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公益財団法人青山音楽財団（平成2年3月）
600-8007京都市下京区四条通東洞院東入
立売西町60 日本生命四条ビル８階 電◯
075-746-6939   理事長田中美鈴   常務理
事青山敦   桑木小恵子   音楽に関する事
業を通じて，日本の音楽文化の普及と発
展に寄与することを目的とする。   音楽
活動の奨励と助成，青山音楽記念館の運
営。

公益財団法人アサヒグループ芸術文化財
団（平成元年3月）130-8602東京都墨田
区吾妻橋1-23-1 電◯5608-5202   代表理事
泉谷直木   業務執行理事・事務局長大西
隆宏   美術・音楽・舞台芸術を中心とし
た芸術活動を助成するとともに美術館を
運営する。

公益財団法人朝日新聞文化財団（平成4
年5月）100-0005東京都千代田区丸の内2-
1-1明治生命館6階 電◯6269-9441   理事長
渡辺雅隆   常務理事髙橋純一   事務局長
信太秀一   プロ及びプロを目指す芸術家
の音楽会・展覧会等に対する助成，文化
財保護に対する助成，音楽会等の公演の
主催（大阪国際フェスティバルの開催），
文化・学術等に貢献した者に対する顕彰

（朝日賞の贈呈）などを行う。

公益財団法人アフィニス文化財団（昭和
63年3月）107-0052東京都港区赤坂2-13-
5-4F 電◯5797-7135 Ⓕ7136   理事長涌井洋
治   業務執行理事小川千種    芸術文化
とりわけ音楽を中心とした領域での文化
普及活動を行うとともに，芸術家の研鑽
に対する助成等を行って芸術文化の振興
を図る。

公益財団法人アルカディア音楽芸術財団
（昭和55年12月）659-0083芦屋市西山町
11 - 7 - 1 電◯079 7 - 3 4 - 4 3 3 3 Ⓕ58 0 0 ⓔ
arcadia@fa.mbn.or.jp   理事長中村八千
代   専務理事寺本郁子   質の高い音楽の
普及振興及び音楽を通じた国際文化交流
並びに音楽を中心に芸術，学術の支援を
行うことにより，我が国の音楽芸術及び
文化の向上発展に寄与する 賞◯平13兵庫
県芸術奨励賞   平26芦屋市民文化賞

E.カニングハム記念一般社団法人青少年
音楽協会（MUSIC FOR YOUTH, INC.）

（昭和14年）106-0031東京都港区西麻布2-
21 -2カニングハムメモリアルハウス
MFYサロン内 電◯Ⓕ3400-3386   代表理事
三石精一   理事雑賀淑子   庄司修介   照
屋美和子   古澤裕治   橋直彦   三石純子   
国際的性格を持ち，営利を目的としない
事業団体。国籍，宗教，身分を問わずあ
らゆる年代の人々の人生を，素晴らしい
音楽を通して豊かにすることに献身して
いる。

一般財団法人ITOH（平成25年9月）100-
0005東京都千代田区丸の内2-1-1-16F 電◯
5223-6011 Ⓕ5223-7130   代表理事伊東忠
彦   日本の若手音楽家に名器と言われる
楽器等を無償貸与する事で若手音楽家の
育成に寄与し，もって日本の芸術文化振

興に寄与する。

一般社団法人茨城演奏家連盟（平成6年8
月）310-0852水戸市笠原町1442-25㈱ヤマ
ハミュージックリテイリング水戸店内 
電◯029-244-6661 Ⓕ6861   会長佐藤篤   専
務理事大久保忠旦   相談役深澤亮子   ク
ラシック音楽普及のため茨城県内外の演
奏家と学識経験者が共に連携協力し，音
楽芸術及び教育活動の妨げとなる歪を是
正し，延いては我が国の健全な音楽活動
の振興・発展に寄与する。会員100名

インターナショナル・フリードリヒ・ク
ーラウ協会（IFKS）（平成11年9月）
107-0062東京都港区南青山2-18-5-801 電◯
5770-5220 Ⓕ5221   代表石原利矩   クー
ラウの作品を紹介し，その真価を世に問
う事を活動の理念としている。会員約
300名

上野学園大学／上野学園大学短期大学部
惠声会 110-8642東京都台東区東上野4-
24-12上野学園大学内 電◯3842-1021 Ⓕ
3843-7548   会長浅香郁子

一般財団法人NHKサービスセンター（昭
和26年2月）150-8328東京都渋谷区宇田
川町41-1 電◯3464-1687 Ⓕ3496-9488   理事
長竹村範之   公共放送の普及，発展に資
する事業を行うとともに多様な文化活動
などを推進し、もって国民文化の発展及
び福祉の向上に寄与する。

公益財団法人エネルギア文化・スポーツ
財団（平成6年10月）730-0041広島市中
区小町4-33中国電力内 電◯082-542-3639   
理事長苅田知英   専務理事村上浩美   事
務局長寺地誠一   中国地域における美
術・音楽を中心とした芸術文化，民俗芸
能を中心とした伝統文化およびスポーツ
の諸活動に対して，助成および顕彰を行
うこと等により，中国地域における文化・
スポーツの振興を支援。

一般社団法人演奏家権利処理合同機構
MPN（MPN）（平成11年10月）107-0061
東京都港区北青山2-10-29日昭第2ビル2F 
電◯5772-4481 Ⓕ4482   理事長・事務局長
椎名和夫

公益財団法人音楽鑑賞振興財団（昭和47
年4月）157-0076東京都世田谷区岡本2-
32-15松本記念音楽迎賓館内 電◯5717-6885 
Ⓕ3707 -3751   ⓔza i_onkan@post .
pioneer.co.jp   理事長松本智   副理事長
森谷浩一   常務理事辻村哲夫，渡邊學而   
事務局長窪谷俊輔   音楽鑑賞活動の普及
及び助成を行うと共に，学校における音
楽鑑賞に関する調査・研究並びに指導者
養成を行い，もって音楽鑑賞の文化の発
展に寄与する。学校における鑑賞指導の
具体的な授業づくりの研究，各種講習会
の開催，季刊誌「音楽鑑賞教育」の発行，
音楽鑑賞に関する論文募集による助成及
び表彰，松本記念音楽迎賓館の音楽専用
ホールを使った音楽活動の支援，音楽再
生装置を使った鑑賞活動の支援など

音楽教育の会   340-0052草加市金明町
580-17 電◯Ⓕ048-954-8950   委員長増山美
子   事務局長藤田成矣

音楽クリティック・クラブ（昭和37年9
月）550-0015大阪市西区南堀江1-2-13㈱
ヤマハミュージックリテイリング大阪な
んば店内 電◯06-6531-8203 Ⓕ8290   伊東
信宏   小味渕彦之   鴫原眞一   嶋田邦雄   
椨泰幸   出谷啓   寺西肇   中村孝義   能
登原由美   響敏也   福本健   横原千史   
音楽評論に携わるメンバー12名で構成さ
れ，それぞれ自由な立場で音楽評論を執
筆，関西音楽文化の向上に資す。

音楽プロデューサー協会（平成12年4月）
165-0033東京都中野区若宮2-33-5㈱いち
べる内 電◯050-3337-7639 Ⓕ5373-7760 代
表幹事村上雄一   事務局長橋本伸一郎   
幹事上野喜浩   梅津知美   中根俊士   中
村由美子   丸田朗   音楽ホール等の運営
に対しプロデューサーを派遣，アートマ
ネジメントの指導及びプロデュース，マ
ネジメントに関しての情報提供や勉強会
など音楽文化の創造と普及を図る。会員
30名

音楽文化協議会（昭和43年4月）ⓔinfo_
presen@yahoo.co.jp   企画委員寺内園生   
佐藤岳晶   森山智宏   加藤真一郎   山口
恭子   武澤陽介   日本人作曲家の現代音
楽作品（新作）の発表を目的とする。あ
わせて東欧の作曲家連盟及び作曲家との
文化交流を行ってきた。年１回「プレゼ
ンテーション」演奏会を開催している。

公益財団法人音楽文化創造（平成8年4月）
153-0064東京都目黒区下目黒3-24-22 電◯
5794-8662 Ⓕ8663   理事長中田卓也

音楽文献目録委員会（昭和42年4月）
176-0003東京都練馬区羽沢1-13-1武蔵野
音楽大学内 電◯Ⓕ3991-3018   委員長伊東
辰彦   事務局長関根敏子   Répertoire 
International de Littérature Musicale.

（ 国 際 音 楽 文 献 目 録 委 員 会 ） 発 行 の
『RILM Abstracts（国際音楽文献要旨目
録）』への協力。最近の日本語文献を収
録した『音楽文献目録』（本体価格3,350
円）の刊行。『音楽文献目録索引1-20』（定
価8,388円）の発売。

公益財団法人花王芸術・科学財団（平成
2年10月）103-8210東京都中央区日本橋
茅場町1-14-10花王ビル内 電◯3660-7055  
理事長尾㟢元規   理事黒木登志夫   小安
重夫   雪山行二   中村孝義   常務理事・
事務局長石渡明美   芸術文化と科学技術
への助成及び研究者の顕彰，文理融合分
野の研究への支援を通じて，日本の芸術
文化と科学技術の振興及び発展向上に寄
与する。

一般財団法人合唱音楽振興会（昭和56年
3月）169-0051東京都新宿区西早稲田2-3-
18 電◯3200-9755㈹ Ⓕ9882   代表理事堤剛   
合唱を主体とする音楽芸術の創造・普及
をはかり，もって我が国芸術文化の発展
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に寄与する。

カワイ音楽振興会（昭和38年）140-0002
東京都品川区東品川4-10-27-2F㈱河合楽
器製作所内 電◯6718-4199 Ⓕ6712-4013   
会長河合弘隆，専務理事日下昌和   河合
楽器の企業理念として，利益の一部を社
会に還元しわが国音楽文化向上に寄与す
る。

