会社

株式会社ダイフク

株式会社大丸

ダイムラー・クライスラー日本ホ

ールディング株式会社

株式会社ダイヤモンド社

株式会社大和証券グループ本社

ダイワ精工株式会社

高砂香料工業株式会社

株式会社高島屋

高松建設株式会社

株式会社タクマ

株式会社竹中工務店

田崎真珠株式会社

財団法人辰馬考古資料館

立山アルミニウムエ業株式会社

財団法人たましん地域文化財団

株式会社千葉銀行

中外製薬株式会社

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

中部ガス株式会社

中部電力株式会社

中部日本放送株式会社

株式会社長大

千代田火災海上保険株式会社

ツインバードエ業株式会社

ツカモト株式会社

株式会社鶴弥

丁OA株式会社

TDK株 式会社

帝国通信工業株式会社

帝国ビストンリング株式会社

423

さ行

西部ガス株式会社

財団法人佐賀銀行文化財団

株式会社佐賀銀行

株式会社さくら銀行

サッポ回ビール株式会社

佐藤工業株式会社

サンウエープエ業株式会社

山九株式会社

財団法人三銀ふるさと文化財団

株式会社サングツ

サンスター株式会社

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

三洋化成工業株式会社

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

株式会社 CSK
シーキューブ株式会社

株式会社ジーンズメイト

JTB
塩野義製薬株式会社

敷島紡績株式会社

四国電力株式会社

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

株式会社自重堂

自動車電機工業株式会社

清水建設株式会社

ジャスコ株式会社

た行

株式会社ダーバン

株式会社第一勧業銀行

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

株式会社ダイエー

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



424

付録
|

株式会社 TYK
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

株式会社東海理化

株式会社東急コミュニティー

東急車輛製造株式会社

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

東京建物株式会社

東京テアトル株式会社

東京電力株式会社

株式会社東京都民銀行

東京美装興業株式会社

財団法人道銀文化財団

東光電気株式会社

株式会社東芝

財団法人東芝国際交流財団

東芝プラント建設株式会社

株式会社東電通

東陶機器株式会社

東武鉄道株式会社

東邦ガス株式会社

財団法人東邦銀行文化財団

東洋ゴムエ業株式会社

財団法人東洋信託文化財団

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

株式会社トーエネック

トーソー株式会社

株式会社トーメン

トーヨーカネツ株式会社

株式会社十勝毎日新聞社

株式会社戸上電機製作所

株式会社トキメック

財団法人徳島新聞社会文化事業団

戸田建設株式会社

株式会社栃本銀行

凸版印刷株式会社

トビーエ業株式会社

株式会社ドミー

株式会社富山銀行

財団法人トヨタ財団

トヨタ自動車株式会社

株式会社豊田自動織機製作所

豊田通商株式会社

トランス・コスモス株式会社

鳥居薬品株式会社

株式会社ナイガイ

ナイス日榮株式会社

ナカイ株式会社

財団法人長島文化財団

株式会社永谷園

株式会社ナムコ

財団法人奈良そこう美術館

南海プライウッド株式会社

新潟交通株式会社

株式会社ニコニコ堂

西松建設株式会社
ニチアス株式会社

日動火災海上保険株式会社
ニチメン株式会社
ニチモウ株式会社

日機装株式会社

日産火災海上保険株式会社

日産自動車株式会社

日商岩井株式会社

財団法人日商岩井国際交流財団

株式会社ニッシン

日清製油株式会社

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
ニッタ株式会社
ニッタン株式会社

日鉄鋼管株式会社

日東工器株式会社

日東電工株式会社

日本アイ・ビー・エム株式会社

日本アムウェイ株式会社

日本ガイシ株式会社

日本紙パルプ商事株式会社

日本館乾溜工業株式会社

日本航空株式会社

日本酸素株式会社

日本食研株式会社

日本信号株式会社

日本構化株式会社

日本製紙株式会社

財団法人日本生命財団

日本生命保険相互会社

日本たばこ産業株式会社

株式会社日本抵抗器製作所

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

日本電設工業株式会社

日本電池株式会社

日本特殊塗料株式会社

日本バイリーン株式会社

日本バルカーエ業株式会社

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

日本郵船株式会社

日本ユニシス株式会社

能美防災株式会社

株式会社ノーリツ

財回法人野間奉公会

財団法人野村国際文化財団

は行

株式会社パイロット

株式会社パオ

株式会社博報堂

八ザマ

橋本フォーミングエ業株式会社

財団法人八十二文化財団

株式会社八十二銀行

株式会社八ナテン

財団法人はまざん産業文化振興財

団

株式会社バンダイ

萬有製薬株式会社

びあ株式会社

財団法人美育文化協会

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統文化振興財

団

株式会社ビケンテクノ

株式会社肥後銀行

財団法人美術工藝振興佐藤基金

日立金属株式会社

株式会社日立製作所

日立電子株式会社

株式会社日立物流

財団法人ビデオ映像文化振興財団

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

株式会社ファルコバイオシステム

ズ

な行



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

