1.芸術活動助成＜音楽＞
年度

助 成 先
二期会
東京室内歌劇場
平成元年 東京シティフィルハーモニック管弦楽団
仙台フィルハーモニー管弦楽団
東京カンマーコレーゲン
藤原歌劇団
フィンランド音楽祭実行委員会
瀬戸アートオフィス
プロムジカ合唱団
尼崎市近松市民オペラ実行委員会
北海道二期会
東京コンサーツ
平成2年 日本オペラ協会
日本テレマン協会
オーケストラ・アンサンブル金沢
新星日本交響楽団
大阪フィルハーモニー交響楽団
1990年秋
アサクラビル コンサート企画
東京リーダーターフェル
名古屋二期会
九州交響楽団
新日本フィルハーモニー交響楽団
鼓童
東京都交響楽団
アンサンブル of トウキョウ
東京混声合唱団
東京室内歌劇場
岡山シンフォニーホール
藤沢市民会館友の会
平成3年
群馬交響楽団
東京シティフィルハーモニック交響楽団
東京フィルハーモニー交響楽団
日本現代音楽協会
早稲田大学交響楽団
東京交響楽団
日本アーティストマネージメント
大阪アーティスト協会
東京ゾリステン
東京オラトリオ協会
二期会
藤原歌劇団
堺シティオペラ
新交響楽団
広島交響楽団
山形交響楽団
カザルスホール
岡田知之打楽器合奏団
日本モンテヴェルディ協会
林達次オラトリオ・シリーズ推進委員会
ロッシーニ生誕200年記念連続演奏会実行委員会
平成4年 関西二期会
横浜シティオペラ
名古屋二期会
山梨県県民文化振興協会
グリーン・エコー
新日本フィルハーモニー交響楽団
新星日本交響楽団
関西フィルハーモニー交響楽団
東京カンマーコレーゲン
日本音楽集団
日本合唱協会
メンネルコール広友会

企 画 名
団伊玖磨「ちゃんちき」
青島広志「黄金の国」
第62回定期演奏会
第67回定期演奏会
ウイーン讃歌演奏会
マスカーニ「カヴァレリア・ルスティカーナ＆レオンカヴァッロ「道化師」
第2回フィンランド音楽祭
シカゴプロムジカ演奏会
第23回定期演奏会
原嘉寿子「近松オペラ-岩長姫」
モーツァルト「とかく女というものは」
黛敏郎「金閣寺」
三木稔「あだ」
第81回定期演奏会
第14回定期演奏会
クラシック・アベニュー
第255回定期演奏会
1990年秋の音楽の夕
歌劇「モーツァルト」
90定期演奏会
モーツァルト「フィガロの結婚」
第147回定期演奏会
第190回定期演奏会
オーケストラと和太鼓の夕べ
第335回定期演奏会及び特別演奏会
第18回定期演奏会
バッハ カンタータの夕べ
間宮芳正「昔噺人買太郎兵衛」
三木稔「ワカヒメ」
モーツァルト「魔笛」
第296回定期演奏会
第73回定期演奏会
第331回定期演奏会
東京現代音楽祭「響楽」
第147回定期演奏会
特別演奏会「スペインの年へのオマージュ」
小川／漆原／フランソワーズ・グローベンの夕べ
荒憲一とトラヴニチェック弦楽四重奏団演奏会
第113回定期演奏会
モーツァルト「グレート・ミサ」
プッチーニ「ラ・ボエーム」
ビゼー「カルメン」
プッチーニ「ラ・ボエーム」
第135回定期演奏会
第129回定期演奏会
山響・CMF ジョイントコンサート
アルディッティ弦楽四重奏団演奏会
パーカッション・アンサンブルの餐宴III
モンテヴェルディ・マドリガーレ
ハイドン「オラトリオ四季」
記念シリーズコンサート Ⅲ、Ⅳ
プッチーニ「蝶々婦人」
ビゼー「カルメン」
ブリテン「ピーター・グライムズ」
モーツァルト「フィガロの結婚」
J. Sバッハ「マタイ受難曲」
第265回定期演奏会
ファンタスティック・クリスマスコンサート
第96回定期演奏会
セレナード チクロスI
第126回定期演奏会
第80回定期演奏会
第11回定期演奏会

