
 

2011年 12月 19日 

関係各位 

 
〒615-8585京都市右京区西院溝崎町21 

                           

                                             （コード番号：6963） 

 

「被災地に音楽を」 

ローム ミュージック ファンデーション 

東日本大震災 被災地支援コンサート 助成先＜第１弾＞  決定 

 

  半導体メーカーのローム株式会社（本社：京都市）が支援する公益財団法人 ローム ミュージック ファンデー

ション（京都市）は、現在、東日本大震災により被災された皆様に音楽を届け、希望を持っていただける活動を

支援するため「被災地支援コンサートへの助成(総額１５０，０００ 千円)」を実施しております。この度、助成

第１弾として下記１３団体の４５公演に対して５７，１００千円の助成を決定しました。 

なお、ローム株式会社は本事業に対して協賛をしております。 

オーケストラ・アンサンブル金沢 東京ニューシティ管弦楽団 

関西フィルハーモニー管弦楽団 東京ユニバーサル・フィルハーモニー管弦楽団 

京都市交響楽団 ニューフィルハーモニーオーケストラ千葉 

京都フィルハーモニー室内合奏団 日本フィルハーモニー交響楽団 

静岡交響楽団 山形交響楽団 

セントラル愛知交響楽団 読売日本交響楽団 

東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団  

   詳細は別紙資料「＜第１弾＞被災地支援コンサートへの助成課題一覧」をご覧ください。ＨＰでもコンサートの 

予定表を掲載しております。（URL: http://www.rohm.co.jp/rmf/naiyou/ongaku_katudou/jyosei_boshu_shien.html） 

 

また、より多くのコンサートが被災地で開催されることを願い、募集期間を１ヶ月延長し、２０１２年１月３１

日締切（当初２０１１年１２月２９日締切）としました。 

申込みを随時受付後、審査を経て助成決定先を都度発表してまいります。 

 

この「被災地支援コンサートへの助成」により、被災された皆様に心温まる音楽が届くことを願っております。

被災地の一日も早い復旧を、心よりお祈り申し上げます。 

 

以上 

 

 

＜この件に関するお問合せ先＞ 
ローム株式会社 メセナ推進室 

〒615-8585 京都市右京区西院溝崎町21 
TEL(075)311-2121、FAX(075)311-1248 

〒615-8585  
京都市右京区西院溝崎町21  

TEL: 075-311-2121  
FAX: 075-311-1248  

http://www.rohm.co.jp  
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2011年12月19日現在の予定
＜実施済み助成課題＞ （助成団体名：五十音順）

1 助成団体名

助成課題名

内　容 日　時 2011年11月13日　（２公演）　

場　所 岩手県遠野市：遠野市社会福祉ｾﾝﾀｰ（12：00～）、遠野市民ｾﾝﾀｰ（16：30～）

日　時 2011年12月17日　（２公演）　

場　所 岩手県大槌町：大槌町新設商店街（11：30～）、大槌町仮設住宅集会所（13：00～）

お問合せ先※

2 助成団体名

助成課題名

内　容 2011年11月24日　（２公演）

福島県福島市松川町：特別養護老人ﾎｰﾑ「みず和の郷」（14：00～）、飯野学習ｾﾝﾀｰ(18:30～)

2011年11月25日　（２公演）

福島県福島市松川町：松陵中学校(10:15～)、福島市ｽﾎﾟｰﾂ振興公社財団法人南体育館(13:30～)

お問合せ先※

3 助成団体名

助成課題名

内　容 日　時 2011年12月8日　（２公演）

場　所 宮城県石巻市：二又小学校（11：00～）、北村小学校(14：00～）

お問合せ先※

4 助成団体名

助成課題名

内　容 2011年11月29日　（２公演）

岩手県宮古市：ｸﾞﾘｰﾝﾋﾟｱ三陸（11：00～）、田老第1中学校（14：30～）

2011年11月30日　（２公演）

岩手県宮古市：花輪小学校（14：45～）、陸中ﾋﾞﾙﾎｰﾙ(18：30～)

