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平成２５年度事業報告書	 

平成 25 年 4 月 1 日より平成 26 年 3 月 31 日まで	 

	 

	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 公益財団法人	 現代芸術振興財団	 

	 

	 

はじめに	 

「現代アート」は、歴史も浅く、作品の展示機会は相対的に乏しく、一般市民の認知を十

分に得られていないのが現状である。この現状を踏まえ、現代芸術（アート・音楽）を普及

させるべく現代アート芸術展の開催による現代芸術の普及と、現代芸術振興のために若手芸

術家・音楽家への助成支援を行う。	 

	 今年度は円滑な法人運営のため、法人基盤の確立に力を入れた。	 

	 

	 

	 

1.事	 業	 

(1)	 現代アート芸術展の開催による普及事業	 

広く一般市民に、現代アート芸術に触れる機会を提供するため現代アート芸術展を開催し

た。芸術展開催時には、無名アーティストの作品も展示し、才能ある芸術家の発掘を図るこ

とも行った。	 

	 また第一回芸術展では、少しでも多くの人々に現代アート作品に触れてもらうべく、比較

的会場にアクセスするのが困難と思われる障がい者の方々に、団体単位で会場に足を運んで

もらえるような施策を図り、積極的な招致活動を行った。	 
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◆	 第 1回	 

日時：平成 25 年 9 月 29 日（日）9時〜16 時	 

場所：（1）国立新美術館（東京都港区六本木 7-22-2）	 

	 	 	 （2）タブロイドギャラリー（東京都港区海岸 2−6−24）	 

参加費：無料	 

展示作品：	 

	 作品名	 作者	 

1	 「Council	 Ring」	 Miranda	 Lichtenstein	 

2	 「Quiet	 Room」	 Miranda	 Lichtenstein	 

3	 「Smoker	 (#21)」	 Tom	 Wesselmann	 

4	 「The	 Host」	 Faris	 McReynolds	 

5	 「Tiny	 Diamond	 2013」	 Faris	 McReynolds	 

6	 「45's」	 Sally	 Ross	 

7	 「Music」	 Ed	 Ruscha	 

8	 「Eye	 Love	 Superflat	 White」	 Takashi	 Murakami	 

9	 「Eye	 Love	 Superflat	 Blue」	 Takashi	 Murakami	 

10	 「Collection	 (black&white)」	 Guy	 Limone	 

11	 「JAN.14,2011」	 ON	 KAWARA	 

12	 「Aug.05,1982」	 ON	 KAWARA	 

13	 「Nov.26,1987」	 ON	 KAWARA	 

14	 「Untitled	 (87-29	 Studer)」	 Donald	 Judd	 

15	 「Sian	 walking.	 2010」	 Julian	 Opie	 

16	 「Jeremy	 walking	 in	 coat.	 2010」	 Julian	 Opie	 

17	 「Maria	 (2)」	 Julian	 Opie	 

18	 「Maria	 (1)」	 Julian	 Opie	 

19	 「Mirjam」	 Julian	 Opie	 

20	 「Antonia」	 Julian	 Opie	 

21	 「Ika	 (2)」	 Julian	 Opie	 

22	 「Felicia」	 Julian	 Opie	 

23	 「Ika	 (1)」	 Julian	 Opie	 

24	 「Maria-Theresa」	 Julian	 Opie	 

25	 「The	 book	 of	 Love	 (black&white)」	 Robert	 Indiana	 

26	 「TIME	 GRID」	 TATSUO	 MIYAJIMA	 
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◆	 第 2回	 

	 日時：平成 26 年 3 月 20 日（木）〜3月 23 日（日）	 

	 	 場所：タブロイドギャラリー（東京都港区海岸 2−6−24）	 

	 参加費：無料	 

	 展示作品：	 

	 作品名	 作者	 学校名	 

1	 「Cherry	 Pie」	 川内	 理香子	 多摩美術大学	 

2	 「no	 country	 for	 you」	 齋藤	 杏奈	 女子美術大学大学院	 

3	 「これからの話」	 佐竹	 真紀子	 武蔵野美術大学	 

4	 「土手」	 佐藤	 裕太	 穴吹デザインビューティカレッジ	 

5	 「Enter	 the	 2.5D」	 菅	 雄嗣	 東京藝術大学	 

6	 「力作」	 鈴木	 隆文	 東北芸術工科大学	 

7	 「身体と建築をそれぞれの表皮であった

皮膚と壁は・外被性を捨て・異化作用に強

度をもたせるべく・重なりあう」	 

須永	 有	 東京藝術大学	 

	 

