当財団では、京都市世界文化自由都市宣言の理念に基づき、音楽、演劇、

公益財団法人京都市音楽芸術文化振興財団は、芸術の普及向上等、公益の増

れた文化を創造し世界文化交流の中心であり続けることに寄与するとともに、

進に著しく寄与する法人として、「特定公益増進法人」と同等の税制優遇措

市民の皆さまが生きがいのある文化的な生活を送ることができる社会づくり

置が適用されることから、本会費は、寄附金として税制上の優遇措置を受け

に貢献することを目的とし、地域文化会館の管理運営や京都市交響楽団の事

ることができます。

業運営等を行っております。京都市交響楽団をはじめ、これまで世界的な名
演奏の数々をお届けし、感動と交流の場として愛されてきた京都コンサート
ホールは、2015 年に開館 20 周年を迎え、今まで以上に音楽芸術の拠点とし
て多くの方々に親しんでいただけるホールを目指してまいります。

【個人の場合】
確定申告を行うことで、税制上の優遇措置を受けることができます。
《所得税》
（寄附金額＊− 2,000 円）が所得から控除

そして、2016 年 1 月にリニューアルオープンするロームシアター京都では、
これまでの京都の舞台芸術や芸能のかたちやあり様を新たな段階へと誘い、
市民の皆さまをはじめ京都を愛するすべての方々にとって愛着を感じ、新た
な観光名所としても世界中からたくさんの方々が訪れる施設となることを目
指しています。才能が集い、新たな創造が日々行われ、そして次世代に引き
継がれていく世界的な文化芸術都市・京都の一翼を担っていくために、ぜひ
多くの皆さまのお力添えをいただきたく、ご支援を賜りますよう心よりお願
い申し上げます。

（＊ただし、総所得金額等の 40％が上限）
《住民税》
・京都府内に住民票の所在地がある方
（寄附金額＊− 2,000 円）× 4％が府民税から控除
・京都市内に住民票の所在地がある方
（寄附金額＊− 2,000 円）× 6％が市民税から控除
（＊ただし、総所得金額等の 30％が上限）
※寄附金控除を受けるには、確定申告手続きが必要です。また、当財団が
発行する「寄附金受領証明書」が必要となる場合がありますので大切に

公益財団法人京都市音楽芸術文化振興財団

理事長

長

尾

真

保管してください。詳細はお問合わせください。
【法人の場合】

MAP

《損金算入限度額の拡充》
公益財団法人への寄附は一般の損金算入限度額とは別に、別枠の損金算入限
北

北山通

山

度が認められています。法人税の申告をする際に、申告書に当財団が発行す

松ケ崎

る「寄附金受領証明書」を添付してください。
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京都市国際交流会館
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・京都市営地下鉄東西線「東山」駅、1 番出口
・京阪バス 17，19 系統「神宮道」下車

平安神宮

京都府立図書館

三条通

《アクセス》
・京都市バス 5，46，100 系統「神宮道」下車

丸太町通

みやこめっせ

烏丸

http://www.kyoto-ongeibun.jp/

京都大学

ロームシアター京都

京都市役所前

TEL 075-746-3362（年末年始を除く平日 9:00 〜 17:00）
〒605-0033 京都市東山区三条通白川橋東入 3 丁目夷町 175-2 元白川小学校内

京阪線

河原町通

京都御苑

サポーター・パートナー制度 担当窓口（ロームシアター京都開設準備室）

サポーター・パートナー制度
会員募集のご案内

舞踊その他の芸術や芸能を振興し、国内外へ発信することにより、京都が優

税制上の優遇措置について

地下鉄東西線

※三条神宮道の交差点を南へ約 50 ｍ、東側にある元白川小学校の校門
よりお入りください。左手にある校舎の 1 階に事務所がございます。
※駐車場はございません。

