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～音楽文化の普及と発展を目的に事業を実施～ 
ローム ミュージック ファンデーション２０１５年度の事業決定 

 

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、

1991 年の設立以来、音楽文化の普及と発展を目的として各種活動に取り組んでまいりました。 

この度、2015 年度の各種事業を以下の通り実施することを決定しました。 

 
 
１． 事業費は、前年度予算より 2 億22 百万円増額の 8 億9 百万円（前年比38％ｱｯﾌﾟ）とします。 

 

２． 新規の事業としては、前年までの指揮者クラスに替わって「ローム ミュージック ファンデーション 音楽セミ

ナー2015（管楽器クラス）」を開催、また 2016 年1 月オープン予定のロームシアター京都のオープニング・プ

レ事業のひとつであるオペラ音楽入門コンサート｢高校生のためのオペラ音楽セレクション｣に助成します。 

 

３． 過年度に引き続き、「音楽活動への助成」及び「奨学援助」の実施、「京都・国際音楽学生フェスティバル」、現

在の奨学生による「スカラシップ コンサート」、これまでの奨学生による「フレンズ コンサート」の開催、 

｢小澤征爾音楽塾公演｣を共催します。  

 

ローム ミュージック ファンデーションは、今後とも幅広い事業を継続して実施することで、音楽文化の普及と 

発展を図りたいと考えています。 
 
■2015年度 財団事業費（予定）                                            （金額：千円未満 四捨五入） 

事 業 内 容 件数 金額 

1.音楽に関する公演等の実施及び助成     691,185

内訳 (１)ローム ミュージック ファンデーション 音楽セミナーの開催   27,100

(２)京都・国際音楽学生フェスティバルの開催  100,000

(３)ローム ミュージック ファンデーション スカラシップ コンサートの開催  8,900

(４)ローム ミュージック ファンデーション フレンズ コンサートの開催  19,152

(５)ロームシアター京都内における事業の実施   12,824

(６)「小澤征爾音楽塾」公演の共催   419,640

 (７)音楽活動への助成 67 54,669

(８)新国立劇場 高校生のためのオペラ鑑賞教室への助成  30,000

(９)高校生のためのオペラ音楽セレクションへの助成  6,000

(10)日本フィル＜小林研一郎／指揮＞コンサートへの助成  12,500

(11)蓄音器レクチャー＆コンサートへの助成  400

２．音楽を学ぶ学生に対する奨学金の給付                 29 108,573

３．音楽に関する資料等の収集、調査研究の実施及び普及活動         9,164

                                   合計            808,922
詳細は別紙添付の｢2015年度財団事業一覧表(予定)｣、｢2015年度選考委員名簿｣ 及び、 
ロームミュージックファンデーションのWebサイト（URL⇒http://www.rohm.co.jp/rmf）にてご確認ください。   

