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事業報告 （2019 年 4 ⽉ 1 ⽇から 2020 年 3 ⽉ 31 ⽇まで） 
 
１．現況に関する事項 
（１）事業の経過及びその成果 

倉庫街だった東京・天王洲アイルエリアを、アートの⼒で独特の雰囲気、⽂化を感じる街に変⾝させた活動が 

評価され、2018 年に「モンブラン国際⽂化賞」を受賞した寺⽥倉庫・前社⻑の中野善壽が、その賞⾦を活⽤し

「モンブラン&テラダ財団」は設⽴されました。 

そして 2019 年８⽉、財団は地域や国境を越え、ボーダレスに、更に⾶躍したビジョンを持つ「東⽅⽂化⽀援 

財団」として⽣まれ変わりました。 

チームメンバーは、東京やアジアで 30 年以上にわたって、ビジネスを体感しボーダレスな視野で⾏動、発⾔、を 

してきた中野を核に、実務的ネットワークの次世代継承と、争いのない東⽅⽂化圏の確⽴という志に共感する

⽅々によって構成されております。 

 

当財団は、以下６⽅⾯事業を展開予定です。 

１．⽂化をテーマにした国際カンファレンスの開催 

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 

３．地域再⽣を意識した活動 

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 

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 

６．⼤中華圏における⽂化事業の⽀援 

 

第２期は、「東⽅⽂化⽀援財団」として⽣まれ変わった最初の期であり、第３期に向けての助⾛期として、 

確実な種蒔きを⾏った期間でした。 

東⽅⽂化圏全域で葉を広げ、素晴らしい実のなる「⽂化の⽊」が共栄と平和の証として広がっていくことを 

願って、活動を続けていきます。 
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（２）役員に関する事項 
  評議員、理事及び監事の状況（2020 年 3 ⽉ 31 ⽇現在） 

役職名 ⽒名 他の法⼈等との兼務状況等 

評議員 隈 研吾 建築家 

評議員 ⼤⻄ 洋 株式会社⽻⽥未来総合研究所 社⻑ 

評議員 王 ⽟圜 廣照⼤中華股份有限公司 

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 

監事 平野 和俊 税理⼠法⼈ UAP 
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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 
 

①World Peace Gathering 2019 in ⾼野⼭へ 寄付⾦ 10,000,000 円 

World Peace Gathering 2019 実⾏委員会が、弘法⼤師空海によって 1200 年前に開かれた聖地 

⾼野⼭にて、世界中の僧侶が集まり世界平和へ祈りを捧げる 3 ⽇間として「World peace Gathering  

2019 in ⾼野⼭」を開催されました。 

世界では未だ紛争や⾷糧危機が絶えず、気候変動など地球は危機に瀕しています。平和とは何なのか、 

私たちにできることは何なのか、⼀⼈ひとりが問われる時代で、⾼野⼭から世界の平和、そして⼀⼈ひとりにとって 

の平和を考え、祈る場の幕開けとして開催されました。 

当財団としては、国際カンファレンスを⾼野⼭で開催する可能性を模索するため、寄付をさせていただきました。 

 

【World Peace Gathering 2019 in ⾼野⼭ 開催概要】  

開催⽇時︓2019 年 10 ⽉ 18 ⽇（⾦）〜20 ⽇（⽇） 

会場︓壇上伽藍⾦堂、⾼野⼭⼤学黎明館、⾼野⼭⼤師教会、他 

主催︓World Peace Gathering 2019 実⾏委員会 

後援︓⾼野⼭真⾔宗 総本⼭⾦剛峯寺、⼀般社団法⼈ ⾼野町観光協会、⾼野町 他 
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（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と感じられた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

育成しています。 

・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ます。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⽇に当財団より 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。
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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

提供しています。 

 

 