福助株式会社

財団法人福武学術文化振興財団

財団法人福武教育振興財団

財団法人福武文化振興財団

富士火災海上保険株式会社

伏木海陸運送株式会社

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

株式会社フジタ

富士通株式会社

富士通機電株式会社

フジテック株式会社

扶桑薬品工業株式会社

フタバ産業株式会社

フットワークインターナショナル

株式会社

船井電機株式会社

古河総合設備株式会社

ブルドックソース株式会社

古野電気株式会社

フレックス株式会社

株式会社平和

財団法人平和堂財団

株式会社ベスト電器

株式会社ベネッセコーボレーショ

ン

株式会社ベルーナ

財団法人ベルナール・ビュフェ美

術館

株式会社豊和銀行

株式会社ホームワイド

財団法人ポーラ伝続文化振興財団

財団法人ポーラ美術振興財団

株式会社北越銀行

株式会社北陸銀行

北陸電気工事株式会社

北海電気工事株式会社

北海道ガス株式会社

株式会社北海道銀行

本田技研工業株式会社

ま行

株式会社マイカル

前澤工業株式会社

前田建設工業株式会社

前田道路株式会社

株式会社マガジン八ウス

マスプロ電工株式会社

松下通信工業株式会社

松下電器産業株式会社

松下電工株式会社

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

株式会社丸栄

丸文株式会社

丸紅株式会社

株式会社マルミヤ下川

三浦印刷株式会社

三重交通株式会社

株式会社三城

三国コカ・コーラボトリング株式

会社

ミズノ株式会社

株式会社御園座

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

三井観光開発株式会社

三井グリーンランド株式会社

三井不動産株式会社

三井不動産販売株式会社

三井木材工業株式会社

株式会社ミツパ

三菱地所株式会社

三菱自動車工業株式会社

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

株式会社宮崎太陽銀行

未来工業株式会社

株式会社武蔵野銀行

株式会社村上開明堂

財団法人明治村

明星工業株式会社

明和産業株式会社

株式会社メモリアルアートの大野

屋

メルシャン株式会社

株式会社モスフードサービス

モロゾフ株式会社

や行

株式会社ヤガミ

株式会社ヤギ

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

財団法人山形しあわせ銀行教育振

興基金

山喜株式会社

株式会社山善

財団法人山種美術財団

ヤマト運輸株式会社

大和設備工事株式会社

財団法人大和文華館

財団法人大和文化財保存会

財団法人ヤマハ音楽振興会

ヤマ八株式会社

株式会社ユアサ コーポレーション

株式会社ユーシン

株式会社ユーシン精機

雪印食品株式会社

雪印乳業株式会社

財団法人ユニオン造形文化財団
ユニチカ株式会社

株式会社ヨークベニマル

財団法人ヨークベニマル文化教育

事業財団

横河電機株式会社

米久株式会社

株式会社読売新聞社

財団法人よんでん文化振興財団

5● 回答団体一覧

ら行

株式会社ラウンドワン

株式会社リクルート

リコーリース株式会社

株式会社琉球銀行

株式会社レナウン

レンゴー株式会社

財団法人ローム ミュージック フ

アンデーション

ローム株式会社

財団法人ローランド芸術文化振興

財団

ローランド株式会社

わ行

株式会社ワールド

株式会社ワコール
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426 正会員

株式会社 18s
朝倉不動産株式会社

株式会社アサツー ディ・ケイ

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
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 INAX
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

キッコーマン株式会社

キヤノン株式会社

九州電力株式会社

株式会社求龍堂

京セラ株式会社

キリンビール株式会社

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

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

セントラル書備保障株式会社

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・クライスラー日本ホ
ールディング株式会社

株式会社ダイヤモンド社

大和証券 sBキャピタル・マーケ

ッツ株式会社

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

中部ガス株式会社

TOA株 式会社

丁BS株式会社東京放送

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

株式会社東京三菱銀行

東光電気工事株式会社

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

西日本旅客鉄道株式会社

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・ピー・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

日本電気株式会社

日本電信電話株式会社

野村證券株式会社
バイオニア株式会社

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

株式会社ブリヂストン

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

株式会社マガジン八ウス

松下電器産業株式会社
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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