琵琶湖疏水記念館
蹴

上

八坂神社

公益財団法人 京都市音楽芸術文化振興財団

始まります︒

皆さまのご支援をお願いいたします

世界的な文化芸術都市・京都の創生

文化芸術によるまちづくりにご支援を

会員特典

・税制上の優遇措置（詳細は裏面をご覧ください）

2016 年 1 月 10 日、50 年にわたり「文化の殿堂」として親しまれてきた京都会館がリニューアルし、ロームシアター京都としてオープンします。
様々な文化施設が隣接する岡崎地域の中核として、市民に愛され、交流の場となるとともに、質の高い音楽・舞台芸術や新たな文化創造の場となる
ことを目指しています。また、2015 年に開館 20 周年を迎える京都コンサートホールは、本格的なクラシック専用ホールとして、世界最高水準の音
楽芸術の鑑賞や芸術家の交流の場としての成果を積み重ねるとともに、京都市交響楽団の本拠地としての役目を果たしてきました。
この２つの拠点施設において、多くの才能が集い、新たな創造が日々行われ、たくさんの発見、驚き、感動、楽しみ、交流が生み出されるとともに、
それらをしっかり次世代に引き継いでいくため、公益財団法人京都市音楽芸術文化振興財団では、こうした取り組みにご支援をいただく新たな会員
制度（サポーター、パートナー）をスタートいたします。
多くの市民の皆さま、また社会貢献活動にご関心のある企業の皆さまに、ロームシアター京都及び京都コンサートホールの健全な発展にご理解・
ご賛同をいただき、京都の地で舞台芸術を育み、新しい芸術を生み出す喜びを共有していただければと考えています。ご支援よろしくお願い申し上
げます。

・ご芳名の掲載
当財団ホームページや各劇場主催公演時にご芳名を紹介させていただきま
す。
・情報誌のご送付
各劇場が定期的に発行する情報誌を無料でお届けいたします。
・チケットの先行予約
各劇場の自主事業公演のチケットを最も早く販売いたします。
・会員向けイベントの開催
リハーサル・ゲネプロ（本番直前の最終リハーサル）見学会やアーティス
ト・スタッフとの懇談会等、会員向けイベントにご参加いただけます。
・2015 年度のみの特典
ロームシアター京都 内覧会、開館記念式典へのご案内をお送りします。
・スペシャルサポーター、スペシャルパートナーの方への特典
サポーター、パートナーの方への特典のほかにご用意いたします。

会費（年額）
世界的なオペラを含む舞台芸術やコンサートが可能な約 2,000 人収容のメイン

名

ホール、伝統芸能や現代舞台芸術公演に適した中規模のサウスホール（約 700

法人

席）、他のホールのリハーサルや小規模公演（約 200 席、仮設）も可能なノー
スホールの 3 つのホールに加え、岡崎地域の文化の発信拠点として、レストラ

個人

ンやブック＆カフェを備えたパークプラザやローム・スクエア（中庭）など、
「劇

称

会

費

サポーター

100,000 円（1 口）

スペシャルサポーター

500,000 円（5 口）以上

パートナー

20,000 円（1 口）

スペシャルパートナー

40,000 円（2 口）以上

会員期間

ご入会より 1 年間

場のある空間」を通して多彩で豊かなライフスタイルを実現する、全く新しい

＊ 1 口未満のご寄附も受け付けます。事務局までお問合わせください。

劇場文化を京都から発信していきます。

＊会費は、ロームシアター京都及び京都コンサートホールの自主事業に活用させてい
ただきます。

【主なオープニング事業】
小澤征爾音楽塾／高校生のためのオペラ鑑賞教室／京都国際舞台芸術祭

受付開始

（KYOTO EXPERIMENT）／ロシア国立ワガノワ・バレエ・アカデミー公演／マリイ

2014 年 11 月

ンスキー・オペラ公演／能楽特別公演／日本舞踊特別公演／市民寄席 など

※特典等のご提供を始めるのは 2015 年 4 月を予定しております。それ以前
にお申込みいただいた場合、会員期間については、初回に限り 2015 年４
月にお申込みいただいた場合と同じ期間（2016 年 3 月末まで）とさせて
いただきます。

お申込み方法

以下のいずれかによりお申込みください。
京都最大級のクラシック音楽専用ホールとして、世界最高峰のオーケストラに
よるコンサートや、京都市交響楽団の演奏会の他、次代を担う子どものための
コンサートも開催。抜群の音響空間を備えた大小 2 つのホールでは、大人から
子どもまで、音楽ファンから初めてクラシックに触れる方まで、多彩なプログ

・所定の「申込書」に必要事項を記載の上、窓口までご持参いただくか、郵
送もしくは FAX にてお送りください。
（申込書は Web サイトからダウンロー
ド出来る他、窓口でもお渡し出来ます）
窓口・郵送先：〒605-0033 京都市東山区三条通白川橋東入 3 丁目夷町 175-2
元白川小学校内

ラムをお楽しみいただけます。
【主な事業】
京都の秋音楽祭／海外主要オーケストラ公演／海外ソリスト・アンサンブルリ
サイタル／田隅靖子館長のおんがくア・ラ・カ・ル・ト♪／パイプオルガンコン
サート／京都市交響楽団 演奏会 など

ロームシアター京都開設準備室 宛
FAX：075-746-3366
・Web サイトの「入会フォーム」より必要事項を入力して送信してください。
http://www.kyoto-ongeibun.jp/
「申込書」受領後、会費の納入等その後のお手続きについて事務局よりご連
絡いたします。

