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平 成 ２６ 年 度 事 業 報 告（音 楽） 

 

                                                           自 平成 26年 4月 1日 

至 平成 27年 3月 31日 

 

公益目的事業１（コンサート事業） 

 

１．「サマーフェスティバル２０１４」の開催 

前年よりスタートした毎年１人の総合プロデューサーが監修する方式「ザ・プロデューサー・

シリーズ」の第2年目を開催した。本年は木戸敏郎氏を起用し、２０世紀の伝言、２１世紀の応

答をテーマに、シュトックハウゼン「歴年」の雅楽器版・洋楽器版、木戸氏の復元考証による「始

原楽器の進行形」を、また、細川俊夫氏監修の「サントリーホール国際作曲委嘱シリーズ」は   

パスカル・デュサパン氏をテーマ作曲家に、「第24回芥川作曲賞選考演奏会」を含む6公演を行

った。 

ア.「ザ・プロデューサー・シリーズ」木戸敏郎がひらく 

 ＜始原楽器の進行形＞ 

 （１）日時 平成 26年 8月 22日（金）19：00 

 （２）会場 サントリーホール ブルーローズ 

 （３）曲目 一柳慧：時の佇いⅡ 箜篌のための 

三輪眞弘：逆シミュレーション音楽・蝉の法 箜篌のための 

石井眞木：歴年１２００ 伶楽／排簫、箜篌、方響のための 

川島素晴：アウロスイッチ（委嘱・初演） 

ルー・ハリソン：四つの排簫と打物のための組曲より 排簫のための音楽 

野平一郎：メモワール・ヴィーヴ 正倉院復元楽器のためのアンサンブル 

 （４）出演 箜篌＝佐々木冬彦 アングルハープ＝西陽子 排簫＝岩亀裕子、笹本武志 

アウロス＝中村仁美 方響＝神田佳子 

  ＜２０世紀の伝言＞ 

 （１）日時 平成 26年 8月 28日（木）19：00 

 （２）会場 サントリーホール 大ホール 

  （３）曲目 カールハインツ・シュトックハウゼン：『リヒト（光）』から  

歴年 雅楽版（1977）新演出 

        音楽監督＝木戸敏郎 

共同演出＝木戸敏郎、佐藤信 

一柳慧：時の佇い 雅楽のための（委嘱・初演）＊ 

（４）出演 笙＝宮田まゆみ、石川高、東野珠実 龍笛＝芝祐靖、笹本武志、岩亀裕子 

篳篥＝中村仁美、八百谷啓、田渕勝彦 鉦鼓＝神田佳子 鞨鼓＝山口恭範 

太鼓＝菅原淳 楽筝＝福永千恵子 琵琶＝佐藤紀雄 奉行＝西村高夫 
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舞人＝松井北斗、笠井聖秀、山田文彦、小原完基 

