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平成29年度第2回会員研修会

公演中止(延期)の対応策とキャンセル対処法
～ 「いざ」 という時のために！～

平成��年�月�日(月)��時から��時��分まで、「公演中止(延
期)の対応策とキャンセル対処法」に関する会員研修会を行
い、会員・ゲスト・事務局を合わせ計��名が参加しました。平
成��年度の会員研修会は、“コンサート会場やチケット販売
におけるトラブル対処法”を共通テーマとして、いずれはクラ
シック業界での共通した対応策や一定のルール策定につな
げることを目指して開催しています。

前半では、ジャパン・アーツ首都圏公演部次長の北村造さん
と、イープラス管理部統括部長の土岐雄二さん（*役職は当
時）にゲストとしてお話を伺いました。北村さんは音楽事務
所での対応例として、社内で整備されたばかりのマニュア
ルを開示。公演中止・出演者変更が生じた場合には、ごく数
名による緊急会議により対応方法を即断即決する事。情報
公開のタイミングの決定が最も重要で、全国の関係者の事
情にも配慮し適切な日時を決める事、アーティストがフラ
イングで発信しないよう徹底する事も大切、等の説明があり
ました。また具体的な事例として、公演当日に中止を発表し
会場で約����人に払い戻した、協奏曲の著名なソリストの
出演キャンセルではオーケストラ単体公演との差額を払い戻
した等、勤続��年の豊富なご経験から紹介されました。

土岐さんからはプレイガイドでの対応例として、法的な観
点を交え、払い戻し手順や範囲の説明がありました。チケッ
トとは公演に入場し鑑賞するという購入者と主催者との契
約締結の証券であり、公演中止とは不可抗力の場合を除き、
主催者の契約違反が発生しているという法的側面がある。
そのため、返金の際にトラブルが生じれば、お客様は損害賠
償の権利を有する。出演者変更が契約違反に当たるかとい
うと、趣旨に沿った内容かどうかが判断の要点となる、との

事でした。払い戻し手順や範囲はプレイガイドにより違いは
あるが、お客様との関係を大切にして対応しているそうで
す。他にもチケットにまつわり、高額転売と法制化の動きに
ついて最新の情報を教えていただきました。

後半は入山功一筆頭副会長による司会の元、参加者も交え
た自由な討議となりました。悪天候等による中止・延期・払い
戻しについて、マニュアルや判断基準は設定せずケースバイ
ケースで判断している参加者が大多数を占め、代替公演を
設定したり、交通手段が全くなくなった地域のお客様のみ
対象に払い戻しを行ったりという経験が披露されました。払
い戻す範囲については、券面額のみ返金している所、サービ
ス利用料とお客様の返送料を返金している所、システム利
用料と発券手数料は返金し決済手数料と送料は返金しな
い所等、各社により対応が異なることがわかりました。最後
に来年度以降も引き続き、会員間の情報共有を進めていく
事が申し合わされ、終会となりました。

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
曲家エドワード・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。
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関西地区連絡協議会「人材育成と広報活動について」
当協会では関西地区会員の積極的な交流を図り、関西地区
での文化芸術の発展に寄与すべく、関西地区連絡協議会を
設置しています。平成��年度は３回にわたって会議が開催
されましたが、３回目の「人材育成と広報活動について」の
模様をお知らせ致します。

平成��年度第�回関西地区連絡協議会は平成��年�月��
日(月)��時より、大阪市のザ・シンフォニーホールにて行いま
した。

正会員�社�名、賛助会員�社�名、役員・事務局�名の、計��
名の参加を得て、前半は人材育成と広報活動に焦点を当て
た情報交換が行なわれました。人材育成と確保について、全
国的にみると公的組織では様々な育成プログラムが準備さ
れている中で、主として民間の活力で支えてきた関西地区に
とっては、それぞれが課題を抱えつつも様々な取組みによっ
て対応している現状が共有されました。その様な現状を踏
まえ、協会として人材育成の取組みの一環として、会員のい
ずみホールが昨年度より実施した研修プログラムを、今年は
協会が共催し、関西地区会員の育成プログラムへの一助と
する事が決まる他、関経連や経済同友会に協力して芸術文
化振興に向けた協会の提言を取りまとめてゆく方針が申し
合わされました。

