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平成27年度 助成事業決定

当協会承継後初の募集・審査を実施
国内外60事業に総額1億円を助成

67団体88名が参加した平成27年度助成事業募集説明会
（平成26年8月7日／中之島センタービル）

昨年7月1日から公募していた平成27年度の日本万国

博覧会記念基金（略称：万博記念基金）の助成事業が3

ページの一覧のとおり60事業、総額1億円に決定しました

（前年度は48事業・総額9200万円）。

万博記念基金事業は、独立行政法人日本万国博覧会記

念機構の解散に伴い、平成26年4月1日付で関西・大阪

21世紀協会が承継したもので、本年度より助成事業の募

集・審査・選考から助成金の交付決定までを行いました。

平成27年の助成にあたっては、「国際文化交流、国際親

善に寄与する活動」と「日本の伝統文化の伝承および振興

活動」を重点テーマとして募集、その結果申請事業が大幅に

増え、前年度の164件より54件多い218件の応募がありま

した。とくに文化的活動については、前年度までは50～100

万円の範囲での助成に限定していましたが、今回より、100

万円以上（上限400万円）の助成制度を加えた結果、前年

度31件の応募が45件に増加しました。また、在阪の外国総

領事館などに万博記念基金の周知を図ったことで、国外事

業者から前年度より14件多い33件の応募がありました。

これらの申請された事業は、万博記念基金事業審査会

（審査委員長：鷲田清一大谷大学教授）への諮問・答申

を経て決定されました。

今回の特色は、戦後70周年関連事業や日韓国交正常

化50周年の記念事業、東日本大震災被災地復興関連事

業、日本の伝統文化では「能」公演への助成が目立ったこと。

今年2月26日の審査会を終えた鷲田委員長は、「さまざまな

分野の審査委員から多くの貴重なご意見をいただいた。まさ

に“人類の進歩と調和”という大阪万博の理念を後世に伝

えるにふさわしい助成だ」と述べました。

日本万国博覧会記念基金事業日本万国博覧会記念基金事業

採択事業紹介 （一例）

国連合唱団を日本に招き、被爆70周年を迎える広島・長崎と日本
の首都・東京でコンサートなどによる市民交流に参加してもらうことで、
恒久的な平和の願いと未来への希望を世界に発信する。

：被爆70周年祈念 国連合唱団 「平和と希望のコンサート～広島・長崎・東京公演～」
：被爆70周年祈念国連合唱団 
 平和と希望のコンサート実行委員会
：平成27年7月31日～8月10日
：270万円

事業名
事業者

実施日
助成額

戦後70周年関連事業への助成

釜山と福岡の小学生20名に、ホームステイやシンポジウムなどの
プログラムを通じてお互いの国の文化や歴史について勉強し、相互
理解を深め、両国の未来を一緒に考えていく機会を提供する。

：日韓国交正常化50周年記念 「日韓子どもシンポジウム」
：社団法人釜山韓日文化交流協会
：平成27年7月1日～11月30日
：130万円

事業名
事業者
実施日
助成額

日韓国交正常化50周年記念事業への助成

被災地の復興を目的に、地域と世界の郷土芸能によって被災地が
世界と繋がるため、被災地復興の拠点でもある大船渡市で祭博を開
催。まだまだ知られていない東北の文化・芸能を世界に発信する。

：東北と世界を結ぶ祭博2015
：大船渡復興まつり実行委員会
：平成27年9月4日～28日
：180万円

事業名
事業者
実施日
助成額

東日本大震災被災地での事業への助成

大阪の夏の風物詩として親しまれている「大阪薪能」。生國魂神社境内に
特設舞台を組み、日没後、かがり火が照らし出す幽玄な雰囲気のなか、能、狂
言、仕舞などを上演。5流派（観世、喜多、金春、宝生、金剛）の能楽師および
囃子方など、延べ100名あまりの出演者によって2日間にわたり実施する。

：第59回大阪薪能
：大阪薪能委員会
：平成27年8月11日・12日
：110万円

事業名
事業者
実施日
助成額

日本の伝統文化への助成

（写真提供：(株)東海新報社）

（写真提供：大阪薪能委員会）

（写真提供：社団法人釜山韓日文化交流協会）

（写真提供：被爆70周年祈念国連合唱団  平和と希望のコンサート実行委員会）

関西・大阪２１世紀協会  助成事業
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関西・大阪２１世紀協会  助成事業
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ASK ニュース