お問合せ先※

～コンサートの様子～

財団法人日本フィルハーモニー交響楽団

被災地に音楽を　「福島の元気は松川から！」プロジェクト

①

日　時

場　所

出演：4名（弦楽四重奏） ／ 曲目：ｱｲﾈ･ｸﾗｲﾈ･ﾅﾊﾄﾑｼﾞｰｸ、見上げてごらん夜の星を　他

社団法人山形交響楽協会（山形交響楽団）

山形交響楽団「未来への希望コンサート」

①

②

出演：2名（ｸﾗﾘﾈｯﾄ、ｳﾞｧｲｵﾘﾝ） ／ 曲目：ﾕｰﾓﾚｽｸ、ｸﾘｽﾏｽﾒﾄﾞﾚｰ　他

ＴＥＬ：03-3766-0876

出演：4名（弦楽四重奏） ／ 曲目：G線上のｱﾘｱ、日本の民謡、童謡より　他

特定非営利活動法人京都フィルハーモニー室内合奏団

震災地支援コンサート

ローム ミュージック ファンデーション
＜第１弾＞被災地支援コンサート助成課題一覧

①

日　時

場　所

出演：6名（ｳﾞｧｲｵﾘﾝ、ｸﾗﾘﾈｯﾄ、ﾌｧｺﾞｯﾄ、ﾄﾗﾝﾍﾟｯﾄ、ﾁｪﾛ､ﾊﾞﾘﾄﾝ） ／ 曲目：見上げてごらん夜の星を　他

一般社団法人東京ユニバーサル・フィルハーモニー管弦楽団

オーケストラメンバーによるクラシック・コンサート Vol1、Vol2

①

出演：6名（弦楽四重奏、ﾌﾙｰﾄ、ﾋﾟｱﾉ） ／ 曲目：ﾛﾝﾄﾞﾝﾃﾞﾘｰの歌、愛のあいさつ　他

ＴＥＬ：075-212-8275

ＴＥＬ：03-5378-6311

ＴＥＬ：075-212-8275

日本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
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2011年12月19日現在の予定

