
2019(令和元)年度 事業報告書 
 
【１】事業の状況 
  2019 年度事業計画に基づき、各事業を以下のとおり実施した。 
 
１．意欲的な音楽活動に対する助成（オーケストラ公演助成） 
（１）2019 年度オーケストラ助成の実施 

国内プロオーケストラが行う意欲的な公演22企画に対し、総額34,250千円の助成を実施した。 
【アフィニス エンブレム】  （9企画  28,000 千円） 
「音楽文化の担い手としてのプロオーケストラが主催する、わが国ならびに各楽団が活動
の重点を置いている地域にとって意義がある企画」 
【アフィニス エチケット】  （13企画  ６,250 千円） 
「楽団としての成長、発展を目指して企画された意欲的な公演」 

※エチケット助成のうち、１件（3/14シティフィル）は2020年８月に延期のため、今年度実
績に計上していない。また、1件（3/21アンサンブル金沢）は中止のため、（３）に基づき、
半額助成を実施。 
 

（２）2020 年度オーケストラ助成対象企画の決定 
国内プロオーケストラが行う意欲的な公演 31 企画に対し、総額 36,000 千円の助成を行

う計画を決定した。 
【アフィニス エンブレム】  （9企画  25,000 千円） 
【アフィニス エチケット】  （22企画 11,000 千円） 

 
（３）新型コロナウイルス対策等による中止、延期、無観客演奏会への助成継続 

新型コロナウイルス感染・拡大防止によるイベント自粛要請に伴い、中止、延期、無観
客演奏会の実施を余儀なくされたエンブレム・エチケット助成の企画に対し、助成を継続す
る方針を決定した。 

 
２．オーケストラに対する楽器購入助成 

2019 年度実績なし。 
 
３．音楽家の研鑽に対する助成 
（１）「アフィニス夏の音楽祭 2019 長岡（第 31 回）」の開催 

海外から演奏家を招聘し、国内プロオーケストラ楽団員を対象として、室内楽セミナー
を実施し、室内楽演奏会を開催した。 
また、「アフィニス夏の音楽祭 2020 長岡（第 32 回）」の開催に向けた諸準備を行った。 

 
（２）「アフィニス・アンサンブル・セレクション（AES）」の実施 

国内のプロオーケストラ楽団員の積極的な室内楽への取り組みを促進することを目的と
して、熱意ある団体による室内楽の意欲的な企画を募集し、当財団と共同で主催公演を制
作、実施した。 

6 月 20 日（木）に特別演奏会として、アフィニス夏の音楽祭 2019 長岡の音楽監督であ
る川崎洋介氏を迎え、2019 長岡音楽祭参加内定者を加えた特別アンサンブルグループを編
成し、演奏会を開催した。 



１月 23 日（木）に、全国から公募し選抜されたアンサンブルグループ「Concert A」に
よる演奏会を実施した。本演奏会に先立ち、研鑽助成委員会委員による事前レッスンを実
施した。 

 
（３）プロオーケストラ所属楽団員に対する海外研修助成の実施 

2019 年度海外研修員 1 名及びその所属楽団に対して、海外研修助成を実施した。また、
2020 年度海外研修員の募集・選考を行い、合格者 1 名を決定した。 

 
４．芸術文化に関する調査研究 
  2019 年度実績なし。 



 
【２】処務の概要 
１．役員等に関する事項      2020 年 3 月末現在 
役名 氏名 就任年月日 担当職務 備考 
評議員 佐藤 禎一 2012.4.1  元ユネスコ代表部大使 

〃 永井 多恵子 2012.4.1  公益財団法人 せたがや文化財団
理事長 

〃 中村 孝義 2012.4.1  学校法人大阪音楽大学理事長 

〃 住川 雅明 2016.6.6   

理事長 涌井 洋治 2012.4.1 代表理事 日本たばこ産業株式会社社友 

理事 妹川 久人 2020.2.25 業務執行理事 
調査研究運営委員 

日本たばこ産業株式会社執行役
員 

〃 片山 杜秀 2012.4.1  慶應義塾大学法学部教授 

〃 桑原 浩 2014.5.26  公益社団法人日本オーケストラ
連盟常務理事・事務局長 

〃 四方 恭子 2012.4.1 研鑽助成運営委員 京都市立芸術大学教授 
東京都交響楽団ソロコンサート
マスター 

〃 長木 誠司 2012.4.1 オケ助成運営委員 
調査研究運営委員 

学校法人東京大学大学院教授 

〃 寺西 基之 2012.4.1 オケ助成運営委員 音楽評論家 

〃 野平 多美 2018.6.11 研鑽助成運営委員 お茶の水女子大学非常勤講師、作
曲家、音楽評論家 

〃 松原 千代繁 2013.6.14 研鑽助成運営委員 尼崎市総合文化センター副理事
長、学校法人大阪音楽大学評議員 

監事 向井 芳昌 2019.6.24  日本たばこ産業株式会社サステ
ナビリティマネジメント部長 

 



