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第４回企業メセナ群馬賞　作家展を開催
　群馬県美術会、群馬美術家連盟、前橋市民展覧会委員会、群馬県写
真協会のご協力にて、平成22年７月２日（金）から７月31日（土）前橋・
広瀬川美術館において、第４回企業メセナ群馬賞の作家展を開催しま
した。
　今回は平成20年度における、県展第59回の４名、連盟展第58回の
１名、前橋市民展第42回の３名、群馬県写真展第56回の１名、計９
名の方々のメセナ受賞作品を中心に各々25点の力作が展示され、多数
の来館者に鑑賞して頂きました。
　次に掲載の新聞記事と写真は上毛新聞（22．７．３）の提供によるも
のです。

2010年７月３日上毛新聞提供

入会のご挨拶
　
　㈱ヤマトはオフィス、庁舎、店舗、病院など、身近な環境づくりから、
大規模プラント設備、高純度のクリーンルームなど、産業分野での空
調設備の設計・施工を手がけています。
　地球温暖化の進行、異常気象の頻発など、私たちを取り巻く環境が
大きく変化する現代社会で、地球環境に配慮した建築設備の設計、施
工を心がけています。省エネ設備の技術開発でも実績を上げており、
割安で省エネ効果の高い夜間電力を使い、大幅な省エネとコスト削減
効果のある「蓄熱システム」の普及・促進を図っています。最適なご
提案・設計・施工とメンテナンスサービスで、お客様のニーズにしっ
かりお応えしています。

法人名　株式会社　ヤマト
業　種　空調設備の設計・施工
住　所　前橋市古市町118
電　話　027-290-1800
ＦＡＸ　027-290-1896

新会員企業団体のご紹介
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第44回前橋市民展 〔後援〕

○前橋市民展覧会委員会

○代表（委員長）　中澤充裕

○22.２.４(木)～２.21(日)

○前橋市民文化会館

○書道部門、美術部門、写真部門の展覧会　年次開催

○入場者数　5,724人

春季連盟展 〔後援〕

○群馬美術家連盟

○代表　永井金四郎

○22.６.10(木)～６.14(月)

○ベイシア伊勢崎店　ISホール

○第34回県民芸術祭参加

　連盟所属の会員・準会員・会友152名の作品の展覧会

　年次開催は平成23年度に第60回展を予定

○入場者数　924人

後援等の支援
　平成22年、各種団体等が開催の事業に対して「企業メセナ群馬」が後援等の支援を行

った開催事業の実績と状況をお知らせします。

田中悠一郎　ピアノリサイタル 〔後援〕

○田中悠一郎（ピアノ）

○22.９.20(祝)

○高崎シティギャラリー・コアホール

○ピアノのクラシックコンサート　～シューマンに寄せて～

○入場者数　350人

第26回ぐんま版画展 〔後援〕

○群馬版画家協会

○代表　新井リコ

○22.６.18(金)～６.23(水)

○高崎シティギャラリー

○群馬版画家協会会員による版画作品の発表　年次開催

○入場者数　900人
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第42回ぐんま女流美術展 〔後援〕

○ぐんま女流美術協会

○代表　中野由紀子

○22.８.20(金)～８.25(水)

○高崎シティギャラリー

○洋画部門、日本画部門、彫刻部門、工芸部門の展示発表　年次開催

○入場者数　1,648人

第58回群馬県写真展 〔後援〕

第61回群馬県美術展覧会 〔後援〕

第29回高崎バレエスタヂオ発表会 〔後援〕

第13回スカルプトゥーラa-round展覧会 〔後援〕

○群馬県写真文化協会

○会長　宮崎政巳

○22.10.10(日)～10.17(日)

○群馬県生涯学習センター

○第34回群馬県民芸術祭参加

　自由、風景、ネイチャー、ビギナー、ヤングの各部門と委嘱作家の作品を展示

　年次開催

○入場者数　9,207人

○群馬県美術会

○会長　田中朝康

○22.11.14(日)～11.23(火)

○群馬県立近代美術館

○第34回県民芸術祭参加

　本県美術の普及振興と県民の文化意識の高揚を図ることを目的として開催

　年次開催

○NPO法人　Ballet Noah（バレエノア）

○代表　真下淑恵

○22.５.２(日)

○高崎バレエスタヂオ

○クラシックバレエを学ぶ生徒の発表公演会

○スカルプトゥーラ

○代表　山田正昭

○22.10.22(金)～10.27(水)