＜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 



＜事業費総括表＞ （単位：千円）

No. 金額

1 音楽に関する公演等の実施及び助成 691,185

2 音楽を学ぶ学生に対する奨学金の給付 108,573

3  音楽に関する資料等の収集、調査研究の実施及び普及活動 9,164

合計 808,922

１．音楽に関する公演等の実施及び助成
（１）ローム ミュージック ファンデーション音楽セミナーの開催 （敬称略、単位：千円）

金額

　音楽セミナー２０１５（管楽器クラス） 27,100

　指導講師　：　フルート　　工藤 重典　　　パリ･エコール･ノルマル音楽院教授

　　　　　　　　　 オーボエ　　古部 賢一　　　新日本フィルハーモニー交響楽団首席奏者

　　　　　　　　　 クラリネット 山本 正治　　　東京藝術大学教授

　　　　　　　　　 ホルン　　　 猶井 正幸　　　桐朋学園大学教授　　　

　　　　　　　　　 ファゴット　　吉田 将　 　　　読売日本交響楽団首席奏者　

　受 講 生　：   約25名（楽器毎5名程度）

　開催時期  ：  セミナー　　2015年7月21日～7月25日（5日間）

　　　　　　　　　 コンサート　2015年7月26日

　開催場所  ：  セミナー　　メルパルク京都（京都市）

　　　　　　　　　 コンサート　京都府立府民ホール　アルティ（京都市）

　参 加 費　 ：  60,000円/1人（受講料、期間中の食費・宿泊費含む）

27,100

（２）京都・国際音楽学生フェスティバルの開催 （単位：千円）

金額

  京都・国際音楽学生フェスティバル２０１５ 100,000

　出 演 校　：　 アメリカ（ジュリアード音楽院）

　　　　　　　　　 イタリア（ミラノ・ヴェルディ音楽院）

　　　　　　　　　 オーストリア（ウィーン国立音楽大学）

　　　　　　　　　 チェコ（プラハ国立芸術アカデミー）

　　　　　　　　　 ドイツ（ベルリン芸術大学）

　　　　　　　　　 フィンランド（シベリウス音楽院）

　　　　　　　　　 フランス（パリ国立高等音楽院）

　　　　　　　　　 ポーランド（ショパン音楽大学）

　　　　　　　　　 ロシア（チャイコフスキー国立モスクワ音楽院）

　　　　　　　　　 日本（東京音楽大学 他12大学、選抜音楽学生 ）

　出演学生　： 106名

　開催時期  ：  2015年5月23日～5月27日（5日間）

　開催場所  ：  京都府立府民ホール　アルティ（京都市）

　入 場 料　 ：　各日1,000円(通し割引券：3,000円)

100,000

（３）ローム ミュージック ファンデーション スカラシップ コンサートの開催 （単位：千円）

金額

　ローム ミュージック ファンデーション スカラシップ コンサート　Vol.６～Ｖｏｌ.９ 8,900

　出演者　 　：　2013年度、2014年度奨学生（各日約5名演奏）

　開催時期  ：　2015年8月7日、8月8日、8月28日、8月29日

　開催場所　：　京都文化博物館 別館ホール（京都市）

8,900

公益財団法人 ロ－ム ミュ－ジック ファンデ－ション
２０１５年度財団事業一覧表（予定）

内容

内容

内容

京都・国際音楽学生フェスティバルの開催　合計

ローム ミュージック ファンデーション音楽セミナーの開催　合計

内容

ローム ミュージック ファンデーションス スカラシップ コンサートの開催　合計
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（４）ローム ミュージック ファンデーション フレンズ コンサートの開催 （五十音順､敬称略、単位：千円）

