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Summer Arts Japan 2016
都市のレガシーはTOKYOへ　開催報告

2020年東京で開催されるオリンピック・パラリンピックは、スポーツの祭典だけではなく、文化の祭典として様々な
プログラムが期待されております。その2020年に向けた文化的プログラムの先駆けとして2016年8月7日にキックオ
フイベント「Summer Arts Japan2016」を当協会他クラシック音楽団体８団体で組織するSummer Arts Japan
実行委員会の主催、東京藝術大学の共催により開催いたしました。

首都圏9音楽大学の学生によるファンファーレに始まり、2020年に羽ばたく若き演奏家たちの演奏、子供たちによ
る合唱、スポーツ・芸術・科学を融合させた新しい試み〈Sports Arts Science〉、そして最後は東京・札幌・長野を
ネット回線で結んだ三都市連携での〈オリンピック讃歌〉の演奏と、盛り沢山なプログラムが展開されました。出演者
たちの熱演、素晴らしいパフォーマンスは、オリンピック・パラリンピックの舞台での選手たちの活躍同様に、会場に
集まった人々お一人お一人に熱い希望や期待を抱かせ、大きな感動を呼んだことでしょう。

また、〈Sports Arts Science〉では体操選手の動きをピアノの音に変換しオーケストラと共演するという、これまで
にない試みを行いました。音楽・スポーツ・衣装による空間デザイン、そして科学技術の融合により新しい時代に適合
した芸術のあり方を提示し、大きな反響を得ることができました。

【Summer Arts Japan実施レポートより転載】

8月７日 東京藝術大学奏楽堂（上野）

出演者総出のカーテンコール

特別出演の台東区上野小学校児童

司会のパトリック・ハーランさん、井田寛子さん、松下実行委員長

〈Sports Arts Science〉より

順天堂大学体操競技部
“誰も寝てはならぬ” テノールの城宏憲さん

“私は夢に生きたい” ソプラノの光岡暁恵さん

主催　Summer Arts Japan実行委員会　（公財）東京二期会、（公社）日本演奏連盟、（公社）日本オーケストラ連盟、（公財）日本オペラ振興会、（一社）日本音楽作家団体協議会、
　　　　　　　　　　　　　　　（一社）日本クラシック音楽事業協会、（一社）日本作曲家協議会、（一社）日本バレエ団連盟

共催　東京藝術大学
協力　（公財）東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会　他
後援　（公財）日本オリンピック委員会、文化庁、スポーツ庁　他
連携　札幌市、長野市
企画協力　東京藝術大学COI拠点



署名運動の先頭に立つ中村紘子さん

1998年本会発行『アンコール第5号』より

会場に飾られた遺影

献奏する松本美和子さんと東京交響楽団

写真提供：サントリーホール

地域創造フェスティバル2016
一般財団法人地域創造の最新の取り組みが紹介され、公共ホールや自治体が事業を実施する上で参考になる情報を得たり、
人的ネットワークを築く場にもなる、「地域創造フェスティバル2016」が8月2日から8月4日までの3日間、東京芸術劇場（池袋）で
開催されました。
シンポジウム、セミナー、アーティストのプレゼンテーション等が同日開催で行われ、そのうち本会が受託した公共ホール音楽活
性化支援事業登録アーティストプレゼンテーションでは、登録アーティスト57組・81名が次 と々登場。全国のホール等から来場し
た3日間で延べ270名の参加者に向けて、同事業での経験を生かした演奏を、トーク等も織り交ぜて披露しました。

中村紘子顧問の［お別れの会］が執り行われました
今年7月26日に逝去されました当協会顧問のピアニスト・中村紘子さんの〈お別れの会〉が9月
12日サントリーホールで執り行われました。〈開催:ジャパン・アーツ〉
「偲ぶ会」では関係者約850名が見守る中、中村紘子さんと親交のあった女優の壇ふみさんの

