
 

 

公益財団法人 三井住友海上文化財団 

事 業 報 告 書 
（平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日まで） 

 

当財団は、音楽・郷土芸能の分野において、文化および芸術活動に関する事業を行い、文化および 

芸術の振興ならびに国際交流の促進に寄与することを事業目的としており、その達成に向けて三つの 

事業領域において以下の活動を行った。 

 

１．音楽会の開催および助成 

（１）コンサートの開催 

平成３０年度は３０回のコンサートの開催を予定していた中、別表１記載の２８公演※を開催 

した一方で、平成３０年７月豪雨（西日本豪雨）の影響により、第８１４回公演（開催地： 

山口県岩国市）は平成３１（令和元）年度に延期と、また第８１８公演（同：広島県熊野町） 

は中止となった。 

  邦楽（和楽器）公演の試行（後記「４．その他特段の取組み事項」参照）として、別表２記載 

  の２公演を開催した。 
 

（２）コンサート開催の助成 

日頃クラシック音楽のコンサート開催が難しい地域（離島・遠隔地等）においてコンサートを 

開催するアマチュアの個人・団体に対して開催経費の一部を助成する事業については、申込みが 

なかったため実施しなかった。 
 

（３）「地域住民のためのコンサート事業における出演演奏家選考委員会」の開催 

・「地域住民のためのコンサート事業における出演演奏家選考委員会」を、平成３０年１２月 

２８日に開催した。 

【出席者】 井上道義 選考委員（指揮者）、梅津時比古 選考委員（桐朋学園大学学長）、 

大石 泰 選考委員（東京藝術大学演奏芸術センター教授）、沼野雄司 選考委員 

（桐朋学園大学音楽学部教授）、船山信子 選考委員（上野学園理事）、 

井口 理事長、花田 常務理事  [注：役職等は委員会開催当時のもの] 

・令和２年度以降の出演演奏家について、見直しの方向で議論を行った。 

 

２．文化の国際交流活動に対する助成 

（１）助成の実施 

・「（別表３）文化の国際交流活動に対する助成 平成３０年度助成団体一覧」記載の８団体に対して、 

所定の助成金を贈呈した。 

・目録贈呈式は、各団体が主に活動している地域に所在する三井住友海上火災保険株式会社の支店 

会議室を借用し（東京都内所在の団体は当財団事務所において）、原則として都道府県所管部局 

の担当者もご臨席の上で開催した。 



 

 

 

（２）「文化の国際交流活動に対する助成事業における助成先に係る選考委員会」の開催 

  ・平成３１（令和元）年度の助成団体を選考することを目的に、平成３１年１月２９日に、当財団 

事務所において開催した。 

【出席者】 梅津 時比古 選考委員（前出）、大石 泰 選考委員（前出）、 

田中 隆文 選考委員（邦楽ジャーナル社代表取締役）、 

森脇 逸男 選考委員（日本エッセイスト・クラブ常務理事）、 

井口 武雄 理事長、花田 幹雄 常務理事・事務局長  

[注：役職等は委員会開催当時のもの] 

  ・平成３１（令和元）年度の助成団体として、都道府県から推薦があった中から８団体を選考した。 

 

３．全国高等学校文化連盟に係る顕彰 

（１）全国高等学校総合文化祭優秀校東京公演に係る助成 

国立劇場（東京都千代田区）において平成３０年８月２５日および２６日に開催された、第２９回 

全国高等学校総合文化祭優秀校東京公演に係る助成を行った。 

 

４． その他特段の取組み事項 

 平成３０年１０月２１日に設立３０周年を迎えるあたり、次の設立３０周年記念事業を計画し、 

実施した。 

（１）「三井住友海上コンサートシリーズ」の開催 

（２）「三井住友海上文化財団設立３０周年記念コンサート」の開催 

（３）地域住民のためのコンサート（「三井住友海上文化財団 ときめくひととき」公演）の拡充 

・地域の方々と出演演奏家との交流機会を増やす施策（交流プラン）の本格実施 

・邦楽（和楽器）公演の試行として別表２記載の２公演の開催 

（４）「地域住民のためのコンサート」事業のロゴマークの作成、使用 

（５）公式ホームページの大幅な刷新 

 

以 上 



 

 

（別表１）     地域住民のためのコンサート 平成３０年度開催状況一覧 

公演 

回数 
開催日 都道府県 市町村 出演者（楽器・編成等） 

入場者数
(人) 