金額

①ローム ミュージック ファンデーション フレンズ コンサート　Vol.１ 152

　ＤＶＤ制作諸費用

　出演者　 　：　（奨学生）

　　　　　　　　　 泉原 隆志（ヴァイオリン・2003年度奨学生）、礒 絵里子（ヴァイオリン・2000年度奨学生）、

　　　　　　　　　 市原 愛（ソプラノ・2007年度奨学生）、遠藤 真理（チェロ・2006,2007年度奨学生）、

　　　　　　　　   越知 晴子（ピアノ・2004～2006年度奨学生）、小野 明子（ヴァイオリン・2001,2002年度奨学生）、

　　　　　　　　   菊池 洋子（ピアノ・2002,2003年度奨学生）、木下 美穂子（ソプラノ・2006年度奨学生）、

　　　　　　　　   滝 千春（ヴァイオリン・2006～2009年度奨学生）、松田 理奈（ヴァイオリン・2004～2007年度奨学生）

　　　　　　　　　 （奨学生以外）

　　　　　　　　　 京都市交響楽団 スペシャル ストリングス（弦楽合奏）、平塚 洋子（ピアノ）

　開催時期  ：　2014年11月28日

　開催場所　：　京都コンサートホール（京都市）

②ローム ミュージック ファンデーション フレンズ コンサート　Vol.２ 19,000

　出演者　 　：　過去に奨学援助した音楽家（出演者未定）によるソロ及びアンサンブル

　開催時期  ：　2015年11月21日

　開催場所　：　京都コンサートホール（京都市）

19,152

（５）ロームシアター京都内における事業の実施 （単位：千円）

金額

　ロームシアター京都内における事業の実施 12,824

12,824

（６）「小澤征爾音楽塾」公演の共催 （単位：千円）

金額

　「小澤征爾音楽塾」公演の共催 419,640

419,640

（７）音楽活動への助成＜公募＞

①音楽に関する公演他への助成

　独奏・室内楽の公演 （開催時期順、敬称略、単位：千円）

Ｎｏ． 助成先・活動名 開催時期 開催場所

1 京都府立府民ホール 指定管理者 創＜公益財団法人京都文化財団・株式会社コングレ共同事業体＞ 2015/5/10 京都府立府民ホール アルティ

alti classic selection ～2016/2（予定）

2 21世紀音楽の会 2015/5/13 東京文化会館 小ホール

21世紀音楽の会 第12回演奏会 室内楽の夕べ

3 特定非営利活動法人京都フィルハーモニー室内合奏団 2015/5/15 京都府立府民ホール アルティ

室内楽コンサートシリーズ Vol.51-55 ～2016/2/21 他

4 一般社団法人伶楽舎 2015/5/18 四谷区民ホール

伶楽舎 雅楽コンサートno.30

5 アンサンブル・ノマド 2015/5/23 東京オペラシティリサイタルホール

アンサンブル・ノマド定期演奏会 第53～55「ドイツ語文化圏」 ～2016/3/4

6 公益財団法人サントリー芸術財団　サントリーホール 2015/6/6 サントリーホール　ブルーローズ

サントリーホール チェンバーミュージックガーデン2015 ～6/21

7 関西音楽大学協会 2015/6/17 兵庫県立芸術文化センター

第36回アンサンブルの夕べ 神戸女学院小ホール

8 公益社団法人日本演奏連盟 2015/7/6 サントリーホール　ブルーローズ

公益社団法人日本演奏連盟　創立50周年記念事業 ～7/12

9 公益財団法人京都文化財団　 2015/7/16 京都文化博物館別館ホール

明治の名建築に響く京の若手演奏家の調べ　京都文化博物館ミュージアムコンサートシリーズ（仮称） ～2015/11

10 公益財団法人関信越音楽協会 2015/8/17 草津音楽の森国際コンサートホール

第36回草津夏期国際音楽アカデミー&フェスティヴァル ～8/30 他

11 いしかわミュージックアカデミー実行委員会 2015/8/18 石川県立音楽堂

2015いしかわミュージックアカデミー ～8/27 他

12 関西トランペット協会 2015/8下旬 相愛大学南港講堂（予定）

第6回関西トランペット協会コンクール

13 武生国際音楽祭推進会議 2015/9/6 越前市文化センター

武生国際音楽祭2015 ～9/13 他

内容

内容

内容

　ロームシアター京都内における事業の実施　合計

ローム ミュージック ファンデーション フレンズ コンサートの開催　合計

「小澤征爾音楽塾」公演の共催　合計
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（開催時期順、敬称略、単位：千円）