1.芸術活動助成＜音楽＞
年度

平成5年

助 成 先
関西歌劇団
オーケストラ・アンサンブル金沢
東京バッハ・モーツァルトオーケストラ
東京交響楽団
札幌交響楽団
東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団
武生国際音楽祭推進会議
ながの-アスペンミュージックフェスティバル実行委員会
静岡児童合唱団
埼玉第九合唱団
藤沢市芸術文化振興財団
大分県民オペラ協会
奏楽堂オペラ「谷行」「ヤーザーガー」上演実行委員会

平成6年

平成7年

平成8年

二期会オペラ振興会
ミュージック・ネットワーク
田辺第九の会
横浜シティ合奏団
北九州国際音楽祭実行委員会
モルゴーア・クァルテット
日本作曲家協議会
大阪アーティスト協会
毎日新聞社北海道支社
東京アカデミー合唱団
日本オペラ振興会
姫路市文化振興財団
四国二期会
名古屋二期会
モーツァルト劇場
沖縄日伊オペラ
東京フィルハーモニー交響楽団
アンサンブル コンソナンツ
合唱団OMP
沖縄交響楽団
関西二期会
名古屋オペラ協会
福島県民創作オペラ実行委員会
広島交響楽団
大阪フィルハーモニー交響楽団
モーツァルト室内管弦楽団
コレギウム・ムジクム東京
ニューアーツ弦楽四重奏団
ニュー・オペラ・プロダクション
東京交響楽団
京都フィルハーモニー室内合奏団
アジア音楽文化協会
アスペンミュージック フェスティバル勝山市実行委員会
日本音楽集団
日本フォーレ協会
藤沢市芸術文化振興会
関西芸術文化協会
四日市市文化振興財団
コンサート“復興の街へ”実行委員会
ポン・ドゥ・ボアの会
内子町音楽祭実行委員会
横浜合唱協会
東京少年少女合唱隊
二期会オペラ振興会
神奈川芸術文化財団
名古屋オペラ協会
日本オペラ振興会
日本楽劇協会
石川県音楽文化振興事業団
岩崎 淑ミュージック・イン・スタイル
ジーベック音楽出版
広島交響楽協会
留学生アジア・アフリカミュージカルチーム
静岡児童合唱団
バッハ・コレギウム・ジャパン

企 画 名
第64年回定期演奏会「フィガロの結婚」
創立5周年記念公演
創立5周年記念公演
東京芸術劇場シリーズ 第9回公演
第349回定演
第84回定期演奏会
高橋アサと仲間たち「武満徹の世界」
第6回東京公演
創立50周年記念公演
創立20周年記念公演
創立20周年・藤沢市民オペラ「トゥーランドット」
創作オペラ「ペトロ岐部」
奏楽堂オペラ 第1部・能「谷行」
第2部・オペラ「ヤーザーガー」
「フィデリオ」
歌劇「カルメン」
第8回田辺第九演奏会
横浜室内楽コンサート イン ミュージアム「東西の風」
'93北九州国際音楽祭
第2回モルゴーア・クァルテット演奏会
第5回邦楽器の祭典
ベルリン・ピアノ・トリオ東京・大阪公演
ハイドン「天地創造」
第35回定演 エルガー「神の王国」
藤原歌劇団60周年公演「アンドレア・シェニエ」
世界遺産姫路城記念行事「おなつ せいじゅうろう」
第20回記念公演「コシ・ファン・トゥッテ」
B. ブリテン公演 No.II「ねじの回転」
モーツァルト5大オペラ連続上演「コシ・ファン・トゥッテ」
オルフェリオとエウディーチェ
第359回定期演奏会
第3回定期演奏会
第12回定期演奏会
沖縄オペラシリーズNo.3「トスカ」
第42回公演「ラインの黄金」
日本オペラシリーズNo.12「袈裟と盛遠」
智恵子抄
第151回定期演奏会
第284回定期演奏会
第67回定期演奏会「フィガロの結婚」
創立10周年記念 第20回演奏会
創立20周年記念演奏会
第5回公演「耳なし芳一」
東京芸術劇場シリーズ 第22回定期演奏会
青木十良 傘寿記念 「ベートーベン三重協奏曲」特別演奏会
第1回公演「アジア音宇宙1995」
95勝山 アスペン ミュージック フェスティバル
第138回定期演奏会
フォーレ生誕150年記念事業「フォーレ頌」
藤沢市制55周年記念市民オペラ「ウインザーの陽気な女房たち」
関西歌劇団第68回定期公演オペラ「ハルカ」
四日市市制100周年記念 市民オペラ「フィガロの結婚」
コンサート「復興の街へ」（阪神大震災 被害者支援）
吉岡 孝悦全曲自作自演 マリンバリサイタル
町制40周年協賛事業 岡村喬生「歌の旅」世界をめぐる
第40回定期 「1725年トーマス教会でのヨハネ受難曲」演奏会
創立45周年記念 「手をつなごうコンサート’96」 ドイツ・ハノーファー少女合唱団を迎えて
＜ニーベルング＞の指輪
團伊玖磨作曲 歌劇「ひかりごけ」
日本オペラシリーズ No.14 オペラ「額田女王」
歌劇「マクベス」
山田耕筰110年記念ガラ・コンサート
オーケストラ・アンサンブル金沢 第60回定期演奏会
20周年記念コンサート
安部佳子とオオルリの会マリンバコンサート
第172回定期演奏会
第13回「頑張れ神戸コンサート～刹那の音」
提携25周年記念 ソフィア少年少女合唱団 ジョイント・コンサート
第27回定期演奏会ハインリッヒ・シュッツ＜宗教的合唱曲集＞