関西歌曲研究会（昭和46年4月）530-
0041大阪市北区天神橋3-3-3-507大阪アー
ティスト協会内 電◯06-6135-0503 Ⓕ0504　
会長髙須礼子　副会長川下由理　事務局
長道籏直樹   理事12名　日本歌曲の研究
と演奏で音楽文化の発展に寄与する。年
3回の定期演奏会のほかサマーコンサー
ト。作曲家・声楽家等有識者のゼミナー
ル。過去3回「日本のうたコンクール」
を開催。会員310名。

公益社団法人企業メセナ協議会（平成2
年2月）108-0014東京都港区芝5-3-2アイ
セ芝ビル8F 電◯5439-4520 Ⓕ4521   会長
髙嶋達佳   理事長尾﨑元規   常務理事・
事務局長澤田澄子   役員（理事・監事）
13名   企業をはじめ芸術文化に関わる団
体が参加，協働し，芸術文化振興のため
の環境づくりと基盤整備に努め，創造的
で活力にあふれた社会，多様性を尊重す
る豊かな社会の実現に寄与する。正会員
120社・団体   準会員31団体   個人会員
17名

九州・沖縄作曲家協会（昭和55年４月）
889-1605 宮崎市清武町加納乙62-62 電◯ 
0985-85-5764 ⓔetokei@mub. biglobe.ne. 
jp 会長吉田峰明   事務局長衛藤恵子   
理事12名   「地域社会に根ざした音楽の
創造はいかにあるべきか」を活動テーマ
とする。会員51名

京都音楽家クラブ（昭和31年1月）606-
0045京都市左京区上高野深田町52-3小久
見豊子方 電◯075-702-2762   理事長尾形光
雄   理事6名   委員22名   親睦及び地域
音楽文化の振興と向上，京都府出身者に
よる新人演奏会・会員による演奏会の主
催2回・5年目毎の記念演奏会の開催，会
員の自主演奏会へ後援・毎月2日の例会
開催など。毎月会報の発行。会員約500
名

クロイツァー記念会（昭和37年3月）140-
0002東京都品川区東品川4-10-27住友不
動産品川ビル2F河合楽器内  電◯6718-
4239   会長植田克己   副会長大堀敦子   
迫昭嘉   故レオニード・クロイツァー教
授の遺徳をしのぶ関係者で組織され，ピ
アノ音楽進展のための諸事業「クロイツ
ァー賞」の贈呈，ならびに「受賞者によ
る演奏会」を行う。会員165名

公益財団法人群馬草津国際音楽協会（昭
和52年6月）377-1711群馬県吾妻郡草津
町大字草津字白根国有林54林班内 電◯
0279-88-8118   代表理事松浦晃一郎   理
事西村朗ほか12名   評議員池辺晋一郎ほ

か12名   「草津夏期国際音楽アカデミー
＆フェスティヴァル」を中心に，群馬県
草津町地域における音楽の振興を図る。

芸術家会議（昭和47年）105-0004東京都
港区新橋3-1-10石井ビル6F（公社）日本
演奏連盟内 電◯3539-5131   会長伊藤京子   
副会長池田瑞臣   佐藤隆文   三笑亭夢太
朗   西川信廣   代表幹事金山茂人   常任
幹事14名   幹事5名   監事2名   国および
地方公共団体の芸術文化振興施策の促進
及び芸術文化団体に対する支援拡大のた
めの活動。加盟42団体

現代琵琶楽会101-0065東京都千代田区西
神田2-4-1-22 電◯Ⓕ3262-7224   会長塩髙和
之   副会長西園芳信   理事長石田一志   
理事4名   琵琶楽の普及を図り，伝統の
継承発展，国際化，創作奨励，資料の収
集。会員約80名

公益財団法人光
こうやま

山文化財団（平成28年6
月）151-0061東京都渋谷区初台1-6-4  電◯
6300-5051 Ⓕ3370-9656 理事長光山和德　
クラシック音楽に関する公演の開催，若
手音楽家への助成支援。

独立行政法人国際交流基金（昭和47年10
月）160-0004東京都新宿区四谷4-4-1（2020
年5月右記に移転予定）新宿区四谷1-6-4  
電◯5369-6075 ⓔjf-toiawase@jpf.go.jp   理
事長安藤裕康

公益社団法人才能教育研究会（昭和25年
10月）本部390-8511松本市深志3-10-3才
能教育会館内電◯0263-32-7171㈹東京事務
所＝101-0062東京都千代田区神田駿河台
2-3-16駿河台スカイビル3Ｆ   会長早野
龍五ほか   音楽による幼児の能力開発の
実践と研究。全国にヴァイオリン，チェ
ロ，フルート，ピアノ，0～3歳児教室を
展開。会員1万名

公益財団法人サントリー芸術財団（平成
21年9月）107-6022東京都港区赤坂1-12-
32アーク森ビル22階私書箱509号 電◯
3582-1355 Ⓕ1350   代表理事堤剛   鳥井
信吾   専務理事濱岡智   理事片山杜秀　
隅研吾　河野元昭　白石美雪　竹内順一　
田中優子　長木誠司　西村朗   評議員会
長佐治信忠   評議員青木保   池辺晋一郎   
一柳慧   大谷信義   酒井朋久   高階秀爾   
寺澤一彦   湯浅譲二   事務局長緒方聡一
郎   サントリーホール総支配人折井雅子
音楽事業部長佐々木亮   わが国の洋楽発
展に顕著な功績のあった個人又は団体に

「サントリー音楽賞」の贈呈と記念コン
サートの開催，企画演奏成果に優れた国
内公演に対し「佐治敬三賞」の贈呈，新
進作曲家の優れた管弦楽作品に対し「芥
川也寸志サントリー作曲賞」の贈呈，日
本人作曲作品の振興を目的とした作曲委
嘱，コンサートの助成，楽器貸与事業，
クラシックと現代音楽の普及・振興を目
的としたサントリーホールでのコンサー
トの自主企画及び館運営事業。「ウィー
ン・フィル＆サントリー音楽復興基金」
事業。

公益財団法人ジェスク音楽文化振興会
（昭和59年11月）150-0002東京都渋谷区
渋谷2-1-6 電◯3499-4530 Ⓕ4559   理事長小
泉愼一   専務理事堤正浩   事務局長井上
宝子   理事9名   音楽祭・音楽会・講習
会の開催を行うと共に邦人など音楽家の
活動を助成し，併せて音楽に関する国際
交流を図り，もってわが国の音楽文化，
舞台芸術の発展に寄与する。

一般社団法人私的録音補償金管理協会
（sarah）（平成5年3月）105-0021東京都
港区東新橋2-2-10村松・共栄火災ビル5階 
電◯6453-0066 Ⓕ0067   理事長崎元譲   常
任理事中戸川直史   高杉健二   上野博   
事務局長小林則夫

昭和音楽大学同伶会（昭和46年4月）
215-8558川崎市麻生区上麻生1-11-1 電◯
044-953-9862 Ⓕ1181   会長八尋久仁代

深新会（昭和30年創立   昭和48年8月再
開）145-0065東京都大田区東雪谷1-32-6
松尾方 電◯3748-0303   代表松尾祐孝   創
作の場を通しての人間の復活を目指す。
会員数・東京10名   大阪30名

一般社団法人全国楽器協会（昭和23年9
月）101-0021東京都千代田区外神田2-18-
21 電◯3251-7444 Ⓕ3252-7246 ⓔinfo@
zengakkyo.com   会長・代表理事中田卓
也   国内楽器関連企業の健全なる発展を
支援し，国内の楽器・音楽普及・音楽文
化の昂揚に寄与し，豊かな社会の構築に
貢献する。会員数全国楽器関連企業500
社

全国勤労者音楽協議会（全国労音）（昭
和29年11月）169-0072東京都新宿区大久
保1-9-10労音大久保会館内 電◯5273-0810   
事務局長植田和成   「良い音楽を安く多
くの人々に」を基本スローガンに，音楽
を愛好する人々の要求を組織し，良い音
楽を鑑賞普及する。構成42団体   平23度
会員月平均5万名

公益社団法人全国公立文化施設協会（平
成7年6月）104-0061東京都中央区銀座2-
10-18東京都中小企業会館4Ｆ 電◯5565-
3030会長日枝久   専務理事松本辰明   国
及び地方公共団体等により設置された全
国の劇場・音楽堂等の文化施設が連絡提
携のもとに，地域の文化振興と地域社会
の活性化を図り，もってわが国の文化芸
術の発展と心豊かな社会の実現に寄与す
る。会員1,305館

全日本音楽教育研究会（全日音研，ＪＳ
ＭＥ）（昭和44年11月）176-8521東京都
練馬区羽沢1-13-1武蔵野音楽大学内 電◯
3991-7462   会長福井直敬   各都道府県
に支部を置き，毎年の全国大会を開催す
るなど，日本の音楽教育の向上発展を図
る。

一般社団法人全日本合唱連盟（昭和23年
11月）104-8011東京都中央区築地5-3-2朝
日新聞東京本社内 電◯5540-7813   理事長
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岸信介   副理事長梅山登   菅野正美   長
谷川冴子   事務局長梅田昌和   全国9支
部にわかれ，合唱音楽の普及向上を図り，
合唱コンクール，講習会，おかあさんコ
ーラス大会及びこどもコーラスフェステ
ィバル，国際交流事業などを開催。加盟
4,997団体   音楽資料室 電◯3547-5141   合
唱に関する楽譜・録音資料・図書等を収
集し，一般の閲覧試聴に供する。アジア
地域の代表的な合唱ライブラリーとして
情報収集・発信に努めている。

一般社団法人全日本吹奏楽連盟（昭和14
年11月）102-0075東京都千代田区三番町
24林三番町ビル5階 電◯3234-6028 Ⓕ1005   
理事長丸谷明夫   副理事長中澤正人   村
山英一   全国11支部正会員62   吹奏楽お
よび管・打楽器による音楽の普及向上を
図る。コンクール，吹奏楽祭講習会など
の開催。加盟14,057団体