Ｎｏ． 助成先・活動名 開催時期 開催場所

14 アール・レスピラン 2015/9/25 浜離宮朝日ホール

アール・レスピラン第30回定期演奏会　結成30周年記念シリーズⅠ

15 プロジェクトQ実行委員会 2015/10 上野学園 エオリアンホール

プロジェクトQ・第13章 ～2016/2/13 他

16 公益財団法人日本室内楽振興財団 2015/10/30 札幌　STVホール

グランプリ・コンサート2015 ～11/22 他

17 国立音楽大学 2015/11/7 国立音楽大学講堂小ホール

聴き伝わるもの、聴き伝えるもの－20世紀音楽から未来に向けて－ 第10夜

18 一般社団法人日本作曲家協議会 2015/11/25 トッパンホール

第8回JFC作曲賞コンクール 本選会

19 日本現代音楽協会 2016/2/6、 東京オペラシティリサイタルホール

〈現代の音楽展2016〉高橋アキを迎えて（仮称） 2/7

20 music from japan, inc 2016/2/9 アメリカ（ニューヨーク）

ミュージック・フロム・ジャパン2016年アーティスト・レジデンス ～2/17 他

21 京都フランス音楽アカデミー実行委員会 2016/3/20 アンスティチュ・フランセ関西

第26回京都フランス音楽アカデミー及びアンサンブル・スペシャル・コンサート ～4/1（予定） 他

22 公益財団法人日本ピアノ教育連盟 2016/3/29、 上野学園大学

公益財団法人日本ピアノ教育連盟 第32回全国研究大会 3/30

22件 15,800

　オーケストラ・オペラの公演他 （開催時期順、敬称略、単位：千円）

Ｎｏ． 助成先・活動名 開催時期 開催場所

1 特定非営利活動法人関西フィルハーモニー管弦楽団 2015/4/3 いずみホール

関西フィルハーモニー管弦楽団 いずみホールシリーズVol.36

2 公益財団法人神奈川フィルハーモニー管弦楽団 2015/4/25 横浜みなとみらいホール

定期演奏会 みなとみらいシリーズ 第308回

3 株式会社東京国際フォーラム 2015/5/2 東京国際フォーラム　

ラ・フォル・ジュルネ・オ・ジャポン「熱狂の日」音楽祭2015 ～5/4 他

4 公益財団法人日本フィルハーモニー交響楽団 2015/5/15、 サントリーホール

日本フィルハーモニー交響楽団 第670回東京定期演奏会 5/16

5 東京国際ヴィオラコンクール実行委員会 2015/5/30 上野学園　石橋メモリアルホール

ヴィオラスペース2015 vol.24 第3回東京国際ヴィオラコンクール ～6/11 他

6 一般社団法人大阪市音楽団 2015/6/2 ザ・シンフォニーホール

第111回定期演奏会 ～P.スパークの神髄～ ～2016/2/12

7 公益財団法人日本センチュリー交響楽団 2015/6/19、 ザ・シンフォニーホール

第201回定期演奏会 6/20

8 京都シティーフィル合唱団 2015/6/20 京都コンサートホール

第二次世界大戦終結70周年記念第40回演奏会

9 京都オペラ協会 2015/6/21 京都府長岡京記念文化会館

京都オペラ協会定期公演 モーツァルト作曲「皇帝ティートの慈悲」

10 公益財団法人石川県音楽文化振興事業団 2015/6/22 石川県立音楽堂コンサートホール

オーケストラ・アンサンブル金沢 第364回定期公演、長野公演、新潟公演 ～6/24 他

11 一般社団法人東京シンフォニエッタ 2015/7/10 東京文化会館　小ホール

東京シンフォニエッタ 第37回定期演奏会

12 東京オペラ・プロデュース合同会社 2015/7/11、 新国立劇場中劇場

東京オペラ・プロデュース 第97回定期公演「復活」日本初演 7/12

13 公益財団法人ジェスク音楽文化振興会 2015/7/15 みやまコンセール

第36回霧島国際音楽祭2015 ～8/2 他

14 公益財団法人東京二期会 2015/7/16 東京文化会館

東京二期会オペラ劇場「魔笛」 ～7/20

15 一般社団法人日本弦楽指導者協会 2015/7/31 川上村文化センターうぐいすホール

2015 JASTA STRING SEMINAR in 八ヶ岳山麓 フレンドシップコンサート，ヴァイオリンレクチャーコンサート ～8/3 他

16 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 2015/8上旬 サントリーホール

PMFオーケストラ演奏会（横浜、東京） 他

17 ジュニア・フィルハーモニック・オーケストラ 2015/8/9 東京芸術劇場 コンサートホール

第33回日本ナショナル・ミュージック・キャンプ

18 国際ダブルリード協会2015年東京コンファレンス実行委員会 2015/8/15 国立オリンピック記念

国際ダブルリードフェスティバル2015東京 ～8/19 青少年総合センター

19 堺シティオペラ一般社団法人 2015/9/5、 SAYAKAホール

堺シティオペラ第30回定期公演　オペラ「カルメン」 9/6 （大阪狭山市文化会館）

独奏・室内楽の公演　合計
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（開催時期順、敬称略、単位：千円）

