
 

 

公益財団法人 三井住友海上文化財団 

事 業 報 告 書 
（令和２年４月１日から令和３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 

令和２年度は開催を予定していた３５回のコンサートの内、＜別表１＞のとおり、クラシック

コンサート１４公演、ならびに邦楽（和楽器）公演の試行として１公演の合計１５公演を開催

した。また、新型コロナウイルス感染症の影響により＜別表２＞のとおり、１７公演が延期、

３公演が中止となった。 

 

なお、コロナ禍で中止となった３公演の出演演奏家（山梨県南アルプス市公演：須川展也氏、

広島県熊野町および愛知県あま市公演：原田節氏）に対して、当財団からお見舞金（１公演 

１０万円）の支払いを行った。 

 

（２）新型コロナウイルス感染予防対策 

業界団体の「クラシック音楽公演運営推進協議会」が策定した「クラシック音楽公演における

新型コロナウイルス感染予防ガイドライン」に基づき、当財団の感染防止に対する考えも盛り

込んだ「感染拡大予防チェックリスト」を作成し、開催地主催者とのチェックに活用した。 

また、公演５ヵ月前に自治体や演奏家などの関係者と実施する事前打合せも、従来の当財団  

事務所での対面による打合せに加え、Ｗｅｂによるオンライン会議形式も導入・実施した。 

さらに、令和３年１月より、出演演奏家および同行する当財団職員は開催地に入る７２時間  

以内前にＰＣＲ検査を受検し、陰性であることを確認して現地入りしている。 

 

（３）「地域住民のためのコンサート出演演奏家選考委員会」の開催 

・令和４年度以降の出演演奏家を選考することを目的に、令和２年１２月２４日、当財団   

事務所において開催した。 

【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（東京藝術大学名誉教授） 

船山 信子 選考委員（音楽学者 元上野学園大学学長） 

井口 武雄 理事長 

水野谷 修一 専務理事・事務局長  

※沼野 雄司 選考委員（桐朋学園大学音楽学部教授）は海外留学中のため欠席 

 

・令和４年度以降の新たな出演演奏家候補等について議論・選考を行い、新たにチェロ奏者の

宮田大氏に出演打診することとした。 

 

 

 



 

 

（４）コンサート開催助成 

令和２年９月に開催予定であった第６回瀬戸内『し・ま・の・音楽祭』の「し・ま・の・ 

オーケストラ」への助成（３０万円）は、同音楽祭が令和３年９月に延期となったことに伴い、

令和３年の開催時に実施することとした。 

 

２．文化の国際交流活動に対する助成 

（１）助成団体の事業の延期 

海外での感染拡大も影響し、＜別表３＞のとおり、海外に派遣または海外からの招聘を予定して  

いた令和２年度分選考の８団体すべての事業が延期となった。 

次年度以降に延期した場合でも、事業内容に大幅な変更がなければ、実施した当該年度に     

助成（各５０万円）を実施することとした。 

 

（２）「文化の国際交流活動に対する助成先選考委員会」の開催 

  ・令和３年度の助成団体を選考することを目的に、令和３年１月７日、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・クラブ理事） 

井口 武雄 理事長 

水野谷 修一 専務理事・事務局長  

   

・令和３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＜別表４＞の４団体を選考した。 

 

３．全国高等学校文化連盟に係わる顕彰 

助成（１００万円）を決定していた８月の「第３１回全国高等学校総合文化祭優秀校東京公演」が

中止となった。 

 

 本公演は第４４回全国高等学校総合文化祭「２０２０こうち総文」の「演劇」「日本音楽」「郷土

芸能」の３部門で優秀校に選ばれた高校が、東京国立劇場でその成果を披露する予定でだったが、

「２０２０こうち総文」が新型コロナウイルス感染症の影響によりＷｅｂ開催となり、十分な審査

を行えないことから、優秀校東京公演は中止せざるを得ないとの結論に至った。 

（全国高等学校文化連盟より） 

 

