公益社団法人企業メセナ協議会

SOMPOアート・ファンド 申請書

申請番号 AAS1702-001
申請時期

第2回

公益社団法人企業メセナ協議会 理事長 尾﨑元規 殿
このたび提出する「公益社団法人企業メセナ協議会 SOMPOアート・ファンド申請書」の記載内容に虚偽はなく、採択・認定後の活動の実施をここに
約します。

申請者情報
会員種別

団体

団体名

公益社団法人企業メセナ協議会

団体名（かな）

こうえきしゃだんほうじんきぎょうめせなきょうぎかい

代表者

事務局長

担当者

GBFund

所在地

〒1080014 東京港区芝5-3-2

電話番号

03-5439-4520

荻原康子

佐藤華名子
アイセ芝ビル8階

携帯番号
FAX番号

03-5439-4521

メールアドレス

gbfund@culfun.mecenat.or.jp

沿革・経歴
企業メセナ協議会は、企業による芸術文化支援（メセナ）活動の活性化を目的に1990年に設立された、日本で唯一の
メセナ専門の中間支援機関です。企業メセナの社会的意義を発信し、文化振興の基盤を整備するために、調査研究、
顕彰、助成、情報誌の発行、コンサルティング、国際交流等の事業を多面的に行っています。

本制度利用実績 （直近5回）
利用実績はありません。
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活動内容
申請時期

第2回（締切日：2017-01-17）

活動地域

東京都

活動ジャンル

音楽

活動名

メセナ音楽賞

活動名（ふりがな）

めせなおんがくしょう

実施時期

開始日：2017-04-14 終了日：2017-04-15

会場（実施場所）

芝メセナホール

会場（所在地）

東京都港区芝

WEBサイト

https://culfun.mecenat.or.jp/

目標金額

0 円

活動の主旨、目的
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

芸術文化振興および芸術文化振興による社会創造への貢献度
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

対象者（参加者・来場者など）／参加数目標／これまでの実績（同様の活動がある場合）
【対象者】参加者：若手音楽家 来場者：興味関心のある一般者
【参加数目標】参加者：100名 来場者：1,000人
【これまでの実績】2015年開催：参加者80名、来場者922名、2016年開催：参加者88名、来場者952名

活動スケジュール
2017年1月24日：募集開始
2017年2月25日：出演者決定、ゲスト出演依頼
2017年3月18日：打合せ
2017年3月28日-4月4日：レッスン
2017年4月13日：ゲネプロ
2017年4月14日：本番
2017年4月15日：報告会

具体的な活動内容
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
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申請活動予算
収入合計

5,995,000

円

支出合計

5,995,000

円

収支差額

0

円

活動予算：収入の部
1. 当制度を利用しない寄付金

300,000 円

○○株式会社

0 円
小計 300,000 円

2. 当制度を利用しない 企業などからの協賛金

500,000 円

【決定済】 ○○○株式会社

小計 500,000 円

3. 当制度を利用する寄付内諾額

200,000 円

【申請中】 ○○○○株式会社

50,000 円

【決定済】 メセナ太郎様

2,395,000 円

【申請中】 ＳＯＭＰＯアート・ファンド助成要望額

小計 2,645,000 円

4. 行政・財団などからの補助金・助成金
【決定済】 アーツカウンシル・メセナ

1,000,000 円

【申請中】 文化庁

1,000,000 円
小計 2,000,000 円

5. 事業収入（入場料・物販収益など）

250,000 円

パンフレット販売（＠500円×500部）

小計 250,000 円

6. その他

300,000 円

自己資金

小計 300,000 円

収入合計
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活動予算：支出の部
1. 謝礼金・出演料・アーティストフィー・キャスト費など (作品制作費、文芸費、シナリオ作成費)

1,000,000 円

ゲスト出演料（＠200,000円×5名）

100,000 円

司会謝金（＠100000円×1名）

1,500,000 円

○○オーケストラ（55人編成）

小計 2,600,000 円

2. 会場費・設営費など (付帯設備費、稽古場費、機材費、美術費)

1,000,000 円

メセナホール賃借料（付帯設備費含む）

60,000 円

メセナレッスン場（12,000円×5日間）

小計 1,060,000 円

3. 旅費・滞在費・作品運搬費など
海外渡航費（ドイツ⇔東京）ゲスト3名分

900,000 円

国内交通費（ゲスト5名分）

100,000 円
小計 1,000,000 円

4. 広報宣伝費・記録制作費など (デザイン料、印刷費)

300,000 円

メセナ新聞掲載（100,000円×3回）
チラシ（3,000枚）

80,000 円

ポスター（400枚）

60,000 円
240,000 円

パンフレット（800部）

小計 680,000 円

5. 制作・マネジメント・スタッフ人件費など (委託料)

100,000 円

制作スタッフ（1名）

25,000 円

当日アテンド（5,000円×5名）
当日スタッフ（10,000円×10名）

100,000 円

懇親会（委託）

300,000 円
小計 525,000 円

6. 通信費など諸雑費

100,000 円

案内状郵送（500通）

小計 100,000 円

7. その他

30,000 円

雑費

小計 30,000 円

支出合計
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共催・協力・後援など
共催

メセナ音楽財団

協力

エフエムメセナ（広報）

後援

文化庁
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