1.芸術活動助成＜音楽＞
年度

平成9年

平成10年度

平成11年度

平成12年度

平成13年度

助 成 先
横浜シティオペラ
名古屋二期会
関西芸術文化協会
オペラリア事務局
東京交響楽団
東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団
チェンバーオーケストラ信州
大阪フィルハーモニー協会
関西フィルハーモニー管弦楽団
沖縄市
アリオン音楽財団
日本オーケストラ連盟
日本音楽集団
「ヴェルサイユの祝祭」プロジェクト
東京芸術大学奏楽堂記念演奏会委員会
日本楽劇協会
名古屋オペラ協会
関西二期会
びわ湖ホール
日仏文化交流支援委員会
オーケストラ・プロジェクト
富士山麓国際音楽祭実行委員会
別府アルゲリッチ音楽祭実行委員会
ジェスク音楽文化振興会
横浜オラトリオ協会合唱団
万作の会
横浜シティオペラ
北海道二期会
オペラシアターこんにゃく座
ニュー・オペラ・プロダクション
モーツアルト劇場
ひろしまオペラ推進委員会
日本イタリア協会
日本オーケストラ連盟
東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団
札幌交響楽団
東京交響楽団
沖縄平和音楽祭実行委員会
神奈川芸術文化財団
18世紀音楽祭協会
日本音楽集団
神奈川混声合唱団
二期会四国支部（四国二期会）
君津音楽協会
財団法人 日本オペラ振興会
関西二期会
オペラ「智恵子抄」実行委員会
財団法人 ニッセイ文化振興財団
財団法人 二期会オペラ振興会
財団法人 仙台市市民文化事業団
＜東京の夏＞音楽祭実行委員会（アリオン音楽財団）
財団法人 東京オペラシティ文化財団
社団法人 日本演奏連盟
オーラＪ
東京室内歌劇場
東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団
財団法人とちぎ生涯学習文化財団
愛媛県民オペラ実行委員会
鹿児島オペラ協会
日本現代音楽協会
財団法人 日本交響楽振興財団
財団法人新日本フィルハーモニー交響楽団
財団法人東京交響楽団
ミュージック・マスターズ・コースｉｎかずさ実行委員会
オーケストラ華夏
日本楽劇協会
プレイアード五重奏団
ジャン・ピエール・ランパルメモリアルコンサート実行委員会
モーツアルト室内管弦楽団
グリーン・エコー