ローム ミュージック ファンデーション
＜第１弾＞被災地支援コンサート助成課題一覧

＜今後の実施予定助成課題＞ （助成団体名：五十音順）

1 助成団体名

助成課題名

内　容 2012年3月20日　（１公演）

茨城県ひたちなか市：ひたちなか市文化会館（時間未定）

お問合せ先※

2 助成団体名

助成課題名

内　容 2012年2月26日　（１公演）

福島県南相馬市：南相馬市文化会館（14：00～）

2012年2月27日　（１公演）

福島県南相馬市：川俣高校（13：20～）

お問合せ先※

3 助成団体名

助成課題名

内　容 日　時 2012年3月10日　（１公演）　

場　所 千葉県旭市：東総文化会館（時間未定）

日　時 2012年3月15日　（１公演）　

場　所 青森県三沢市：三沢市文化会館（時間未定）

日　時 2012年3月17日　（１公演）　

場　所 千葉県浦安市：浦安市文化会館（時間未定）

お問合せ先※

4 助成団体名

助成課題名

内　容 日　時 2012年3月28日　（１公演）　

場　所 福島県会津若松市：會津風雅堂（18：30～）

お問合せ先※

5 助成団体名

助成課題名

内　容 日　時 2012年2月1日　（１公演）　

場　所 福島県福島市：福島ﾃﾙｻFTﾎｰﾙ（18：30～）

日　時 2012年2月2日　（１公演）　

場　所 福島県福島市：桜の聖母学園（11：00～）

お問合せ先※

6 助成団体名

助成課題名

内　容 日　時 2012年1月20日　　（２公演）

場　所 岩手県久慈市：山村文化交流ｾﾝﾀｰ（11：00～）、岩手県立久慈病院（16：00～）

日　時 2012年1月21日、22日　（２公演）

場　所 岩手県久慈市：ｱﾝﾊﾞｰﾎｰﾙ（時間未定）

お問合せ先※

ＴＥＬ：075-711-3110

財団法人日本フィルハーモニー交響楽団

被災地に音楽を　久慈「動物の謝肉祭」と演奏アウトリーチ活動

①

出演：4名（弦楽四重奏） ／ 曲目：ｱｲﾈ･ｸﾗｲﾈ･ﾅﾊﾄﾑｼﾞｰｸ、見上げてごらん夜の星を　他

②

出演：11名（ﾋﾟｱﾉ、弦楽器、管楽器、打楽器） ／ 曲目：花のﾜﾙﾂ、動物の謝肉祭より、ふるさと　他

ＴＥＬ：03-5378-6311

ＴＥＬ：076-232-0171

財団法人京都市音楽芸術文化振興財団（京都市交響楽団）

京都市交響楽団　福島支援コンサート

①

出演：36名（小編成ｵｰｹｽﾄﾗ） ／ 曲目：ﾘｭｰﾄのための古風な舞曲とｱﾘｱ、ふるさと　他

②

出演：5名（金管五重奏） ／ 曲目：ﾄﾗﾝﾍﾟｯﾄ吹きの子守歌、ｻｳﾝﾄﾞｵﾌﾞﾐｭｰｼﾞｯｸより　他

財団法人石川県音楽文化振興事業団
（オーケストラ・アンサンブル金沢）

オーケストラ・アンサンブル金沢　ふれあいコンサート

①

出演：41名（ｵｰｹｽﾄﾗ） ／ 曲目：ｱｲﾈ･ｸﾗｲﾈ･ﾅﾊﾄﾑｼﾞｰｸ、ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ交響曲第5番より１楽章　他

①

出演：12名（弦楽器） ／ 曲目：弦楽ｾﾚﾅｰﾃﾞ、愛の喜び　他

ＴＥＬ：03-5933-3222

②

日　時
場　所

出演：37名（小編成ｵｰｹｽﾄﾗ） ／ 曲目：ﾓｰﾂｧﾙﾄ ｸﾗﾘﾈｯﾄ協奏曲、交響曲第40番　他

ＴＥＬ：052-581-3851

一般社団法人東京ニューシティ管弦楽団

川畠成道with東京ニューシティ管弦楽団

ＴＥＬ：03-5624-4022

一般社団法人セントラル愛知交響楽団

セントラル愛知交響楽団　早春爛漫コンサート

①

日　時
場　所

出演：37名（小編成ｵｰｹｽﾄﾗ） ／ 曲目：ﾓｰﾂｧﾙﾄ ｳﾞｧｲｵﾘﾝ協奏曲第3番、交響曲第40番　他

一般財団法人東京シティ・フィル財団（東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団）

東京シティ・フィル　ひたちなか市応援コンサート

①

日　時
場　所

出演：71名（ｵｰｹｽﾄﾗ） ／ 曲目：組曲「くるみ割り人形」より、Ｇ線上のｱﾘｱ　他
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2011年12月19日現在の予定

ローム ミュージック ファンデーション
＜第１弾＞被災地支援コンサート助成課題一覧

7 助成団体名

助成課題名

内　容 2012年3月14日　（１公演）

千葉県浦安市：浦安市文化会館（18：30～）

2012年3月16日　（１公演）

千葉県銚子市：銚子市青少年文化会館(15：00～)