全日本打楽器連盟（平成29年8月）会長
塚田靖   副会長定成庸司   坂上弘志   
231-0856横浜市中区簑沢13-283 電◯Ⓕ045-
264-4722   事務局目黒一則   北海道打楽
器協会   004-0022札幌市厚別区厚別南5-
14-1 電◯Ⓕ011-891-1048   理事長真貝裕司   
関東打楽器協会　152-0023東京都目黒区
八雲3-31-20　理事長定成庸司  中部打楽
器協会   462-0825名古屋市北区大曽根2-
8-58ミューズ音楽館内 電◯052-910-6700 Ⓕ
6701   理事長和泉正憲   関西打楽器協会   
661-0024尼崎市三反田町1-2-10 電◯06-
6423-0359 Ⓕ0379   理事長坂上弘志   西
日本打楽器協会   811-1344福岡市南区三
宅1-25-24 電◯092-511-2802   理事長関修一
朗   打楽器の発展，国際交流に寄与する。
機関誌ルディメンツJapan発行。会員
1,000名

一般社団法人全日本ピアノ指導者協会
（ピティナ）（昭和41年5月）170-8458東
京都豊島区巣鴨1-15-1 電◯3944-1583 Ⓕ
8838   会長出井伸之   副会長二宮裕子   
羽田雄一郎   専務理事福田成康   理事秋
山徹也   阿部武彦   江口文子   加藤哲礼   
金子一朗   金子勝子   杉本安子   武田真
理   戸沢睦子   中田元子   林苑子   播本
枝未子   堀明久   本多昌子   監事笠井英
彦   日下昌和   社会におけるピアノを中
心とした音楽指導者の生涯を通じたピア
ノの指導法，演奏法の研究を推進し，豊
かな人間性の育成を基盤とする音楽教育
の振興につとめるとともに，その目的を
共にする内外の団体と交流を行い，もっ
て広く文化の発展に寄与する。会員約
17,000名

公益財団法人ソニー音楽財団Sony Music 
Foundation（昭和52年4月）102-8353東
京都千代田区六番町4-5SME六番町ビル 
電◯3515-5260 Ⓕ5262   理事長加藤優   専
務理事軽部重信   事務局長及川達也   音
楽，オペラ，舞踊等の普及向上を図るた
め，国際交流の促進，創造開発の活発化，
人材の育成等に努め，もって我が国の文
化の発展に寄与する。

公益社団法人著作権情報センター（昭和
34年9月）164-0012東京都中野区本町1-
32-2ハーモニータワー22階 電◯5309-2421 
Ⓕ5354-6435   理事長北田暢也   副理事
長原康晴   理事13名   監事2名   事業内
容①著作権思想の普及に関する事業②著
作権等に関する内外の情報の収集及び提
供③著作権制度又は著作権等の実務に関
する講演会，研修会④著作権制度に関す
る調査研究⑤著作権等の保護に関する国
際協力又は国際交流⑥機関誌及び著作権
等に関する図書の刊行   正会員・賛助会
員710団体

東京オーケストラ事業協同組合（平成元
年４月）130-0013東京都墨田区錦糸1-2-1
アルカセントラル棟7F 電◯5610-7278 Ⓕ
7276   加盟オーケストラ＝東京フィルハ
ーモニー交響楽団，東京交響楽団   日本
フィルハーモニー交響楽団   新日本フィ
ルハーモニー交響楽団   代表理事（理事
長）石丸恭一   事業計画＝楽器部品及び
演奏用備品の共同購買，音楽演奏の共同
受注事業，資金の貸付け，楽器・楽譜及
び楽器ケースの共同利用。

公益財団法人東京オペラシティ文化財団
（平成7年12月）163-1403東京都新宿区西
新宿3-20-2 電◯5353-0789   理事長松山保
臣   常務理事後藤二郎ほか理事8名   職
員数26名   音楽芸術の創造活動に寄与す
るため，世界各国の未来を担う若い世代
に新しい音楽作品の作曲を呼びかける

「武満徹作曲賞」を設け，毎年，優秀作
品の発掘と表彰を行っている。また，才
能豊かな日本人の若手演奏家がバッハ作
品と現代音楽を軸に自由プログラムを組
む個性的なソロリサイタル「B→Cシリ
ーズ」を年10回程度主催している。

東京音楽大学校友会   153-8622東京都目
黒区上目黒1-9-1東京音楽大学内 電◯6455-
2700   会長井田康子

東京音楽ペン・クラブ（昭和55年1月）
101-0065東京都千代田区西神田2-4-1東方
学会本館内現代音楽研究室   会長三善清
達   運営委員石田一志   青澤唯夫   高橋
陽一郎   クラシック音楽の批評家音楽ペ
ンマン相互の親睦と交流を計る。会員55
名   名誉会員2名

東京藝術大学音楽学部同声会（昭和23年
10月）110-8714東京都台東区上野公園12-
8東京藝術大学音楽学部内 電◯3821-3924   
会長髙橋大海   会員12,042名

東京芸能人国民健康保険組合（昭和27年
11月）160-0022東京都新宿区新宿2-1-11
御苑スカイビル7Ｆ 電◯5379-0611（代）
理事長清元栄志太夫   常務理事伊東和久   
芸能人のための医療給付及び健康の保持
増進を図る。被保険者数8,596名

東京労音（昭和28年10月）169-0072東京
都新宿区大久保1-9-10労音大久保会館 電◯
5273-0801   委員長篠崎政治   事務局長
小林哲雄   「良い音楽を安く多くの人々

に」の基本スローガンのもとに，音楽を
愛好する広範な人々の要求を組織し良い
音楽を普及する。平23度月平均会員
15,000名

桐朋学園音楽部門同窓会（昭和37年4月）
182-8790調布市若葉町1-41-1 電◯3305-3100 
Ⓕ3099   会長二宮和子   副会長篠﨑史子   
大友直人   藤井隆太   事務局長椎名真紀   
会員相互の親睦と交流を図り，母校の発
展及び音楽文化の発展に寄与する   会員
数：約8,600名

一般社団法人東洋音楽学会（昭和11年7
月）110-0005東京都台東区上野3-6-3三春
ビル307 電◯3832-5152   東日本支部   西
日本支部   沖縄支部   日本および東洋の
音楽に関する研究の進歩普及を図る。

公益財団法人都民劇場（昭和21年4月）
104-8077東京都中央区銀座5-1-7数寄屋橋
ビル6F 電◯3572-4311   理事長糟谷治男   
企画委員（音楽サークル）委員長浅里公
三   寺西基之   諸石幸生   専務理事・事
務局長兼音楽担当千田純二   会員18,900
名   演劇10,000名   歌舞伎5,000名   新劇
2,000名   音楽サークル1,800名は定期演
奏会年間8回

南
なんき

葵音楽文庫（所有）101-0054東京都千
代田区神田錦町3-20錦町トラッドスクエ
ア6Ｆ（公財）読売日本交響楽団 電◯5283-
5215 Ⓕ5222   紀州徳川家16代当主頼貞
が，麻布板倉に建てた日本初の音楽専用
ホール「南葵楽堂」（1918年落成）に併
設された音楽図書館の資料を読響が所
有。約2万点の資料の中には，イギリス
の音楽研究家カミングスの蔵書の一部も
含まれており，ベートーヴェン，ベルリ
オーズ，（伝）ヘンデル，リスト，ロッシ
ーニ等の手稿，パーセルやヘンデルの初
版や初期版，16世紀から17世紀の詩編集
やパートソング等など貴重資料（約900
点），図書（約11000点），楽譜（約8000点）
等がある。読響は平成28年に紀州徳川家
発祥の地，和歌山県に寄託。全資料は和
歌山県立博物館と同県立図書館で保管さ
れ，公開や研究を行っている。

公益財団法人日伊音楽協会（昭和39年5
月）153-0044東京都目黒区大橋1-7-4 電◯
6277-5229   会長高丈二   副会長林康子   
市原多朗   理事7名   監事3名   評議員16
名   声楽コンクール（日伊声楽コンコル
ソ），日伊両国の音楽家の交流促進・諸
演奏会の開催。

公益財団法人日伊協会（昭和16年7月）
107-0052東京都港区赤坂7-2-17赤坂中央
マンション207 電◯3402-1632   会長島田
精一   日伊の文化交流   会員800名

日墺文化協会（昭和60年11月）100-0004
東京都千代田区大手町2-2-1新大手町ビ
ルヂング2F268区 電◯3271-3966 Ⓕ3967 ⓔ
j-austria@mx2.ttcn.ne.jp   名誉会長フー
ベルト・ハイッス駐日オーストリア大使   
中川秀直   会長近藤誠一   副会長大橋光
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夫   専務理事関澤秀哲   日本とオースト
リアの文化交流。新進演奏家育成のため
のコンクール，演奏会の開催。会員350
名

日仏音楽協会（昭和34年）113-0024東京
都文京区西片2-2-7金澤千鶴子方 電◯3811-
3342 Ⓕ3815-7098   日本におけるフラン
ス音楽およびフランスにおける日本音楽
のより深い理解を促進する。会員200余
名

公益財団法人ニッセイ文化振興財団（日
生劇場）（昭和38年10月）100-0006東京
都千代田区有楽町1-1-1  電◯3503-3111理事
長松山保臣   専務理事瀬川秀一   職員数

（含理事）41名   開場翌年より50年間続
いた「ニッセイ名作劇場」，昭和54年よ
り34年間続いた「日生劇場オペラ教室」
を発展させ，総合芸術であるオペラ・バ
レエ等を中高生が無料鑑賞できる「ニッ
セイ名作シリーズ」を2014年よりスター
ト。次代を担う青少年の情操教育に息長
く取り組んでいる。

日本アルバン・ベルク協会（昭和60年10
月）101-0065東京都千代田区西神田2-4-1
東方学会本館22号室 電◯6261-0987 ⓔ
aberggj1985@mb.infoweb.ne.jp   会長一
柳慧   専務理事長木誠司   事務局長沼野
雄司 著◯『ベルク年報』アルバン・ベル
クを中心に，広く20世紀から21世紀の音
楽の研究と普及。会員は興味のある方な
らどなたでも歓迎。会員約200名