8	 「記憶」	 関	 康広	 東京造形大学	 

9	 「あなたは光の中で私を見ますかⅠ」	 曾	 超	 東京造形大学	 

10	 「ひのもとのくに」	 田中	 望	 東北芸術工科大学	 

11	 「HAPPY	 PERSON〜御馬鹿で幸せ〜」	 玉木	 雅子	 多摩美術大学大学院	 

12	 「南風」	 塚本	 暁宣	 武蔵野美術大学	 

13	 「HOPE	 Fossil	 HIV」	 豊海	 健太	 金沢美術工科大学	 

14	 「依存母子」	 ハタ	 ユキコ	 東北芸術工科大学大学院	 

15	 「在り処」	 畑山	 太志	 多摩美術大学	 

16	 「Intervening	 space」	 増田	 将大	 東京藝術大学	 

17	 「父」	 安枝	 知美	 京都市立芸術大学	 

18	 「既視景」	 渡邊	 光	 東京藝術大学大学院	 

19	 「記憶〜ZERO〜」	 足立	 篤史	 東京造形大学	 

20	 「根なし島」	 蘆	 之均	 東京藝術大学	 

21	 「VISION」	 石黒	 芙美代	 東京藝術大学	 

22	 「境界を超えるための五重奏」	 森田	 瞳	 東京造形大学	 
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(2)	 若手芸術家及び若手音楽家への助成事業	 

芸術家・音楽家が思った表現活動を行うにあたっては資金を必要とするが、とりわけ実績

の少ない“若手”の芸術家・音楽家にとっては難しく、活動の抑制を余儀なくさせてしまう。	 

我が国における芸術文化発展のためには、若手芸術家の育成は必須であり、若手芸術家・

音楽家の活動に対して助成金を支給することで、若手芸術家・音楽家の活発な創作活動を奨

励し、我が国の芸術文化の振興に寄与していくために行う。	 

	 

①＜若手芸術家への助成活動概要＞	 

若手芸術家を対象として平成 25 年 6 月に募集を行い、この法人が制定する「現代芸術振

興助成制度」に基づいて、選考委員会の審査により選定した者に対し、活動資金として一定

額を援助・助成した。	 

また、芸術・美術大学の学生を対象として平成26年2月22日を締切と定め募集を行った。

その上で、この法人が制定する「現代芸術振興助成制度」に基づいて、選考委員会の審査に

より選定した者に対し、活動資金として一定額を援助・助成した。	 

選考委員は下記とした。	 

	 理	 事	 	 	 前澤	 貞之	 

	 評議員	 	 	 石坂	 泰章	 

	 部外有識者	 大下	 健太郎	 

	 

［第 1回助成選考委員会（一般部門）］	 

	 日時：平成 25 年 7 月 5 日（木）午前 10 時より	 

	 助成対象者	 

	 氏名	 年齢	 所在地	 金額	 

1	 森	 香保里	 31 歳	 香川県在住	 25 万円	 

2	 小沢	 さかえ	 33 歳	 京都府在住	 〃	 

3	 平川	 恒太	 26 歳	 東京都在住	 〃	 

4	 川久保	 ジョイ	 34 歳	 神奈川県在住	 〃	 

	 

	 

［第 2回助成選考委員会（学生部門）］	 

	 日時：平成 26 年 3 月 10 日（月）午後 4時より	 

	 助成対象者	 

	 氏名	 年齢	 学校名	 金額	 

1	 増田	 将大	 22 歳	 東京藝術大学	 50 万円	 

2	 曾	 超	 28 歳	 東京造形大学	 20 万円	 

3	 畑山	 太志	 21 歳	 多摩美術大学	 25 万円	 

4	 田中	 望	 24 歳	 東北芸術工科大学	 20 万円	 
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5	 須永	 有	 25 歳	 東京藝術大学	 5 万円	 

6	 川内	 理香子	 23 歳	 多摩美術大学	 〃	 

7	 安枝	 知美	 24 歳	 京都市立芸術大学	 〃	 

	 

	 