（３）地域再⽣を意識した活動 
 

①壬⽣寺へ 寄付⾦ 1,000,000 円 

「地域再⽣を意識した活動」の⼀環として京都市中京区にある律宗⼤本⼭の寺院「壬⽣寺（みぶでら）」 

への⽀援をはじめました。 

壬⽣寺では、毎年節分と 4 ⽉、10 ⽉に演じられる壬⽣狂⾔（みぶ きょうげん）と呼ばれる無⾔劇がありま 

す。えんま堂⼤念仏狂⾔（引接寺）、嵯峨⼤念仏狂⾔（嵯峨釈迦堂）とならんで京都三⼤念仏狂⾔の 

ひとつで、約 700 年の歴史があり、重要無形⺠俗⽂化財に指定されています。この壬⽣狂⾔を後世にも残し 

ていくため、使われる⾐装の修復費⽤などの⽀援をしていきます。 

 

②⻤凧⼯房への⽀援、⽇本語英語対応 EC サイトの寄贈 
 

 

 

 

 

 

 

 

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に⽀援をしています。 

「⻤凧」は、⽵ひごと和紙の凧に⻤退治の様⼦が描かれた、⻑崎県 壱岐島に伝わる伝統凧で、家内安全、 

無病息災の魔よけとして室内に飾り、島⺠にとって⽋かせない縁起物です。毎年５⽉には厄除けとして壱岐の 



 7 

⻤凧あげが島東部の左京⿐で⾏われる⾵習があります。職⼈は、⼗数年前まで島に数⼈おりましたが、現在 

は平尾フクヨさん（87 歳）ただひとりだけです。こうしたピンチに、福岡県で暮らす孫の⻫藤あゆみさん（28 

歳）は、半世紀にわたって凧づくりを続ける祖⺟の技を受け継ごうと、時間を⾒つけては島へ通っておりました 

が、4 ⽉より壱岐島へ戻っています。壱岐の⽂化伝統につなげる祖⽗⺟の宝物を守り受け継いでいく想いに⼼ 

を動かされ、⽀援をはじめました。 

⽀援策 第１弾として、⽇本語英語対応の EC サイトの制作を⼿掛けました。 https://ondako.jp/ 

 

 

 

（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 
 

第３期より、東京藝術⼤学、多摩美術⼤学の２校と連携を開始する予定です。 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 年 10 ⽉、当財団と事業提携したスタートバーン株式会社が、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.」をローンチしました。当財団はアーティスト⽀援の⼀環として、 

「Startbahn Cert.」を必要とする希望者の中から選考の上、無償で 3,000 枚を提供することにしました。 

アーティストには１次購⼊者だけでなく、２次購⼊者や３次購⼊者からも、購⼊⾦額の⼀部が還元されます。 

また、IC タグが付いていれば作品の真贋も簡単に⾒極めがつき、⾃分が持っている作品を修復したい場合は、 

履歴を調べてさかのぼることができます。 

スタートバーン https://startbahn.jp/ 
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②アートマネジメントオフィスアホイ︕へ 寄付⾦ 500,000 円 

 

アートマネジメントオフィスアホイ︕主宰の塚⽥信郎⽒が、横浜市⽴⼤学先端医科学研究センター コミュニケ 

ーション・デザイン・センター（以下、YCU-CDC）、附属病院と連携して、2019 年 11 ⽉に「アート・クリエィテ 

ィブによる病院内コミュニケーション増進プロジェクト」を⾏いました。 

横浜⼤学附属病院⼩児病棟で、⼊院中の⼦ども達やその家族などを対象に、アーティスト・クリエイターと協働 

しアートプログラムを実施しました。その体験を通して病院内外のコミュニケーションを活性化させ、病院をより過 

ごしやすい空間に変え、⼈々を明るく元気にするアートプロジェクトです。対象の病院と信頼関係を構築し、外 

出せずともアートを楽しめる環境づくりとなり、またアートがもたらす個⼈やコミュニケーションへの変化を観察し、こ 

のプロジェクトが持続的に発展していくことを期待し、寄付をさせていただきました。 

アートマネジメントオフィス アホイ︕ http://art-ahoy.com/ 

 