アーツサポート関西が「ニューパワー賞」受賞
平成26年度 関西元気文化圏賞贈呈式

　アーツサポート関西（ASK）は、今年1月23日、リーガロイ
ヤルホテル大阪において、関西元気文化圏推進協議会＊

が主宰する「平成26年度関西元気文化圏賞」のニューパ
ワー賞を受賞した。
　関西元気文化圏賞は、文化を通じて関西から日本を元
気に明るくした人や団体などに対して、感謝と一層の活
躍を期待して贈られるもの。なかでも「ニューパワー賞」
は、とくに将来性が期待されるものに対して贈られる。
　賞贈呈式で森詳介協議会会長は、「（ASKは）民の力で
芸術・文化を支援する組織を立ち上げ、各界のタニマチ
文化を復活させた。広く支援を募って地域の芸術・文化
の芽を大きく育てる試みには、関西一円の個人や企業か
ら大きな共感が寄せられ、今後の活動に大きな期待がか
かっている」と称え、ASK運営委員長の鳥井信吾氏（サン
トリーホールディングス副社長）と運営委員の山本雅弘

（毎日放送相談役最高顧問）に賞状と記念盾を贈呈した。
　この後の祝賀会で鳥井氏は、「ASKは関西の人々の手
で自分たちの文化を盛り上げようという市民運動で、現
在200人のサポートメンバーがいる。支援をしていただ

いた方々が、“支援して良かった、楽しかった”と思ってい
ただけるような仕組みづくりを念頭に、活動の輪を広げ
て行きたい」と受賞の喜びを語った。

　関西・大阪 21 世紀協会の佐々木洋三専務理事は、今年 3月7～8日に
開催された企業メセナ協議会の設立 25 周年を記念する国際会議「文化
は資本だ・創造経済と社会創造」で、アーツサポート関西の取り組みに
ついてプレゼンテーションを行った。同会議のセッションのひとつ「プレ
ゼン・カフェ（8日）」で、マレーシアやチリの文化芸術プロジェクト関係
者らとともにプレゼンテーターとして出席したもの。佐々木専務理事は、
ASK 運営のしくみや助成例、申請状況などを説明するなかで、寄付金が
どのように活かされ喜ばれているかを支援者に伝える「支援の見える化」
の重要性を強調した。
　また、その後のディスカッションでは、参加者から「どのようにして助成
先を選考したのか？」「助成後の評価・検証はどうのようにするのか？」

「ファンドレイジングパーティーでは、どのようにして1650 人も集めたの
か？」など多くの質問が出され、ASK に対する関心の高さが伺えた。

平成 26 年度の各賞受賞者（敬称略）

大　　賞：あべのハルカス（近畿日本鉄道株式会社）
特  別  賞：宝塚歌劇団、公益財団法人祗園祭山鉾連合会
ニューパワー賞：アーツサポート関西、上地結衣（車いすプロテニス選手）、

鈴木愛（プロゴルフ選手）、春野恵子（浪曲師）

＊関西元気文化圏推進協議会
2003年に文化庁長官に就任した故・河合隼雄氏の呼びかけを受け、関西
と近隣の2府8県（京都・大阪・滋賀・兵庫・奈良・和歌山・三重・福井・徳島・
鳥取）や経済団体、報道機関などで結成。会長：森詳介関西経済連合会会
長、副会長：堀井良殷関西・大阪21世紀協会理事長（2015年3月現在）。

