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平成24年度
芸術文化奨励賞・財政支援を受けられた方々の紹介
　公益社団法人企業メセナ群馬における重要な活動の一つであ
る芸術文化奨励賞が平成24年度分として決定し、平成25年３月
21日に贈呈式が行われました。贈呈式では受贈者（２個人）の
方々に「芸術文化奨励賞」と「支援金」が贈られました。
　受贈者の方々の今後益々のご活躍を期待しつつ、紹介いた
します。

受賞の方々のプロフィール

瀧澤　桂

森　竹巳

　ア 領域 （絵画・着物制作）
　イ 住所 前橋市
　ウ  概要 群馬・前橋の文化の源である製糸を活用したアーチスト

ワーク並びに地域の文化研究、振興に尽力している。着物の原画
展を開催するほか、24年10月には前橋祇園祭繭奉納祭を企画開
催している。これからの作品制作及び発表の芸術活動は今後更に
期待される。

　ア 領域 （造形芸術）
　イ 住所 太田市
　ウ  概要 市民の芸術文化に対する関心を高めると同時に地域文化

の向上を図るために多くの展覧会を企画・監修してきた。多面的
に地域社会の人たちへ展覧会ではギャラリートークやワークショッ
プ、講演会、シンポジュウム等を企画している。25年には「第
３回おおたビエンナーレ2013」を企画している。
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第47回
前 橋 市 民 展
「企業メセナ群馬賞」
受賞作品紹介と
受賞者のことば

第47回　前橋市民展
「企業メセナ群馬賞」受賞者の紹介

　平成25年１月31日（木）から２月17日（日）まで前橋市民文化会館において前橋市教育委

員会主催、前橋市・前橋文化協会共催による第47回前橋市民展覧会が開催されました。

　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

回３名の方が受賞されました。作品の紹介とご本人からのコメントを掲載します。

書道部門（かな）町田 栄子

題名「古今和歌集」
大きさ：タテ２尺　ヨコ６尺

〈受賞者のことば〉
　このたびは「企業メセナ群馬賞」をいただき、
感謝しております。
　書道をはじめて十数年、良き先生、先輩、
友に恵まれ続ける事が出来ました。
　前回は目の手術後ということもあり、思うように筆が動かず苛立ちと不安でいっぱいでした。
　今回は書道が出来る幸せな思いをこめて、夢中で書きあげた作品です。
　かなは独特の墨の濃淡、連綿線、全体の姿と奥深いものがあります。特に、こまやかな中にも力強い
線、余白の美、雅、墨の変化が出せたらと思いながら書きました。
　その結果、すばらしい賞をいただき、うれしい限りです。この賞に恥じぬよう、健康に留意しながら、
より一層精進していきたいと思います。

美術部門（洋画）遠藤 紀子

題名「日常」
大きさ：30号

〈受賞者のことば〉
　長いこと術後の経過が思わしくなく、最近やっと友人から「元
気そう」「少し太ったみたい」と言われて嬉しくなり、鏡に向か
うのも苦にならなくなりました。健康面の不安が全て払拭され
た訳ではありませんが、日常の生活が普通に出来る有り難さを
かみしめながら筆を進めました。
　搬入を間近に控えた頃、21年間一緒だった愛猫が老衰のため
介護が必要となり、心おきなく絵筆を握ることが出来なくなり
ました。最終段階での追究が十分出来ず残念でした。
　そんな事があっての搬入でしたので、受賞の通知をいただい
た時、すぐには信じられませんでした。この度の受賞という光
栄に心より感謝を申し上げ、今後いっそう精進することをお約
束して、お礼に代えさせていただきたいと存じます。
　有り難うございました。

写真部門（スナップ・人物）田村 誠

題名「いつもの曲がり角」
大きさ：半切

〈受賞者のことば〉
　このたびは「企業メセナ群馬賞」まことにありがと
うございました。作品は、昨年秋の前橋祭の日、昭和
の香り漂うこの食堂が目にとまりました。まもなく祭
りの法被を着た一人の粋なご婦人が自転車で通りすぎ
ました。しかしカメラはまだバッグの中、最初のシャッ
ターチャンスを逃してしまいました。気を取り直して
カメラを用意し、お店に向かって構えたところ素敵な
おじいさんに遭遇。さっきの失敗を取り戻そうとパチリ、
これが会心の一枚となりました。普段から私たちの師
匠が言う「一期一会」ってこういうことなのかもしれ

ません。ある日お店の前を通りましたらガラス戸越しに何人かのお客さんが見えました。少し遠慮気味
にお店に入って伺ったら「平日の昼時だけ開けています」とのことでした。早速注文したソースカツ丼
はアツアツで柔らかく素朴ながらもしっかりした味付けで小生にぴったりでした。昭和っぽいお店が現
役で頑張っているのってすごく嬉しくなります。
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「メセナアワード2013」実施について
　公益社団法人企業メセナ協議会（東京都）の顕彰事業「メセナアワード

2013」の応募が始まりました。本賞は1991年の創設以来23回目を迎えるも

ので優れたメセナ（芸術文化支援による社会創造）活動に取り組む企業・企業

財団を顕彰することを目的として行われています。本年も「メセナ大賞」「メセ

ナ賞」「特別賞」「文化庁官賞」の各賞において2012年度に企業・企業財団が実

施されたメセナ活動を募集します。

　応募の締切は５月31日㈮　贈呈式は11月21日㈭を予定しています。

　詳しくは、ホームページ 「www.mecenat.or.jp」　E-mail:award@mecenat.or.jp

　または、公益社団法人企業メセナ群馬までお問い合わせください。

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
（公社）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

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
　公益社団法人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、（公社）企業
メセナ群馬までお問い合わせください。

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……

公益社団法人
企業メセナ協
議会からのお
知らせ
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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
㈱上毛新聞社 （前橋市） 渡 辺 幸 男
㈱ステージサービス群馬 （前橋市） 添 川 秀 樹
㈱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
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

公益社団法人  企業メセナ群馬　 役員

「季刊・メセナnote」
　(公社)企業メセナ協議会　編著
年間購読　1,000円（送料・税込）

〔お申込〕(公社)企業メセナ協議会へ代金支払
詳しくは(公社)企業メセナ群馬へお
問い合せください

http://www.mecenat.or.jp
(公社)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。

■ 出版物紹介

■ ホームページ

㈱相沢商店 （前橋市）
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）
グローカルペットケア㈱ （東京都）
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）
税理士法人 テシマ会計 （前橋市）
塚越　紀隆 （桐生市）
トリニティアグリ㈱ （前橋市）
㈲中島ホンダ （前橋市）
中嶋　直人 （前橋市）
中村　容己 （前橋市）
中屋商事㈱ （前橋市）
日本包装システム㈱ （前橋市）
野中　志保 （前橋市）
㈱卑弥呼 （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）
㈱レイド （前橋市）
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

●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。

　(公社)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口以上）
　（法人名表示）　　  30,000円以上

年会費