お問合せ先※

8 助成団体名

助成課題名

内　容 日　時 2012年3月22日　（１公演）　

場　所 福島県いわき市：いわき芸術文化交流館ＡＬＩOS（19：00～）

お問合せ先※

9 助成団体名

助成課題名

内　容 日　時 2012年2月15日　（１公演）

場　所 宮城県七ヶ浜町：国際村ﾎｰﾙ（19：00～）

お問合せ先※

10 助成団体名

助成課題名

内　容 日　時 2012年3月26日　（１公演）

場　所 岩手県大船渡市：大船渡市民会館ﾘｱｽﾎｰﾙ（13：00～）

お問合せ先※

11 助成団体名

助成課題名

内　容 2012年3月13日　（２公演）

福島県郡山市：市内小学校（11：00～）、郡山女子大学（18：30～）

2012年3月14日　（１公演）

福島県郡山市：市内小学校（13：30～）

お問合せ先※

12 助成団体名

助成課題名

内　容 日　時 ２０１２年３月２０日　（２公演）

場　所 福島県福島市：福島ﾃﾙｻFTﾎｰﾙ（11：00～、15：00～）

日　時 ２０１２年３月２１日　（８公演）

場　所 福島県福島市：病院・高齢者等の福祉施設（時間・場所未定）

お問合せ先※

※問合せ先は各助成団体の電話番号。

ＴＥＬ：054-203-6578

ＴＥＬ：075-212-8275

特定非営利活動法人静岡交響楽団

音楽の力～ホットなひととき～コンサート

①

出演：54名（ｵｰｹｽﾄﾗ）、地元合唱団参加 ／ 曲目：ﾁｬｲｺﾌｽｷｰ3大ﾊﾞﾚｴ音楽、福島童謡、上を向いて歩こう 他

②

出演：34名（8ﾁｰﾑに分かれｱﾝｻﾝﾌﾞﾙ） ／ 曲目：ｱｲﾈ･ｸﾗｲﾈ･ﾅﾊﾄﾑｼﾞｰｸ、ﾛﾝﾄﾞﾝﾃﾞリーの歌、いつも何度でも　他

特定非営利活動法人京都フィルハーモニー室内合奏団

震災地支援コンサート

①

日　時

場　所

出演：21名（小編成ｵｰｹｽﾄﾗ、ｿﾌﾟﾗﾉ） ／ 曲目：ｳｨﾘｱﾑﾃﾙ序曲、ｱｳﾞｪﾏﾘｱ、ふるさと　他

ＴＥＬ：075-212-8275

特定非営利活動法人関西フィルハーモニー管弦楽団

こどもとクラシック

①

出演：6名（弦楽四重奏、ｿﾌﾟﾗﾉ、ﾋﾟｱﾉ） ／ 曲目：I feel pretty、あめふりくまのこ、ｱｲﾈ･ｸﾗｲﾈ･ﾅﾊﾄﾑｼﾞｰｸ　他

ＴＥＬ：06-6577-1381

社団法人山形交響楽協会（山形交響楽団）

山形交響楽団「未来への希望コンサート」

①

出演：59名（ｵｰｹｽﾄﾗ） ／ 曲目：弦楽のためのｱﾀﾞｰｼﾞｮ、ﾓﾙﾀﾞｳ、日本の唱歌　他

ＴＥＬ：043-222-4231

財団法人読売日本交響楽団

読売日本交響楽団　復興支援特別公演「きぼうの音楽会」inいわき

①

出演：85名（ｵｰｹｽﾄﾗ、ﾋﾟｱﾉ） ／ 曲目：「ｳｨﾝｻﾞｰの陽気な女房たち」序曲、ｼｭｰﾏﾝピアノ協奏曲　他

ＴＥＬ：03-3562-1540

①

日　時

場　所

出演：39名（小編成ｵｰｹｽﾄﾗ） ／ 曲目：弦楽のためのｱﾀﾞｰｼﾞｮ、「四季」より春　他

財団法人ニューフィルハーモニーオーケストラ千葉

東日本大震災　千葉県内　被災地支援コンサート

助成件数（公演数） １３件（全４５公演）

助成金総額 ５７，１００千円
＜第1弾＞助成決定先
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