後半の懇親会はホワイエに会場を移し、参加者各位の懇親
が深められました。

●
協
議
会

●アーバンサクソフォンカルテットの皆さん

●山本奈央さん（オカリナ）

●
懇
親
会

尚、今回は、正会員であるザ・シンフォニーホール様の全面
協力のもと、開催されました。ご協力に会員一同感謝申し上
げます。

地域創造　平成30年度公共ホール音楽活性化事業・全体研修会
登録アーティストによる公開プレゼンテーション開催
平成��年�月��日(火)Hakuju Hallにて、一般財団法人地
域創造の標記事業登録アーティスト８組が、演奏とトークに
よる公開プレゼンテーションを行いました。［本会制作協力事業］

プレゼンテーションは平成��年度の標記事業に参加する全
国各地の��団体に対する研修会の一環として開催されまし
た。各団体の担当者がプレゼンテーションを聴き、どの登録
アーティストへ出演を依頼するか検討しました。その後�月に
アーティストの派遣地域が決定し、来年�月までの今年度
いっぱいをかけて、各地域でアウトリーチとホール公演が行
われます。

今 年度の登 録演奏家は、岡田奏さん（ピアノ）、中野翔太
さん（ピアノ）、酒井有彩さん（ピアノ）、田中拓也さん（サクソ
フォン）、糸賀修平さん（テノール）、山本奈央さん（オカリ
ナ）、泉真由×松田弦さん（フルート＆ギター）、アーバンサク
ソフォンカルテット（サクソフォン四重奏）の皆さんです。各
地での活躍にどうぞご期待ください。
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●1月11日　統括執行役員会、平成29年度第3回定例理事会、平
成30年新年会 （於：eplus LIVING ROOM CAFE＆DINING）
第�回定例理事会では、制度改革や各種事業の進捗報告の他、会員
入退会審議、後援名義使用承認審議等を行いました。新年会は正会
員・賛助会員の皆様、役員各位の総勢約���名のご出席をいただき
盛大に開催されました。

●1月16日～20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　愛知セッション　碧南市公演
碧南市芸術文化ホール　出演：Trio Minpia（ピアノトリオ）

●1月23日～27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　愛知セッション　豊川市公演
於：フロイデンホール　出演：Trio Minpia（ピアノトリオ）

●1月30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　鹿児島セッション　第2次審査会
於：東京オペラシティ リサイタルホール

●2月1日～28日　心の復興音楽基金2018年前期支援対象活動
応募受付期間
採択結果は�月��日に通知しました。　

●2月17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　愛知セッション　名古屋市ガラ公演
於：三井住友海上しらかわホール　出演：Trio Minpia（ピアノトリ
オ）、Adam（サクソフォン四重奏）、Les Vents Japonais（木管五重奏）

●2月26日　平成29年度第3回関西地区連絡協議会
（詳細は�面参照）

●1月15日～2月8日　［協会受託事業］ 公共ホール音楽活性化事
業登録アーティスト実地研修

●3月5日　平成29年度第2回会員研修会
（詳細は�面参照）

●3月8日　平成29年度第3回執行役員会、第4回定例理事会
�� 年度最後の定例理事会として、事業報告・決算着地見込みの審
議、来年度の事業計画・予算案の審議、会員の入退会審議等を行い
ました。

(�月以降については次号で報告いたします)

●宝くじドリーム館
ランチタイム（トワイライト）・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�度行われる、�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。

�月��日 東京
出演：高橋 多佳子／ピアノ（ミリオンコンサート協会所属）

早稲田 桜子／ヴァイオリン（プレルーディオ所属）
加藤 文枝／チェロ（パシフィック・コンサート・マネジメント所属）

�月��日 大阪
出演：泊 真美子／ピアノ（東京コンサーツ所属）

高橋 和歌／ヴァイオリン（音楽芸術家協会所属）
奥田 なな子／チェロ（ミリオンコンサート協会所属）

�月��日 東京
出演：喜名 雅／テューバ（プロ アルテ ムジケ所属）

新居 由佳梨／ピアノ（プロ アルテ ムジケ所属）

�月��日 大阪
出演：田村 真寛／サクソフォン

（ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス所属）
大野 真由子／ピアノ

�月��日 東京
出演：川井 綾子／ピアノ（ミリオンコンサート協会所属）

Quintet H ／木管五重奏（ミリオンコンサート協会所属）

�月��日 大阪
出演：廣田 美穂／ソプラノ（日本オペラ振興会所属）

岩崎 香織／ピアノ

(�月以降については次号で報告いたします)