 
２．事務局職員に関する事項      2020 年 3 月末現在 

職務 氏名 担当事務 備考 
事務局長 宮脇 匠 事務局総括 

 
日本たばこ産業株式会社より出向 

調査役 長 誠次 総務・財務・経理業務総括 
 

有期契約職員 

事業部主任 小﨑 久美子 事業関係業務 
 

 

総務部 成松 未央 事業関係業務 
総務関係業務 

 

事業部 野口 絵里奈 事業関係業務 
 

有期契約職員 

総務部 伊藤 美絵 総務関係業務 
 

派遣職員 

（注）上記のほか、臨時に雇用する職員が在籍している。 
 
３．役員会等に関する事項 
（１）理事会 
開催年月日 議 事 事 項 会議の結果 

第 29 回理事会 
2019.5.30 

第１号議案 2018（平成 30）年度事業報告及び同附属明細書承認の件 
第２号議案 2018（平成 30）年度計算書類（貸借対照表及び正味財産増減

計算書）及び同附属明細書並びに財産目録承認の件 
第３号議案 2019 年度研鑽助成事業方針（確定分追記）及び 2020 年度海外

研修募集要項の件 
第４号議案 「理事、監事及び評議員の報酬並びに費用に関する規程」一部

変更の件 
第５号議案 第 24 回理事会承認済「資産運用方針（運用対象）の一部追加」

一部変更の件 
第６号議案 補欠監事選任の件 
第７号議案 第 8 回定時評議員会招集の件 
第８号議案 2018（平成 30）年度資産運用状況報告の件 
第９号議案 顧問及び委員会専門委員の委嘱状況報告の件 
第 10 号議案 代表理事及び業務執行理事の職務執行状況報告の件 

承認 
承認 

 
承認 

 
承認 

 
承認 

 
承認 
承認 
報告 
報告 
報告 

第 30 回理事会 
2019.10.15 

第 1 号議案 2019 年度 上期事業状況の件 
第 2 号議案 2019 年度 上期貸借対照表及び正味財産増減状況の件 
第 3 号議案 2019 年度 資産運用状況報告の件 
第 4 号議案 2020 年度 オーケストラ助成事業方針決定の件 
第 5 号議案 2020 年度 研鑽助成事業方針決定の件 
第 6 号議案 2019 年度当財団の実績と貢献の調査検証の中間報告と 2020

年度『(仮称)アフィニス文化財団事業 2050』の策定について 
第 7 号議案 代表理事及び業務執行理事の職務執行状況の件 

報告 
報告 
報告 
承認 
承認 
承認 

 
報告 



 
（２）評議員会 
開催年月日 議 事 事 項 会議の結果 

第 8 回定時評
議員会 

2019.6.24 
 

報告事項１  2018(平成 30)年度事業報告及び事業報告附属明細書報告の
件 

報告事項２  顧問及び委員会専門委員委嘱状況にかかる報告の件 
第１号議案  2018(平成 30)年度計算書類(貸借対照表及び正味財産増減

計算書)及び附属明細書並びに財産目録承認の件 
第 2 号議案  「理事、監事及び評議員の報酬並びに費用に関する規程」一

部変更の件 
第 3 号議案  監事 1 名選任の件 

報告 
 

報告 
承認 

 
承認 

 
承認 

第 3 回臨時評
議員会 

2020.2.25 
(決議の省略の手
続きによる) 

第 1 号議案  理事 1 名選任の件 
 

承認 
 

 
４．許可、認可、及び承認に関する事項 ………………………………………「該当事項なし」 
 
５．契約に関する事項 …………………………………………………………「該当事項なし」 
 
６．寄付金に関する事項 

寄付の目的 寄 付 者 申込金額 領収金額 備考 

運転資金 法人 10,000,000 円 10,000,000 円  

研鑽助成 個人 35,000 円 35,000 円 2 名 

 
７．主務官庁指示に関する事項 ………………………………………………「該当事項なし」 
 
８．その他重要事項 ……………………………………………………………「該当事項なし」 
 

第 31 回理事会 
2020.2.13 

第 1 号議案 2019 年度 芸文振、内閣府、税務署立入検査結果の件 
第 2 号議案 2019 年度 第 3 四半期正味財産増減状況の件 
第 3 号議案 2019 年度 資産運用状況の件 
第 4 号議案 2020 年度 オーケストラ助成対象企画決定の件 
第 5 号議案 2020 年度 海外研修員決定の件 
第 6 号議案 2020 年度 オーケストラ助成事業方針一部改正の件 
第 7 号議案 2020 年度 事業計画、収支予算、資金調達及び設備投資の見

込みの件 
第 8 号議案 補欠理事選任の件 
第 9 号議案 第 3 回臨時評議員会招集の件 
第 10 号議案 代表理事及び業務執行理事の職務執行状況報告の件 

報告 
報告 
報告 
承認 
承認 
承認 
承認 

 
承認 
承認 
報告 