助演＝宮崎恵司、光田圭亮、實光崇浩、黒田真史 

子役＝柄沢怜奈 時計＝今村俊博、佐々木汐理、須崎愛理、森仁美 

照明＝齋藤茂男 音響＝有馬純寿 映像＝吉本直紀 衣装＝今村あずさ 

演出助手＝恵川智美 舞台監督＝小栗哲家 

以下＊笙・竽＝宮田まゆみ、石川高、東野珠実、三浦礼美、中村華子、村岡健一郎 

龍笛＝笹本武志、岩亀裕子 篳篥＝中村仁美、八百谷啓、田渕勝彦 

大篳篥＝溝入由美子 箜篌＝佐々木冬彦  

軋箏・十七絃箏＝福永千恵子、多井智紀、中澤沙央里 

打物＝神田佳子、山口恭範、菅原淳 

 ＜２１世紀の応答＞ 

 （１）日時 平成 26年 8月 30日（土）18：00 

  （２）会場 サントリーホール 大ホール 

  （３）曲目 カールハインツ・シュトックハウゼン： 

オペラ『リヒト（光）』から「火曜日」第１幕 歴年 洋楽版（1979）新演出 

              音楽監督＝カティンカ・パスフィーア 

演出＝佐藤信 

三輪眞弘：５９０４９年カウンター（委嘱・初演）＊＊ 

  （４）出演 天使＝鈴木准 悪魔＝松平敬 シンセサイザー＝鈴木隆太、白石准、高橋ドレミ 

ピッコロフルート＝井原和子、斎藤和志、齋藤光晴 

ソプラノサックス＝大石将紀、江川良子、冨岡祐子 

アンヴィル＝岩見玲奈／ボンゴ＝村居勲／バスドラム＝山本貢大 

ギター＝山田岳 レフェリー＝高橋淳 舞人＝清水寛二、武内靖彦、竹屋啓子、

松島誠 

助演＝宮崎恵司、光田圭亮、實光崇浩、黒田真史、子役＝柄沢怜奈 

舞台監督＝小栗哲家 

照明＝齋藤茂男 音響＝有馬純寿 映像＝吉本直紀 衣装＝今村あずさ 

演出助手＝恵川智美 

以下＊＊詠人＝松平敬、高橋淳 桁人＝横浜都市文化ラボ桁人チーム 

    フルート＝斎藤和志、齋藤光晴 

    サクソフォーン＝大石将紀、江川良子、冨岡祐子 

ヴィオラ＝飯野和英 チェロ＝宇田川元子 

シンセサイザー＝鈴木隆太、白石准、高橋ドレミ 

パーカッション＝岩見玲奈、村居勲、山本貢大     
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イ. サントリーホール国際作曲シリーズ テーマ作曲家＜パスカル・デュサパン＞ 

＜管弦楽＞ 

（１）日時 平成 26年 8月 21日（木）19：00 

（２）会場 サントリーホール 大ホール 

（３）曲目 クリストフ・ベルトラン：マナ（日本初演） 

パスカル・デュサパン：弦楽四重奏曲第6番ヒンターランド 弦楽四重奏と 

オーケストラのための“ハパックス”（日本初演） 

ジャン・シベリウス：交響詩タピオラOp.112 

パスカル・デュサパン：風に耳をすませば 

ハインリヒ・フォン・クライスト原作のオペラ『ペンテジレーア』からの 

３つの場面（サントリーホール委嘱・初演） 

（４）出演 指揮＝アレクサンダー・リープライヒ 

メゾ・ソプラノ＝ナターシャ・ペトリンスキー  

アルディッティ弦楽四重奏団 

管弦楽＝東京交響楽団 

ディオティマ弦楽四重奏団 

＜室内楽＞ 

（１）日時 平成 26年 8月 25日（月）19：00 

（２）会場 サントリーホール ブルーローズ 

（３）曲目 パスカル・デュサパン：弦楽四重奏曲 第 2番 タイム・ゾーン 

弦楽四重奏曲 第７番 オープン・タイム 

（いずれも日本初演） 

（４）出演 アルディッティ弦楽四重奏団 

演奏に先立ち、パスカル・デュサパン氏と細川俊夫氏のプレトークを行った。 

 

２．「作曲家の個展２０１４ 川島素晴」の開催 

  日本人作曲家１人の管弦楽作品をまとめて紹介する個展コンサートの第 34 回。オーケストラ

作品を委嘱し下記を予定していたが、都合により公演を中止した。 

  お客様に対しては、新聞広告・郵送連絡他、速やかな中止案内に努め、チケット代金の払い戻

し対応を行い、また、演奏家を始めとした公演関係者に対しては、公演を実施した場合に当日発

生する費用を除き、お約束した代金を支払い、大きな混乱なく収束した。 

 （１）日時 平成 26年 10月 6日（月）19：00 

 （２）会場 サントリーホール 大ホール 

 （３）曲目 川島素晴：Exhibition 2014 

Manic-DepressiveⅢ 

尺八協奏曲「春の藤／夏の原／秋の道／冬の山」（東京初演） 

管弦楽のためのスタディ「illuminance／juvenile」（委嘱・初演） 
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 （４）出演 作曲・指揮＝川島素晴 

尺八＝藤原道山 ピアノ＝菊地裕介 プリペアード・ピアノ＝竹島悟史 

管弦楽＝東京フィルハーモニー交響楽団 

    