○高崎シティギャラリー

○立体、平面、映像などのアート作品の展覧会　年次開催

○入場者数　288人
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助成認定制度

そんな方は「助成認定制度」をご利用ください！
「助成認定制度」は、民間の芸術文化支援を

税制面から促進する制度です
　㈳企業メセナ協議会の設置する選考委員会において認定を受けた芸術・文化活動に対
し、企業等が当協議会経由で寄付をおこなうと、税制上の優遇措置が受けられます。通
常税制上の優遇措置が適用されない任意団体や実行委員会組織が実施する芸術・文化活
動に対する寄付も優遇が受けられますので、企業等は寄付しやすくなります。
　これにより、芸術・文化活動をおこなう側は、企業等からの寄付金が集めやすくなり
ます。
　詳しくは、ホームページ（http://www.mecenat.or.jp）をご覧いただくか、以下の窓
口までお問い合わせください。

－相談窓口－

〈お問い合わせ先〉

〒371-0022 群馬県前橋市千代田町3-3-10

（広瀬川美術館内）

社団法人　企業メセナ群馬

TEL：027（233）1750　FAX027（233）1756
E-mail：mecenat.gumma@cc.wakwak.com

ホームページURL：http://www.mecenatgumma.com/

　社団法人企業メセナ協議会は、企業によるメセナ（芸術文化支援）活動の活性化を

目的に1990年に設立された公益法人です。

　経済偏重の社会から文化も大切にする社会への変革を目指し、芸術・文化と企業

や市民を結ぶためのさまざまな活動を展開しています。

　「助成認定制度」は、芸術・文化活動に対する民間からの支援をさらに活発にする

ために、協議会が運営しているものです。
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助成認定制度実績一覧表（1994年～2009年）
認定活動一覧から次のように転載しました。

※2009年度認定件数180件の明細（認定活動名・活動申請者）一覧をご希望の方は（社）企業
メセナ群馬事務局へご請求ください。

年度 認定件数（件） 寄付件数（件） 寄付金額

1994 83件 159件 １億 9705万円

1995 80件 430件 ３億 1102万円

1996 109件 661件 ５億 5590万円

1997 115件 769件 ８億 6555万円

1998 111件 697件 ４億 4281万円

1999 155件 752件 ５億 1566万円

2000 165件   879 件 ５億 3305万円

2001 146件   949 件 ５億 7361万円

年度 認定件数（件） 寄付件数（件） 寄付金額

2002 153件   835 件 ４億 7679万円

2003 234件 1001件 ４億 6113万円

2004 256件 1643件 ６億 4932万円

2005 234件 1738件 ７億 6581万円

2006 206件 1515件 12億 382万円

2007 209件 1447件 10億 4365万円

2008 227件 1540件 10億 4113万円

2009 180件 1474件 ７億 4431万円
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平成22年度
芸術文化奨励賞（財政支援）対象者募集

芸術文化に関わる活動

　本年度（平成22年度）の芸術文化奨励賞（財政支援）対象者募集は次のようなスケジ
ュールで実施いたします。
　会員の皆様や会員外の方々共ども、宜しくご協力をいただきたいと存じます。

１　財政支援決定まで
⑴支援候補者についての調査
　①会員等への候補推薦用紙の配布 （11月上旬）
　②候補推薦用紙の受付締切 （12月末）
　③会員外からの推薦受付締切 （12月末）
　④非推薦（自薦）者の申込受付締切 （12月末）
⑵支援候補者の第一次審査 （１月下旬）
⑶審査委員会の開催 （２月上旬）
⑷支援者の決定 （３月上旬）
⑸贈呈式の開催 （３月下旬）

２　推薦要領
⑴ 下記「芸術文化に関わる活動（Ａ）財政支援」を参考にされ適当と思われる団体また
個人を候補として推薦してください。
⑵推薦用紙は会員等へ別途送付します。
　会員外の方には事務局への請求により送付します。

３　非推薦（自薦）の場合
　一般からの応募として団体また個人で下記「芸術文化に関わる活動（Ａ）財政的支
援」等を参考にされ財政支援を希望される場合は事務局へお問い合わせください。

（Ａ）財政支援
　これは次のような方針に基づいて行われています。
①豊かな社会形成に寄与する芸術文化活動であるか
②発展性に富み、支援の有効性が高いか
③独創性に富んでいるか
④支援金の活用方法が妥当であるか
⑤趣味・同好の域にあるものは支援の対象としない

（Ｂ）顕　彰
　一層の発展を期待して「芸術文化奨励賞」と支援金を差し上げています。
 事務局：〒371-0022
 　　　　群馬県前橋市千代田町3-3-10（広瀬川美術館内）
 　　　　社団法人　企業メセナ群馬
 TEL：027（233）1750　FAX：027（233）1756
 E-mail：mecenat.gumma@cc.wakwak.com
 ホームページURL：http://www.mecenatgumma.com/
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■ 出版物紹介