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。

〈2018年度前期の助成活動決定〉
◉2018年7月27日(金)-29日(日)

逢えてよかったね友だちプロジェクト2018 ～第2回気仙沼すがとよピアノを弾く会(宮城県気仙沼市)
◉2018年8月5日(日)

Song Project「夏の第九～合唱ワークショップ」(宮城県名取市)

❸



会員情報

［会員資格変更］

王子ホール
株式会社オカムラ＆カンパニー
株式会社オフィス・フォルテ
株式会社ノジリスタジオ
Hakuju Hall

株式会社シド音楽企画 
株式会社新演

［人事］
株式会社東京MDE
代表取締役社長　佐々木 隆一 （前任 伊藤 博人氏は退任）

［協会担当者変更］
昭和音楽大学
新担当　演奏センター次長　福地 耕治

［改修工事に伴う休館予定］
三井住友海上しらかわホール
休館期間：����年�月��日(月）から����年�月��日(金）まで
ホール使用再開日：����年�月��日(土）

［退会］
株式会社音楽芸術家協会
株式会社カメラータトウキョウ

 ※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
●2018年6月15日　平成30年度定時会員総会

●宝くじドリーム館
ランチタイム／トワイライト・クラシック・コンサート
■�月��日　東京

福川 伸陽／ホルン（オフィスナガノ所属）

■�月��日　大阪
大森 智子／ソプラノ（日本オペラ振興会所属）
高見 信行／トランペット（プロ アルテ ムジケ所属）
田村 緑／ピアノ（プロ アルテ ムジケ所属）

