平成 30 年度事業報告
公益財団法人スペイン舞踊振興 MARUWA 財団
平成 30 年度事業状況報告書
I 事業の状況
公益目的事業
１ スペイン舞踊、音楽の人材育成事業
１） フラメンコ･コンクール事業
スペイン舞踊、音楽の次代を担う若手芸術家を発掘、育成するためのコンクール開催。
第 10 回 CAF フラメンコ・コンクール一次予選はビデオ審査、二次予選 平成 31 年 1 月 27
日、本選 3 月 2 日として、シアター1010(センジュ)にて、以下３名を顕彰した。
（１）優勝
中原 潤
（２）準優勝
谷口 祐子
（３）海外留学賞
伊藤 笑苗
本年度コンクール一次ビデオ審査として 50 名弱の参加者あり。審査員は、岡田昌己、小
島章司、小松原庸子 3 名に一次ビデオ審査を、AMI 鎌田厚子、石井智子、稲田奈緒美、奥
濱春彦、Benito Garcia 5 名に二次予選審査を、本選審査は AMI 鎌田厚子、石井智子、稲田
奈緒美、奥濱春彦、祐成秀樹の５名に加え、スペインより審査員 2 名、マヌエル・マシアス（セ
ビージャ・コンベンションビューロー局長）、ミラグロス メンヒバル（セビージャ クリスティナ・へ
ーレン財団講師）を招聘。

2） 海外研修派遣事業
平成 31 年 3 月 2 日にシアター1010(センジュ)にて開催された第 10 回 CAF フラメンコ・コ
ンクール本選にて下記対象者が決定され、各自が将来の芸術活動に役立つような研修目的、
方法で決定日より 2 年以内に研修を行う為の助成をした。
コンクール優勝者
中原 潤
（100 万円）＋スペイン往復航空券
準優勝者
海外留学賞

谷口 祐子
(50 万円)＋スペイン往復航空券
伊藤 笑苗
セビージャ クリスティナ・へーレン財団留学資格、
スペイン往復航空券及び滞在費補助

3） ワークショップ・アカデミー事業
芸術の質の向上を目的とした、本物のフラメンコを学ぶ機会を提供するワークショップを東
京と名古屋で開催した。名古屋では講師にアデラ・カンパージョ氏を、東京ではミラグロス・メ
ンヒバル氏を迎えて昼夜２クラスが行われた。
平成 30 年 8 月 7 日～11 日（5 日間） 名古屋 MARUWA スタジオにて開催
平成 31 年 3 月 3 日～7 日（5 日間） MARUWA 財団スタジオ カサデルアルテにて開催
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4） 稽古場の貸与
スペイン舞踊、音楽の質の向上を目指して活動している、個人あるいは団体に財団所
有稽古場を貸与しました。
２ スペイン舞踊、音楽の振興、普及を目指した芸術活動助成事業
スペイン舞踊、音楽に関する創作活動への助成は、本年度以下 5 作品に対して実施した。
DANZARTE スペイン舞踊団
作品名：「El somber de tres picos ～三角帽子～」（120 万円）
AMI フラメンコスタジオ
作品名：「AMI フラメンコリサイタル公演 Mensaje ～伝言～」（100 万円）
コンフォート企画株式会社 SIROCO FLAMENCO
作品名：「2017 年スペインロンダ国際コンクール優勝記念凱旋公演」（40 万円）
ALEGRIA
作品名：フラメンコ巡礼 Peregrinación」
東京外国語大学 スペイン舞踊部・カンテ研究会
作品名：「スペイン舞踊部・カンテ研究会 第 25 回リサイタル」（10 万円）
３ その他目的を達成するために必要な事業
スペイン舞踊振興、普及を目的とする事業は以下の通り行われた。
（１）スペイン舞踊振興、普及のための定期刊行物発行
当財団の事業活動の案内、報告をまとめた「財団ニュースレター」を年 1 回発行、電
子化してホームページ上へ掲載。また、スペイン舞踊関係者、団体、お店等にも配布し
た。
平成 30 年 12 月第 29 号：
記念すべき第 10 回 CAF フラメンコ・コンクールの取り組み（学生入場無料）報告、フ
ラメンコを学ぶ学生の為の支援活動報告、ワークショップ報告、平成 29 年度および 30
年度の助成作品報告、スペイン研修報告（第 9 回 CAF フラメンコ・コンクール優勝者
平山 奈緒さん、準優勝者 ブラシェ小夜音さん）、平成 31 年度助成事業募集案内を
掲載した。
（２）スペイン舞踊振興、普及のためのホームページによる情報発信
当財団の情報公開、事業の公募、結果報告、財団公演チケット販売等最新情報を随
時発信した。
（３）スペイン舞踊振興、普及の為の後援名義提供
本年度８事業に財団後援名義を無償で提供した。
（４）スペイン舞踊振興、普及のための財団所有物貸出
特になし。
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II 庶務の概要
１ 許認可事項
なし
２ 会議開催状況
（１） 理事会
第 38 回理事会（平成 30 年 5 月 29 日）
１． 平成 29 年度事業報告承認
２． 平成 29 年度財務諸表承認
３． 次期理事・評議員・監事推薦の件
４． 特定資産への繰入れ承認の件
５． 定時評議員会の招集に関する件
６． 役員報酬に関する定款変更の件
７． 定款変更に伴う財団諸規則・規程の修正・追記の件
第 39 回理事会（平成 30 年 7 月 23 日）
１． 「役員及び評議員の報酬並びに費用に関する規程」改定の件
２． 「臨時評議員会の招集に関する件」
第 40 回理事会（平成 31 年 3 月 13 日）
１． 平成 31 年度事業計画及び収支予算承認
２． 平成 31 年度助成作品の承認
３． 特定資産であるコンクール積立資金の取り崩し承認の件
４． 特定資産への繰入れ承認の件
（２） 評議員会
第 11 回評議員会（平成 30 年 6 月 21 日）
１． 議事録署名人の選出の件
２． 平成 29 年度事業報告承認の件
３． 平成 29 年度財務諸表承認の件
４． 次期理事・評議員・監事選任の件
５． 役員及び評議員の報酬並びに費用に関する規程承認の件
６． 定款変更承認の件
第 12 回評議員会（平成 30 年 7 月 30 日）
１． 役員及び評議員の報酬並びに費用に関する規程改定の件
（３） 選考委員会
第 9 回選考委員会（平成 31 年 3 月 8 日）
１． 平成 31 年度助成対象者選考
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平成 30 年度事業報告の附属明細書

平成 30 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。
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