
募集期間　3/16 月 5/15 金

対象 
日本国内に所在する企業や企業財団、またそれらの連合体が、
2020年4月1日から2021年3月31日の間に実施するメセナ（芸術・文化振興による豊かな社会創造）活動

ジャンル│音楽／美術／工芸／映画／映像メディア／演劇／舞踊／文学／伝統芸能／民俗芸能／建築／複合芸術／
 文化遺跡・歴史的建造物／ファッション／ものづくり　など

形　  態│公演や展覧会、アウトリーチやワークショップ等各種文化プログラムの実施／人的・物的支援、ノウハウや場所の提供、
  資金支援／人材育成や顕彰・コンクール事業の実施／文化施設等での企画・運営／出版物の発行 など

活動例│地域の文化を守り育てる活動／市民が芸術・文化を楽しむ機会の提供／芸術・文化団体への資金提供／
  芸術・文化団体との協働　など
　　　　　　※営利を主たる目的とした活動、宗教活動や政治団体の普及を主たる目的とした活動は対象となりません。

審査 
3つの視点（活動の位置づけ、活動の主体性、活動の視野）を中心に、
社会・地域への思いや創意工夫を凝らした点などを含めて総合的に審査

審査委員　
萩原なつ子｜立教大学大学院21世紀社会デザイン研究科・教授　※審査委員長
佐倉　統  ｜ 東京大学大学院情報学環　教授／理化学研究所革新知能統合研究センター　チームリーダー
中島信也  ｜ 東北新社取締役副社長／CMディレクター
仲町啓子  ｜ 実践女子大学教授／秋田県立近代美術館長
尾﨑元規  ｜企業メセナ協議会理事長
ほか1名（五十音順・敬称略、肩書は2020年3月時点）

手数料 
認定活動1件につき30,000円（企業メセナ協議会会員は無料）　※応募には手数料はかかりません。

お問合わせ 
公益社団法人 企業メセナ協議会　This is MECENAT担当
Tel│03-5439-4520　E-mail│mecenat@mecenat.or.jp

スケジュール 
2020年

※This is MECENAT 2019の認定活動がメセナアワード2020の対象となります。
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受付 
This is MECENAT専用サイト内の応募フォームにて

3月16日［月］から5月15日［金］24:00まで
詳しくはウェブサイトをご覧ください。

https://mecenat-mark.org/ または   This is MECENAT  で検索

 （公社）企業メセナ協議会は
2020年に30周年を迎えました

 公益社団法人 企業メセナ協議会とは 
企業による芸術文化支援（メセナ）活動の活性化を目的に1990年に設立された、日本で唯一のメセナ専門の中間支援機関です。
企業メセナの社会的意義を発信し、文化振興の基盤を整備するために、調査研究、認定顕彰、助成、国際交流等の事業を多面的に行っています。

メセナ活動認定制度 募集開始！

メセナとは、芸術・文化を通じた豊かな社会づくりのための活動です。
公益社団法人 企業メセナ協議会は、企業が行うメセナ活動を応援します。

「This is MECENAT」は、多彩なメセナ活動を認定し、
各活動に光をあてることにより、芸術・文化による豊かな社会づくりを
促進していくことを目的とした制度です。

対象｜全国各地の企業や企業財団が実施するメセナ活動
　　　※詳細は中面をご覧ください
主催｜公益社団法人 企業メセナ協議会　後援｜文化庁



「This is MECENAT 2020」では、
企業が主体的に取り組むメセナ活動を募集します。
「This is MECENAT」は、企業などが取り組むメセナ（芸術・文化振興による豊かな社会創造）活動を
有識者の審査により認定する制度で、2014年にスタートしました。
時代とともに多様化している企業メセナを広く周知するため、「これぞメセナ」と認定された活動には、
シンボルとして「メセナマーク」を発行し、This is MECENAT専用サイトに掲載するなど活動の広報発信に協力します。
「メセナの今」を多角的に発信し、これまでにのべ800件以上の活動を登録してきました。
さらに認定された翌年には、特に優れた活動を「メセナアワード」として表彰します。ぜひご応募・ご推薦ください。