企 画 名
第7回神奈川オペラフェスティバル 「カルメン」
「天国と地獄」
第72回定期公演「イル・トロヴァトーレ」
ドミンゴ「オペラリア’97」ワールド・オペラ・コンテスト
石丸 寛指揮生活45周年記念演奏会
第117回定期演奏会
第3回定期演奏会
第313回定期演奏会
第122回定期演奏会
沖縄平和音楽祭「第3回沖縄レクイエム’97」
第13回＜東京の夏＞音楽祭’97
オーケストラ サミット イン ジャパン
第150回定期演奏会
バロック音楽と舞踏のスペクタクル
奏楽堂開館記念演奏会シリーズ
日仏文化交流年公演 オペラ「あやめ」他
日本オペラシリーズNo.16 オペラ「天守物語」
第49回オペラ公演「ナクソス島のアリアドネ」
びわ湖ホール 歌劇「ドン・カルロ」
オペラ「ドン・ジョバンニー」
オーケストラ・プロジェクト98
第8回富士山麓国際音楽祭
別府アルゲリッチ音楽祭
京都インターナショナル・ミュージックセッション98 in Tokyo
創立70周年記念事業 ハイドン「四季」他
日中伝統演劇、狂言、昆劇交流公演
第9回神奈川オペラフェスティバル
創立35周年記念公演 オペラ「ドン・ジョバンニ」
宮澤賢治劇場III「フランドン農学校の豚」「 十公園森」
第9回公演 オペラ「道化師」「カヴァレリア・ルスティカーナ」
プーランク生誕100年記念 オペラ「ティレジアスの乳房」「声」
新ひろしまオペラルネッサンス共同制作 オペラ「ドン・ジョバンニー」
第30回イタリア声楽コンコルソ
オーケストラサミット・イン・ジャパン 1999 アジア・アート・フェスティバル
第135回定期公演
第413回定期演奏会「20世紀音楽の魅力 Vol.1 -1950年代-」
第467回定期演奏会「21世紀への挑戦」 オペラ「マッチ売りの少女」
沖縄平和音楽祭 第5回「沖縄レクイエム」
第6回神奈川芸術フェスティバル「響きのルネッサンス」
第1回福岡古楽音楽祭バロック室内コンサート
第156回定期演奏会 ～アンサンブルの華・二十絃琴のきらめ～
2000年定期演奏会 ドヴォルザーク作曲「レクイエム」
第26回二期会オペラ公演「ヘンデルとグレーテル」
君津音楽協会創立２５周年記念事業 ホールオペラ「椿姫」
オペラ「瀧廉太郎」
第53回オペラ公演 オペラ「パルシハル」
室内オペラ「智恵子抄」
邦人作曲家オペラシリーズ 「閉じられた舟」
東京二期会オペラ劇場 オペラ「真夏の夜の夢」
オペラ支倉常長「遠い帆」
第16回＜東京の夏＞音楽祭2000 「新バビロン」
アンサンブル・モデルン 「２１世紀の羅針盤」
第12回クラシックフェスティバル ～Ｊ．Ｓ．バッハ没後250年記念～
オーラＪコンサートシリーズ－ＮＯ．５
第98回定期公演オペラ｢ラマンチャの男ドン・キホーテ｣
東京シティ・フィルオーケストラル・オペラII「ヴァルキューレ」
創作オペラ『日光』
愛媛県民オペラ｢フィガロの結婚｣
鹿児島オペラ協会 創立30周年記念公演新作オペラ 全二幕「ミスター・シンデレラ」
『ISCM世界音楽の日々 2001横浜大会 ～日本現代音楽協会 新世紀音楽祭～』
オーケストラとのふれあいコンサート
第325回定期演奏会
第485回定期演奏会「黛敏郎：歌劇《古事記》」
ミュージック・マスターズ・コース ｉｎかずさ
創立5周年を迎えて新世紀の祭り～20世紀の中国名曲 二胡コンチェルト
山田耕筰・新たな展開 第2回
プレイアード五重奏団リサイタル
ジャン・ピエール・ランパルメモリアルコンサート
モーツアルト室内管弦楽団創立30周年 第100回定期 演奏会
創立45周年記念グリーン・エコー演奏会