３．TRANSMUSIC音楽のエッセンツィア ～三輪眞弘を迎えて 

作曲家自身のトーク解説を交えて、現代音楽作品そのものや作曲家の音楽世界を、深く、親

しく、体験いただこうという実験的コンサートである。第 5 回のテーマ作曲家は三輪眞弘氏を

とりあげた。室内オーケストラ作品１曲と、その内包曲（作品のエッセンスを抜き出した単独

で演奏できる器楽小品１曲）を委嘱し、初演する。内包曲は、アマチュアでも演奏可能な作品

とし、音楽ファンに実際に演奏いただけるよう楽譜を提供する。今回は自宅ＰＣで演奏するた

めのソフトウェアもダウンロード配布した。 

監修＝西村朗氏、関西コンサート企画委員会（伊東信宏、岡田暁生の両氏） 

（１）日時 平成 26年 11月 8日（土）16：00 

（２）会場 いずみホール 

（３）曲目 クラーレンス・バルロ：ナイルの1月 室内オーケストラのための 

三輪眞弘：ひとのきえさり、藤井貞和の詞による序奏と朗読 

シンギング・マシン、アイントンと9人の演奏者のための 

フォルマント兄弟：歌謡曲「夢のワルツ」  

MIDIアコーディオンとオーケストラのための 

三輪眞弘：万葉集の一節を主題とする変奏曲 

 MIDIアコーディオンと管弦合奏のための（委嘱・初演） 

           海ゆかば ― ＜万葉集の一節を主題とする変奏曲＞ 内包曲 ― 

（４）出演 指揮＝野平一郎 

MIDIアコーディオン＝岡野勇仁 

シンギング・マシン、アイントン＝マーティン・リッチズ 

いずみシンフォニエッタ大阪 

＜トークセッション＞ 

   三輪眞弘×マーティン・リッチズ×伊東信宏 

 

４．「第４４回音楽賞受賞記念コンサート 藤村実穂子」の開催 

第４４回受賞者藤村実穂子氏の業績をあらためて紹介するため、特別プログラムによる公演を

開催した。 

 （１）日時 平成 27年 2月 16日（月）19：00 

 （２）会場 サントリーホール 大ホール 

（３）曲目 J. S. バッハ：カンタータ 第 170番 

「満ち足れる安らい、うれしき魂の悦びよ」から第 1曲アリア 

シューベルト：魔王 
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ベートーヴェン：『献堂式』序曲 op. 124 

ワーグナー：ヴェーゼンドンク歌曲集 

             天使／止まれ！／温室で／痛み／夢 

チャイコフスキー：オペラ『オルレアンの少女（ジャンヌ・ダルク）』から 

    「神が望んでいる！…森よ、さようなら」 

サン=サーンス：オペラ『サムソンとデリラ』から「あなたの声に心は開く」 

ワーグナー：楽劇『ニュルンベルクのマイスタージンガー』前奏曲 

ワーグナー：楽劇『ワルキューレ』第２幕第１場から（フリッカ） 

（４）出演 メゾ・ソプラノ：藤村実穂子 

指揮：クリストフ・ウルリヒ・マイヤー 

管弦楽：新日本フィルハーモニー交響楽団 

 

公益目的事業３（顕彰事業） 

 

１．「第４５回サントリー音楽賞」「第１３回佐治敬三賞」（2013年度）の贈賞 

 第 45回サントリー音楽賞の鈴木雅明とバッハ・コレギウム・ジャパン（以下 BCJ）、第13回佐治

敬三賞の「東京現音計画＃01～イタリア特集Ⅰ：コンポーザーズセレクション１・杉山洋一」と「東

方綺譚“Nouvelles Orientales de Marguerite Yourcenar”」への贈賞式を7月 9日（水）17：00

よりサントリーホールブルーローズにて開催し、賞金 700 万円（サントリー音楽賞）、各 100 万円

（佐治敬三賞）を贈呈、また、鈴木雅明氏指揮BCJメンバー30名による記念演奏が披露された。そ

の後、ANAインターコンチネンタルホテル東京（東京都港区）にて祝賀パーティーを行った。 

 

２．「第４６回サントリー音楽賞」の選定、贈賞 

ア. 選考過程 

（１）平成27年 1月 12日（祝）東京丸の内・東京會舘に於いて、選考委員7名により第46

回「サントリー音楽賞」の「候補者選考会」を開催した。 

（２）その結果、平成 26 年にわが国の洋楽の発展に優れた業績をあげた人々として、候補

者を選定した。なお、第 19 回よりノミニーの公表はとりやめることにしており、外

部には一切公表していない。 

 （３）引き続き3月 7日（土）東京赤坂・アークヒルズ・クラブに於いて、「受賞者選考会」

を開催した。選考委員 7 名による慎重かつ白熱した審議の結果、第 46 回「サントリ

ー音楽賞」は広上淳一と京都市交響楽団に決定した。 

 （４）3 月 31 日（火）に開催された理事会において、正式に第 46 回「サントリー音楽賞」

は、広上淳一と京都市交響楽団に決定した。 

イ．贈賞理由 

  広上淳一が常任指揮者に就任してからの京都市交響楽団は驚異的な能力の向上を遂げ、今

や日本で屈指のオーケストラになったといっても過言ではない。定期演奏会が十回以上連続
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で売り切れを記録したことも、その何よりの証といえる。また同楽団は広上が指揮をしない