②〈若手音楽家への助成活動概要〉	 

若手音楽家を対象として平成 25 年 6 月に募集を行い、この法人が制定する「現代芸術振

興助成制度」に基づいて、選考委員会の審査により選定した者に対し、活動資金として一定

額を援助・助成した。	 

選考委員は下記とした。	 

	 理	 事	 	 	 前澤	 貞之	 

	 評議員	 	 	 石坂	 泰章	 

	 部外有識者	 大下	 健太郎	 

	 

［第一回助成選考委員会（音楽部門）］	 

	 日時：平成 25 年 9 月 17 日（火）午後 5時より	 

	 助成対象者	 

	 氏名	 年齢	 所在地	 金額	 

1	 小松	 令奈	 31 歳	 東京都在住	 30 万円	 

2	 田井中	 彩智	 26 歳	 〃	 〃	 

3	 荒井	 桃子	 26 歳	 〃	 〃	 

	 

	 

2.庶務・管理	 

（1）理事・監事に関する事項	 

	 理事定数	 	 3 名以上 6名以内	 	 現在 3名	 任期 2年	 

監事定数	 	 1 名	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 任期 2年	 

役職	 氏名	 
勤務	 

形態	 
就任年月日	 職務	 

代表理事	 前澤	 貞之	 非常勤	 平成 24 年 11 月 6 日	 
公益財団法人	 現代芸術振興財団	 

理事長	 

理事	 佐藤	 有美	 〃	 〃	 株式会社経済界	 代表取締役社長	 

理事	 小林	 武史	 〃	 平成 24 年 11 月 19 日	 有限会社烏龍舎	 取締役	 

監事	 亀岡	 隆幸	 〃	 平成 24 年 11 月 6 日	 
株式会社 MID ストラクチャーズ	 

パートナー	 税理士	 
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（2）評議員に関する事項	 

	 評議員定数	 	 3 名以上 6名以内	 	 現在 3名	 任期 4年	 

役職	 氏名	 
勤務	 

形態	 
就任年月日	 職務	 

評議員	 石坂	 泰章	 非常勤	 平成 24 年 11 月 6 日	 
株式会社サザビーズジャパン	 

代表取締役社長	 

評議員	 片山	 正通	 〃	 〃	 
株式会社ワンダーウォール	 

代表取締役	 

評議員	 頼近	 恵子	 〃	 〃	 
株式会社 SYLPH	 CREATION	 

代表取締役社長	 

	 

（3）職員について	 

区分	 氏名	 
勤務	 

形態	 
職務	 

事務局長	 久住	 拓寛	 常勤	 
公益財団法人	 	 

現代芸術振興財団	 

	 

（4）会議に関する事項	 

	 ①理事会	 

開催年月日	 場所	 議事事項	 結果	 

平成 25 年 6 月 7 日	 
旧財団

事務所	 

1. 平成 24 年度事業報告及び収支決算報告承認の件	 

2. 評議員会招集の件	 

3. 事務所所在地の件	 

4. 選考委員会委員選任の件	 

5. 寄附による美術品の基本財産繰り入れの件	 

可決	 

平成 26 年 3 月 3 日	 
財団	 

事務所	 

1. 平成 26 年 3 月 CAF 賞創設の件	 

2. CAF 賞審査員選任の件	 

3. 外部アドバイザー就任の件	 

4. 評議員会招集の件	 

可決	 

	 

	 ②評議員会	 

開催年月日	 場所	 議事事項	 結果	 

平成 25 年 6 月 28 日	 
旧財団

事務所	 

1. 平成 24 年度事業報告及び収支決算報告承認の件	 

2. 定款変更の件	 
可決	 

平成 26 年 3 月 10 日	 
財団	 

事務所	 

1. 平成 26 年 3 月 CAF 賞の創設の件	 

2. CAF 賞審査員選任の件	 

3. 外部アドバイザー就任の件	 

4. 平成 26 年度事業計画及び予算等承認の件	 

可決	 
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（5）内閣府	 公益法人行政担当への届出	 

届出年月日	 届出内容	 

平成 25 年 8 月 9 日	 変更届出書の提出	 

平成 26 年 3 月 31 日	 平成 26 年度	 事業計画書の提出	 

	 

	 

平成 25 年度事業報告には、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則」第 34

条第 3項に規定する附属明細書「事業報告の内容を補足する重要な事項」が存在しないので

作成しない。	 

	 