▲ 従業員の方の名刺の裏面にメセナ
マークを印刷しています。 2019年認定件数  165件 これまでの認定件数   833 件

芸術・文化振興による豊かな社会創造＝メセ
ナ活動のシンボルマーク。認定活動に対して、
認定年度に発行します。活動に関する広報媒体
（ウェブサイト、チラシ、ポスター、プログラム）など
で広くご活用いただけます。This is MECENAT
専用サイトではマークの活用例をご紹介してい 
ます（https://mecenat-mark.org/mark/
examples.php）。

認定活動はすべてThis is MECENAT専用サイ
ト（https://mecenat-mark.org/）に活動内容
を掲載するほか、プレスリリースの配信やSNS
などによる広報協力をします。
一部の活動に関しては、外部ライターによる取
材をさせていただき、記事を協議会サイトに掲
載します。

毎年、前年度に認定された活動から特に優れた
活動7件（メセナ大賞1件、優秀賞5件、特別賞：
文化庁長官賞1件）を選考。受賞活動には、表彰
状とトロフィーを贈呈します。
［1991年創設］

「This is MECENAT 2019」 認定活動例

ヤマトホールディングス
株式会社
「2019年度　音楽宅急便
クロネコファミリーコンサート」
（全国）

「届ける」事業を行うヤマトグループが、年齢や地域を越えたあらゆる方に「本物の音楽
をお届けしたい」という想いから、1986年より全国で継続的に開催しているクラシックコ
ンサート。社員が運営スタッフとなり、地域と密着した公演を行う。

株式会社髙島屋
「髙島屋史料館TOKYOに
おけるアーカイヴス活動」
（東京都）

2019年3月に日本橋髙島屋S.C.本館に開館。「美しいくらしスタイル」の発信をテーマ
に、企画展やセミナーを通してこれからの暮らしを心豊かにする情報・体験を提供。東京
日本橋地域における文化発信拠点として、地域の魅力向上への貢献を目指す。

公益財団法人
ベネッセこども基金
「発達障がい支援
ワークショップ
『音と光の動物園』」
（神奈川県ほか）

東京藝大・ADDS・ベネッセこども基金が連携し開発。ペーパークラフトづくりやコンサー
トなど五感を使って楽しめるワークショップを入り口として、発達障がいがある子どもと
その保護者を日々の療育や課題解決を支援する地域でのプログラムにつなげる。

清水建設株式会社
「シミズ・オープン・
アカデミー」
（東京都）

全国の青少年を対象とした無料の公開講座で、講義や施設見学、シンポジウムといった
体験を通じて建設に対する関心を深められるよう、経験豊富な研究員がわかりやすく解
説を行う。

株式会社ヌマザワ
「ヌマザワの地域貢献活動」
（山形県）

過疎化、高齢化等で年々活力をなくしつつある地域の活性化につなげるため、地元山形
県新庄市で本物の音楽や芸術に触れる機会を提供。チャリティコンサートの開催、地域と
のコミュニケーション情報誌の発行に加え、2017年には日本画を展示する美術館を開館。

サンスターグループ
「日本書道美術院
サンスター国際賞
～日本の書道文化の
支援活動～」
（東京都、海外）

「文字の文化である書」を国際的な価値として高める目的で設立された、日本で唯一の
国際賞。日本書道界で最も権威のある日本書道美術院の支援を通して、書道芸術の価
値を国内外に広く伝える活動を行っている。

読売新聞社
「文化財保存・修復
読売あをによし賞」
（全国各地／海外）

2007年に創設。文化財の保存、修復や伝統文化・芸能の復興、継承など、かけがえのな
い文化遺産を最前線で守り伝える個人・団体の取り組みを顕彰している。

公益財団法人
ブルボン吉田記念財団
「ドナルド・キーン・センター
柏崎の運営」
（新潟県）

日本文学や日本文化を研究し、海外に伝えてきたドナルド・キーン氏の今日までの歩みや
仕事、日本への思いを貴重な資料で紹介するほか、特別企画展や講演会を企画･実施。

認定企業の声
株式会社
ホテルオークラ東京
「The Okura Tokyo
ロビーコンサート25」
毎月1回、30年以上にわたり続
けてきた「ロビーコンサート25」
がさらに多くの方に認知されるこ
とを願い「This is MECENAT」
に応募いたしました。また「メセ
ナマーク」が、信頼ある機関から
認定されていること、コンサート
をメセナ活動として行っているこ
と、などを一目でわかっていた
だけるアイキャッチになることも
期待しています。
（ご担当 中村さまより）