日本イザイ協会（平成22年10月）808-
0142北九州市若松区青葉台南2-1-8 電◯Ⓕ
093-741-1002　会長永田郁代　理事武田
雅俊　武居一正　小沼純一　監事木下正
治　イザイの音楽や生涯・関連する音楽
の研究，楽曲の演奏，研究者による講習
会等をもって「イザイ音楽」並びにクラ
シック音楽の普及発展に寄与する。

日本イタリア協会（昭和38年4月）616-
8047京都市右京区花園宮ノ上町51 電◯
075-466-5505 Ⓕ5510   名誉会長千玄室   
理事長中川くにこ   専務理事カルミネ・
カッリージ   児玉實英   常任理事マルチ
ェラ・レアーレ   小林一男   他   運営委
員服部克久   他   日伊両国の音楽芸術文
化の探究と交流を促進し，国際交歓を通
じ相互理解と協力を図る。「イタリア声
楽コンコルソ」「イタリアピアノコンコ
ルソ」（日本イタリア協会，毎日新聞社
共催）「コンコルソMusic Arte」を毎年
開催，創設以来数多くの優勝者や入賞者
をイタリアの国立音楽院へ推薦入学。イ
タリア世界文化遺産Teatro Olimpicoを
はじめとする国際フェスティバルをイタ
リア各地，国宝・世界遺産及び重要文化
財に於いて各市・国立機関と協力して毎
年開催。世界的巨匠と称される音楽芸術
家達を戦後よりいち早く日本へ招き，専
門的な講習会や演奏会等を継続開催。

日本ヴィヴァルディ協会（昭和60年3月）
107-0052東京都港区赤坂7-11-12-1203㈱

東京ヴィヴァルディ合奏団気付 電◯6277-
8485 Ⓕ8470担当柳川  初代会長戸口幸策   
名誉会長ジョヴァンニ・グリエルモ   膨
大なヴィヴァルディ作品の研究はもとよ
り，演奏，解説等によりその普及を広く
図り，東京ヴィヴァルディ合奏団の後援
組織として，また芸術文化の発展に寄与
することを目的とする。

日本ヴィラ＝ロボス協会（昭和61年10月）
171-0052東京都豊島区南長崎5-25-14大野
ビル3F   代表木許裕介   ヴィラ＝ロボ
スの作品およびブラジル音楽の研究と紹
介，駐日ブラジル大使館と連携した研究
会の開催、コンサート企画やコンサート
情報の案内など。

NPO法人日本ヴェルディ協会（平成12
年12月）151-0053東京都渋谷区代々木4-
31-2-602 電◯3320-2500 Ⓕ5333-5899 理事
長小畑恒夫   専務理事武田雅人   常務理
事加藤浩子   島田道子   陶浪隆生   事務
局吉田みゆき   ヴェルディ音楽の普及活
動。会員約250名

公益社団法人日本演奏連盟（昭和40年7
月）105-0004東京都港区新橋3-1-10石井
ビル6F 電◯3539-5131 Ⓕ5132   理事長堤
剛   専務理事金山茂人他役員30名   演奏
家及び演奏業務に携わる人相互の連絡提
携の場となり，技能，教養を伸ばし，音
楽芸術の昂揚と文化の発展に寄与すると
ともに，演奏家及び演奏業務に携わる人
の利益擁護と福祉厚生を図る。会員
3,165名

公益社団法人日本オーケストラ連盟（平
成2年7月）130-0013東京都墨田区錦糸1-
2-1アルカセントラル７F 電◯5610-7275 Ⓕ
7276   理事長佐藤隆文   副理事長金山茂
人   専務理事西濱秀樹   吉井實行   常務
理事・事務局長桑原浩   加盟楽団〈正会
員〉札幌交響楽団   仙台フィルハーモニ
ー管弦楽団   山形交響楽団   群馬交響楽
団   ＮＨＫ交響楽団   新日本フィルハー
モニー交響楽団   東京交響楽団   東京シ
ティ・フィルハーモニック管弦楽団   東
京都交響楽団   東京ニューシティ管弦楽
団   東京フィルハーモニー交響楽団   日
本フィルハーモニー交響楽団   読売日本
交響楽団   神奈川フィルハーモニー管弦
楽団   オーケストラ・アンサンブル金沢   
セントラル愛知交響楽団   名古屋フィル
ハーモニー交響楽団   京都市交響楽団   
大阪交響楽団   大阪フィルハーモニー交
響楽団   関西フィルハーモニー管弦楽団   
日本センチュリー交響楽団   兵庫芸術文
化センター管弦楽団   広島交響楽団   九
州交響楽団   〈準会員〉千葉交響楽団   
藝大フィルハーモニア管弦楽団   東京ユ
ニバーサル・フィルハーモニー管弦楽団   
静岡交響楽団   中部フィルハーモニー交
響楽団   京都フィルハーモニー室内合奏
団   ザ・カレッジ・オペラハウス管弦楽
団   テレマン室内オーケストラ   奈良フ
ィルハーモニー管弦楽団   岡山フィルハ
ーモニック管弦楽団   瀬戸フィルハーモ
ニー交響楽団   長崎OMURA室内合奏団

公益財団法人日本オペラ振興会（昭和56
年3月）150-0001東京都渋谷区神宮前4-3-
15-317 電◯6721-0995 Ⓕ0997   理事長佐竹
康峰   常務理事折江忠道   郡愛子   下八
川共祐   大石修治   理事飯塚修   大田原
真美   加藤丈夫   川村恒明   高橋史郎   
竹中平蔵   永野博   林直樹   二木英実   
宗次徳二   山下直   分林保弘   渡邊佳英   
監事筑紫勝麿   平田毅彦   オペラ及び声
楽全般を主体とする音楽芸術の普及向上
を図り，我が国芸術文化の発展に寄与す
る。演奏団体：藤原歌劇団・日本オペラ
協会

一般社団法人日本オルガニスト協会（昭
和48年5月）141-0033東京都品川区西品
川3-20-1-302 電◯3779-2130   代表理事岩崎
真実子   役員今井奈緒子   椎名雄一郎   
土橋薫   寺岡恵美   事務局長平井靖子   
オルガニストの連絡を密にし日本におけ
るオルガン音楽の発展をはかる。機関誌
の刊行。研究・演奏会の開催のほか海外
オルガニストとの連絡   協力などの活動
を行う。正会員509名   賛助会員18団体

日本音楽学会（昭和27年）102-0072東京
都千代田区飯田橋3-3-3生光ビル303 電◯Ⓕ
3288-5616   本会は音楽の研究に従事す
る者の連絡を密にし，音楽学の発展をは
かることを目的とする。会員約1,200名

日本音楽家ユニオン（昭和58年10月）
160-0023東京都新宿区西新宿6-12-30芸能
花伝舎2F 電◯5909-3062 Ⓕ3063   代表運
営委員土屋学   事務局長青谷充子   すべ
ての音楽家の統一した力で，その社会的・
経済的地位の向上と，労働条件の改善と
生音楽の場の拡大を推進し，音楽文化の
向上に資する。会員4,519名

日本音楽芸術マネジメント学会Japanese 
Society for Musical Arts Management

（JaSMAM）（平成20年4月）215-0004川
崎市麻生区万福寺1-16-6昭和音楽大学舞
台芸術政策研究所内 電◯044-953-9858 Ⓕ
6652   会長川村恒明   顧問福井直敬   理
事長中村孝義   音楽芸術の振興及び保護
に係るマネジメントや政策・アートマネ
ジメント教育・その他広く音楽芸術に関
する研究を推進し，もって音楽文化の発
展と普及に寄与する。

公益財団法人日本音楽財団（昭和49年3
月）107-0052東京都港区赤坂1-2-2日本財
団ビル5階 電◯6229-5566 Ⓕ5570   会長海
老沢勝二   常務理事加納民夫   ストラデ
ィヴァリウス等の弦楽器の保全，貸与，
楽器被貸与者による演奏会の開催，音楽
文化の振興・普及のための助成。

一般社団法人日本音楽作家団体協議会
（FCA）（昭和61年4月）151-8540東京都
渋谷区上原3-6-12JASRAC内 電◯3481-
2121 Ⓕ2153   会長石原信一   理事長小
六禮次郎   事務局長関孝一   わが国の音
楽作家の健全な活動を推進し，音楽作家
団体の協調を図るとともに音楽著作権を
保護し，音楽文化の発展に寄与する。正
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会員11団体

一 般 社 団 法 人日本音楽出版社協会
（MPA）（昭和48年9月）107-0062東京都
港区南青山2-31-8 電◯3403-9141 Ⓕ9140   
会長桑波田景信   業務執行理事・事務局
長生沼士郎

一般社団法人日本音楽著作権協会（昭和
14年11月）151-8540東京都渋谷区上原3-
6-12 電◯3481-2121㈹   会長いではく   理
事長浅石道夫   常務理事北田暢也   世古
和博   宮脇正弘   常任理事齊藤眞美   伊
澤一雅   中戸川直史   増田裕一   常勤監
事宮内隆   信託契約数18,358件   〈支部〉
北海道060-0001札幌市中央区北一条西
3-2井門札幌ビル7F 電◯011-221-5088仙台
980-0811仙台市青葉区一番町1-9-1仙台ト
ラストタワー20F 電◯022-264-2266大宮
330-0802さいたま市大宮区宮町2-35大宮
MTビル9Ｆ 電◯048-643-5461東京105-0004
東京都港区新橋1-1-1日比谷ビルディン
グ5F 電◯5157-1161横浜231-0005横浜市中
区本町1-3綜通横浜ビル4F 電◯045-662-
6551静岡420-0851静岡市葵区黒金町59-6
大同生命静岡ビル5F 電◯054-254-2621中
部450-0003名古屋市中村区名駅南1-24-30
名古屋三井ビル本館13F 電◯052-583-7590
北陸920-0853金沢市本町1-5-2リファーレ
12F 電◯076-221-3602京都604-8153京都市
中京区烏丸通四条上ル笋町689京都御幸
ビル7F 電◯075-251-0134大阪541-0042大阪
市中央区今橋3-3-13ニッセイ淀屋橋イー
スト3F 電◯06-6222-8261中国730-0021広島
市中区胡町4-21朝日生命広島胡町ビル
11F 電◯082-249-6362四国760-0019高松市
サンポート2-1高松シンボルタワー20F 
電◯087-821-9191九州812-0012福岡市博多
区博多駅中央街1-1新幹線博多ビル7F 電◯
092-441-2285那覇900-0029那覇市旭町
116-37カフーナ旭橋C街区オフィスコー
ト4F 電◯0570-055-151