1.芸術活動助成＜音楽＞
年度

平成14年度

平成15年度

平成16年

平成17年

助 成 先
関西二期会
(財)日本オペラ振興会
(財)ニッセイ文化振興財団
(財)二期会オペラ振興会
モーツアルト劇場
オーケストラ・プロジェクト2002
関西フィルハーモニー管弦楽団
オーラJ
（社）日本演奏連盟
（社）日本クラッシク音楽事業協会
別府アルゲリッチ音楽祭実行委員会
「日本の作曲・21世紀へのあゆみ」実行委員会
日本テレマン協会
東京ジュニア オーケストラ ソサイエティ
アンサンブル・サクラ
菊地香織里
吉原すみれ
東京少年少女合唱隊演奏会実行委員会
小野雅楽会
武生国際音楽祭推進会議
特定非営利活動法人岡山市子どもセンター
日本の作曲・２１世紀へのあゆみ実行委員会
財）東京フィルハーモニー
日本音楽集団
東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団
現代三味線音楽協会
財）東京交響楽団
東京ニューシティ管弦楽団
財）名古屋フィルハーモニー交響楽団
名古屋二期会
財)二期会オペラ振興会
財)アリオン音楽財団
財)横浜芸術文化振興財団
財)九州交響楽団
財)群馬交響楽団
財)山口市文化振興財団
武生国際音楽祭推進会議
トーキョーワンダーサイトコミッティ
21世紀の合唱を考える会「音楽樹」
仙台アカデミー
コンセール・Ｃ
薬師寺最勝会復興上演委員会
オリエント管弦楽団
18世紀音楽祭協会
社）日本楽劇協会
財）アリオン音楽財団
財）新日本フィルハーモニー交響楽団
財）神奈川芸術文化財団
関西二期会
財）名古屋フィルハーモニー交響楽団
SonicArt
丹波の森国際音楽祭 ｼｭｰﾍﾞﾙﾃｨｱｰﾃﾞ たんば実行委員会
東京室内歌劇場
関西フィルハーモニー管弦楽団
財）二期会オペラ振興会
横浜シティオペラ
財）新星東京フィルハーモニー交響楽団
東京文化会館
アジアアンサンブル
財）びわ湖ホール
財）住友生命社会福祉事業団
財）東京交響楽団
特定非営利活動法人 日本音楽集団
財）名古屋フィルハーモニー交響楽団
NPO法人 日本アコーディオン協会
とれふ企画
社)日本オーケストラ連盟
財）住友生命 社会福祉事業団
財）アリオン音楽財団
日本現代音楽協会
財）兵庫県芸術文化協会
財）東京シンフォニエッタ
財）山口市文化振興財団
愛知芸術文化センター企画事業実行委員会
東京文化会館