Ｎｏ． 助成先・活動名 開催時期 開催場所

20 公益財団法人東京交響楽団 2015/9/12、 サントリーホール

第633回定期演奏会・川崎定期演奏会第52回 9/13 他

21 公益財団法人九州交響楽団 2015/9/18 アクロス福岡シンフォニーホール

第343回定期演奏会

22 公益財団川西市文化・スポーツ振興財団 2015/9/19、 川西市みつなかホール

第24回みつなかオペラ ベッリーニ：歌劇「ノルマ」 9/20

23 関西の音楽大学オーケストラフェスティバルＩＮ京都コンサートホール実行委員会 2015/9/26 京都コンサートホール

第5回関西の音楽大学オーケストラフェスティバルＩＮ京都コンサートホール

24 ひろしまオペラ・音楽推進委員会 2015/9/26、 アステールプラザ

ひろしまオペラルネッサンス「フィガロの結婚」 9/27

25 一般社団法人名古屋二期会 2015/10/24、 愛知県芸術劇場

名古屋二期会2015年度オペラ定期公演「宗春」 5/25

26 学校法人大阪音楽大学 2015/10/30、 ザ・カレッジ・オペラハウス

第52回オペラ公演「ファルスタッフ」 11/1

27 公益財団法人ニッセイ文化振興財団 2015/11/11 日生劇場

ニッセイ名作シリーズ ニッセイ名作鑑賞教室2015/NISSAY OPERA2015 オペラ「ドン・ジョヴァンニ」 ～11/15

28 公益財団法人水戸市芸術振興財団 2015/11/20、 水戸芸術館コンサートホールATM

水戸室内管弦楽団 第94回定期演奏会 11/21

29 公益社団法人関西二期会 2015/11/28、 あましんアルカイックホール

関西二期会 第84回オペラ公演「ウィンザーの陽気な女房たち」 11/29

30 特定非営利活動法人日本音楽集団 2015/11/28 第一生命ホール

日本音楽集団 第216定期演奏会

31 公益財団法人日本オペラ振興会 2015/12/5、 オーチャードホール

藤原歌劇団公演オペラ「仮面舞踏会」 12/6

32 公益財団法人名古屋フィルハーモニー交響楽団 2015/12/11、 愛知県芸術劇場

第430回定期演奏会 12/12

33 公益財団法人びわ湖ホール 2015/12/12、 滋賀県立芸術劇場

びわ湖ホールオペラへの招待 ドヴォルザーク作曲歌劇「ルサルカ」 12/13 びわ湖ホール 中ホール

34 公益財団法人新日本フィルハーモニー交響楽団 2016/1/15、 すみだトリフォニーホール

第551回定期演奏会＜トリフォニー・シリーズ＞ 1/16

35 特定非営利活動法人関西芸術振興会 2016/1/16、 吹田市文化会館メイシアター

関西歌劇団 第97回定期公演 「こうもり」 1/17

36 公益社団法人広島交響楽協会 2016/1/24 広島文化学園HBGホール

広島交響楽団 第356回定期演奏会

37 公益財団法人京都市音楽芸術文化振興財団 2016/1/31 京都コンサートホール

第11回京都市ジュニアオーケストラコンサート

38 一般社団法人大阪交響楽団 2016/2/24 ザ・シンフォニーホール

大阪交響楽団第200回記念定期演奏会

39 東京チェロアンサンブル 2016/3 紀尾井ホール

第8回東京チェロアンサンブル

40 公益財団法人仙台市市民文化事業団 2016/3/12 日立システムズホール仙台 

第6回仙台国際音楽コンクール開催記念コンサート コンサートホール

41 公益財団法人東京都交響楽団 2016/3/24 サントリーホール

エリアフ・インバル/第802回定期演奏会

42 音楽大学オーケストラ・フェスティバル実行委員会 2016/3/26、 東京芸術劇場コンサートホール

