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〈受賞者のことば〉
　この度は「企業メセナ群馬賞」を受賞し、
驚き、また大変嬉しく思っております。
　今回の作品「道の向こうに」は、私にと
って初めて景色にチャレンジしたもので、
ある写真を目にした時、一昔前に娘達と行
った美瑛の丘の美しさと楽しかった思い出
が彷彿としてきました。そして、これを景

色として描いてみようと、写真と自分の記憶をたどりつつ、美しかっ
た北海道の景色を描いたものです。
　観に来てくれた友人が、「静かで暗い道の向こうには、明るい未来が
あるような希望を感じる絵ね」と言ってくれました。友人達の様々な
感想に嬉しくもあり、恥ずかしくもありました。
　これからも、今回の受賞に恥じぬよう、日々精進を重ねていきたい
と思っています。

〈受賞者のことば〉
　この度は「企業メセナ群馬賞」を受賞し、
とても嬉しく思っています。
　群馬県の三山、赤城山、榛名山、妙義山。
赤城山と榛名山は噴火山から、妙義山は海
底が持ち上がり地上に出た、それで山にな
っている不思議な山なのです。国道18号
で写生が出来る自動車の駐車場で妙義山を

見て下さいと何カ所か有ります。
　先に車を止めてキャンバスを出している人がおり気後れして、ろう
梅の郷が近くに有り毎年来ています。車をそちらに向けていると雪が
降ってきました。
　今年は、ろう梅は蕾で早すぎの様でしたが村を挙げてお祭りとして
村人は出ていて、ろう梅の枝をいただいて来ました。雪から抜けない
と大変と思いながら帰りましたが妙義山の見えるところまでには雪は
なく妙義山に近い場所で良い所でした。今後この受賞を励みに頑張り
たいと思います。「企業メセナ群馬」発展とご活躍を。

〈受賞者のことば〉
　１つの建物は、周辺環境・立地条件の検討から
始まり、平面立面のデザイン、使用する材料決め
といった設計段階から着工・竣工まで、様々な過
程を経て作り上げられます。
　各工程で沢山の決断・決定を繰り返すのが建
築家の仕事なのですが、その全てを迷い無く決め
ていけるかといえば、そうは簡単にいかないのが
現実です。
　自分の感覚と判断を貫き通すにはとても大き
な勇気が必要ですが、賞をいただいた事で、今ま
での事を多少なりとも肯定してもらえた気がし

て、大変勇気付けられました。
　この賞を励ましと受け取り、今後も設計の仕事を自信を持って続け
ていこうと思います。
　この度は素敵な賞に選んでいただきまして、ありがとうございました。
　最後に、受賞作品にまつわる多くの関係者の方々にも感謝申し上げ
ます。

第61回　連盟展
「企業メセナ群馬賞」受賞者の紹介
　平成24年６月６日（水）から６月13日（水）まで前橋市民文化会
館において群馬美術家連盟主催の第36回県民芸術祭参加・第61回連
盟展が開催されました。
　公益社団法人企業メセナ群馬として「企業メセナ群馬賞」を提供し
ておりますが、今年度は次の方々が受賞されました。作品の紹介とご
本人からのコメントを掲載します。

色とし 描 ようと

　

　

　

日本画　　佐藤　祥子 題名「道の向こうに」　大きさ：P50

洋画　　前原　孝司 題名「妙義山」　大きさ：F100

建築　　小平　祥一郞 題名「11番街アーケード」　大きさ：Ａ2
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平成24年度財政支援対象者募集

芸術文化に関わる活動

　本年度（平成24年度）の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
　支援金を贈呈するとともに一層の発展を期待して「芸術文化奨励賞」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）
 　　　　公益社団法人　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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第６回企業メセナ群馬賞　作家展を開催
　群馬県美術会・前橋市民展委員会・県写真文化協会のご協力にて、平成24年７月７
日（土）から８月５日（日）まで前橋・広瀬川美術館において、第６回企業メセナ群馬
賞の作家展を開催しました。
　今回は県展第61回・市民展第44回・県写真展第58回にて、
企業メセナ群馬賞を受賞された方々６名、作品数16点を作家展
として開催しました。
　この第６回作家展の出展者は以下の方々で、メセ
ナ賞受賞作品を中心に、各々力作が展示されました。

石田　文江（県展・日本画）
林　　和恵（県展・彫刻）
手塚　正一（市民展・写真）

大矢　勇生（県展・洋画）
登坂早智子（県展・工芸）
井桁　勝彦（県写真展･ネイチャー）

出展者６名
第６回企業メセナ群馬賞作家展
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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審査委員会において認定を受けた芸術・文化活動に対
し、企業・個人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）

公益社団法人　企業メセナ群馬

TEL027（233）1750　FAX027（233）1756
E-mail：mecenat.gumma@cc.wakwak.com

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

　公益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寄付を税制面から促進す

るための制度で、協議会が運営しているものです。

芸術・文化活動へ寄
付したいけれど、税
金が……

芸術・文化活動への
企業からの寄付をも
っと集めたい……

芸術・文化活動へ寄
付したいけれど、税
金が……

芸術・文化活動への
企業からの寄付をも
っと集めたい……

助成認定制度実績一覧表（1994年～2011年）
認定活動一覧から次のように転載しました。

※2011年度認定件数125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
2002 153件   835件 ４億7679万円

年度 認定件数（件） 寄付件数（件） 寄付金額
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
2010 139件 1250件 ４億1966万円
2011 125件 946件 ２億8462万円
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■ 出版物紹介

■ ホームページ

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

●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
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） 齋 藤 一 雄
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
㈱シャープドキュメント富士 （前橋市） 小 暮 雅 幸
㈱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） 渡 辺 幸 男
㈱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
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

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 会長
 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
 澤口　俊行 澤口俊行税理士事務所 所長　

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
公益社団法人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

●メセナアワード

●助成認定制度など

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。

　公益社団法人企業メセナ群馬は、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
■賛助会員（３口）　30,000円
　（法人名表示）

年会費

相澤　慎司 （前橋市）
阿部　高久 （桐生市）
㈱アールフレイム （前橋市）
猪狩　光平 （桐生市）
打越　正宏 （前橋市）
大谷　泰治 （前橋市）
㈱岡野機械 （前橋市）
金子めぐみ （前橋市）
木村　　光 （桐生市）
㈱クライム （吉岡町）
黒岩測量設計事務所 （前橋市）
群馬楽友協会 （前橋市）
群馬三菱自動車販売㈱ （高崎市）
後藤　勝伸 （前橋市）
小島　桂吾 （前橋市）
酒井　重良 （前橋市）
佐久間一雄 （前橋市）
㈱詩季画材 （前橋市）
清水　憲明 （前橋市）
(医)秀緑会高山眼科 （高崎市）

設楽印刷機材㈱ （前橋市）
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　嘉一 （前橋市）
竹内　理絵 （前橋市）
税理士法人 テシマ会計 （前橋市）
塚越　紀隆 （桐生市）
㈲中島ホンダ （前橋市）
中嶋　直人 （前橋市）
日本包装システム㈱ （前橋市）
野中　志保 （前橋市）
広瀬川美術館 （前橋市）
㈱福田不動産 （前橋市）
舩崎　秀信 （前橋市）
㈱メディアラボ （前橋市）
山本　　龍 （前橋市）
山本　典輝 （高崎市）
和佐田幸子司法書士事務所 （前橋市）

【賛助会員】（五十音順）　　　　　　　　　　　　　　　　敬称略