【アート・クリエィティブによる病院内コミュニケーション増進プロジェクト 概要】 

１)★Star☆Jam Street〜清掃楽器⾳楽夢想〜  

⽇時︓11 ⽉ 6 ⽇（⽔）、11 ⽉ 8 ⽇（⾦）いずれも 15:00〜17:30  

内容︓清掃に使⽤するホウキ、はたき、デッキブラシ等を楽器にして演奏しました。演奏は、髙橋哲⼈⽒と 

モシ村マイコ⽒による⾳楽と映像と楽器で世界を彩るアートユニット「TETSUJIN AUDIO  

VISUAL」が⾏いました。  

 

２)★病院がプラネタリウム  

⽇時︓11 ⽉ 26 ⽇（⽕）16:00〜17:30 

内容︓⼭梨県⽴科学館の⾼橋真理⼦⽒（⼀般社団法⼈ 星つむぎの村）によるプラネタリウムプロジェク 

ト。病棟内の天井投影により、普段星空をなかなか⾒ることができない⼦どもたちに満点の星空を届 

けました。 
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③NPO 法⼈ studio FLAT へ 寄付⾦ 750,000 円 

 

 

 

 

 

 

 

 

NPO 法⼈ studio FLAT は、未来へつながる才能の育成と発掘を⽬的として、障がい者福祉サービス事業 

所「セルプきたかせ」で⾏われる絵画活動を通して⽴ち上がりました。障がいあるなしに関わらず、作品の魅⼒そ 

のものを“FLAT” に感じてもらいたい、作品を “FLAT” つまり横並びに展⽰して「障がい者アート」という概念 

を超越していきたい、との願いを込めています。将来ここから⽣まれた作品を購⼊することも視野にしております。 

今後は、所属作家の経済的⾃⽴を⼤きな⽬標としているとのことです。彼らの活動が既存の福祉を変え、新た 

な価値創⽣の原動⼒となる事を信じて、“FLAT”というコンセプトを発信し続けている想いに、寄付をさせていた 

だきました。 studio FLAT https://studioflat2016.wixsite.com/studioflat 

 

④アートフェア東京へ 寄付⾦ 22,000,000 円 
 

 

 

 

 

 

 

これまでの流れより、アート業界との連携を考え、⼀般社団法⼈アート東京、株式会社テレビ東京、株式会 

社電通などが主催する⽇本最⼤級の国際的なアートフェアである「アートフェア東京」開催に向け、寄付をさせ 

ていただきました。 

15 回⽬の今回は、“with Art”をテーマに国内外から 147 軒のギャラリーが出展し、古美術から⼯芸、⽇本 

画、現代アートまで幅広い作品が集結し、作品を⾒るのみならず、購⼊することもできるアートフェアとなる予 

定でした。しかし、新型コロナウイルスの影響により開催を⾃粛し、国際フォーラムで⾏う予定の「アートフェア東 

京」は中⽌、オンラインギャラリーモール「AFT Art Hunting」を開催することになりました。「AFT Art  

Hunting」は、ギャラリー・美術商と来場者双⽅のコミュニケーションの機会や、アート作品売買の機会を新た 

に創造する場であり、2020 年 3 ⽉ 24 ⽇から 5 ⽉ 31 ⽇まで開催しました。 
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（６）⼤中華圏における⽂化事業の⽀援 

 
①White Canvas プロジェクト 協⼒ 
White Canvas プロジェクトは、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、これまでになかった取り組みで、スリランカを基盤とする国際 NGO 団体 

