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平成 29（2017）年度事業報告 

 

 平成 29 年度の諸事業は、3 月の理事会で承認された事業計画を順次実施した。 

 

■ 4 つの事業関係 

１）【芸術活動助成】（公益財団法人 朝日新聞文化財団 定款第 4条１の事業） 

平成29年度の芸術活動助成事業は、平成29年2月2日および13日に選考委員会を開き、

助成対象を決めた。応募は 363 件（音楽分野 206 件、美術分野 157 件）あり、前年度の 339 件

から 24 件増加した。当年度は当財団の創立 25 周年という節目の年でもあり、助成総額は例年

より 500万円増額して 3000万円とし、音楽分野113件、美術分野83件の合計196件を助成対

象としたが、最終的には事業の中止や延期による辞退が11件発生したため、助成総額は2890

万円となった。助成した事業（助成先・助成対象）は別紙１の通り。 

 

２）【文化財保護助成】（公益財団法人 朝日新聞文化財団 定款第 4条 2 の事業） 

平成28年9月5日に開かれた選考委員会で、平成29年度助成実施対象事業として複数年

度事業を含めて応募があった 40件の中から、熊本地震で被災した大慈寺経堂・中雀門や、(公

財)冷泉家時雨亭文庫の『明月記』の保存・承継のための翻刻（活字化）など 28件に対して総額

4900 万円の助成を決定し、別紙 2 の通り最終的には合計 4894 万円を助成した。 

 

３）【朝日賞の贈呈】（公益財団法人 朝日新聞文化財団 定款第 4条 3 の事業） 

平成 29 年度の朝日賞は、下記の 4 氏に贈呈された。 

◇北川フラム（アートディレクター）：里山や島々を舞台にした芸術祭で地域・文化を活性化 

◇瀬戸内寂聴（作家・僧侶）：女性の地位を向上させた作家活動や平和への社会活動 

◇甲元真人（理論物理学者）：トポロジーの物性物理学への導入 

◇柳沢正史（睡眠科学者）：オレキシンの発見と睡眠・覚醒に関する研究 

受賞者の業績と横顔は平成 30 年 1月 1日の朝日新聞に掲載された。 

また贈呈式と祝賀パーティーが同月31日、東京・日比谷の帝国ホテルで開かれた。贈呈式

では、渡辺雅隆理事長から受賞した４氏に正賞のブロンズ像(彫刻家で 1988年度朝日賞受賞

者の佐藤忠良氏の作品「陽」)と副賞 500 万円（１件につき）が贈られた。 

 

４）【大阪国際フェスティバル】（公益財団法人朝日新聞文化財団 定款第 4条 4 の事業） 

平成 29年は大阪国際フェスティバルの 55回目の開催年にあたり、記念事業として 4月から 11

月に、大阪・中之島のフェスティバルホールを会場に、計4演目5公演と提携公演を実施した。 

＊4 月 8 日（土） 16：00～ 

大阪４大オーケストラの響演  

ハイドン：交響曲第 103 番 変ホ長調「太鼓連打」Hob.I:103 

   日本センチュリー交響楽団（指揮：飯森範親） 

チャイコフスキー：バレエ組曲「くるみ割り人形」作品 71a 

http://www.asahizaidan.or.jp/grant/pdf/tyojugiga090313.pdf
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   大阪交響楽団（指揮：外山雄三） 