鳥井信吾氏（祝賀会にて）

関西・大阪２１世紀協会  助成事業

メセナ協議会主催の国際会議でASKの活動をプレゼンテーション

プレゼンカフェ実施風景

佐々木洋三専務理事
（撮影：Shinya Nagatomi）

事業者名 事業名 助成金額
（万円）

モザンビークのいのちを
つなぐ会

アフリカ・マコンデ族の音楽と
文化交流ツアー 170

特定非営利活動法人
大学コンソーシアム大阪 日台高等教育国際交流シンポジウム 100

公益財団法人京都文化交流
コンベンションビューロー

琳派 400 年記念祭
「琳派国際フォーラム」開催事業 260

認定特定非営利活動法人
ミュージック・シェアリング

交流プログラム 2015
（学校訪問・写真展） 140

特定非営利活動法人　
エデュケーション　
ガーディアンシップ　グループ

第 20 回海外高校生による日本語スピーチ
コンテスト及び青少年のための異文化交流
プログラム

160

大阪映像文化振興事業
実行委員会

大阪アジアン映画祭の開催・運営に
係る事業 340

日蘭学生会議 第六回日蘭学生会議 130

日本陶磁器産業振興協会
2015 年ミラノ国際博覧会 
日本館イベント広場 出展事業

（テーマ：日本の器　日本の食卓）
460

被爆 70 周年祈念　
国連合唱団　平和と希望の
コンサート実行委員会

被爆 70 周年祈念　国連合唱団　
「平和と希望のコンサート」　
～広島・長崎・東京公演～

270

特定非営利活動法人
キンダーフィルムフェスト・
きょうと

キンダーフィルムフェスト・きょうと
第 21 回京都国際子ども映画祭 100

一般社団法人
吹田にぎわい観光協会

万博記念公園日本庭園における地元
在住留学生向け日本の伝統文化体験 40

公益財団法人
大阪国際交流センター

多文化共生国際シンポジウム
～日本の未来に向けて～ ( 仮称 ) 140

特定非営利活動法人
関西フィルハーモニー管弦楽団

関西フィルハーモニー管弦楽団 
ヨーロッパ演奏旅行 280

一般社団法人 KIO TACT/FEST 大阪国際児童青少年
アートフェスティバル 320

一般財団法人
松本市芸術文化振興財団

まつもと市民芸術館 10 周年記念作品
『スカパン』シビウ国際演劇祭公演 290

アース・セレブレーション
実行委員会

アース・セレブレーション 2015 を
通じた「スアール・アグン」と「鼓童」
による日本インドネシア音楽芸能交流
25 周年記念事業

310

特定非営利活動法人
アースウォーカーズ 福島ドイツ高校生交流プロジェクト 100

大船渡復興まつり
実行委員会 東北と世界を結ぶ祭博 2015 180

チューリッヒ大学（スイス）TENNO：美術と儀礼（国際会議） 110
（社）釜山韓日文化交流
協会（韓国）

日韓国交正常化 50 周年記念
「日韓子どもシンポジウム」 130

The National Museums of 
World Culture/Museum of 
Ethnography（スウェーデン）

2015 年ストックホルム民族学博物館
茶室「瑞暉亭」整備事業 100

ジャパン・ソサエティー
（アメリカ）

「万作の会」とジャパン・ソサエティー：
友好 50 周年祝賀狂言鑑賞会：野村万作、
野村萬斎、石田幸雄を迎えて

260

The Little Art (TLA)
（パキスタン）

映画とニューメディアによる青少年の
ための文化振興 300

ゴッホ美術館（オランダ）
ゴッホ美術館収蔵の日本美術：フィン
セント・ファン・ゴッホの目から見た
日本美術の紹介

230

ポートランド日系アメリ
カ人市民同盟・ミニドカ・
スウィング・バンド

（アメリカ）

音楽で伝えよう日米の遺産と文化：
ミニドカ・スウィング・バンド日本
ツアー 2015

290

事業者名 事業名 助成金額
（万円）

第19回シトクロムP450
国際会議組織委員会 第19回シトクロムP450国際会議 180

エコデザイン学会連合
第 9 回環境調和型設計とインバース
マニュファクチャリングに関する国際
シンポジウム

230

第 6 回Ⅲ族窒化物結晶成長
国際シンポジウム組織委員会

第 6 回Ⅲ族窒化物結晶成長
国際シンポジウム 220