音楽大学フェスティバル・オーケストラ演奏会 3/27 他

43 公益社団法人日本オーケストラ連盟 2016/3/31 文京シビックホール

オーケストラの日2016

43件 33,600

65件 49,400

②音楽に関する研究への助成 （助成先五十音順、敬称略、単位：千円）

Ｎｏ．

1

2

2件 600

オーケストラ・オペラの公演他　合計

音楽に関する研究への助成　合計

『「ヒロシマ」を語る音～エルッキ・アールトネンの交響曲第2番「ヒロシマ」～』の出版に向けた調査

神保 夏子

音楽に関する公演他への助成　合計

近代フランス音楽の初期普及・伝承活動における演奏家の役割

助成先・活動名

能登 原由美
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③音楽活動への助成に関する広報活動の実施 （単位：千円）

金額

2,300

④音楽活動への助成に関する選考審査の実施 （単位：千円）

金額

2,067

⑤音楽活動への助成に関する公募申請システムの活用 （単位：千円）

金額

302

54,669

（８）新国立劇場 高校生のためのオペラ鑑賞教室への助成 （開催時期順、敬称略、単位：千円）

金額

①新国立劇場 高校生のためのオペラ鑑賞教室（東京公演） 5,000

　プッチーニ作曲  オペラ「蝶々夫人」（全2幕　イタリア語上演／字幕付き）

出演者他　：　 指揮　 　　：　石坂 宏

　　　　　　　　　演出　 　　：　栗山 民也

　　　　　　　　　歌手　　　 ：　横山 恵子、腰越 満美、村上 敏明、樋口 達哉　他

　　　　　　　　　合唱　　　 ：　新国立劇場合唱団

　　　　　　　　　管弦楽　　：　東京フィルハーモニー交響楽団

　　 開催場所　：　新国立劇場オペラパレス（東京都）

②新国立劇場 高校生のためのオペラ鑑賞教室（関西公演） 25,000

　プッチーニ作曲  オペラ「蝶々夫人」（全2幕　イタリア語上演／字幕付き）

出演者他　：　 指揮　 　　：　城谷 正博

　　　　　　　　　演出　 　　：　栗山 民也

　　　　　　　　　歌手　　　 ：　石上 朋美、吉田 珠代、村上 敏明、樋口 達哉　他

　　　　　　　　　合唱　　　 ：　新国立劇場合唱団

　　　　　　　　　管弦楽　　：　大阪フィルハーモニー交響楽団

開催時期　：　2015年10月27日、10月28日（全2回公演）

開催場所　：　あましんアルカイックホール（尼崎市）

30,000

（９）高校生のためのオペラ音楽セレクションへの助成 （敬称略、単位：千円）

金額

　高校生のためのオペラ音楽セレクション 6,000

　出演者

　 指揮　　　　　　：　三澤 洋史

　 独唱 　　　　　 ：　未定

　 管弦楽          ：　京都市交響楽団

　 合唱 　　　　　 ：　新国立劇場合唱団　他

　 ｵﾍﾟﾗ案内人   ：　青島 広志

　開催時期        ：　2015年10月22日

　開催場所　　　 ：　京都コンサートホール（京都市）

6,000

内容

音楽活動への助成＜公募＞　合計

内容

選考審査関連費用

内容

公募申請システム活用費用

内容

開催時期　：　2015年7月10日、7月11日、7月13日、7月14日、7月15日、7月16日（全6回公演）

新国立劇場 高校生のためのオペラ鑑賞教室への助成　合計

内容

高校生のためのオペラ音楽セレクションへの助成　合計

公募告知広告のメディアへの掲載
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（１０）日本フィル＜小林研一郎／指揮＞コンサートへの助成 （開催時期順、敬称略、単位：千円）