企 画 名
第57回オペラ公演「天守物語」（全一幕・日本語上演）関西初演
藤原歌劇団公演 オペラ「清教徒」（全三幕）
NISSAY OPERA2002 日本人作曲家オペラシリーズIII オペラ「羅生門」
R.ワーグナー作曲 「ニュルンベルグのマイスタージンガー」（全三幕）
ドビュッシー作曲オペラ「ペレアスとメリザンド」
オーケストラ・プロジェクト2002
ベートーヴェン 歌劇「フィデリオ」演奏会形式
オーラJコンサートシリーズ 「わたしたちは二度と戦わない」
第14回クラシックフェスティバル＜シューベルトの世界～永遠のボヘミアン＞
第７回 クラッシクはいかが？
第4回「別府アルゲリッチ音楽祭」
コンサートシリーズ「日本の作曲・21世紀へのあゆみ」第2期・Ⅱ
第148回定期演奏会
第5回公演会
アンサンブル・サクラ～英国JAPAN2001～記念コンサート
菊地香織里室内楽コンサート
吉原すみれ パーカッション・リサイタル2002
50周年記念演奏会パートIII「受難そして光へ」
小野雅楽会115年の会
第２回武生国際作曲ワークショップ
子どものためのオペラ鑑賞事業
コンサート～日本の作曲・２１世紀へのあゆみ実行委員会 第二期 Ⅲ
音楽の未来遺産 シリーズ三善晃’03－’04
音楽劇「砂漠に消えた王」
オペラ「神々の黄昏」
三味線フェスティバル
ヤナーチェク歌劇 「死者の家から」
定期演奏会 蝶々夫人 （特注楽器による世界初演）
アジア21世紀オーケストラ・プロジェクト
オペラ定期公演 ビゼー作曲「カルメン」
オペラ「ばらの騎士」
グンデチャ・ブラザーズコンサート 北インド古典歌曲の夕べ
現代作曲家シリーズ Just Composed 2003
第246回定期演奏会
第400回記念定期演奏会
市民共同企画 野村 誠＆交響楽団しょうぎ作曲アレンジコンサート
第3回武生国際作曲ワークショップ
オペラ「海に消えた二人の恋人たちの物語」
ＴＯＫＹＯ ＣＡＮＴＡＴ２００３
埋もれた天才ファニー・メンデルスゾーン・ヘンテゼルの夕べ
オペラコミック アンドレ・メサジェ「ヴェロニック」
薬師寺最勝会復興上演
日中文化交流正常化25周年記念オリエント管弦楽団成立一周年記念
第5回 福岡古楽音楽祭
山田耕筰・新たな展開第4回
第20回<東京の夏>音楽祭2004 -20周年記念
新日本フィル第383回定期演奏会
神奈川県民ホール開館３０周年記念事業團伊玖磨メモリアル・コンサート
関西二期会第61回オペラ公演 「椿姫」(全3幕原語上演)
「アジア21世紀オーケストラ」プロジェクト2004
SonicArt2004 Soloist series Ⅰ・Ⅱ
第10回記念 「丹波の森国際音楽祭シューベルティアーデたんば2004」
東京室内歌劇場第36期第108回定期公演 『インテルメッツォ』日本初演
吉松隆作曲 交響曲第3番 関西初演
ヤナーチェク作曲 「イェヌーファー」オペラ全3幕ドイツ語上映
神奈川オペラフェステバル「フィガロの結婚」
音楽の未来遺産―ｼﾘｰｽﾞ三善 晃2003-2004
第2回 東京音楽コンクール
アジアアンサンブル'04東京公演
ヴェルディ作曲歌劇 「十字軍のロンバルディア人」
新・音楽の未来への旅シリーズ２００４
第516回定期演奏会 ヘンツェ:音楽劇「裏切られた海」
日本音楽集団第181回定期演奏会
アジア21世紀オーケストラプロジェクト2005
グジェゴシュ ストパ リサイタル
第7回とれふ・ぷんくとコンサート～林光と歩く～
第6回「現代日本オーケストラ名曲の夕べ」
新・音楽の未来への旅シリーズ
第21回<東京の夏>音楽祭2005
《現代の音楽展2006》現代合唱の領域
地元出身アーティスト公演
東京シンフォニエッタ・ヴェネズエラ公演
向井山朋子 アムステルダム/山口
身体とライブ・エレクトロニックのアンソロジー
第3回 東京音楽コンクール

1.芸術活動助成＜音楽＞
年度

助 成 先
株）東京国際フォーラム
静岡市文化振興財団 静岡音楽館
天草国際アート&ミュージックフェスタ実行委員会
ガレリアウィンドオーケストラ

財）児童育成協会
平成18年 愛知芸術文化センター企画事業実行委員会
日本の作曲・21世紀へのあゆみ実行委員会
トリトン・アーツ・ネットワーク
社）日本オーケストラ連盟
Absolute-MIX実行委員会
ヴォーカル・アンサンブル カペラ
日本オーケストラ連盟
日本交響楽振興財団
アンンサンブル・ノマド
東京シンフォニエッタ
篠崎史子
ミュージック・フロム・ジャパン・インク
平成19年 Ensemble Roca
神奈川芸術文化財団
オーケストラ・プロジェクト
洋楽文化史研究会「再現演奏会 1941-1945～日本音楽文化
協会の時代～」実行委員会
ナヤ・コレクティブ
名古屋フィルハーモニー交響楽団
愛知芸術文化センター企画事業実行委員会
シアターイワト
森のハーモニー委員会
ミュージック・フロム・ジャパン・インク
おぢか国際音楽祭実行委員会
アンサンブル・ノマド
神戸JAZZ実行委員会
真鍋 尚之
平成20年
大井 浩明
古川 瑞枝
101年目からの松平頼則 実行委員会
ナヤ・コレクティブ
宇納小百合
音楽家集団「婆娑羅・・・カオスモス」
アンサンブル・ノマド
芥川也寸志メモリアル オーケストラ・ニッポニカ
スキヤキ・ミーツ・ザ・ワールド実行委員会
ミュージック・フロム・ジャパン・インク
財団法人びわ湖ホール
財団法人神奈川芸術文化財団
平成21年
財団法人神奈川芸術文化財団
財団法人東京都歴史文化財団 トーキョーワンダーサイト
神戸JAZZ実行委員会
鶴澤 寛也
門仲天井ホール復P祭プロジェクト
有限会社ナヤ・コレクティブ
アンサンブル・ノマド
スキヤキ・ミーツ・ザ・ワールド実行委員会
愛知芸術文化センター企画事業実行委員会
安江佐和子
加藤訓子アーツプロジェクト
向井山朋子2010実行委員会
平成22年
神戸JAZZ実行委員会
水牛
竹田 恵子
入野賞基金
有限会社ナヤ・コレクティブ
御喜美江