鬼塚電気工事
株式会社
「プロジェクト ONICO」
大分県の地場企業として、地域
の課題をクリエイティブな手法で
解決したいという想いで開始した
「プロジェクトONICO」は、自社
の強みである電気工事の領域か
ら大分県立芸術文化短期大学と
の協働で作品の制作や展開をし
てきた活動です。客観的な視点で
「This is MECENAT」に認定さ
れたことが、活動意義の再認識
と今後の意欲に繋がっています。
（ご担当 寳亀さまより）

拡大

2020 . J a nu a r y  - March

ARTISTS
LINE UP

監修  大友 直人
Supervisor :  Naoto Otomo

ロビーコンサート25  演奏スケジュール

at �e Okura Prestige Tower

https://theokuratokyo.jp

開業以来、創業者・大倉喜七郎の「ホテルは人が集い、芸術・文化が交流する場である」

という理念を継承し、ホテル事業の特性である公共性を活かしたメセナ活動に取り

組んでまいりました。「�e Okura Tokyo Cultural Fund」は、メセナ活動のさらなる

飛躍を目指し、設立した芸術・文化支援ファンドです。

「ロビーコンサート25」にて皆様からお預かりした募金は当ファンドを通じ、「音楽」に

特化した活動を行う団体へ寄付いたします。

Since its opening, Hotel Okura Tokyo has succeeded Kishichiro Okura’s 

philosophy that "A hotel is a place where people gather and exchange arts and 

cultures" to work on mécénat activities, making full use of the special public 

dimension of the hotel business. 

"�e Okura Tokyo Cultural Fund" was established to support the arts and 

culture to encourage mécénat activities. �e funds we collect from the Lobby 

Concert 25 will be donated to groups that focus on musical activities through 

the cultural fund.

「ロビーコンサート25」は、公益社団法人 企業メセナ
協議会が認定する「�is is MECENAT」に選定された
メセナ活動です。

日本音楽コンクールチェロ部門第１位。第67回ARDミュンヘン国際音楽コンクール

ピアノ三重奏部門第１位。東京藝術大学大学院を卒業。ザルツブルク・モーツァルテウム

大学にてE・ブロンツィ氏に師事。

He won the 1st prize at the Japanese Music Competition’s Cello Category and 
the 67th ARD Munich International Music Competition’s Piano Trio 
Category.
He graduated from Tokyo University of the Arts Graduate School and studied 
under E. Bronzi at the Mozarteum University of Salzburg.

伊東 裕 （チェロ）
Yu Ito （Cello）
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▲ パンフレット等にメセナマークを使用しています。
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メセナマークの活用 広報発信への協力 メセナアワード

「This is MECENAT」に認定されると…

大阪ガス株式会社
「OMS（扇町ミユージアム
スクエア）戯曲賞を通じた
関西演劇の支援」／
「『第26回OMS戯曲賞』
スタート」（大阪府ほか）

関西2府4県に在住、または関西を主たる活躍の場とする劇作家を対象に、新たな才能
の発掘と既に評価のある中堅劇作家の活動の活性化を目指す戯曲賞。長年にわたり関
西の演劇文化振興と地域社会の発展に貢献している。

株式会社リクルート
ホールディングス 
「クリエイションギャラリー
G8」
（東京都）

銀座の街の活性化の一端を担うべく、1985年にオープン。グラフィックデザインを中心と
した企画展を開催し、デザインを通じて、豊かな生活の提案やさまざまな出会いをつくる
場所を目指して活動を続けている。

撮影：竹内桃子