810 
平成30年 

6月17日（日） 
富山県 立山町 福川伸陽（ホルン、ピアノ） 385 

811 6月17日（日） 三重県 南伊勢町 
NHK交響楽団メンバー他 

（ヴァイオリン、フルート、テノール、ピアノ） 
356 

812 7月16日(月祝) 愛媛県 愛南町 ザ・チェンバーブラス（金管五重奏） 360 

813 7月19日(木) 徳島県 阿南市 及川浩治（ピアノ） 491 

814 8月 4日(土) 山口県 岩国市 花房晴美、花房真美（ピアノデュオ） 延期 

815   8月10日(金) 岩手県 釜石市 ザ・チェンバーブラス（金管五重奏） 210 

816   8月12日(日) 山形県 酒田市 
なぎさブラスゾリステン 

（金管・打楽器アンサンブル） 
418 

817   8月17日(金) 茨城県 牛久市 NHK交響楽団メンバー他（ピアノ五重奏） 499 

818   8月18日(土) 広島県 熊野町 池田直樹（バス・バリトン、ソプラノ、ピアノ） 中止 

819   8月25日(土) 長野県 池田町 
和谷泰扶 

（クロマティック・ハーモニカ、チェロ、ピアノ） 
203 

820   9月 8日(土) 福島県 南相馬市 天羽明惠（オペラ） 272 

821   9月16日(日) 山梨県 富士川町 須川展也（サクソフォン五重奏、ピアノ） 482 

822   9月23日(日) 千葉県 木更津市 モルゴーア・クァルテット（弦楽四重奏） 238 

823   9月23日(日) 熊本県 荒尾市 仲道郁代（ピアノ） 1,105 

824   9月30日(日) 石川県 津幡町 仲道郁代（ピアノ） 409 

792※  10月 7日(日) 愛媛県 四国中央市 NHK交響楽団メンバー他（ピアノ五重奏） 352 

825  10月27日(土) 愛知県 東郷町 中野振一郎（チェンバロ） 294 

826 11月 3日(土祝) 新潟県 上越市 工藤重典（フルートデュオ、ピアノ） 358 

827  11月 4日(日) 香川県 土庄町 NHK交響楽団メンバー他（ピアノ五重奏） 215 

828  11月11日(日) 北海道 上士幌町 アミューズ・クインテット（木管五重奏） 198 

829  11月21日(水) 青森県 外ヶ浜町 古部賢一（オーボエ、ギター） 349 

830 11月23日(金祝) 滋賀県 野洲市 及川浩治（ピアノ） 247 

831 
平成31年 

1月14日(月祝) 
宮城県 多賀城市 真知亜@nakama.（ピアノ四重奏） 342 

832 1月20日(日) 大阪府 河内長野市 原田節（オンド・マルトノ、ピアノ） 340 

833 2月 2日(土) 長崎県 時津町 
なぎさブラスゾリステン 
（金管・打楽器アンサンブル） 

367 



 

 

公演 

回数 
開催日 都道府県 市町村 出演者（楽器・編成等） 

入場者数
(人) 

834 
平成31年 

2月17日(日) 
東京都 羽村市 加藤訓子（パーカッション） 492 

835 2月23日(土) 佐賀県 玄海町 フレッシュアーティスツ（ピアノ三重奏） 181 

836 2月24日(日) 福井県 鯖江市 須川展也（サクソフォン四重奏、ピアノ） 740 

837 3月17日(日) 群馬県 玉村町 加藤訓子（パーカッション） 345 

838 3月21日(木祝) 福岡県 上毛町 アミューズ・クインテット（木管五重奏） 202 

※平成 29年 9月に開催予定であったものの同年の台風 18号の影響に延期とした第 792回公演（開催地： 

愛媛県四国中央市）を、平成 30年 10月 7日（日）に開催した。 

 

 

（別表２）     地域住民のためのコンサート 平成３０年度開催状況一覧 

邦楽（和楽器）公演【試行】 

開催日 都道府県 市町村 出演者（楽器・編成等） 入場者数(人) 

平成30年 12月 1日（土） 静岡県 掛川市 和ノ音（琵琶、尺八、箏） 218 

平成31年  1月19日（土） 奈良県 大和郡山市 
AUN&HIDE 

（和太鼓、津軽三味線、篠笛、鳴り物） 
458 

 

 

（別表３）     文化の国際交流活動に対する助成 平成３０年度助成団体一覧 

目録贈呈式 団体名 都道府県 事業実施年月 交流国 

平成30年 4月 5日 知立山車文楽保存会 愛知県 平成30年 4月 スウェーデン 

       4月12日 
特定非営利活動法人 

ドルチェ邦楽合奏団 
千葉県        4月 中国 

4月23日 早池峰岳神楽保存会 岩手県        5月 インドネシア 

6月26日 地蔵音楽団 東京都        7月～9月 インドネシア 

7月17日 愛媛地球市民の会 愛媛県 8月、9月 大韓民国 

7月25日 徳島大学ドイツ兵俘虜研究会 徳島県 10月、11月 ドイツ 

12月10日 下津DHCクラブ 和歌山県 平成31年 1月 モンゴル 

平成31年 2月21日 グロリア少年合唱団 神奈川県 3月、4月 
ポルトガル 

イタリア 

  助成金の額：各団体５０万円 