R.シュトラウス：交響詩「ドン・ファン」作品 20 

   大阪フィルハーモニー交響楽団（指揮：角田鋼亮） 

レスピーギ：交響詩「ローマの松」P. 141 

   関西フィルハーモニー管弦楽団（指揮：藤岡幸夫） 

＊4 月 28 日（金） 14：00～ 

花舞台浪花賑（はなぶたいなにわのにぎわい） 

［上方舞］ 手打唄「梅の小袖」／京都 宮川町芸妓・舞妓 

［上方舞］ 「三ツ面椀久」／山村友五郎 ＊義太夫浄瑠璃 竹本駒之助（人間国宝） 

［舞踊］ 「宝塚、春爛漫」／瀬戸内美八、南風舞、他宝塚歌劇団OG 

［歌舞伎舞踊］ 楳茂都「三人連獅子」／片岡愛之助、中村壱太郎、片岡千之助 

構成・演出：駒井宏昭 

ご案内：桂米團治 

＊7 月 14 日（金） 19：00～、7 月 15 日（土） 14：00～ 

バーンスタイン シアターピース「ミサ」（新制作／原語上演・日本語字幕付き） 

総監督･指揮･演出：井上道義  副指揮：角田鋼亮 

   照明：足立恒 美術：倉重光則 振付：堀内充 音響：山中洋一 

   合唱指揮：福島章恭 児童合唱指揮：大谷圭介 

舞台監督：堀井基宏 

＜キャスト＞大山大輔、込山直樹、小川里美、小林沙羅、鷲尾麻衣、野田千恵子、 

幣 真千子、森山京子、後藤万有美、藤木大地、古橋郷平、鈴木俊介、又吉秀樹、 

村上公太、加耒 徹、久保和範、与那城 敬、ジョン・ハオ 

管弦楽：大阪フィルハーモニー交響楽団 

   合唱：大阪フィルハーモニー合唱団 

   児童合唱：キッズコールOSAKA 

バレエ：堀内充バレエプロジェクト／大阪芸術大学舞台芸術学科舞踊コース 

助演：孫 高宏、三坂賢二郎（兵庫県立ピッコロ劇団） 

ミュージック・パートナー：佐渡裕＊10 月 6日（木） 19：00～ 

＊11 月 4 日（土） 16：00～ 

アンドリス・ネルソンス指揮 ボストン交響楽団 

チャイコフスキー：ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品 35 

ショスタコーヴィチ：交響曲第 11 番 ト短調 作品 103「1905 年」 

アンドリス・ネルソンス（指揮） 

ギル・シャハム（ヴァイオリン） 

ボストン交響楽団 
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〈以下参考 提携公演〉 

＊4 月 23 日（日） 14：00～ 

東京都交響楽団 大阪特別公演 （指揮：アラン・ギルバート） 

ベートーヴェン：劇付随音楽「エグモント」序曲 op.84 

ラフマニノフ：パガニーニの主題による狂詩曲 op.43 

ベートーヴェン：交響曲第 3番 変ホ長調 op.55「英雄」 

アラン・ギルバート（指揮） 

イノン・バルナタン（ピアノ） 

    東京都交響楽団 

 

■ 管理運営関係等 

◇ 諸会議の開催 

① 平成 29（2017）年度・第 1回理事会（平成 29年 5月 8日） ※決算関連・書面 

② 平成 29 年度・第 2回理事会（平成 29年 6月 8 日） 

③ 平成 29 年度・定時評議員会（平成 29年 6月 8 日） 

④ 平成 29 年度・第 3回理事会（平成 29年 6月 8 日） 

⑤ 平成 29 年度・第 4回理事会（平成 29年 9月 7 日）※評議員人事・書面 

⑥ 平成 29 年度・臨時評議員会（平成 29年 9月 13 日）※同上・書面 

⑦ 平成 29 年度・第５回理事会（平成 30 年 3 月 8日）  

 

◇諸会議の結果 

① 平成 29 年度・第 1 回理事会 

＊開催方法：書面表決 

＊理事会の決議があったものとみなされた日：平成 29年 5月 8 日 

＊決議方式：定款第 42 条に基づく書面決議で理事全員が賛成、監事 2 人も同意 

＊決議事項：「平成 28 年度事業報告」「平成 28年度収支決算」について承認した 

   ② 平成 29 年度・第 2回理事会 

＊報告事項:「理事長と常務理事の職務状況報告」について全員一致で承認した 

   ③ 平成 29 年度・定時評議員会 

＊開催日：平成 29年 6 月 8 日 

＊場所：東京都中央区築地の朝日新聞東京本社新館 15 階 

＊決議事項：「平成 28 年度事業報告」「平成 28年度収支決算」「理事 7 名の選任」 

「議事録署名人の選任」のいずれも全員一致で承認した。 

＊出席等：決議に必要な出席評議員の数 4名、出席 6名 

④ 平成 29 年度・第３回理事会 

＊開催日：平成 29年 6 月 8 日 

＊場所：東京都中央区築地の朝日新聞東京本社新館 15 階 

＊決議事項：「代表理事（理事長）の互選」「業務執行理事（常務理事）の互選」「朝日新聞
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社平成 29 年度定時株主総会議案に対する議決権行使」「テレビ朝日ホールディングス