金額

①コバケン・ワールド Ｖｏｌ．１０ 4,000

　出演者

　 指揮とお話      ：  小林 研一郎

　 ピアノ             ：  田部 京子

　 管弦楽           ：  日本フィルハーモニー交響楽団

　開催時期         ：  2015年6月28日

　開催場所         ：  サントリーホール（東京都）

②コバケン・ワールド Ｖｏｌ．１１ 4,500

　出演者

　 指揮とお話      ：  小林 研一郎

　 ピアノ             ：  中村 紘子

　 管弦楽           ：  日本フィルハーモニー交響楽団

　開催時期         ：  2015年9月27日

　開催場所         ：  サントリーホール（東京都）

③コバケン・ワールド Ｖｏｌ．１２ 4,000

　出演者

　 指揮とお話      ：  小林 研一郎

　 チェロ             ：  堤 剛

　 管弦楽           ：  日本フィルハーモニー交響楽団

　開催時期         ：  2016年3月13日

　開催場所         ：  サントリーホール（東京都）

12,500

（１１）蓄音器レクチャー＆コンサートへの助成 （単位：千円）

金額

　「クリストファ・Ｎ・野澤ＳＰレコードコレクション」蓄音器レクチャー＆コンサート 400

　講師　　　　　　 ：　未定

　開催時期        ：　2015年度中に4回

　開催場所　　　 ：　東京藝術大学音楽学部第6ホール（東京都）

400

（単位：千円）

691,185音楽に関する公演等の実施及び助成　合計

日本フィル＜小林研一郎／指揮＞コンサートへの助成　合計

内容

内容

高校生のためのオペラ音楽セレクションへの助成　合計
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２．音楽を学ぶ学生に対する奨学金の給付