公演においても、極めて高い水準の演奏を確実に行う能力をもっている。（例えば 2014 年 2

月の秋山和慶指揮定期演奏会における『春の祭典』や 3月の沼尻竜典指揮のびわ湖オペラに

おけるコルンゴルト『死の都』）特筆すべきは、単なる個々のプレーヤーの技術的な上手さ

を超えて、一つのアンサンブルになったときの独自の「サウンド」の深みの感覚がある点で

ある。また独奏パートだけでなく、それを支える和弦や内声や副声部の一見したところ目立

たないシンプルなフレーズが、ことごとく完璧に調和して「決まる」ことにも瞠目される。

これらは今日なお日本のオーケストラではなかなか得難い資質である。昨今の演奏は「あた

り」ぞろいであるが、わけても 3 月 14 日の第 577 回定期演奏会（ラフマニノフ：ピアノ協

奏曲第 2番、マーラー：交響曲第1番、アンコールにリヒャルト・シュトラウス『カプリッ

チョ』より「月光の音楽」）はＮＨＫでも放映され、また東京でも同じ演目で公演が行われ、

楽団の能力の高さを広く知らしめた。また 5 月 24 日の第 579 回定期演奏会（ベルリオーズ

『ローマの謝肉祭』、プーランク『牝鹿』、ベルリオーズ『イタリアのハロルド』）で目も眩

む極彩色の管弦楽を堪能させてくれた。以上の理由により 2014 年度音楽賞を広上淳一と京

都市交響楽団に贈賞する。 

ウ．賞金   700万円 

エ．贈賞   平成 27年 7月 1日（水）に開催。 

（贈賞式）17：00～ ホテルグランドパレス 

（祝賀会）18：00～ ホテルグランドパレス 

 

３．「第１４回佐治敬三賞」の選定、贈賞 

ア．選考経過 

（１）平成25年 10月 1日～11月 30日および平成26年 4月 1日～5月 31日の 2回の募集期間

に、平成26年（上期、下期）に実施される音楽公演についての応募を受け付けたところ、

36企画（計47公演）についての応募があった。応募公演について選考委員7名が分担し

公演の視察を行った。 

（２）平成 27年 2月 13 日（金）ANA インターコンチネンタルホテル東京に於いて、第 14回選

考会を開催し、選考委員7名による慎重かつ白熱した審議の結果、第14回「佐治敬三賞」

受賞公演に、「鈴木俊哉 リコーダー リサイタル《細川俊夫ポートレイト》」と「ニンフ

ェアール第10回公演 東洋と西洋の絃」が選定された。 

（３）3月 31日（火）に開催された理事会において、上記公演を正式に第14回「佐治敬三賞」

の受賞公演に決定した。 

イ． 贈賞理由・公演概要 

「鈴木俊哉 リコーダー リサイタル《細川俊夫ポートレイト》」 

＜贈賞理由＞ 

リコーダー奏者の鈴木俊哉によるリサイタル《細川俊夫ポートレイト》は、日本を代表する

作曲家の初期から現在までを俯瞰し、その作風と音楽思想をリコーダーを通じて表現しようと
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する果敢なものであった。鈴木は以前からその確かな技巧と高い音楽表現によって評価を得て