日本音楽舞踊会議（昭和37年6月）169-
0075東京都新宿区高田馬場4-1-6寿美ビ
ル305 電◯Ⓕ3369-7496 ⓔinfo@cmdj1962.
net   代表理事深澤亮子   理事長北川曉
子   事務局長高島和義   役員16名   機関
誌季刊「音楽の世界」発行（編集長橘川
琢）主催公演年間13公演以上（公演局長
北條直彦）音楽家・舞踊家・個人・団体・
加盟176名1団体

一般社団法人日本楽譜出版協会（昭和61
年10月）101-0021東京都千代田区外神田
2-18-21楽器会館4F 電◯Ⓕ3257-8797   会長
佐々木隆一   理事長下條俊幸   副理事長
片岡博久   木村一幸   理事・事務局長島
茂雄   音楽の著作物の普及に努め，楽譜
出版事業の健全な発展並びに楽譜出版業
界全般の融和及び協調を図り，もって音
楽文化の発展に寄与する。会員28社

日本合唱指揮者協会（昭和38年）161-
0033東京都新宿区下落合3-2-18ニュー目
白マンション402 電◯3952-7207 Ⓕ7218   
理事長清水昭   事務局長藤原規生   我が
国の合唱界でトップクラスの合唱団を指

揮する殆どの指揮者を網羅し，演奏会，
講師派遣，出版，講習会等を行なう。会
員250名

公益社団法人日本ギター連盟（昭和41年
11月）事務局105-0004東京都港区新橋6-
14-4和田ビル5F 電◯3438-1819 Ⓕ1899   会
長神戸誠   副会長小原聖子   代表理事荘
村清志   業務執行理事及び事務局長宇賀
神昭   役員16名   ギター音楽に関する事
業を行い，もって我が国の文化発展に寄
する。正会員209名

日本ギタリスト会議（昭和50年10月）
533-0022大阪市東淀川区菅原2-5-6 電◯06-
6324-2376   議長・事務局長猪居信之   
副 議 長 米 阪 隆 広   事務局次長永田参男　
三反園悠祐   理事足立由香理   服部寛   
太田真佐代   丸谷純一   毎年ギター音楽
大賞（クラシックギターコンクール）開
催（平成30年5月第43回）会員数90名

一般社団法人日本クラシック音楽事業協
会（平成7年11月）141-0022東京都品川
区東五反田5-24-9-5F 電◯5488-6777 Ⓕ6779 
ⓔinfo@classic.or.jp   会長入山功一   副
会長喜多弘悦   下八川共祐   橋本行秀   
専務理事徳永英樹   常任理事・事務局長
丹羽徹   クラシック音楽事業（マネジメ
ント，ホール，出版，放送，情報提供等）
並びにクラシック音楽文化活動に関する
人材の育成，調査及び研究，普及及び啓
発等を行うことにより，クラシック音楽
事業及びその関連産業の振興並びにクラ
シック音楽文化の発展を図り，ゆとりあ
る豊かな国民生活文化の向上に寄与する
と共に，経済の健全な発展及び国際相互
理解の増進に資する。内閣府認可の一般
社団法人。正会員46社   賛助会員45社

一般社団法人日本クラリネット協会（昭
和54年9月）164-0013東京都中野区弥生
町4-6-13ヤックビル3F 電◯6382-7871 Ⓕ
7872   会長山本正治   代表理事大塚精治   
事務局長大和田智彦   クラリネットを通
じて音楽全般の向上，普及，会員相互の
新睦，若手の育成（コンクールの開催）。
会員500名

日本グリーグ協会（平成8年6月）179-
0081東京都練馬区北町3-3-27-204 電◯090-
6195-7354 Ⓕ5656-6792   会長岩崎淑   理
事正木文惠   山田百合子   理事・事務局
長田邉英利子   ノルウェーの作曲家エド
ヴァルド・グリーグの音楽の啓蒙のため
の演奏・講座交流活動等。会員80名   名
誉会員舘野泉他

日本芸術院（大正8年9月）110-0007東京
都台東区上野公園1-30 電◯3821-7191 Ⓕ
7193   院長黒井千次   第一部＝美術   第
二部＝文芸   第三部＝音楽・演劇・舞踊   
第三部長野村萬   事務長西村泰雄   芸術
上の功績顕著な芸術家を優遇するための
栄誉機関。芸術の発達に寄与する活動を
行うとともに，芸術に関する重要事項を
審議し，これを文部科学大臣又は文化庁
長官に意見を述べること。第三部会員洋

楽4名   伊藤京子   堤剛   栗林義信   飯
守泰次郎   能楽4名   歌舞伎6名   文楽2
名   邦楽3名   舞踊4名   演劇1名

独立行政法人日本芸術文化振興会（昭和
41年7月）102-8656東京都千代田区隼町4-
1 電◯3265-7411 Ⓕ7402   理事長河村潤子   
理事清水明   大和田文雄   櫻井弘   監事
大石学   藤川裕紀子   広く我が国の文化
芸術の振興又は普及を図るための活動に
対する援助を行い，あわせて我が国古来
の伝統的な芸能の保存及び振興を図ると
ともに，我が国における現代の舞台芸術
の振興及び普及を図り，もって芸術その
他の文化の向上に寄与する。

公益社団法人日本芸能実演家団体協議会
（芸団協）163-1466東京都新宿区西新宿3-
20-2東京オペラシティタワー11Ｆ 電◯
5353-6600㈹ 実演家著作隣接権センター

（CPRA） 電◯5353-6600  芸能花伝舎事務
所 電◯5909-3060   会長野村萬   役員23名   
実演家の著作権法上の権利処理。実演芸
術の伝承，創造，公演，普及を促進し，
その価値を向上し発展させるための事
業。事業実施に必要な施設の設置・運営。
実演芸術及び実演に係る著作隣接権に関
する内外諸問題の総合的調査と研究及び
提言。演劇・音楽・舞踊・演芸・伝統芸
能・スタッフ・制作者など加盟69団体

一般社団法人日本弦楽指導者協会（昭和
36年3月）170-0002東京都豊島区巣鴨3-
25-8第二扇屋ビル602 電◯Ⓕ3576-4757   会
長（代表理事）深山尚久   副会長田丸尚
子   藤原浜雄   理事長立木茂   副理事長
青嶋直樹   柴香苗   事務局長竹内洋伸   
北海道・東北・関東・中部・北陸・関西・
中国・四国・九州沖縄各地に支部あり   
弦楽についての演奏指導，文献を研究し，
広く弦楽の普及と相互・内外の交流を図
る。会員約800名

特定非営利活動法人日本現代音楽協会
（昭和5年4月）141-0031東京都品川区西
五反田7-19-6-2F 電◯6417-0393 Ⓕ0394   理
事長近藤譲   副理事長森垣桂一   福井と
も子   事務局長渡辺俊哉   理事18名   音
楽文化の創造と会員の社会的地位を確立
する。会員196名

公益財団法人日本交響楽振興財団（昭和
48年3月）101-0047東京都千代田区内神
田3-9-3 電◯3253-2032 Ⓕ0566   会長原良也   
専務理事久保田政一   事務局長林寛爾   
わが国交響管弦楽の振興と普及を図るた
め交響楽団等の演奏活動を助成するとと
もに，すぐれた交響管弦楽を提供し，も
ってわが国音楽文化の進展に寄与する。
賛助会員6団体73社

日本サクソフォーン協会（昭和54年12月）
215-0005川崎市麻生区千代ヶ丘3-3-18冨
岡方 電◯Ⓕ044-955-3115 ⓔjapan.sax.
assoc@gmail.com   会長石渡悠史   事務
局長冨岡和男   サクソフォンに関する情
報の交換作品の委嘱，サクソフォン音楽
の向上発展を計る。毎年サクソフォーン
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フェスティバル開催。2021年，第19回ワ
ールド・サクソフォーン・コングレス，
倉敷開催。会員約1,200名

一般社団法人日本作編曲家協会（昭和45
年7月）164-0001東京都中野区中野2-7-6-
3F 電◯6666-6266 Ⓕ6267   会長服部克久      
副会長小六禮次郎   三枝成彰   常任理事
猿谷紀郎   寺嶋民哉   外山和彦   萩田光
雄   渡辺俊幸   業務執行理事山移高寛   
理事朝川朋之   池毅   岩城直也   川井憲
次   北爪道夫   小林洋平   佐藤直紀   篠
崎央彡   すぎやまこういち   関美奈子   
千住明   武永京子   徳永洋明   直居隆雄   
林ゆうき   山下康介   監事馬飼野俊一   
事務局長萩田恭代   会員数260名

公益社団法人日本作曲家協会（昭和33年
12月）106-0032東京都港区六本木3-4-7 
電◯3585-4970 Ⓕ7694   会長弦哲也   理事
長徳久広司   常務理事岡千秋   聖川湧   
水森英夫   幸耕平   四方章人   若草恵   
理事大谷明裕   田尾将実   辻宏樹   前田
俊明   望月吾郎   蘭一二三   監事桧原さ
とし   藤田たかし   事務局長田尾将実   
事務局次長山田ゆうすけ   作曲活動の振
興を通じ，音楽の向上・普及を図る。会
員530名

一般社団法人日本作曲家協議会（昭和37
年4月）151-0061東京都渋谷区初台1-19-4
三森ビル101 電◯6276-1177 Ⓕ3376-3371 
ⓔinfo@jfc.gr.jp   会長菅野由弘   副会長
山内雅弘   川島素晴   常務理事中川俊郎   
事務局長三好泉   役員16名   我国音楽文
化活動の中心となるべき作曲の促進を促
すとともに，音楽著作権を擁護しもって
我国音楽文化の普及と発展に寄与する。
会員370名