■�月��日　東京
菅家 奈津子／メゾソプラノ（日本オペラ振興会所属）
長谷部 一郎／チェロ（プレルーディオ所属）

■�月��日　大阪
中井 亮一／テノール（日本オペラ振興会所属）

■�月��日　東京
村上 敏明／テノール（日本オペラ振興会所属）
礒 絵里子／ヴァイオリン（１００２所属）

■�月��日　大阪
加藤 直明／トロンボーン（プロ アルテ ムジケ所属）
新居 由佳梨／ピアノ（プロ アルテ ムジケ所属）

※�月はお休みです。��月以降も開催します。

♪♪♪ゴルフを楽しみませんか♪♪♪
会員各位

平成30年5月吉日

クラシック音楽健球会会長　中坪 功雄

拝啓

先日は指揮者現田茂夫様のご紹介をいただき磯子カンツリークラブにて第39回クラシッ

ク音楽健球会を開催いたしました。少々肌寒い中ではありましたが、多少の霧雨はなんの

その、大勢の皆様の熱い熱気包まれ、優勝～第3位の皆様がなんと結果同一ネットで上が

る白熱のラウンドとなりました。

次回「第40回クラシック音楽健球会」は記念の会として盛大に2018年9月26日（水曜日）

にカメリアヒルズ・カントリー・クラブで開催いたします。お知り合いの方など広くお誘い

いただき、ぜひこの機会にゴルフを楽しみませんか。 ご参加希望の方は下記事務局までご

連絡ください。
敬具

「第��回クラシック音楽健球会」ご報告

日　程：����年�月�日（火）

ゴルフ場：磯子カンツリークラブ  （横浜市磯子区洋光台�-��-��）

参加者顔ぶれ：（敬称略）

第�組 野口一則（シアンス）、田鎖聡（日本アーティスト）、垣ヶ原靖博（東京コンサーツ）、大沼千秋（ジャパン・アーツ）

第�組 現田茂夫（指揮者）、遠藤安彦（地域創造）、林ゆたか（ブライトワン）、幡野菜穂子（日本アーティスト）

第�組 宇治重喜（ブライトワン）、秋田秀幸（前中央大学野球部監督）、南浩（プロゴルファー）、石川雅英（建築家）

第�組 たかくさわこ（ブライトワン）、星野圭子（ブライトワン）、中坪功雄（ナカツボ・アーツ）

成績発表：優勝　林ゆたか　様　（グロス�� ／ ��　ネット��.�）

準優勝　南浩　様　（グロス�� ／ ��　ネット��.�）

第�位　田鎖聡　様　（グロス�� ／ ��　ネット��.�）
（競技方法：新ペリア方式）

「第��回クラシック音楽健球会」ご案内
日　程：����年�月��日（水）　

集合時間：�時��分

スタート：第�組　�時�分　アウト・スタート

ゴルフ場：カメリアヒルズ・カントリークラブ      http://www.camelliahills.com/

参 加 費：��,���円
【内訳＝キャディフィー・パーティー費（お料理・ワンドリンク付）・カート代（�人組の場合）・税込】

＋お楽しみ代として�,���円（賞品は事務局でご用意いたします）

競技方法：新ペリア方式

事務局　㈱ジャパン・アーツ　大沼千秋　ohnuma@japanarts.co.jp

初参加でべス・グロ賞も、お見事です！

さすがのプロ！

誠におめでとうございます！

正会員 C正会員 B

賛助会員

正会員 C賛助会員

賛助会員

賛助会員

正 会 員

賛助会員

●新入会員　４社のご紹介
［正会員C］

株式会社大阪アートエージェンシー
代表取締役　奥村 芙未
〒���-���� 大阪府高槻市城北町�-�-�� 山室屋ビル���
TEL ���-���-���� / FAX ���-���-����

［賛助会員］
一般社団法人大阪交響楽団
代表理事　二宮 光由
〒���-���� 大阪府堺市堺区北花田口町�-�-�� 東洋ビル�階
TEL ���-���-���� / FAX ���-���-����

一般財団法人小野文化財団
代表理事　小野 ひとみ
〒���-���� 兵庫県芦屋市川西町�-��

ミューズウエスト株式会社
代表取締役　三木 俊彦
〒���-���� 兵庫県神戸市中央区加納町�-�-�
TEL ���-���-���� / FAX ���-���-����
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正 会 員 〈平成30年5月31日現在〉

賛 助 会 員 〈平成30年5月31日現在〉

〒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、70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「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
（株）王子ホール
（有）大阪アーティスト協会
（株）大阪アートエージェンシー
（株）オカムラ＆カンパニー
（株）オフィス・フォルテ
（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
Kトレーディング（株）
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）テンポプリモ
（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
（株）ノジリスタジオ
ハーモニージャパン（株）
Hakuju Hall
（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
（株）イープラス
上野学園石橋メモリアルホール
（一社）大阪交響楽団
（一財）小野文化財団
（株）オペラ王国社
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
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
ミューズウエスト（株）
宗次ホール
ヤマハ（株）
（一財）ヤマハ音楽振興会
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

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90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2019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

2,160 2,000
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今回から計�回、吉田純子さん（朝日新聞東京本社文化くら
し報道部次長）にご寄稿いただきます。ご期待ください。