司会により、サントリーホール館長の堤剛さん、ヴァイオリニ
ストの大谷康子さん、ソプラノの松本美和子さん、東京交
響楽団が、バッハやシューベルトなどの作品を献奏。衆議
院議員の細田博之氏、指揮者の外山雄三氏、日本文
学研究者のドナルド・キーン氏から追悼の言葉が述べ
られました。
　中村紘子さんは、平成24年より当協会の顧問に就任され、任期中
でのご逝去でした。又、顧問への就任以前より、当協会を始め、音楽関
係団体や文化芸術関係団体による様々な文化振興活動に於いても
先頭に立ってご協力をいただきました。これまでのご厚情に感謝を
申し上げ、ご冥福をお祈りいたします。

第2回女性部会を開催しました
7月15日(金)16時より、第2回女性部会を開催しました。協会では今年度から初めての試みとして、会員各位で業務に精励されて
いる女性スタッフの皆様を対象に、連携と情報交換を目的とした「女性部会」を開催しています。今回の参加者は8名、加えてゲ

ストスピーカーにミリオンコンサート協会の高原加代子氏をお迎えし、50年以上現役マネー
ジャーとして活躍されて来られた中で、ざっくばらんな裏話も含めて貴重なお話をお聞きしまし
た。今年度は年3～ 4回開催予定ですので、今後もご期待ください。
（個人情報保護のため一部画像を加工しています）

2016年8月2日　加藤直明さん（トロンボーン）のプレゼンテーション

共演は中川賢一さん（ピアノ）、東海千浪さん（ヴァイオリン）

2016年8月4日　沢崎恵美さん（ソプラノ）のプレゼンテーション

共演は瀧田亮子さん（ピアノ）



●7月1日　こども・青少年クラシック音楽普及プロジェクト
（Y-Classic）情報公開
協会が運営する「子ども・青少年向けに特化したクラシック音楽
公演」を紹介する、国内唯一のポータルサイトにて、主に夏休み
シーズンに開催される77公演の情報を掲載いたしました。

●7月5日　広報紙委員会

●7月15日　第2回女性部会
（詳細は2面参照）

●8月2日‒4日　地域創造フェスティバル2016
［協会受託事業］ 公共ホール音楽活性化支援事業登録
アーティストによるプレゼンテーション（於：東京芸術劇場）
（詳細は2面参照）

●8月5日　人材育成委員会

●8月7日　「Summer Arts Japan 2016」開催
（詳細は1面参照）

●8月26日　心の復興音楽基金　2016年度後期支援対象
活動 募集締切

●9月12日　中村紘子さんを偲ぶ会（主催:ジャパン・アーツ）
（詳細は2面参照）

●9月16日　心の復興音楽基金　2016年度後期支援対象
活動 決定

●9月26日　制度改革小委員会

●9月27日‒10月2日　［協会受託事業］ 公共ホール音楽活
性化アウトリーチ・フォーラム事業　広島セッション 東広
島市公演

●宝くじドリーム館プレミアム・クラシック・コンサート
東京と大阪にある宝くじドリーム館にてほぼ毎月1度行われる、1
時間の無料コンサートの企画制作を協会にて行っています。毎
回立ち見の出る盛況ぶりです。

7月20日 東京
出演：新居由佳梨／ピアノ（プロ アルテ ムジケ所属）

7月21日 大阪
出演：奥田なな子／チェロ（ミリオンコンサート協会所属）

鈴木慎崇／ピアノ

9月14日 東京
出演：礒絵里子／ヴァイオリン（1002所属）

竹村浄子／ピアノ（日本アーティスト所属）

9月15日 大阪
出演：高見信行／トランペット（プロ アルテ ムジケ所属）

中山博之／ピアノ

心の復興音楽基金心の復興音楽基金
～東日本大震災・熊本地震の被災地に音楽を届ける支援金～
心の復興音楽基金［運営:日本クラシック音楽事業協会内］では、東日本大震災・熊本地震の被災地に赴いて
演奏活動等を行う音楽家に対して必要経費（交通費・宿泊費、調律費等）を助成する事業を行っています。