日本指揮者協会（昭和25年2月）146-
0091東京都大田区鵜の木2-24-13㈱坂本
音楽事務所内 ⓔnipponconductor@
gmail.com   会長秋山和慶   幹事長福田
一雄   事務局長坂本和彦   顧問荒谷俊治   
三石精一   会員80名

公益財団法人日本室内楽振興財団（平成
4年5月）540-8510大阪市中央区城見1-3-
50 電◯06-6947-2183 Ⓕ2198   会長森詳介   
理事長伝川幹   常務理事牧野立太   理事
今井敏之   彌園豊一   山本卓彦   山中斉   
芝道雄   森正伸   福田里香   橋本誠司   
音楽理事堤剛   監事穂積一郎   吉田満   
事務局長菱田義和   世界各国から有力な
審査委員を招き，各国の若く優秀な室内
楽団体を顕彰する「大阪国際室内楽コン
クール＆フェスタ」を３年毎に行い，各
部門の優勝団体による「グランプリ・コ
ンサート」全国ツアーの開催と，室内楽
の演奏活動及び教育普及活動への助成を
行う。

日本シベリウス協会（昭和59年12月）
182-0026調布市小島町3-91-3飯野方 電◯ 
042-482-9596 Ⓕ480-6859   会長新田ユリ   
事務局長飯野糸

し ほ こ

穂子   理事7名   シベリ
ウス及びフィンランド等北欧の音楽の研

究と紹介。会員225名

日本シマノフスキ協会（昭和57年）140-
0002東京都品川区東品川4-10-27住友不
動産品川ビル2F河合楽器製作所内 電◯
6718-4239   理事松平朗   澤和樹   小栗
まち絵   太田由美子   木田左和子   シマ
ノフスキ生誕100年を記念して設立。シ
マノフスキ作品の研究と普及。

一般社団法人日本シューベルト協会（昭
和48年3月）663-8141西宮市高須町1-5-6-
1 0 4 F◯06 - 6 7 7 7 - 3 0 7 7 ⓔschube r t _
lied_1797@yahoo.co.jp   理事長三井ツヤ
子   副理事長藤原啓子   宮本佳計   理事
大谷由美子   大西多恵子   宍戸律子   畑
田弘美   廣澤敦子   藤村匡人   松田昌恵   
溝口眞知子   監事宇仁節   永井和子   相
談役蔵田裕行   顧問山下勝弘   会員139
名

日本シューマン協会（昭和48年）108-
0074東京都港区高輪3-10-1藤ビル住宅82
梅田方 電◯3445-0732   代表鶴田和子   梅
田晄   ローベルト・シューマンの作品鑑
賞   演奏及び研究を通じシューマンの生
涯，芸術を深く理解しかつ広く紹介して
いくこと。会員約150名

日本ショスタコーヴィチ協会（平成4年）
151-0064東京都渋谷区上原2-28-8-1A   会
長井上道義   事務局長一柳富美子   ショ
スタコーヴィチ作品の理解と普及

日本女性作曲家連盟（昭和56年）602-
8453京都市上京区笹屋六軒町西入ル335 
電◯Ⓕ075-414-6016   代表藤林由里   事務
局：158-0091東京都世田谷区中町3-33-2 
電◯Ⓕ3705-4413   安江優子   女性作曲家
の作品の普及，作品発表活動，女性作曲
家相互の交流と協力等。会員数23名

日本ショパン協会（昭和35年）140-0002
東京都品川区東品川4-10-27-2F河合楽器
製作所内 電◯6718-4239 Ⓕ6712-4013   会
長小林仁   常務理事植田克己   海老彰子   
理事有賀和子   寺西昭子   三善清達ほか   
事務局長梶村英樹   北海道支部長陣内尚
子   東北支部長尾形牧子   長野支部長大
工原さやか   中部支部長兼重直文   関西
支部長山上明美   九州支部長中村順子   
ポーランドのショパン協会と交流，日本
におけるショパンの音楽の普及，研究と
理解を図る。

公益社団法人日本吹奏楽指導者協会（昭
和42年4月）102-0073東京都千代田区九
段北4-2-4千修ビル内 電◯Ⓕ5275-5618   会
長岡田知之

日本スペインギター協会（昭和48年）
338-0013さいたま市中央区鈴谷7-10-10-
302　森淳一方 電◯070-5602-6486 Ⓕ048-
711-3470   会長中島晴美   日本スペイン
国間のギター音楽の交流促進に努めるこ
とで伝統的な両国間の友好親善関係を深
め，その発展に寄与する。スペインギタ
ー音楽のコンクールとニューイヤーコン

サート開催。会員数103名

特定非営利活動法人日本声楽家協会（平
成6年12月）110-0001東京都台東区谷中5-
2-4 電◯3821-5166 Ⓕ5834-1235   理事長
佐々木ベジ   副理事長渡邊明   専務理事
高橋正時   理事安宅俊夫   伊原直子   今
尾滋   内田茂   江澤喜康   小浜百子   甲
斐栄次郎   川上洋司   川並弘純   高丈二   
島崎智子   高橋啓三   服部容子   宮本益
光   森島英子   山本まり子   渡邉滉   監
事高折続   高橋大海   中村光宏   事務局
長竹内雅挙   プロ・アマ問わず，声楽を
愛好する方々の志をもとに「声楽研究」

「声楽家養成」「声楽普及」活動を行う。
日本声楽アカデミーを併設。

日本声楽発声学会（昭和39年）ⓔinfo@
jars-voice.org   声楽発声およびその指導
法の進歩発展に寄与する。会員300名

公益財団法人日本青少年文化センター
（昭和26年4月）101-0064東京都千代田区
神田猿楽町2-1-8 電◯3295-6141 Ⓕ6146   副
会長田原豊道   会長代行・理事長衛藤征
士郎   専務理事田村民雄   わが国におけ
る青少年文化活動および青少年を対象と
する文芸・音楽・演劇等の創作活動を助
成し，あわせて芸術鑑賞の機会均等を図
り，以って人間教育の向上と芸術文化の
普及・振興に寄与する。

公益財団法人日本製鉄文化財団（平成6
年11月）102-0094東京都千代田区紀尾井
町6-5 電◯5276-4500㈹ Ⓕ4527   評議員会
長進藤孝生   評議員大田弘子   羽矢惇   
縄田正己   代表理事右田彰雄   常務理事
内田勇人   理事古井戸秀夫   髙松晃子   
監事石原秀威   富田英保

公益財団法人日本太鼓財団（平成9年11
月）105-0001東京都港区虎ノ門1-11-2日
本財団第2ビル6F 電◯6205-4377 Ⓕ4378   
会長松本英昭   理事長塩見和子   常務理
事大澤和彦   伝統音楽・日本太鼓の普及・
振 興。 加 盟 団 体 約 7 0 0 団 体   会 員 約
19,000名

一般財団法人日本チェロ協会（平成29年
10月）107-6022東京都港区赤坂1-12-32ア
ーク森ビル22階私書箱509号 電◯3505-
1991 Ⓕ3582-1310   代表理事堤剛   副理
事長中島顕   山㟢伸子   専務理事白川英
伸   理事菊地知也   長谷川陽子   中木健
二   向山佳絵子   石島栄一   評議員長堀
了介   評議員上村昇   苅田雅治   倉田澄
子   河野文昭   斎藤建寛   大友肇   児玉
真   小林章浩

日本チター協会（昭和57年）151-0065東
京都渋谷区大山町41-6-101 電◯3466-0477   
会長内藤敏子   役員16名   日本でのチタ
ーの普及と研究，ヨーロッパのゲルマン
系民族音楽の普及。研究と演奏。会員
260名

一般社団法人日本童謡協会（昭和44年４
月）102-0076東京都千代田区五番町3-1五
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番町グランドビル7F 電◯3263-5766 Ⓕ
1499   会長・代表理事湯山昭   副会長宮
中雲子   〈詩人〉常任理事織江りょう   
佐藤雅子   理事浅田真知   大竹典子   柏
木隆雄   人見敬子   村田さち子   矢崎節
夫   山内弘子   監事渡辺惠美子   〈作曲
家〉常任理事早川史郎   三平典子   理事
朝岡真木子   アベタカヒロ   上明子   神
坂真理子   蔵田雅子   中村守孝   西澤健
治   監事竹内とし惠   事務局長早川史郎   
日本の文化所産である童謡の演奏会等の
開催，創作活動の奨励などにより，童謡
の振興及び普及を図り，もって我が国の
文化の向上に寄与する。7月1日は童謡の
日。正会員300名その他名誉会員   会友・
賛助会員60名   計360名

日本トランペット協会（昭和57年10月）
112-0013東京都文京区音羽1-20-14-5Fプ
ロアルテムジケ内 電◯3943-6677 Ⓕ6659   
会長津堅直弘   副会長板倉駿夫   山本英
助   理事長杉木峯夫   副理事長加古勉   
杉本正毅   常任理事奥山泰三   海保泉   
北村和弘   金城和美   佐藤友紀   島田俊
雄   曽我部清典   栃本浩規   宮澤聰宏   
山本英司   山本陽史   理事10名   日本の
トランペット界の向上発展と内外トラン
ペット奏者相互の友好親睦。会員約200
名

日本トロンボーン協会（昭和61年10月）
112-0013東京都文京区音羽1-20-14MBS音
羽ビル5Ｆプロアルテムジケ内 電◯3943-
6677 Ⓕ6659 ⓔoffice@jat-home.jp   会長
小田桐寛之   副会長向井滋春   村上準一
郎   事務局長志村努

日本のうたごえ全国協議会（昭和23年）
169-0072東京都新宿区大久保2-16-36   音
楽センター内 電◯3200-0106㈹   会長田中
嘉治   合唱を主としたサークル活動を基
盤とする大衆的で民主的な音楽運動を通
し，内外の優れた音楽遺産を受け継ぎ専
門家および大衆的創作活動と協力，平和
で健康なうたを全国民に普及する。会員
約5,000名