きたが、今回のリサイタルでは長年コラボレーションを重ねてきた細川作品を的確に理解し、

独自の思想に裏打ちされた豊かな音楽世界を表現しえたという点で、注目に値する演奏会とな

っていた。全６曲中リコーダーのオリジナル曲は２曲だったが、委嘱初演となった、声（太田

真紀）とバス・リコーダー、弦楽四重奏曲（辺見康孝、亀井庸州、安田貴裕、多井智紀）によ

る《つれなき人》は、会場となった淀橋教会・小原記念チャペルの空間をいかし、弦を四隅に

配し、水の音なども活用するなど、シャーマニズムの儀式性をねらったという細川作品を魅力

的に表現していた。 

選考会では、「作曲家によるトークと演奏との適切な時間配分が必要だったのではないか」

「《つれなき人》では教会の空間をいかしたより周到な準備が望ましかった」などの意見も出

たが、現代作曲家との長きにわたる共同作業の成果が総じて高く評価され、佐治敬三賞にふさ

わしい演奏会として受賞に至った。今回はひとりの作曲家のみに焦点を当てたリサイタルだっ

たが、選考委員からは、「さらに多彩なリコーダー作品の紹介に尽力していただきたい」とい

う期待も寄せられた。 

＜公演概要＞ 

名称：鈴木俊哉 リコーダー リサイタル《細川俊夫ポートレイト》 

日時：2014年 2月 11日（火）15：00 

会場：淀橋教会・小原記念チャペル 

曲目：細川俊夫作曲 

線Ⅰｂ（1984/2000）リコーダーソロ 

断章Ⅱ（1989/2012 リコーダー版 初演）リコーダー＆弦楽四重奏 

鳥たちへの断章Ⅲｂ（1990/97）笙＆リコーダー 

垂直の歌Ⅰｂ（1995/96 リコーダー版）リコーダーソロ 

待雪草（2009）リコーダー＆箏 

つれなき人（2013/14 初演）声とバス・リコーダー、弦楽四重奏 

出演：鈴木俊哉（リコーダー）、吉村七重（箏）、宮田まゆみ（笙）、太田真紀（ソプラノ） 

   弦楽四重奏（辺見康孝、亀井庸州、安田貴裕、多井智紀） 

主催：スタジオ コンモート 

協力：プロ アルテ ムジケ 

「ニンフェアール第10回公演 東洋と西洋の絃」 

＜贈賞理由＞ 

「ニンフェアール」は愛知県を拠点とする団体で、同県にゆかりのある作曲家・演奏家を国

内外から招聘し、毎回趣向を凝らした企画を行ってきた。7月 20日名古屋市の宗次ホールで開

催された第 10 回公演『東洋と西洋の絃』はギターと箏のみという異色の楽器編成による演奏

会である。古典のほか武満徹、伊福部昭作品などを織り交ぜながら、国内外の作曲家による良

質な新作初演を提供する好企画であった。 

機器による音量増幅や電子変調を行わなかったにもかかわらず、音色の実験という意味で稔
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りある作品が揃ったことは特筆に値する。とりわけエベルト・バスケス「浮世絵～庄野の驟雨」