４.その他 「おうちで ときめくひととき」の企画・制作 

コンサートが開催できない状況の中、文化財団の特徴や強みを活かして「今、できること」を検討

し、＜別表５＞のとおり、財団オリジナル動画「おうちで ときめくひととき」シリーズを企画・     

作成して財団ホームページに掲載した。 

本動画は、演奏家に音楽や楽器の魅力を語ってもらい「コンサートに行ってみたい」「楽器を 

やってみたい」「生の音楽を聴いてみたい」等、コロナ収束後にコンサートに足を運んで、生の 

音楽を楽しむ人が多くなって欲しいとの思いを込めて企画・制作した。 

なお、動画制作に協力いただいた演奏家には、謝礼として各３万円の支払いを行った。 

以 上 



 

 

＜別表１＞ 地域住民のためのコンサート 開催状況 
 
公演回数＊1 開催日 都道府県・市町村 出演者（敬称略） 入場者数＊2 

第 872回 9/13 (日) 兵庫県 相生市 及川浩治（ピアノ） 246名 (82%) 

第 875回 10/ 3 (土) 埼玉県 三芳町 仲道郁代（ピアノ） 232名 (95%) 

第 876回 10/ 3 (土) 大分県 竹田市 中嶋彰子（ソプラノ） 260名 (75%) 

第 878回 10/31 (土) 愛知県 岡崎市 古部賢一（オーボエ） 179名 (88%) 

第 883回 12/ 6 (日) 長野県 安曇野市 古部賢一（オーボエ） 214名 (63%) 

第 886回 12/20 (日) 東京都 青梅市 加藤訓子（パーカッション） 51 名 (85%) 

第 887回 1/17 (日) 北海道 中札内村 アミューズ・クインテット（木管五重奏） 92 名 (61%) 

第 888回 1/17 (日) 大阪府 八尾市 工藤重典（フルート） 155名 (83%) 

第 893回 1/31 (日) 福島県 伊達市 仲道郁代（ピアノ） 235名 (93%) 

第 894回 2/ 7 (日) 岩手県 奥州市 須川展也（サクソフォン） 203名 (89%) 

第 895回   2/20 (土) 千葉県 流山市 吉野直子（ハープ） 209名 (84%) 

第 896回 2/23 (火祝) 岐阜県 多治見市 藤木大地（カウンターテナー） 368名 (71%) 

第 898回 3/ 6 (土) 徳島県 美馬市 藤木大地（カウンターテナー） 208名 (95%) 

第 899回 3/20 (土祝) 奈良県 大和高田市 福川伸陽（ホルン） 105名 (97%) 
 

地域住民のためのコンサート 開催状況  邦楽（和楽器）試行公演 

採番なし 11/ 8 (日) 宮城県 蔵王町 邦楽四重奏団（箏、尺八他） 157名 (70%) 

 