未曾有 ともいえる「平成総不況」にいまだ確たる回復の兆しは見えてこな
い。かつて日本社会が経験したことのない合併・連合やリストラが日常茶飯

事に続いている。

かかる状況下、厳 しい結果を予想した今回の調査ではあったが、「企業の

事業として根づいたメセナ」と形容できるほどの健闘に、いささかの感慨を

禁じえない。メセナ実績 (と くに活動費)は、企業業績にリンクして影響を

受けることを考慮すれば、次回の調査内容はさらに深刻な状況に追い込まれ

ていることも懸念される。しかしそのいっぽうで、今回の調査で浮かび上

がった「企業の知恵と工夫と信念」は以下若干の論評でも触れているように、
その懸念を軽減してくれるに足るものであった。

今回の調査の特徴ないし改善した点は下記 3点 にある。まず、従来より

行つている「メセナ活動実態調査」の『調査の結果から』のくだりで読者の

方々により深いご理解をいただけるよう、より突込んだ分析 。評価を試みた。
つぎに、『データ編』では見やす く、わか りやすい図・表 となるよう工夫を

した。 3番 目は、特集テーマを「アーティストからみた企業メセナ」とし、
アーティストの問題意識や企業への期待・提言を明らかにした。より実り多

く、効率的なメセナ活動へと進化するうえで、きわめて貴重なデータが包括

的に収集できた。このテーマについて、これほど多分野のアーティス トの声

を調査・分析したのは日本で初めてだと思われる。

企業メセナ協議会が設立されて丸 9年あまりが経過した。この間、日本経

済は「バブルの絶頂」から「平成大不況の ドン底」へと両極端を経験 した。

そして企業メセナもまたさまざまな影響を受けた。今回の調査・分析結果の

総括としていえることは、「柔軟でしたたかな企業メセナならではの奮闘状

況」が浮き彫 りになったことである。

すなわち、「予算額が少ない」ことをメセナの阻害要因として挙げた企業
が、前年より8.6%増加 したこと。また、前年度 と比べて支援金額が「減少

した」と回答した企業が「増加 した」と回答した企業を上回った。この現象

は調査開始以来初めてのことである。予算確保の面ではこのような大きな障

害があったにもかかわらず、メセナ実施企業の回答数は過去最高の266社 と

なり喜ばしい結果 となった。 1社当たりの活動費は 1億228万円 (前年比微

減ながら2年連続で 1億円の大台をキープ)。 活動件数も6.7件/社 (前年比



増)と 大健闘の実績 となった。さらには、経常利益赤字と回答した59社のう

ち31社がメセナを継続実施していることも明らかとなった。メセナ対象分野

の重点的選定、資金に加え施設・サービス・技術 。社員など企業のリソース

を生かした支援、予算の効率的執行、共同メセナや地域密着型メセナの推進

など、総合的な工夫が立派な実績につながったものと思われる。「企業メセ

ナにおけるマネジメント能力の勝利」といっても過言ではなかろう。

その健闘をともに喜びたいと思ういっぽうで、企業メセナヘの期待はます

ます高まっていることを今一度自覚しておくことも肝要である。特集でも明

らかになったとおり、アーティストサイドの企業メセナヘの期待は企業の考

えているより相当に高いことがわかった。企業メセナが評価されていること

の何よりの証左ではあるが、そのいっぽうで「企業とアーティストとの認識

ギャップ」が思いのほか大きく、これが縮まればよリハッピーな関係に進化

する公算は大きい。お互いの立場を尊重しつつも、より実りのあるコミュニ

ケーションの重要性が明らかになったことを肝に銘じ、来るべき芸術文化の

時代-21世紀に向け、より良きパー トナーシップの構築をはかっていきたい

ものである。

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

のメンバー、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・分析を担当された清崎昭紀氏、NTTメ ディアスコープの諸氏、

本書のデザイン全般にご尽力 くださつたNDCグラフィックスの中山典科氏、

そして特集の調査分析および自書全般にわたる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  岡部修ニ トヨタ自動車榊  広報部社会文化室長・担当部長

市川哲夫 第一生命保険n  広報部審議役 社会文化事業室長

河辺尚之 富士ゼロックス榊 社会貢献推進室長

酒井 日」 鞠資生堂     コスメティック価値創造センター コスメティック戦略部次長

ブランドエクイティー管理室長

中島康夫 榊電通      マーケティングプロモーション統括局

コーボレート・コミュニケーション開発 2部長

事務局

専務理事 根本長兵衛

事務局長 角山紘―

白書担当 若林朋子 岩瀬慶孝
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