「スプートニク・インターナショナル」が中⼼となり⽴ち上げました。 

当財団は、発展途上にあるアジア諸国で、全く新しいアーティスト⽀援の枠組みに、協⼒等をさせていただいて 

おります。 

このプロジェクトは、プロのアーティストを⽬指す⼈だけのものではありません。⼦どもを含め多くの⼈たちに、絵を 

描く楽しさを感じてもらったり、アート鑑賞の機会を増やしてもらったりすることも狙いの⼀つにあります。アーティス 

トを名乗るかどうかにかかわらず、多くの⼈がアートに関する感性、知識を磨くことにより、複雑な社会問題が創 

造的に解決されていくと考えています。⽩いキャンバスに向かって、創造的 に⾃由で明るい未来を描いて欲し 

い。プロジェクト名には、そんな思いを込められています。 

White Canvas プロジェクト 2020 は、カンボジア、スリランカ、タイの 3 カ国を対象に実施予定です。 

 

 

（７）その他⽀援 
 

①株式会社 LORANS.へ 寄付⾦ 550,000 円 

株式会社 LORANS. （ローランズ）は、花・緑をはじめとする植物の仕事を通じて社会課題と向き合い、 

植物・⼈・そしてありがとうの可能性を追求する技術集団で、社会的役割を基盤としたお花屋さん（social  

flower shop）です。 働くスタッフの８割が障がい者で、原宿と天王洲に店舗があり、フラワーギフトやブライ 

ダル装花の制作、 法⼈向けでは定期装花や観葉植物のイベントレンタル、植栽の管理等を⾏っています。  

今後も花や緑を通じて障がいや難病等と向き合う⼈々を積極的に雇⽤し、共に成⻑し、様々な企業・団体 

様と連携することで多様な⼈材が認め合い活躍できる社会を⽬指している LORANS.に、寄付をさせていた 

だきました。 
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②GVIDO の寄贈 

 

GVIDO とは、すべての⾳楽家のためにつくられた２画⾯電⼦ペーパー楽譜専⽤端末で、軽くて頑丈な上、

⽬に優しく、紙と同じように使えるデバイスです。授業で使⽤される多くの楽譜や教材を 1 台に保管すること

ができるので、⾳楽の現場に限らず、教育現場などでも活⽤ができます。⾳楽⽂化の醸成を考え、当財団か

ら未来を担う若⼿⾳楽家や教育者の⽅々に対して、⻑野県⽴⼤学へ 40 台、イルミナートフィルハーモニー

オーケストラへ 50 台、公益財団法⼈ ⽇本⾳楽教育⽂化振興会へ 20 台、ピアニスト河村尚⼦⽒（蜜

蜂と遠雷 奏者）へ 1 台、ピアニスト藤⽥真央⽒（蜜蜂と遠雷 奏者）へ 1 台、それぞれ寄贈しました。 

 

③美味しいおにぎり Party 
 

 

 

 

 

 

 

 

2019 年 12 ⽉ 6 ⽇（⾦）、当財団の事業戦略発表会を Kobune にて、忘年会を兼ねた「美味しい 

おにぎり Party」を、T-LotusM にて⾏いました。国内外、多業種から 123 名の⽅々にご参加いただき、 

交流や団結を深められた賑やかで我々らしいパーティーになりました。皆様からいただきました寄付⾦は、 

株式会社 LORANS.へ 550,000 円、NPO 法⼈ studio FLAT へ 550,000 円、合計 1,100,000 

円の寄付をさせていただきました。 
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3．広報活動について 
（１）WEB 媒体 

①当財団多⾔語 ホームページの開設 
⽇本語、英語、中国語対応のホームページを開設しました。 

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/ 

 

②Facebook ページの開設 
2019 年 10 ⽉、当財団の Facebook ページを開設しました。 

 

（２）プレスリリース配信 
   Asian Culture Award を設⽴に関しプレスリリース発信します。 

 

（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、 

関連して当財団 事業についての取材記事が掲載されます。 

 

（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 分番組を開始し 

ました。「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 
 

 

 

 

 

 

 

 

以上 

ホームページはこちら 

 

Facebook はこちら 

 