音楽の現場を歩くということ
吉田純子 《第�回》

音楽の現場を歩いている新聞記者として、日々感じていることを

自由に書いてください。そんなご依頼をいただき、このたび４回の

連載をお引き受けしました。そのあとになって、ほんとうにお引き受

けして良かったのかな、私に伝えられることがあるのかなと、ちょっ

ぴり悩みました。

というのも、私はたしかに音楽の専門記者という立場ではありま

すが、勤めているのはあくまで一般紙ですので、異動も普通にあり

ます。入社以来、配置換えをはさんで１０年ほど音楽担当をつと

め、昨年１年は博多に勤務し、４月からは文芸・論壇担当のデス

クを務めています。記者がプレーヤーなら、デスクはコーチといっ

た立場と言えましょうか。

ただ、ふと思ったのが、音楽業界から離れることによって、いまの

自分に新たに見えはじめている地平というものも、ひょっとしたら

あるのではないかということでした。

音楽というのは極めて個人的なものです。誰もがいいという音楽

が、自分にだけはなぜか刺さらない。それとは逆に、名もなき音のう

ごめきに心を深く揺り動かされることもある。世界の「多様」の在り

方を、そのまま映すのが音楽です。ならば、まずは私という個人と

音楽とのかかわりをふりだしに、この世界で出会ってきた人たちの

こと、戦前からの社会と音楽のかかわりの変化、芸術の大衆化とマ

スメディアの功罪などといった関心ごとについて、話題を広げて書

いていってもいいのかなと思うようになりました。

音楽ジャーナリストという仕事をはじめて意識したのは、大学時

代のことだったと思います。ピアノを弾き、作曲に興味をもち、東京

での演奏会の生放送を聴くためにＦＭラジオにかじりつく。音楽こ

そが「世界」の窓だった、そんな田舎の高校生が、幸運にも上京し、

音楽学という学問の入り口に立つことができました。

楽理科という学科を志した一番の理由は、ピアノの腕前も作曲の

才能も、専門にするにはきわめて中途半端だということが自分でわ

かっていたからに他なりません。それともうひとつ、民族音楽学

者の小泉文夫さんへの強い憧れがありました。残念ながら小泉

さんは、私が大学に入る前に若くして亡くなられてしまっていたの

ですけれど、音楽という営みへの関心の持ち方の純粋さ、まっすぐ

さには、自分がこぎだそうとしている大河の向こうの海を見る思い

がしたものです。ピンクレディーとベートーベンを同じ地平で語り、

水中でのカエルの声を録音しようと何度も池に潜る（これは、とあ

る教授に聞いた逸話ですが）。そんな小泉さんの好奇心のスケー

ルを思うと、私が向きあっているクラシックの世界は、音楽というい

となみのごく一部にすぎないと感じたこともありました。しかし、

この「ごく一部」こそが、世界と歴史の本質を、他の何よりも鮮やか

に自分の前に開いてくれるであろうということだけは、なぜか何の

疑いもなく信じきることができました。

大学に入ると、音楽史、音楽美学、民族音楽学、文化人類学など、

色とりどりの授業がありました。五線譜だけが楽譜でないこと（当

然といえば当然ですが）。王道の教材と思われているバイエルが、

明治時代に米国人のメイソンによってもたらされたものだというこ

と。バッハの作品に、いまなお真偽のわからぬ曲がたくさんある

（あった）ということ。つたない論文やレポートを書きながら、いつも

心の中で叫んでいました。「こんな面白い世界を、私たちは学問の

世界だけに閉じこめ、独占しているの？　なんてもったいない！」

ちょっと聞いてよ。こっち向いてよ。こんな世界があるんだよ。

音楽評論家の方々のように、クラシックの世界そのものをふくよ

かなことばで語ることは、私にはできないと思いました。でも、クラ

シックという世界の扉の前まで、誰かをひっぱってくることならでき

るかもしれない。

ちょっと聞いてよ。こっち向いてよ。こんな世界があるんだよ。

音楽業界に足を踏み入れ、そう思っているのが私だけではない

ことを知りました。音楽家の人々のみならず、音楽マネジメントに

も、コンサートホールにも、どこにでも「同志」を見つけることができ

ました。

そうした方々の多くは、もうこの世にはいません。ひとりの人間の

人生を超えて受け継がれてゆく音楽の命があるということを、未熟

な私に教えてくれた人々のことを、次は書こうと思います。

広告募集中
発行部数：600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

吉田純子
１９７１年和歌山市生まれ。１９９３年東京藝術大学音楽学部楽理科卒業、１
９９６年同大大学院音楽研究科（西洋音楽史）修了。在学中はピアニスト、音
楽ライターとして活動。１９９７年朝日新聞社入社。仙台支局（警察、市政担
当）、東京本社学芸部（家庭面）、整理部（地方版）、広告局広告第４部（金融、
ゴルフなど担当）、文化部（音楽、舞踊担当）、西部本社（福岡）勤務を経て、２
０１８年４月より東京本社文化くらし報道部次長。

新連載！

❻