平成 29 年度定時株主総会議案に対する議決権行使」について承認した 

＊出席等：決議に必要な出席理事の数 4 名、出席 6 名、監事出席 1 名 

   ⑤ 平成 29 年度・文化財保護助成選考委員会 

＊日時：平成 29 年 9月 5日 

＊場所：東京都千代田区丸の内の朝日新聞文化財団事務所 

＊出席者：選考委員 7 名中 7 人（有賀祥隆、沢田正昭、武田佐知子、根立研介、広瀬和雄、

本田光子、今井邦彦） 

＊選考結果：平成 30 年度実施の対象事業として応募があった 38 件の中から継続複数年

事業を含め、世界文化遺産の登録を目指す大阪府の古市古墳群「藤の森古墳」の石

室移築事業（申請者・藤井寺市地域文化遺産活性化実行委員会）や、重要文化財「兜

率天曼荼羅図」保存修理事業など 29件に計 5000万円の助成を決定した。このうち震

災関連の助成は、熊本地震に関連して熊本市「大慈寺の経蔵などの復旧」と大分県

指定民俗文化財「桧原マツ」神輿殿改修事業の２件、東日本大震災関連では、福島

県の伊達市指定文化財「八幡神社本殿解体修理」、山元町指定「仙台藩大條家茶室」

構造と部材調査（宮城県）の２件、計 5 件に対する助成となっている。  

⑥ 平成 29 年度・第 4 回理事会 

＊開催方法：書面表決 

＊理事会の決議があったものとみなされた日：平成 29年 9月 7 日 

＊決議方式：定款第 42 条に基づく書面決議で理事全員が賛成、監事 2 人も同意 

＊決議事項：「阿部毅評議員の辞任に伴う補欠候補者に山口進氏を推薦し、評議員会選

任決議を決議の省略（書面決議）として評議員会にお諮りする」について承認した 

⑦ 平成 29 年度・臨時評議員会 

＊開催方法：書面表決 

＊理事会の決議があったものとみなされた日：平成 29年 9月 13 日 

＊決議方式：定款第 42 条に基づく書面決議で理事全員が賛成、監事 2 人も同意 

＊決議事項：「阿部毅評議員の辞任に伴う補欠として山口進氏を選任する」 

⑧ 平成 29 年度・朝日賞選考委員会 

＊日時：平成 29 年 11月 30 日 

＊場所：東京都中央区築地の朝日新聞東京本社本館 15 階 

＊出席者：選考委員 9 名（青柳正規、伊東豊雄、梶田隆章、榊裕之、高樹のぶ子、田中啓

二、野田秀樹、渡辺雅隆、西村陽一）※下線付き委員は当年度から新任 

＊選考結果：１ページの第 3 項【朝日賞の贈呈】に記載の通り   

⑨ 平成 29 年度・芸術活動助成選考委員会（平成 30年 2月 14 日、21 日） 

     A） 美術分野 

＊日時：平成 30 年 2月 14日 

＊場所：東京都千代田区丸の内の朝日新聞文化財団事務所 

＊出席者：酒井忠康、建畠晢、大西若人、（以下、書面出席）、 

尾高忠明、沼尻竜典、吉田純子、以上 6 名（選考委員総数 6名） 

＊選考結果：平成 30 年度実施の対象事業として応募 130 件の中から、小森はるか＋瀬尾
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夏美「二重のまち」」など 67 件（助成決定総額 1100 万円）の助成を決めた。 

Ｂ）音楽分野 

＊日時：平成 30 年 2月 21日 

＊場所：東京都千代田区丸の内の朝日新聞文化財団事務所 

＊出席者：尾高忠明、沼尻竜典、吉田純子（以下、書面出席）、 

酒井忠康、建畠晢、大西若人、以上 6名（選考委員総数 6 名） 

＊選考結果：平成 30 年度実施の対象事業として応募があった 171 件の中から、       

く広島市文化協会「KAGURA for Peace2018 平和の舞ーひろしま神楽と＜オロチ”神

楽とオーケストラの協演＞」など 98 件（助成決定総額 1400 万円）の助成を決めた。 

⑩ 平成 29 年度・第 5 回理事会 

＊日時：平成 30 年 3月 8日 

＊場所：東京都中央区築地の朝日新聞東京本社新館 15 階 

＊決議事項：「平成 30 年度事業計画」「平成 30 年度収支予算」「特定費用準備資金『2020

芸術活動助成事業特別積立金』の積立計画について」「特定費用準備資金『第 58 回

大阪国際フェスティバル2020特別積立金』の積立計画について」「平成30年度・定時

評議員会の招集」について全員一致で承認した。 

＊報告事項：「理事長・常務理事の職務状況報告」「平成 30 年度第１回理事会の決議の省

略による開催」「平成 30年度 6月 5日の理事会招集と今後の理事会運営の流れ」「平

成 29 年度決算の予定」について承認した。 

＊出席等：決議に必要な出席理事の数 4 名、7 名出席、監事出席 2 名 

     

   以上 
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