（１）奨学援助＜公募＞

①奨学援助 （五十音順､敬称略、単位：千円）

Ｎｏ． 氏名 所属 専攻科目 採択年度

1 井坂　実樹 パリ地方音楽院大学院 フルート/ピッコロ 2014年度、2015年度

2 上野　通明 桐朋学園大学 チェロ 2014年度、2015年度

3 江澤　茂敏 チャイコフスキー記念国立モスクワ音楽院（入学予定） ピアノ 2014年度、2015年度

4 大江　馨 桐朋学園大学 ヴァイオリン 2014年度、2015年度

5 大野　若菜

ベルリンハンスアイスラー音楽大学、
ベルリンハンスアイスラー音楽大学大学院（入学予定） ヴィオラ 2015年度

6 岡本　誠司 東京藝術大学 ヴァイオリン 2015年度

7 上村　文乃 バーゼル音楽院大学院 チェロ 2015年度

8 小林　海都 エリザベート王妃音楽大学 ピアノ 2014年度、2015年度

9 崎谷　明弘 東京芸術大学大学院 （入学予定） ピアノ 2014年度、2015年度

10 杉田　恵理 ハノーファー音楽大学 ヴィオラ 2015年度

11 鈴木　舞 ザルツブルク　モーツァルテウム音楽大学 ヴァイオリン 2015年度

12 周防　亮介 東京音楽大学 ヴァイオリン 2014年度、2015年度

13 反田　恭平 チャイコフスキー記念国立モスクワ音楽院 ピアノ 2014年度、2015年度

14 内匠　慧 英国王立音楽院大学院（入学予定） ピアノ 2015年度

15 田原　綾子 桐朋学園大学 ヴィオラ 2015年度

16 辻　彩奈

東京音楽大学付属高等学校、
ニューイングランド音楽院（入学予定） ヴァイオリン 2015年度

17 坪井　夏美 東京藝術大学 ヴァイオリン 2015年度

18 中桐　望 ビドゴシチ音楽大学大学院 ピアノ 2014年度、2015年度

19 中島　諒 東京藝術大学大学院 サクソフォン 2015年度

20 二瓶　真悠 ベルリンハンスアイスラー音楽大学（入学予定） ヴァイオリン 2015年度

21 畑野　小百合 ベルリン芸術大学大学院 音楽学 2014年度、2015年度

22 原　麻里亜 パリ国立高等音楽院大学院 ヴァイオリン 2014年度、2015年度

23 福田　廉之介 東京音楽大学付属高等学校（入学予定） ヴァイオリン 2015年度

24 福本　茉莉 ハンブルク音楽演劇大学 オルガン 2014年度、2015年度

25 丸山　瑶子 ウィーン大学大学院 音楽学 2014年度、2015年度

26 三井　静 ザルツブルク　モーツァルテウム音楽大学 チェロ 2015年度

27 宮里　直樹 ウィーン国立音楽大学 テノール 2015年度

28 務川　慧悟 パリ国立高等音楽院 ピアノ 2015年度

29 吉田　南 桐朋女子高等学校音楽科 ヴァイオリン 2014年度、2015年度

　　 2015年度奨学生 29名 64,200 ※1

　　 2014年度奨学生の内、2015年度に給付する奨学金 35,700 ※2

  小計  99,900 ※3
※1  2015年度奨学生の金額は、申請書に基づいて算出。
※2  2014年度奨学生の金額は、2015年4月現在の給付予定期間に基づいて算出。
※3  2015年度  奨学金給付人数　40名

②奨学援助に関する広報活動の実施 （単位：千円）

金額

2,300

③奨学援助に関する選考審査の実施 （単位：千円）

金額

6,224

④奨学援助に関する公募申請システムの活用 （単位：千円）

金額

149

（単位：千円）

108,573

内容

選考審査関連費用

音楽を学ぶ学生に対する奨学金の給付　合計

内容

公募告知広告のメディアへの掲載

内容

公募申請システム活用費用
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３．音楽に関する資料等の収集、調査研究の実施及び普及活動

（１）音楽情報「ローム クラシック サイエンス」のメディアへの掲載 （単位：千円）

金額

　「ローム クラシック サイエンス」シリーズＶｏｌ．１０ 9,164

　　・新聞への掲載　　掲載紙：朝日新聞、京都新聞

　　・ローム ミュージック ファンデーション ホームページへの掲載

9,164

(単位:千円）

808,922

内容

事業費　合計

音楽に関する資料等の収集、調査研究の実施及び普及活動　合計
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公益財団法人 ローム ミュージック ファンデーション 

 

２０１５年度   選考委員名簿 

 

                                                        ２０１５年３月１０日現在 

                                                           ＜五十音順、敬称略＞ 

 

（氏   名）       （所   属） 

 

選考委員長   上 村  昇  チェリスト、京都市立芸術大学教授 

 

選考副委員長  香 月  修  作曲家、桐朋学園大学教授 

 

 

選考委員   大 関  博 明  ヴァイオリニスト、国立音楽大学教授 

 

選考委員   鷲見 加寿子  ピアニスト、東京音楽大学客員教授 

 

選考委員   辻    功  読売日本交響楽団首席オーボエ奏者、 

洗足学園音楽大学教授 

 

選考委員   寺本 まり子     武蔵野音楽大学教授 

 

選考委員   成 田  和 子  作曲家、同志社女子大学教授 

 

選考委員   福 島 明 也     声楽家、東京藝術大学教授 

 

選考委員   森 下 治 郎  トランペット奏者、大阪芸術大学教授 

 

選考委員   油井 美加子  ピアニスト、大阪音楽大学教授 

 

                                                                             以 上 