＜別表２＞ 地域住民のためのコンサート 延期１７公演・中止３公演  

公演回数＊１ 開催日 都道府県・市町村 出演者（敬称略） 延期 or 中止 

第 868回 6/ 3 (水) 茨城県 日立市 吉野直子（ハープ） 延期 令和 3/11/ 7 

第 869回 6/27 (土) 福岡県 大野城市 加藤訓子（パーカッション） 延期 令和 3/10/ 3 

第 870回 7/ 1 (水) 秋田県 大仙市 モルゴーア・クァルテット（弦楽四重奏） 延期 令和 3/11/28 

第 871回 7/21 (火) 北海道 増毛町 ザ・チェンバーブラス（金管五重奏） 延期 令和 3/ 8/16 

第 873回 9/20 (日) 青森県 むつ市 なぎさブラスゾリステン（金管五重奏、打楽器） 延期 令和 3/ 6/ 6 

第 874回 9/26 (土) 山形県 天童市 及川浩治（ピアノ） 延期 令和 3/ 9/19 

第 877回 10/11 (日) 京都府 木津川市 アミューズ・クインテット（木管五重奏） 延期 令和 3/10/24 

第 879回 11/14 (土) 広島県 神石高原町 和谷泰扶（クロマティック・ハーモニカ） 延期 令和 3/11/14 

第 880回 11/21 (土) 福井県 勝山市 須川展也（サクソフォン） 延期 令和 3/11/20 

第 881回 11/23 (月祝) 山梨県 南アルプス市 須川展也（サクソフォン） 中 止 

第 882回 12/ 5 (土) 宮崎県 小林市 齋藤真知亜（ヴァイオリン） 延期 令和 3/12/11 

第 884回 12/13 (日) 広島県 熊野町 原田節（オンド・マルトノ） 中 止 

第 885回 12/19 (土) 鹿児島県 中種子町 ザ・チェンバーブラス（金管五重奏） 延期 令和 4/ 3/19 

第 867回＊３ 1/23 (土) 福岡県 宮若市 永峰高志（ヴァイオリン）他 延期 令和 4年度 

第 889回 1/24 (日) 熊本県 長洲町 フレッシュ・アーティスツ 延期 令和 3/11/23 

第 890回 1/29 (金) 愛媛県 新居浜市 なぎさブラスゾリステン（金管五重奏、打楽器） 延期 令和 3/ 9/14 

第 891回 1/31 (日) 香川県 宇多津町 なぎさブラスゾリステン（金管五重奏、打楽器） 延期 令和 3/10/23 

第 892回 1/31 (日) 三重県 鈴鹿市 モルゴーア・クァルテット（弦楽四重奏） 延期 令和 3/11/25 

第 865回＊３ 2/14 (日) 愛知県 あま市 原田節（オンド・マルトノ） 中 止 

第 897回 2/28 (日) 群馬県 邑楽町 仲道郁代（ピアノ） 延期 令和 4/ 2/11 

＊１ 財団設立からの累計開催回数 ＊２ カッコ内は入場可能座席数比 ＊３ 宮若市およびあま市公演は令和元年度延期分   



 

 

＜別表３＞ 文化の国際交流活動に対する助成 令和２年度選考助成団体 

 団体名 所在地 交流相手国 派遣 or招聘 事業延期予定 

秋田県立由利高等学校（民謡部） 秋田県 台湾 派遣 令和 4年 5月 

チームＩＴＯ 東京都 マレーシア 派遣 令和 4年 7月 

大正琴新潟友の会  
琴リンピック実行委員会 

新潟県 11 ヵ国他 招聘 令和 4年 7月 

半田ジュニアブラスバンド 愛知県 ブータン 派遣 令和 4年 春～夏 

兵庫稲美少年少女合唱団 兵庫県 チェコ 派遣 令和 4年 3月 

シュルンマーリート 
インターナショナルコンサートの会 

山口県 スイス 派遣 
令和 3年 8月 

    or令和 4年 3月 

唐津人形浄瑠璃保存会 佐賀県 アメリカ 派遣 令和 4年 6月 

長崎交響楽団 長崎県 アメリカ 招聘 令和 3年 10 月 

                                                           助成金の額：各団体５０万円 

 

＜別表４＞ 文化の国際交流活動に対する助成 令和３年度選考助成団体 

 団体名 所在地 交流相手国 派遣 or招聘 事業予定 

埼玉県立不動岡高等学校 吹奏楽部 埼玉県 
マレーシア 
シンガポール 

派遣 令和 4年 3月（9日間） 

神戸大学混声合唱団アポロン 兵庫県 台湾 招聘 令和 3年 7月（4日間） 

あかばなー 沖縄県 中国 派遣 令和 4年 1月（3日間） 

グローバルコミュニティ 沖縄県 台湾 派遣 令和 3年 8月（3日間） 

                                                           助成金の額：各団体５０万円 

 

＜別表５＞ 動画「おうちで ときめくひととき」一覧 

Ｎｏ. 演奏家（敬称略） 動画タイトル ＨＰ掲載日 

第 1弾 鈴木 大介 「ギタリスト鈴木大介氏が語る・弾く」 5/15 

第 2弾 和谷 泰扶 「目から鱗！ハーモニカ」    6/ 3 

第 3弾 福川 伸陽 「心をつつみこむ音色～ホルンの歴史」    7/10 

第 4弾 アミューズ・クインテット 「木のぬくもり アミューズ・クインテット」  7/20 

第 5弾 須川 展也 「美しい！カッコいい！！サクソフォン！！！」    7/29 

第 6弾 原田 節 「幻想的な音世界 オンド・マルトノ」   10/17 

 