〈2016年度後期の助成活動決定〉
◉2016年10月30日
響きの泉シリーズVol.15 舘野泉８０歳記念コンサート（福島県南相馬市）

◉2016年11月28日‒12月1日
七ヶ浜＆多賀城アウトリーチプログラム（宮城県七ケ浜町、多賀城市）

◉2016年12月4日
学校法人 東北文化学園大学「第九コンサート」（宮城県仙台市）

◉2016年12月11日
第22回ふくしま「第九」の会コンサート（福島県福島市）

◉2017年2月4日
ミュージック・フロム・ジャパン（福島県福島市）

◉2017年2月5日
春待ちコンサート2017（宮城県名取市）

◉2017年3月4日
東日本大震災復興支援チャリティコンサート～クラシックエイドvol.7（東京都  *参加する福島県の高校生の旅費支援）



広告募集中
発行部数：500部
配布対象：協会会員・関係団体・官公庁等
年4回発行（1月、4月、7月、10月予定）
料金：1枠（天地58mm×左右92mm)1万円（消費税別）

お問い合せ：一般社団法人日本クラシック音楽事業協会
TEL. 03-5719-7601
E-mail. info@classic.or.jp

心の復興音楽基金心の復興音楽基金
～東日本大震災・熊本地震の被災地に音楽を届ける支援金～
心の復興音楽基金［運営:日本クラシック音楽事業協会内］では、東日本大震災・熊本地震の被災地に赴いて
演奏活動等を行う音楽家に対して必要経費（交通費・宿泊費、調律費等）を助成する事業を行っています。

詳細な要項、応募用紙は情報公開日以降、日本クラシック音楽事業協会ウェブサイトからダウンロードが可能になります。
http://www.classic.or.jp/p/fukko.html

〈2017年度前期の助成活動の募集について〉　対象：2017年4月1日～2017年9月30日の期間に実施される活動
情報公開
応募期間
結果通知
助成条件

2016年11月21日（月）
2017年2月1日（水）～2月28日（火）必着
2017年3月17日（金）
助成内定した活動について、心の復興音楽基金の規定を遵守いただく他、事業完了後適切な活動報告書を提出いただける事
また、日本クラシック音楽事業協会会員からの推薦を必要とします

チラシ配布を通じて～コンサートサービスの歴史
時の流れは早いもので、都内外の公演会場入口で次回以降の宣伝チラシ配布をさせて頂いてから43年が経と
うとしています。振り返ると1973年（昭和48年）に始めた当初は公演会場も大変少なく、公立ホール中心の時代で
した。依頼されるチラシの種類も量も極めて少なく、生活が成り立つような仕事ではありませんでした。チラシのサ
イズもB5判がほとんどで、白黒（2色）、デザインも地味で目立たぬものばかりでした。将来に展望などとても持て
ない中で、これでも一応憧れのクラシック業界の隅っこにいるんだと自分を励ましながら、会場入口まで行き、配
布し、催し物を見て帰るという毎日でした。実は当時、一番繁栄していた東京文化会館は肝心のチラシ配布を許可していなかったのです。
なのにプロ・アマ合わせて様々な人たちがわんさと押しかけてきて、お客様が配布のトンネルをくぐってやっと入口に達する有様でした。
この東京文化会館の配布許可と入口前の配布乱立状態を一本化するのに10年の歳月を要しました。1973年来1年に1つか2つの新ホール
ができるというのんびりした時代から、10数年後、1980年代のバブルが到来。急に全国的に文化的建物の建設ラッシュが始まり、大阪の
シンフォニーホールを皮切りに私立ホールが続 と々誕生しました。東京では、1986年オープンのサントリーホール、続いてオーチャードホー
ル、カザルスホール、私立のホールは業界を刷新し、クラシックブームを創り出しました。本来のお客様サービスである演奏者、主催者、聴衆
に使い勝手の良い姿を追求したからでした。数年後、私どもに怒涛のように配布依頼が殺到しました。しかし大問題が発生。未だに配布
料金しか頂いていませんが、チラシの保管場所、作業スペースが全然足りない、などの危機的状況に陥ったのです。大借金をして設備投資
せざるを得ませんでした。保管場所、調合機の導入（それまでは徹夜して乗り切っていました）。運搬車を増やし、配布人員を大幅に増員、
制服を新調等々。チラシ依頼が増えたこともあり、古いお得意様には35年間、料金据置きという「奇跡」を起こしています。朝日新聞記事で
取り上げられたこともあり、高価な「取っ手付き無音袋」の開発。創業以来しばしばおきる競合会社の出現。3年ないし5年の間には必ず存
亡の危機が訪れます。今またその危機が・・・。
最後に創業以来お得意様とは密に連絡を取り、ただ仕事を受けるだけでなく、こちら側から様々な提案（チラシの配布期間、タイミン
グ、量、ターゲット等）をさせて頂き、実に楽しく、ダイナミックに過ごせたことにひたすら感謝致しております。