は、撥弦楽器特有のノイズを逆手に取って表現となす着眼にすぐれ、伊藤美由紀「絃の独白」

は二つの楽器のひずんだ音色を調合し、より複雑な音響を生み出した点が秀逸であった。 

古典から現代までを俯瞰する幅広い選曲だけに、演奏には確固とした技術と柔軟性が求めら

れるが、現代音楽演奏に定評のある佐藤紀雄（ギター）と、若手奏者木村麻耶（十三絃箏、二

十絃箏、二十五絃箏）による演奏の水準は極めて高いものであった。惜しむらくは箏の演奏に

西洋寄りかつ現代的な感性が強く、和洋の変則的な楽器編成によってアンサンブルの意味を問

いただすという意味では驚きがなかった点である。だがその一方で奏者二人のコラボレーショ

ンは緊密であり、選曲センスと演奏レヴェルの両面でバランスがとれて、極めて充実した内容

であった。同演奏会の成果は名古屋の音楽界にとどまらず、わが国の音楽文化全体に一石を投

じ得る。よって今年度の佐治敬三賞を贈呈する。同団体の今後益々の発展を期待したい。 

＜公演概要＞ 

名称：ニンフェアール第10回公演 東洋と西洋の絃 

日時：2014年 7月 20日（日）17：00 

会場：宗次ホール 

曲目：武満 徹／「ギターのための12の歌」より（1977） 

   作者不詳／「乱」十三絃箏の為の 

田中範康／「2つの存在」ギターと十三絃箏のための（2014）世界初演 

エベルト・バスケス／「浮世絵～庄野の驟雨」 

ギターと二十五絃箏の為の（2013）世界初演 

   水野みか子／「ベリーの館」ギターの為の（2014）世界初演 

    伊福部 昭／「物云舞」二十絃箏の為の（1979） 

     伊藤美由紀／「絃の独白」ギターと二十五絃箏の為の（2014）世界初演 

     ヘンデル（ラゴヤ編曲）／「シャコンヌ」ギターと二十五絃箏の為の 

出演：佐藤紀雄（ギター）、木村麻耶（箏） 

主催：ニンフェアール 

共催：宗次ホール 

後援：名古屋芸術大学音楽学部 

ウ．賞金    各 100万円   

エ．贈賞    平成 27年 7月 1日（水）に開催。 

（贈賞式）17：00～ ホテルグランドパレス 

（祝賀会）18：00～ ホテルグランドパレス 

 

 

４．第２４回「芥川作曲賞」の選考、決定、 贈賞 

  2013年に初演された新進作曲家の管弦楽作品の中で最も清新かつ豊かな将来性を内包する 

作品を選定する。最終選考は公開の場で行う。 
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ア． 第 1次選考会  

平成 26年 4月 1日（火）に開催し、第24回芥川作曲賞の選考対象となる日本人作曲家 

の交響管弦楽曲（平成25年 1月から12月の間に国内外で初演）について譜面および録音

による選考を行い、候補作品を選出した。 

稲森安太己：アナタラブル～管弦楽のためのプレリュードとフーガの亡霊 

大西義明：トラムスパースⅠ―大アンサンブルのための 

鈴木純明：ラ・ロマネスカⅡ―ペトルッチの遍歴～管弦楽のための 

イ． 第２４回「芥川作曲賞」選考演奏会 

8月 31日（日） 15：00～、サントリーホール サマーフェスティバルの一環として開催。 

第 22回受賞記念委嘱の新井健歩氏作品を初演したのち、候補作品を演奏し、演奏終了後、

3人の選考委員が公開による選考を行い、第24回「芥川作曲賞」は、鈴木純明

じゅんめい

氏の「ラ・

ロマネスカⅡ―ペトルッチの遍歴～管弦楽のための」に決定。引き続き行った贈賞式で、

賞状と50万円を 贈呈した。なお、受賞作曲家には新作を委嘱（委嘱料100万円）し、完

成後、当財団主催の演奏会で初演する。 

出演：指揮＝杉山洋一 管弦楽=新日本フィルハーモニー交響楽団 

選考会司会＝岡部真一郎 

 

公益目的事業４（助成事業） 

 

１．推薦コンサート活動 

ア．  内容 

     毎月 1回、東西で選考会を開き、日本人作曲作品をとりあげたコンサートを推薦。   

推薦されたコンサートは、ホームページ、新聞などで告知し、抽選で読者を招待すること 

により、音楽ファンに日本人作品との出会いを提供。 

    

イ．実施 

（１）選考対象コンサート数    1,052件   （東日本   687 西日本  365）  

（２）推薦したコンサート数     28件   （東日本   16 西日本   12） 

（３）コンサートへの応募数     8,242件   （東日本  6,378 西日本 1,864） 

（４）招待した人数          1,010名    （東日本    560 西日本  450） 

 

２.楽器貸与事業 

世界的文化遺産である弦楽器名器を保全し次世代に継承するとともに、若手音楽家の育成、

クラシック音楽の発展に貢献することを目的に、毎日新聞社主催の全日本学生音楽コンクール 

バイオリン部門と提携して、｢サントリー芸術財団名器特別賞」を設定。 

 本年度は、横浜みなとみらいホールにて実施された、同コンクール、中学校の部（11 月 30

日）、高校の部（12月 1日）にて、選定委員が受賞者および推奨バイオリンを選定し、３年間
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の無償貸与を実施した。 

 

【サントリー名器特別賞受賞者および貸与楽器】 

 真田 大勢 （JEAN-BAPTISTE VUILLAUME    1855 年製作） 

   今城 明日香（ANGELO TOPPANI 1740年製作） 

 

３．その他の助成 

ア． 活動助成 

（１）音楽文献目録委員会    音楽文献目録出版に対して 

（２）日本作曲家協議会      日本人作曲家の楽譜出版に対して 

イ． 運営助成 

（１） 日本作曲家協議会 

（２） 日本現代音楽協会 

（３） 日本演奏連盟 

 

 

以   上 


