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事業計画 （2020 年 4 ⽉ 1 ⽇から 2021 年 3 ⽉ 31 ⽇まで） 
 
１．役員に関する事項 

 

理事は、2020 年 6 ⽉ 30 ⽇で任期満了となりますが、全員重任予定です。 

役職名 ⽒名 他の法⼈等との兼務状況等 

代表理事 中野 善壽  

理事 榊⽥ 隆之 京都信⽤⾦庫 理事⻑ 

理事 來住 尚彦 ⼀般社団法⼈ アート東京 

理事 Tony Liu M&C SAATCHI aeiou 

理事 ⼆之湯 武史 桜美林⼤学客員教授、元参議院議員 

 

2020 年 7 ⽉ 1 ⽇付けで、以下２名の理事を増員予定です。 

役職名 ⽒名 他の法⼈等との兼務状況等 

理事 秋元 雄史 東京藝術⼤学⼤学美術館館⻑・教授 

理事 ⻘柳 正規 多摩美術⼤学理事⻑、第 21 代⽂化庁⻑官 

 

評議員、監事は、2022 年 6 ⽉ 30 ⽇までの任期となります。 
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２．事業について 
（１）⽂化をテーマにした国際カンファレンスの開催 

①第１回を 2020 年 10 ⽉ 16 ⽇、17 ⽇に予定しています。 

 

 

（２）普段スポットが当たる事が少ない、⽂化の下⽀えをしてくださっている⽅々への感謝を 

表す為のアワード設⽴ 
①Asian Culture Award を設⽴ 

2020 年３⽉に、地域や国境を越え、⽂化芸術分野を下⽀えする⽅々を対象としたアワード 「Asian  

Culture Award（以下、ACA）」を設⽴いたしました。 

ACA は、東⽅（アジア圏）を中⼼に、地域や国境を越えて活躍し、⽂化・芸術・社会分野を下⽀えしている 

にも関わらず、その栄えある実績に⼗分にスポットライトが当たっていない⽅々を対象としたアワードです。審査 

員は芸術・⽂化⾏政・地域⽂化など、多様な分野において第⼀線で活躍する識者が担い、2020 年２⽉ 

20 ⽇（⽊）最終選考会を執り⾏い、以下３名の授賞者が決定しました。都内において授賞式典を執り⾏ 

う予定でしたが、現在コロナ渦中であることを鑑み、それぞれ訪問させていただき賞⾦ 100 万円と賞状を授与 

させていただきます。 

 
●審査員（敬称略/五⼗⾳順）︓ 

・秋元 雄史（東京藝術⼤学⼤学美術館館⻑・教授／⾦沢 21 世紀美術館特任館⻑） 

・⼤⻄ 洋（⽻⽥未来総合研究所代表取締役社⻑、⽇本空港ビルデング取締役副社⻑） 

・來住 尚彦 （⼀般社団法⼈アート東京 代表理事） 

・近藤 誠⼀（第 20 代⽂化庁⻑官） 

・中野 善壽（東⽅⽂化⽀援財団 代表理事） 

 

●受賞者（敬称略/五⼗⾳順）︓ 

・⽊原 明（公益財団法⼈⽇本美術⼑剣保存協会 ⽇⼑保たたら 村下 国選定保存技術保持者） 

   「たたら」とは、千年以上の歴史をもつ⽇本独特の製鉄法。たたら養成員を取りまとめている技術責任者であ

る⽊原⽒は「たたらによる ⽟ 鋼
たまはがね

」づくりの技術を奥出雲で復活させて、技術伝承し後継者を育成している。 
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・平尾 フクヨ（⻤ 凧
おんだこ

職⼈） 

   ⻤退治の様⼦が描かれた⻑崎県 壱岐島に伝わる伝統凧「⻤凧」の唯⼀の職⼈。現在は孫の⻫藤あゆみ

⽒が凧作りの技を継承するべく学んでいる。⻤凧は、⽇本語英語対応の EC サイト https://ondako.jp/ 

にて購⼊可能です。（2020 年 4 ⽉１⽇に当財団によって EC サイトを制作・寄贈しました。） 

・吉井 健司（株式会社吉井商店 代表取締役社⻑） 

 ⽇本で⼆軒しか残っていない、漆の蒔絵⽤貴⾦属粉の材料を提供する製造販売会社の代表。蒔絵⽤の 

貴⾦属粉は、装飾⽤の⾦箔とは全く異なり、⾦粉の種類は細やかなものや特注品を考えると 1000 種類 

以上。それらを職⼈技と科学技術の共同作業による製造を実現し、⾼い技術で⾼品質の⾦粉などを漆芸 

作家に提供している。 

 

（３）地域再⽣を意識した活動 
①京都の伝統⽂化、継承のための⽀援 
第２期と同様に、壬⽣寺への⽀援は引き続き⾏う予定です。また、京都の伝統⽂化継承のため、京都を 

拠点とした企業数社と連携し、⽀援を予定しています。 

 

②⻤凧⼯房への⽀援 
第２期と同様に、⻑崎県 壱岐島の伝統⼯芸「⻤凧（おんだこ）」を制作している⻤凧⼯房への⽀援を 

予定しています。 

 

（４）産学連携によるアートの保存保管機能充実の為の活動 
東京藝術⼤学、多摩美術⼤学の２校と連携を開始予定です。 
この活動は、（３）地域再⽣を意識した活動 にもつながり、拡がりが出ていくと考えています。 