企 画 名
ラ・フォル・ジュルネ・オ・ジャポン「熱狂の日」音楽祭2006
鈴木俊哉 リコーダー・リサイタル
第2回天草国際アート&ミュージックフェスタ
ガレリアウィンドオーケストラ第4回定期演奏会
「プロのバンドがなすべき事～邦人作品の過去、現在そして未来を通して～」
青山太鼓見聞録
AACサウンドパフォーマンス実験工房(仮称)
日本の作曲・21世紀へのあゆみ シリーズ第3期
第一生命ホール5周年記念・クァルテット・ウェンズデイシリーズ特別企画
ショスタコーヴィチ生誕100年記念 弦楽四重奏曲全曲(15曲)演奏会
第7回現代日本オーケストラ名曲の夕べ
Aboslute-MIX Presents Electronic-Acoustic-Music
アグリコラ没後500年記念演奏会 「ミサ・パスカーリス」～復活祭のミサ
第8回現代日本オーケストラ名曲の夕べ
「現代日本のオーケストラ音楽」第31回演奏会
アンンサンブル・ノマド メキシコ公演
東京シンフォニエッタ2007年度定期演奏会(第20回・第21回・第22回)
篠崎史子ハープの個展
ミュージック・フロム・ジャパン2008年音楽祭
Ensemble Roca Vol.2
音楽堂で聴くバロック・オペラ 初演400年モンテヴェルディ作曲「オルフェオ」
オーケストラ・プロジェクト2007
再現演奏会 1941-1945～日本音楽文化協会の時代～
STEIM日本公演2008
「アジア21世紀オーケストラ」プロジェクト2007
第2回AACサウンドパフォーマンス道場プロジェクト
高橋悠治『トロイメライ－子供の情景－』
若手音楽家支援・コンサートシリーズ3 鶴見幸代の世界
ミュージック・フロム・ジャパン2009年音楽祭
世界遺産暫定リスト入り 旧野首教会献堂100周年記念 第8回長崎おぢか国際音楽祭
アンサンブル・ノマド・ソウル公演
神戸JAZZ2008
真鍋尚之笙リサイタル Vol.5 独奏
時代別フォルテピアノ(4種類)によるベートーヴェン：クラヴィアソナタ全32曲連続演奏会(全8
回)、
ならびに現代ピアノによるベートーヴェン(リスト編曲)：交響曲全9曲チクルス(全5回)
古川 瑞枝 Voice Performance ～文字のひびき～
101年目からの松平頼則
音楽の複数次元
琵琶と地歌舞－ラヴェンナフェスティヴァル参加公演
若林千春 作品展2008
アンサンブル・ノマド 定期演奏会第35～37回
芥川也寸志 没後20周年記念連続演奏会
スキヤキ・ミーツ・ザ・ワールド 2009
ミュージック・フロム・ジャパン 創立35周年記念音楽祭
アルバン・ベルク作曲 歌劇「ルル」(3幕完成版)
開館55周年記念音楽堂バロック・オペラ パーセル作曲「アーサー王」
オペラ「愛の白夜」
EXPERIMENTAL SOUND，ART＆PERFORMANCE FESTIVAL
神戸JAZZ2009
橋本治と共に女流義太夫を楽しむ会
wasted' in Tokyo - 向井山朋子ピアノコンサート -深川から越後妻有へ(仮称)
音楽の複数次元2009 ～コーネリアス・カーデュー～
アンサンブル・ノマド定期演奏会 第38～40回「呼びかわす世界」
スキヤキ・ミーツ・ザ・ワールド2010
AAC(Aichi Arts Center)サウンドパフォーマンス道場特別公演(仮称)
安江佐和子パーカッションリサイタル2010
サウンドスペースエクスペリメント・再演
「BABY 2010」東京・京都 (仮称)
神戸JAZZ2010
影の反オペラ
オペラひとりっ切り／キャバレー「パダム・パダム」
入野賞30周年記念演奏会
音楽の複数次元2010～ジョン・ケージ(仮称)
御喜美江アコーディオン・ワークス2010 アコーディオンの地平線～ソロから6台まで～