日本ハープ協会141-0033東京都品川区西
品川3-6-8スタジオＤ 電◯6426-8876   会長
篠㟢史子   理事長野畑潤子   理事他15名   
運営委員長山口裕子   特別会員39名   会
員450名

日本パデレフスキ協会（平成28年4月）
150-8905東京都渋谷区渋谷2-1-6 ㈱ジャ
パン・アーツ内 電◯090-8396-0736（劉）
名誉会長中村紘子　総裁細田博之　会長
横山幸雄　理事長宮内義彦   理事清原武
彦　児玉幸治　斉藤邦彦　西﨑博　ヤツ
ェク・イズィドルチク　事務局プロデュ
ーサー二瓶純一　事務局長劉優華　例会
で演奏会・レクチャー・シンポジウム等
開催，会員の交流活動・メールマガジン
発行，ポーランド大使館との連携による
若手芸術家の活動サポート・国際パデレ
フスキコンクールの広報運営支援。

公益財団法人日本ピアノ教育連盟   （Ｊ
ＰＴＡ）（昭和59年4月）102-0072東京都
千代田区飯田橋4-4-8東京中央ビル403 電◯
3237-1441 Ⓕ3239-8299   名誉会長小林仁   
村上明美   会長岡本美智子   理事長加藤
治彦   副理事長多美智子   副会長北川曉
子   久保浩   渡邊健二   専務理事横山周
一   常務理事三上桂子   村上隆   理事上
野公成   清田千寿子   久保春代   重松聡   
清水和音   高田匡隆    玉置善己    堤剛   
仲道郁代   監事古川五巳   栁澤美枝子   
相談役有賀和子   梅本俊和   寺西昭子   
三浦捷子   吉岡千賀子   ピアノ演奏家の
育成及びピアノ音楽の普及・振興に関す
る事業を行い，もって我が国の芸術文化
の発展に寄与する。（定款第4条）会員
2,140名

一般社団法人日本ピアノ調律師協会（昭
和48年11月）101-0021東京都千代田区外
神田2-18-21楽器会館5階 電◯3255-3897 Ⓕ
9246   会長齊田健   副会長吉川満之   鈴
木均   役員（理事・監事）21名   音楽文
化の発展の基盤となるピアノ（オルガン
をはじめとする鍵盤楽器以下同じ）の調
律に関する技術の向上及び研究の促進に
つとめるとともに，ピアノの適切な管理
保全についての啓蒙指導を行い，もって
わが国音楽文化の進展に寄与する。会員
約2,300名

日本ファゴット（バスーン）協会（平成5
年4月）252-0143相模原市緑区橋本3-21-
2-503 電◯Ⓕ042-771-6707   会長霧生吉秀   
副会長山上貴司   岡本正之   理事長岡崎
耕治   事務局長多田逸左久   事務局次長
森井禎久   ファゴットを愛好する人々の
相互親睦を図り，演奏・研究活動を通じ
て，我が国の音楽文化向上に寄与する。
会員約200名

日本フォーレ協会（平成元年）Ⓕ6479-
3212 ⓔinfo@faure.jp   会長野平一郎   
ガブリエル・フォーレを中心にフランス
音楽の研究と普及を目的として活動。会
員約200名

公益財団法人日本舞台芸術振興会（NBS）
（昭和56年）153-0063東京都目黒区目黒4-
26-4 電◯5721-8000 Ⓕ8011   専務理事髙橋
典夫   音楽・舞踊を主とする舞台芸術の
普及向上を図るとともに，舞台芸術の国
際交流を推進し，もってわが国の芸術文
化の振興と発展に寄与する

日本舞台写真家協会（昭和63年1月）
112-0015東京都文京区目白台2-4-13 電◯
5976-0768   会長瀬戸秀美   事務局長池
上直哉   舞台写真家の地位の確立と技術
の向上，会員相互の交流。会員58名

日本ブリテン協会（平成6年11月）156-
0051東京都世田谷区宮坂1-29-6フレール
宮の坂201 電◯Ⓕ5477-5795  会長黒澤宏   
事務局長武田奈菜子   役員6名   ブリテ
ンの音楽と事績の日本への紹介   ブリテ
ンをテーマとするコンサートの開催・サ
ポート

一般社団法人日本フルート協会（昭和41
年9月）141-0021東京都品川区上大崎3-3-
9秀和目黒駅前レジデンス215 電◯3442-
7420 Ⓕ3444-6219   会長佐々木真   副会
長酒井秀明   清水信貴   事務局長糸井正
博   東京及び関西を中心に全国各地に組
織を持ち，日本フルート界の向上発展を
目的とする。会員約3,000余名

公益財団法人日本文化藝術財団（平成5
年11月）160-0012東京都新宿区南元町13-
7 電◯5269-0037   会長千玄室   理事長德
山豊   副理事長北村誠   常務理事大野木
啓人   新しい時代の文明の創造と人類の
智慧ある生存に寄与することを目的に，
日本の伝統文化や現代藝術の保護，育成
および振興を図り，あわせて日本の文化・
藝術の普及向上，国際交流活動の促進に
務める。日本の伝統文化や現代藝術の分
野における優秀な人材を育成することを
目的とした助成・顕彰事業及び育英事業
や，同分野の展示・公演の開催，国際社
会との相互理解を促進することを目的と
した文化・藝術の交流など。「創造する
伝統賞」その他奨学金など。

日本ベートーヴェンクライス（平成23年
3月）105-0001東京都港区虎ノ門1-21-10
グランスイート虎ノ門702㈱ミリオンコ
ンサート協会気付 電◯3501-5638 Ⓕ5620   
代表理事野平一郎   副代表平野昭   土田
英三郎   事務局長小尾旭

日本放送協会（ＮＨＫ）（大正14年3月22
日社団法人東京放送局仮放送開始）150-
8001東京都渋谷区神南2-2-1 電◯3465-1111
㈹   会長上田良一   副会長堂元光   専務
理事木田幸紀　板野裕爾　児野昭彦   大
阪放送局＝540-8501大阪市中央区大手前
4-1-20 電◯06-6941-0431   名古屋放送局＝
461-8725名古屋市東区東桜1-13-3 電◯052-
952-7000ほか   放送局54   海外総支局等
31   公共の福祉のためあまねく日本全国
において受信できるように豊かで良い放
送番組の放送を行うことを目的とし，受
信料によって成り立つ公共放送。職員数
10,333名

日本ホルン協会（昭和63年7月）112-
0013東京都文京区音羽1-20-14-5Ｆプロア
ルテムジケ内 電◯3943-6677 Ⓕ6659 ⓔjhs.
jimukyoku@gmail.com 会長樋口哲生   
副会長中島大之   事務局長代行羽田和世   
ホルンを愛する者全てに開かれた協会と
して，プロ・アマチュア・演奏者・聴き
手といった垣根を取り払い，ホルンを中
心とした交流を図る。会員約600名　年4
回会報発行

一般社団法人日本民間放送連盟（昭和26
年7月）102-8577東京都千代田区紀尾井
町3-23 電◯5213-7711   会長大久保好男（日
本テレビ放送網会長）放送倫理水準の向
上をはかり，放送事業を通じて公共の福
祉を増進し，その進歩発展を期するとと
もに，会員共通の問題を処理し，あわせ
て相互の親ぼくと融和をはかる。会員
207社
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特定非営利活動法人日本モーツァルト協
会（昭和30年1月）150-0011東京都渋谷
区東1-4-1-307 電◯5467-0626   ⓔinfo@
mozart.or.jp   理事長加藤丈夫   モーツ
ァルト音楽の鑑賞・普及・研究のための
演奏会，講演会の開催。会報発行。正会
員470名

日本ユーラシア協会（昭和32年6月）
156-0052東京都世田谷区経堂1-11-2 電◯
3429-8231㈹ Ⓕ8233   会長竹田正直   日
本と旧ソ連地域との友好，音楽公演等を
企画・主催。

日本ヨハン・シュトラウス協会（昭和50
年5月）370-1301高崎市新町1646-13秋谷
方 電◯090-8048-8795 Ⓕ0274-42-8220   会
長秋谷寿一   ヨハン・シュトラウス2世
をはじめとするウィーン音楽愛好者の団
体。普及と会員相互の親睦団体である。
会員100名   毎月例会有（舞踏会，演奏会，
研究会，講演会，コーラス等），年4回フ
ルカラー会報発送

日本リヒャルト・シュトラウス協会（昭
和59年５月）107-6022東京都港区赤坂1-
12-32アーク森ビル22階私書箱509号 電◯
3582-1266   名誉会長ヴォルフガング・
サヴァリッシュ   会長堤剛   事務局長広
瀬大介   年6回程度演奏会，講演会，シ
ンポジウム，鑑賞会等を行なう。リヒャ
ルト・シュトラウスに関する国際的な研
究，情報，作品の上演記録，上演予定，
ディスコグラフィなどの内容を盛り込ん
だ会報と年誌を発行。また，楽譜，文献，
CD，DVDなどを収集し，利用者に提供。
会員数170名

日本・ロシア音楽家協会（Я
ヤ ロ ム

ROM）（昭
59年10月）151-0064東京都渋谷区上原3-
1-14-401遠藤方 電◯090-5992-7151 Ⓕ045-
544-2390 ⓔjapanrussiasfm@gmail.com   
会長金山茂人   副会長岸本力   運営委員
長遠藤雅夫   日本，ロシア両国の音楽家
がお互いに協力し合ってお互いの音楽，
文化を自国に普及，紹介し，豊かな実り
をもたらすためにさまざまな事業を展開
していく。会員数130名余

日本ロッシーニ協会（平成7年12月）
158-0085東京都世田谷区玉川田園調布1-
11-11-102 電◯3721-2084 Ⓕ3722-0426   名
誉会長フィリップ・ゴセット   会長水谷
彰良   事務局長金井紀子   ロッシーニの
世界的再評価と研究の飛躍的発展にもと
づき，これらを学問的に継承し，日本に
おける研究・批評・著述・演奏に様々な
角度から貢献するという設立趣旨で，各
国のロッシーニ研究者と密接な連携をと
って活動する。機関誌年1回発行，例会，
定期演奏会，国際交流などを行う。