一般財団法人千里文化財団 企画展「イメージの力　国立民族学
博物館コレクションにさぐる」 240

国立民族学博物館 国立民族学博物館　平成 27 年度特別展　
「韓日食文化ー食と博物館」（仮称） 240

非平衡系におけるゆらぎと
構造の普遍法則を探る国際
会議組織委員会

非平衡系におけるゆらぎと構造の
普遍法則を探る国際会議 80

Transposition and Genome 
Engineering 2015 実行委員会

Transposition and Genome 
Engineering 2015（トランスポゾン
転移とゲノム編集技術に関する国際会
議 2015）

170

第８回国際分裂酵母会議
実行委員会 第８回国際分裂酵母会議 200

第 7 回国際脳血管と認知症
会議 第 7 回国際脳血管と認知症会議 220

一般社団法人
エレクトロニクス実装学会 ICEP-IAAC 2015 110

第 21 回国際運輸交通流理論
シンポジウム実行委員会

第 21 回国際運輸交通流理論シンポジ
ウム 140

高麗大学校
日本研究センター（韓国）

高麗大学日本研究センター
「日韓国交正常化 50 周年」企画
＜日本学叢書＞刊行事業

220

事業者名 事業名 助成金額
（万円）

特定非営利活動法人
和歌の浦万葉薪能の会 第 17 回　和歌の浦　万葉薪能 80

能楽文化振興協会 日本の伝統の美　～知って、歩いて、
食べて、楽しむ　能楽講座～ 50

野崎参道商店街振興組合 野崎観音 さくら能 70
大阪薪能委員会 第 59 回大阪薪能 110
公益財団法人
石川県音楽文化振興事業団 ふれあい伝統芸能ランド 80

特定非営利活動法人
日本伝統芸能振興会

グランド歌舞伎公演 
呉服座・大阪公演 350

公益財団法人小田原文化財団『上方の音、江戸の音～古浄瑠璃の魅力～』 150
久比岐能実行委員会 「第 11 回　久比岐能」 100

事業者名 事業名 助成金額
（万円）

劇団青春座
劇団青春座創立 70 周年記念・第 53 回
北九州芸術祭参加「久女の恋」演劇公演
橋本和子・作　井生定巳・演出

130

特定非営利活動法人アート
アンドアーキテクトフェスタ

U-35 35 歳以下の若手建築家による
建築の展覧会 2015 90

公益財団法人
大阪日本民芸館

民芸を通じて万博公園からスローライフ
発信（大阪日本民芸館春季特別展記念講
演会等の公演及び展示、秋季特別展記念
講演会等の公演及び展示）

70

公益財団法人東京都歴史文化
財団　東京都現代美術館 美術展覧会「オノ・ヨーコ　東京」 100

公益財団法人
日本センチュリー交響楽団

日本センチュリー交響楽団　
第 200 回定期演奏会 140

関西吹奏楽連盟 ブラスエキスポ ＇15 200
科学の祭典実行委員会
野外実験班 理科実験野外教室 70

東京国立近代美術館
フランソワ・バシェの音響彫刻の響き

（仮称）
―大阪万博「鉄鋼館」の現代音楽、
その演奏とトークとワークショップ―

90

一般社団法人　
大阪コレギウム・ムジクム

第 25 回現代音楽シリーズ
（大阪ハインリッヒ・シュッツ室内合
唱団第 49 回定期演奏会）＜千原英喜
と宮沢賢治～その魅力の音世界～＞

（シアターピース舞台作品として）

40

丹波ささやま
人形劇フェスタ実行委員会 丹波ささやま人形劇フェスタ 60

箕面の森アートウォーク
実行委員会 箕面の森アートウォーク 2015 70

一般財団法人
大阪国際児童文学振興財団

世界の国からこんにちは
－ 70 年万博と世界の絵本展 70

劇団そとばこまち 七代目劇団そとばこまち第八回公演　
『贋作写楽』 110

和歌山市民オペラ協会 和歌山市民オペラ協会第 20 回定期公演　
オペラ「夕鶴」 160

事業者名 事業名 助成金額
（万円）

第 8 回礫床河川国際会議
実行委員会 第 8 回礫床河川に関する国際会議 150

国際文化交流、国際親善に寄与する活動 学術、教育、社会福祉、医療及び保健衛生に関する国際的な活動

日本の伝統文化の伝承及び振興活動

自然の保護その他人間環境の保全に関する国際的な活動

芸術及び地域文化に関する活動

平成27年度　日本万国博覧会記念基金助成事業　交付決定事業者一覧