一般社団法人日本クラシック音楽事業協会　監事
株式会社コンサートサービス　代表取締役

佐藤　修悦



会員情報
［社名・代表者変更］

（旧）有限会社新演奏家協会
代表取締役　廣瀬光康（8月28日に逝去されました）
　　 （新）株式会社新演

代表取締役　渡辺朗子

［人事］
株式会社テレビマンユニオン
取締役　宇野浩一郎（新任）
取締役　松葉直彦（新任）
役員待遇エグゼクティブ・プロデューサー　浦谷年良（常務取締役は退任）
株式会社東京国際フォーラム
常務取締役　西海哲洋（新任）
監査役　松宮庸介（再任）
監査役　若生直也（新任）

［事業所新設］
株式会社ザ・シンフォニーホール　 
東京オフィス開設
〒100-0014 東京都千代田区永田町2-4-11 フレンドビル4Ｆ
TEL：03-5510-7557　FAX：03-3597-7557

［移転］
株式会社テレビ東京
〒106-8007 東京都港区六本木3-2-1 六本木グランドタワー13階
営業・事業センター　事業部
TEL：03-3587-3055　FAX：03-3587-3059

※敬称略、順不同。上記は協会事務局へお知らせいただいた件だけを掲載しております。　

今後の活動予定
●10月14日　四役会、第2回定例理事会、制度改革小委員会
●11月上旬　会員研修会
マイナンバーをテーマに行う予定です。
●11月28日　経営懇談会
●12月　会員研修会
グランドライツをテーマに行う予定です。
●1月　経営懇談会
●2月10日　音楽事業の連携シンポジウム（仮称）
●2月　関西地区会員連絡協議会
●3月　経営懇談会
※上記の詳細は決定次第会員へお知らせいたします。

●宝くじドリーム館プレミアム クラシック コンサート
10月19日　東京
前田啓太／打楽器（プレルーディオ所属）
10月20日　大阪
デュオ・レゾネ／クラリネット＆ピアノ（プレルーディオ所属）
11月16日　東京
中井亮一／テノール（日本オペラ振興会所属）
11月17日　大阪
河野めぐみ／メゾ・ソプラノ（日本オペラ振興会所属）
12月14日　東京
瀧村依里／ヴァイオリン（プロ アルテ ムジケ所属）
福島青衣子／ハープ（ミリオンコンサート協会所属）
12月15日　大阪
野口千代光／ヴァイオリン（コンサートイマジン所属）

※1月以降も開催します。

クラシック音楽関係者必須のガイド・ブックこれは便利！

●日本のクラシック音楽活動を担う音楽事務所、コンサートホール、音楽
関連公益法人など、本協会会員の98法人の紹介。さらに、●アーティス
ト一覧　●関連機関団体名簿　●全国のコンサートホール名簿　●
クラシック音楽活動をサポートする企業各社の広告　など、今すぐ役立
つ情報がコンパクトにまとめられています。全国の大手楽譜・音楽書取
扱店ほか、協会事務局でも発売中。
（隔年発行につき、次回は2017年発行予定）

定価■本体952円＋税
発行■一般社団法人日本クラシック音楽事業協会
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正 会 員 〈平成28年10月1日現在〉

賛 助 会 員 〈平成28年10月1日現在〉

本紙タイトルの「ポンプ＆クラシックス Pomp and Classics」とは、英国の作曲家エルガーの名曲「威風堂 （々Pomp and Circumstance）」のタイトルを転用し、華やかにクラ
シック音楽を盛り上げていきたいとの想いから付けられました。

〒141-0031 東京都品川区西五反田8丁目1番1号 鈴友ビル4F　TEL:03-5719-7601　FAX03-5719-7603
URL: http://www.classic.or.jp　e-mail: info@classic.or.jp