日本ワーグナー協会（昭和55年4月）
106-0047東京都港区南麻布2-7-29 電◯3454-
5662 Ⓕ5484-2761   理事長鈴木伸行   19
世紀ヨーロッパの精神文化を代表する作
曲家リヒャルト・ワーグナーの芸術を探
求し広く紹介すること，それによって日

本の芸術文化に貢献することを目的とす
る。毎月開催される例会を活動の中心に
年1回の総合研究誌「ワーグナーシュン
ポシオン」年4回季刊誌「リング」を刊行。
3年に1度ヨーロッパで開催される「ワー
グナー歌唱コンクール」にすぐれた声楽
家を推薦するなど，若手演奏家の育成に
も努めている。

公益財団法人野村財団（平成22年4月）
103-8011東京都中央区日本橋1-9-1 電◯ 
3271-2330 Ⓕ3281-8522   代表理事（理事
長）永井浩二   事務局長鎭目進二   音楽・
美術などの分野における若手芸術家の育
成活動に対する助成及び芸術文化の国際
交流活動に対する助成を行い，国際的な
人材育成及び国際相互理解の促進に寄
与。

公益財団法人パシフィック・ミュージッ
ク・フェスティバル組織委員会（PMF
札幌）（平22年8月）060-0052札幌市中央
区南2条東1丁目1-14住友生命札幌中央ビ
ル1F 電◯011-242-2211 Ⓕ1687   理事長秋
元克広   常務理事林泰男   芸術監督ワレ
リー・ゲルギエフ   1990年にレナード・
バーンスタインの提唱により創設。毎年
7月の約1ヶ月間，札幌を中心に開催する
世界の若手音楽家を育てる国際教育音楽
祭。芸術文化の発展及び向上を図り，音
楽を通じて世界平和に貢献する。【事業
内容】1世界各国から選抜した若手音楽
家に対する世界最高水準のオーケストラ
教育を軸にした教育の実施   2若手音楽
家等による教育成果の発表及びその教授
陣等による演奏会の開催   3一般への音
楽教育の公開その他の音楽の普及に関す
る事業

一般財団法人広島国際文化財団（昭和52
年8月）730-0854広島県広島市中区土橋
町7-1中国新聞ビル8F 電◯082-294-4621   
Ⓕ295-3728

公益財団法人福田靖子賞基金（平成22年
11月）170-0002東京都豊島区巣鴨1-15-1-
3F 電◯3944-1583 Ⓕ8838   理事長福田成
康   理事梅津時比古   加藤哲礼   神代浩   
二瓶純一   西巻正史   才能ある若いピア
ニストに国際経験を積ませ，成長をうな
がす。

フランツ・シューベルト・ソサエティ
112-0002東京都文京区小石川4-22-2大星
ビル管理㈱総務部気付 電◯5805-6303 Ⓕ
6318   シューベルトの人と作品を愛する
人々が作品を研究・鑑賞する集り。

文化芸術振興議員連盟（昭和52年11月）
100-8982東京都千代田区永田町2-1-2衆議
院第二議員会館205号 電◯3508-7091 Ⓕ
3871   会長河村建夫   事務局長伊藤信太
郎   芸術文化振興に関心の深い衆・参両
議員が超党派で集まり，文化芸術各界が
直面する課題解決に寄与し，文化芸術振
興を図ることを目的とする。会員132名

文化芸術推進フォーラム（平成14年1月）
163-1466東京都新宿区西新宿3-20-2東京
オペラシティタワー11F芸団協内 電◯
5353-6600 Ⓕ6614   議長野村萬   事務局
長大和滋   構成20団体   文化芸術基本法
の理念の浸透，啓発，文化芸術振興のた
めの政策提言活動を行う。文化芸術振興
議員連盟と連携

公益財団法人松尾学術振興財団（昭和63
年12月）166-0002東京都杉並区高円寺北
2-29-15善和ビル6F 電◯3223-8751 Ⓕ3310-
0531   理事長宅間慶子   優れた弦楽四重
奏団の育成を目的として音楽大学等より
推薦された若手クヮルテットに対して助
成。助成金受領団体は，後日研修成果の
発表演奏会（マツオコンサート）で演奏
する。

公益財団法人三井住友海上文化財団（昭
和63年10月）104-0031東京都中央区京橋
1-6-1三井住友海上テプコビル5F 電◯3562-
9523 Ⓕ3535-7635   理事長井口武雄   専
務理事・事務局長水野谷修一   音楽・郷
土芸能等の分野において文化及び芸術活
動に関する事業を行い，文化及び芸術の
振興並びに国際交流の促進に寄与する。

公益財団法人三菱UFJ信託芸術文化財団
（昭和62年12月）103-0027東京都中央区
日本橋2-2-4 電◯3281-0604   理事長上原治
也   常務理事・事務局長堤正彦   音楽芸
術を中心に芸術文化活動への支援とその
国際交流を通じての相互理解をはかると
ともに，広く一般市民に芸術文化活動へ
の参加機会の提供を行う。

公益財団法人三菱UFJ信託地域文化財団
（平成元年11月）103-0027東京都中央区
日本橋2-2-4日本橋ビル 電◯3272-6993 Ⓕ
6994   理事長安田新太郎   常務理事・事
務局長畑克昌   地域文化の振興に資する
活動を助成し，わが国文化の向上発展に
寄与する。

ミュージック・フロム・ジャパン（MFJ）
（昭和50年）7 East 20th Street, Suite 6F 
New York, NY 10003-1106 USA Ⓣ+1-
212-674-4587 ⓔMFJ_NM@msn.com 連◯
960-0101福島市瀬上町柳沼14-20   理事
長三浦尚之   日本の現代音楽の紹介を目
的として，ニューヨークに設立。日米の
演奏家を起用したユニークな文化交流事
業として注目を浴び，これまでに紹介し
た約645曲のうち，99曲が世界初演，多
数がアメリカ初演。米国内外でコンサー
ト，レクチャー・デモンストレーション，
シンポジウム，音楽祭等を開催。 平22・
平24文化庁短期指名型文化交流使。賞◯昭
60音楽の友社賞   平19外務大臣表彰

一般社団法人ミュージック・ペンクラブ・
ジャパン（昭和42年12月）101-0054東京
都千代田区神田錦町3-7-2-7F 電◯6403-
0282     080-8051-6652     ⓔmail1@
musicpenclub.com   会長石田一志   副
会長小原由夫   朝妻一郎   事務局長那須
田務   次長櫻井隆章   土方久明   音楽文
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化の発展に寄与し，会員の権益を守る。
1987年より会員全員の投票によるミュー
ジック・ペンクラブ音楽賞を創設（クラ
シック，ポピュラー，オーディオ分野に
亘る）。国内外の演奏家の公演，録音（CD，
ビデオ），著作物に賞を授与する。会員
数約150名

一般財団法人民主音楽協会（民音）（昭
和38年10月）160-8588東京都新宿区信濃
町8 電◯5362-3400代表   5362-3555音楽博
物館   代表理事伊藤一人   地方センター
＝060-0042札幌市中央区大通西16-1-17 
電◯011-642-5601   980-0014仙台市青葉区
本町2-19-10 電◯022-222-1371   460-0002名
古屋市中区丸の内3-23-8MLJ丸の内ビル
1F 電◯052-951-5391   543-0015大阪市天王
寺区真田山町4-1 電◯06-4304-9515   732-
0052広島市東区光町1-13-20-5F 電◯082-
567-0585   760-0017高松市番町1-2-26-5F 
電◯087-822-9210   812-0064福岡市東区松
田2-9-26 電◯092-629-3050   健康で明るい
音楽運動を起こす新しい民衆音楽の創造
と育成。青少年の音楽教育と一般音楽レ
ベルの向上による情操豊かな民衆文化の
興隆。音楽による国際間の文化交流。音
楽家の育成と優秀な作品ならびに演奏を
内外へ紹介。賛助会員100万人

武蔵野音楽大学同窓会（昭和6年5月）
176-8521東京都練馬区羽沢1-13-1 電◯Ⓕ
3991-0524   会長福井直敬   会員43,575名

公益財団法人明治安田クオリティオブラ
イフ文化財団（平成3年6月）160-0023東
京都新宿区西新宿1-9-1明治安田生命新
宿ビル2Ｆ 電◯3349-6194 Ⓕ3345-6388   理
事長関口憲一  専務理事・事務局長壁谷
章可  理事醤油和男  音楽における若手
芸術家の人材育成，地域の伝統文化の継
承及び後継者育成に対する助成を行う。

一般財団法人ヤマハ音楽振興会（昭和41
年8月）153-8666東京都目黒区下目黒3-
24-22広報部 電◯5773-0808   理事長中田卓
也   常務理事大池真人   音楽に関する教
育活動の基礎的諸問題を探究し，またそ
の普及を推進して広く社会教育の振興に
資するとともに音楽文化向上に寄与す
る。

公益財団法人よんでん文化振興財団（平
成3年10月）760-0033高松市丸の内2-5ヨ
ンデンビル本館4階 電◯087-823-5511   理
事長千葉昭   常務理事大倉朗人   事務局
長石黒卓哉   美術・音楽を中心とした芸
術の分野における諸活動に対して助成及
び顕彰を行うとともに，優れた芸術文化
活動の鑑賞機会を提供すること等によ
り，四国地域における芸術文化の振興を
図る。

リスト協会スイス・日本（昭和62年８月
スイスセクション，12月日本セクション
設立）西宮事務局＝663-8114西宮市上甲
子園1-2-3-401 電◯0799-42-6244   会長リヒ
ャルト・フランク   ヨーロッパと日本両
国を活動の場としてリストの作品を国際

的視野にたって研究し，演奏家たちによ
る音楽活動を通して，国際交流を行う。

公益財団法人ロームミュージックファン
デーション（平成3年2月）615-0044京都
市右京区西院西中水町1 電◯075-311-7710 
Ⓕ0089   常務理事出井昭剛   音楽活動の
実施と助成，音楽を学ぶ学生に対する奨
学援助等を行い，もって我が国の音楽文
化の普及と発展に寄与する。