1.芸術活動助成＜音楽＞
年度

助 成 先
愛知芸術文化センター企画事業実行委員会
淡座
ensemble-no
wasted実行委員会
公益財団法人東京都歴史文化財団 トーキョーワンダーサイト
水牛
菅原 朋子
スキヤキ・ミーツ・ザ・ワールド実行委員会
平成23年
フォンス・フローリス
ミュージック・フロム・ジャパン・インク
MovingWaves
無言館コンサート実行委員会
有限会社ナヤ・コレクティブ
ユニヴェル・ゼロ来日実行委員会
伶楽舎
レクイエム・プロジェクト実行委員会
會田瑞樹
愛知芸術文化センター企画事業実行委員会
大井浩明
加藤訓子アーツプロジェクト

企 画 名
第5回AAC(Aichi Arts Center)サウンドパフォーマンス道場プロジェクト
はなし×現代音楽
トーク&コンサート『Noh X Contemporary Music』5回シリーズ vol.2
wasted
TOKYO EXPERIMENTAL FESTIVAL-SOUND, ART & PERFORMANCE
カフカノート
古ハープ.箜篌(くご)コンサート
スキヤキ・ミーツ・ザ・ワールド2011
ヴォーカル・アンサンブル カペラ関西・九州演奏会
ミュージック・フロム・ジャパン2012年音楽祭
D-door
無言館コンサート「死んだ男の残したものは」～尾崎宗吉をきく～
音楽の複数次元2011～バーマン、一柳、ルシエ、テニー
ユニヴェル・ゼロ初来日公演2011
伶楽舎第十回雅楽演奏会
レクイエム・プロジェクトin佐用町
八村義夫の世界
第6回AAC(Aichi Arts Center)サウンドパフォーマンス道場プロジェクト
大井浩明POC #11～#15 (全5回公演)
クニコ・プレイズ・ライヒ
フランスからのコンセールポルトレ作曲家の肖像
vol.1カルチエ・ドトンヌ
カルチエミュジコ
2012グエン・ティエン・ダオ コンセールポルトレ
平成24年
vol.2カルチエミュジコ
2012丹波明 コンセールポルトレ（仮称）
川崎弘二
低音デュオ ワークショップ＋コンサート
小金井アートフェスタ実行委員会
小金井アートフェスタ2012「第2回あいのてさんワールドミュージック・フェスティバルin小金井」
スキヤキ・ミーツ・ザ・ワールド実行委員会
スキヤキ・ミーツ・ザ・ワールド2012
竹田 恵子
竹田恵子オペラひとりっ切り「水仙月の四日」＆「芝浜」
能オペレッタ～水の緒～実行委員会
能オペレッタ～水の緒～
愛知芸術文化センター企画事業実行委員会
AAC(Aichi Arts Center)サウンドパフォーマンス道場特別公演(仮称)
アンサンブル室町
「東方綺譚」”Nouvelles Orientales”
学校法人 大阪音楽大学(大阪音楽大学ザ・カレッジ・オペラハウ 20世紀オペラ・シリーズ「ピーター・グライムス」
ス)
平成25年 公益財団法人
東京交響楽団
東京交響楽団川崎定期演奏会第40回
公益社団法人 広島交響楽協会
広島交響楽団 第335回定期演奏会
富士電子音響芸術祭実行委員会
富士電子音響芸術祭2013
一般社団法人もんてん
Multus#2「8つの手」(仮称)