一般社団法人日本クラシック音楽事業協会は、65年の歴史を誇る日本で唯一のクラシック音楽に関わるマネジメント、ホール、演奏・
創造・教育団体、メディア等を網羅した内閣府認可の事業者団体です。潤いのある豊かな社会を目指してクラシック音楽に係わる関係者
が一同に集い、クラシック音楽の普及事業と音楽文化の発展に向けた様々な活動を会員と手を携えて展開しています。

クラシック音楽の普及に向けて「JAPAN CLASSIC FESTIVAL」や、「こども青少年普及プロジェクト」等の普及事業を開催する他、
人材育成として研修会やシンポジウム等も定期的に開催しています。

音楽文化の発展に向けたマーケティングリサーチ等の調査・研究、クラシック音楽事業ガイドの発刊等の情報提供、アジアや欧米の
国際機関団体との交流の他に、全国のホールと連携したアウトリーチ事業や、公的機関等の文化催事等も積極的に展開しています。

朝日新聞社企画事業本部・浜離宮朝日ホール
（株）アスペン
（株）アートクリエイション
（株）AMATI
いずみホール
（株）1002
エイベックス・クラシックス・インターナショナル（株）
（株）NHKプロモーション
（有）大阪アーティスト協会
（株）音楽芸術家協会
（株）音楽之友社
（公社）関西二期会
（有）クラシック名古屋
（株）クリスタル・アーツ
コンサートイマジン
（株）ザ・シンフォニーホール

（株）ザ・スタッフ
（株）CBCテレビ 事業局事業部
（株）シド音楽企画
（公財）ジェスク音楽文化振興会
（株）ジャパン・アーツ
（株）新演
（一社）全日本ピアノ指導者協会
（株）東急文化村
（公財）東京オペラシティ文化財団
（株）東京コンサーツ
伝統芸能（株）ナカツボ・アーツ
(株）二期会21
（公財）日本オペラ振興会
ハーモニージャパン（株）
（株）パシフィック・コンサート・マネジメント
（株）ブライトワン

ブラームスホール協会
（株）プレルーディオ
（株）プロ アルテ ムジケ
（株）ミツマ・ミュージックプロダクツ
（株）ミリオンコンサート協会
（一財）民主音楽協会

あいおいニッセイ同和損保ザ・フェニックスホール
（株）朝日放送 イベント事業部
（有）アルデンテ・ミュージック・トーキョー
（株）イープラス
上野学園石橋メモリアルホール
（株）王子ホール
（株）オカムラ＆カンパニー
（株）オフィス・フォルテ
（株）オペラ王国社
（株）カメラータ・トウキョウ
Kトレーディング（株）
コジマ・コンサートマネジメント
サントリーホール
（学）尚美学園
昭和音楽大学
スタインウェイ・ジャパン（株）
（有）ソナーレ・アートオフィス
（公財）ソニー音楽財団
第一生命ホール
（株）旅工房 国際旅行事業部

（株）中京テレビ事業
（株）TBSテレビ
（株）デザイン・グリッド
（株）テレビ朝日 総合ビジネス局
（株）テレビ東京 営業局 営業・事業センター イベント事業部
（株）テレビマンユニオン 音楽事業部
（株）電通ミュージック・アンド・エンタテインメント
東海テレビ放送（株）
（株）東京MDE〔月刊ぶらあぼ〕
（株）東京国際フォーラム
東京労音
東武トップツアーズ（株）関西支社
（公財）都民劇場
ナカダ音楽事務所
日本経済新聞社文化事業局文化事業部
（株）ノジリスタジオ
Hakuju Hall
ぴあ（株）
兵庫県立芸術文化センター
（公財）びわ湖ホール

フェスティバルホール
（株）フリーウェイ
（株）フロレスタン
毎日新聞社事業本部
（株）毎日放送事業局
（株）松尾楽器商会
三重県文化会館
三井住友海上しらかわホール
宗次ホール
ヤマハ（株）
（一財）ヤマハ音楽振興会
横浜みなとみらいホール
読売新聞社東京本社文化事業部
（公財）ロームミュージックファンデーション