 

 

（５）若⼿アーティストの作品買い上げ、価値創造の為の活動 

①アートのための IC タグ付きブロックチェーン証明書発⾏サービス「Startbahn Cert.」  
3,000 枚を無償提供開始 

スタートバーン https://startbahn.jp/ 
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②「⼀枚の絵の⼒」プロジェクトに協⼒し、「Startbahn Cert.」を導⼊。若⼿アーティストの 
作品を買い上げました。 
https://www.m-ecf.com/news/20200429/ 

 
③東京藝術⼤学 若⼿芸術家⽀援基⾦に寄付をさせていただきました。 
 https://www.m-ecf.com/news/20200612/ 

 

④2020 年 9 ⽉ 19 ⽇開館予定の中国 雲南岩彩美術館の展⽰作品に「Startbahn  
Cert.」を導⼊します。 

 

 

（６）⼤中華圏における⽂化事業の⽀援 
①White Canvas プロジェクト 2020 に協⼒ 
絵画コンテストと IT を組み合わせることで、発展途上にあるアジアの国々の優れたアーティス 

トたちを⽀援する White Canvas プロジェクト 2020 は、カンボジア、スリランカ、タイの 3 カ 

国を対象に実施します。各応募者は、スマートフォン、デジタルカメラなどで作品の写真や動 

画を撮影し各国の事務局へ送付します。募集期間は、4 ⽉から８⽉まで。10 ⽉中に作品 

審査をし、展⽰販売は 11 ⽉を予定しています。 

 

②⼀般財団法⼈ メコン現代美術振興財団との連携 

メコン現代美術振興財団は、メコン流域諸国（タイ、ベトナム、カンボジア、ラオス、ミャンマー）における現代 

美術の⽇本、世界への普及振興を図るために、メコン地域における現代美術の展覧会、情報発信を⾏い、 

メコン地域におけるアーティスト、キュレーター等の発掘及び育成に努め、また⽇本をはじめとする諸外国の現代 

美術、アーティスト等との国際交流の促進を図り、それをもってメコン地域の現代美術の発展と世界の平和に 

寄与することを⽬的とした財団です。今後、当財団と連携を進めていく予定です。 
メコン現代美術振興財団 https://auraart-project.com/ 

 

③⼀般社団法⼈ Social Compass との連携 
Social Compass は、社会問題をアート・デザインで解決するために、カンボジアで結成されたクリエイターの 

集団です。アンコールワットをモチーフにしたワッティーと、プノンペンのシンボルである独⽴記念塔をイメージしたイ 

ンディーというキャラクターを制作し、社会問題や交通マナー等を題材にしたアニメーションで、途上国の⼦供た 

共通 Facebook 
ページはこちら 
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ちに正しい知識をただ教えるだけではなく、⼀緒になにかを作ることで⼦供たち⾃⾝に考えてもらう、ファシリテー 

ターとしての役割を担っています。今後、当財団と連携を進めていく予定です。  

Social Compass https://socialcompass.jp/ 

 
 
（７）その他の活動 

①美味しいおにぎり Party 
2020 年 11 ⽉ごろに、忘年会を兼ねた「美味しいおにぎり Party」を開催予定です。前回同様に国内外、 

多業種から参加を募り、交流を図る場となる予定です。 

 

 

3．広報活動について 
（１）WEB 媒体 

当財団多⾔語 ホームページの開設 

2020 年４⽉に中国語対応ページと、連動する WeChat（10 億⼈以上のユーザーが 

利⽤しているメッセンジャーアプリ）のアカウントを開設しました。 
⽇本語ページ https://www.m-ecf.com/ 

英語ページ   https://www.m-ecf.com/en/ 

中国語ページ https://www.m-ecf.com/cn/ 

 

（２）プレスリリース配信 

   Asian Culture Award の設⽴に関し、プレスリリース発信しました。 

 

（３）メディア掲載 

   2020 年 4 ⽉に当財団 中野の初の著書「ぜんぶ、すてれば」をディスカヴァー・トゥエンティワン社より発売 

しました。関連して、当財団 事業についての取材記事が掲載されました。以下⼀部掲載します。 

■2020.4.22 付 ⽇経クロストレンド 「旬な⼈」 

https://xtrend.nikkei.com/atcl/contents/watch/00008/00076/ 
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（４）ラジオ放送 
2019 年 11 ⽉よりクラシック専⾨のインターネットラジオ OTTAVA にて、当財団提供の 30 分番組を放送 

しています。「⼆之湯⽒と中野⽒のカフェトーク」と題し、毎週⾦曜⽇ 22 時〜（再放送は毎週⼟曜⽇ 7 時 

〜）に放送を⾏っています。OTTAVA https://ottava.jp/ 

 
（５）最新情報の発信 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

収⽀予算 （2020 年 4 ⽉ 1 ⽇から 2021 年 3 ⽉ 31 ⽇まで） 
 

2020 年 4 ⽉ 1 ⽇から 2021 年 3 ⽉ 31 ⽇までの総事業費は、１億 4,000 万円を予定しており、必要な 

⾦額を個⼈より寄付を受け、まかなう予定となっております。 

 
以上 

ホームページはこちら 

 

Facebook はこちら 

 