■ ホームページ

「季刊・メセナnote」
　　㈳企業メセナ協議会　編著
年間購読　1,000円（送料・税込）
〔お申込〕㈳企業メセナ協議会へ代金支払
詳しくは㈳企業メセナ群馬へお問い
合せ下さい

http://www.mecenat.or.jp
㈳企業メセナ協議会のアドレスです。
今日的な最新の情報を得たい方は、
アクセスしてみてください。

●セミナー、アートマネジメント関

連の書籍、研修視察旅行、ホーム

ページの開設などの案内。

●芸術文化関係のスタッフやボラン

ティア募集。

●芸術関係の公募など。

情報は企業メセナ群馬までご連絡く

ださい。ただし、公演や展覧会など芸

術イベント情報は掲載できません。

　㈳企業メセナ群馬は、県内におけ

る芸術文化を育て「心ゆたかなふる

さと群馬」づくりをめざし、公益法

人としての活動をしております。

　この趣旨にご賛同くださる方の入

会をお待ちしています。

会員募集

■正会員　（１口）120,000円
■賛助会員（１口）　10,000円

年会費

私たちは、豊かな芸術・文化の発展を
応援しています

朝日印刷工業㈱ （前橋市） 石 川 　 靖
㈻有坂中央学園 （前橋市） 中　島　利　郎
伊勢崎ガス㈱ （伊勢崎市） 國 府 省一郎
桐生瓦斯㈱ （桐生市） 塚 越 平 人
㈲共生Ｓ・Ａ （中之条町） 蟻　川　七郎次
㈱群馬銀行 （前橋市） 四 方 　 浩
群馬綜合ガードシステム㈱ （前橋市） 川 崎 　 弘
群馬ヤクルト販売㈱ （前橋市） 星　野　哲　也
㈱詩季画材 （前橋市） 野 村 品 司
㈱ステージサービス群馬 （前橋市） 添 川 秀 樹
㈱上毛新聞社 （前橋市） 高 橋 康 三
関口整形外科病院 （前橋市） 関 口 　 隆
㈱東和銀行 （前橋市） 吉 永 國 光
永田会計事務所 （前橋市） 永 田 智 彦
㈱藤井繊維 （高崎市） 藤 井 秀 久
富士オート㈱ （前橋市） 齋 藤 　 煕
藤田エンジニアリング㈱ （高崎市） 藤 田 　 実
星野総合商事㈱ （前橋市） 星 野 義 夫
㈱マエダスタジオ （前橋市） 前 田 　 勇
㈱ヤマト （前橋市） 新 井 孝 雄

【正会員】（五十音順）　　　　　　　　　　　　　　　　　敬称略

相澤　慎司 （前橋市）
阿部　高久 （桐生市）
猪狩　光平 （桐生市）
奥木　功男 （東吾妻町）
金子めぐみ （前橋市）
木村　　光 （桐生市）
群馬楽友協会 （前橋市）
小池　　実 （前橋市）
小島　桂吾 （前橋市）
酒井　重良 （前橋市）
㈱サンネット （前橋市）
サンワテック㈱ （太田市）
関口　俊雄 （前橋市）

㈱セントポールギャラリー （前橋市）
高山　　曻 （前橋市）
竹内　理絵 （前橋市）
㈱ちぎらホテル （前橋市）
税理士法人 テシマ会計 （前橋市）
塚越　紀隆 （桐生市）
日本包装システム㈱ （前橋市）
広瀬川美術館 （前橋市）
ビーエムテクノ㈱ （前橋市）
㈱福田不動産 （前橋市）
舩崎　秀信 （前橋市）
松田　治男 （前橋市）
山本　　龍 （前橋市）

会　　長 塚越　平人 桐生瓦斯㈱ 会長
理 事 長 前田　　勇 ㈱マ工ダスタジオ 社長
副理事長 蟻川七郎次 ㈲共生Ｓ・Ａ 会長
専務理事 竹内　嘉一 ㈱セントポールギャラリー 会長
理　　事 齋藤　　煕 富士オート㈱ 社長
 高橋　康三 ㈱上毛新聞社 社長
 野村　品司 ㈱詩季画材 社長
 石川　　靖 朝日印刷工業㈱ 社長
 星野　哲也 群馬ヤクルト販売㈱ 社長
 添川　秀樹 ㈱ステージサービス群馬 社長
監　　事 星野　義夫 星野総合商事㈱ 社長
 近藤　浩通 広瀬川美術館 館長

【賛助会員】（五十音順）　　　　　　　　　　　　　　　　敬称略

社団法人  企業メセナ群馬　 役員

■ 出版物紹介

■ ホームページ
http://www.mecenat.or.jp
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