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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２０１４年度の事業決定 

 
 

 

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、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、2014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．約 5億 8千 7百万円の事業を実施 

２．新たに、「ローム ミュージック フレンズ コンサート（仮称）」として過去の奨学生によるコンサートを実施 

３．過年度に引き続き、「京都・国際音楽学生フェスティバル」「奨学生コンサート（現在の奨学生によるコンサー

ト）」を開催、｢小澤征爾音楽塾公演｣を共催、【音楽活動への助成】及び【奨学援助】の実施 

 

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。 
 
 

■2014年度 財団事業費（予定）                                            （金額：百万円未満 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     461 

内訳 (１)京都・国際音楽学生フェスティバルの開催   100 

(２)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準備他  2 

(３)ローム ミュージック ファンデーション 奨学生コンサートの開催  5 

(４)ローム ミュージック フレンズ コンサート（仮称）の開催  19 

(５)「小澤征爾音楽塾」公演の共催   241 

 (６)音楽活動への助成 58 55 

(７)日本人指揮者による海外オーケストラの演奏ＣＤ発行への助成 1 5 

(８)新国立劇場 高校生のためのオペラ鑑賞教室への助成  20 

(９)日本フィル＜小林研一郎／指揮＞コンサートへの助成  13 

(10)The Cello Ensembleコンサートへの助成  1 

２．音楽を学ぶ学生に対する奨学金の給付                 30 115 

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 

４．音楽に関する在外研究への援助                     1 2 

                                       合計             587 
詳細は別紙添付の｢2014年度財団事業一覧表(予定)｣、｢2014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 460,573

2 音楽を学ぶ学生に対する奨学金の給付 114,971

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 9,089

4 音楽に関する在外研究への援助 2,000

合計 586,633

１．音楽に関する公演等の実施及び助成
（１）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２０１４

　出 演 校　：　アメリカ（ジュリアード音楽院） 100,000

　　　　　　　　　 イタリア（ミラノ・ヴェルディ音楽院）

　　　　　　　　　 英国（英国王立音楽院）

　　　　　　　　　 オーストリア（ウィーン国立音楽大学）

　　　　　　　　　 ドイツ（ベルリン芸術大学）

　　　　　　　　　 ハンガリー（リスト音楽大学）

　　　　　　　　　 フランス（パリ国立高等音楽院）

　　　　　　　　　 ルーマニア（国立ブカレスト音楽大学）

　　　　　　　　　 ロシア（チャイコフスキー国立モスクワ音楽院）

　　　　　　　　　 日本（相愛大学 他12大学、選抜音楽学生 ）

　出演学生　： 103名

　開催時期  ：  2014年5月24日～5月28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

（２）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準備他 （単位：千円）

金額

①音楽セミナー２０１３（指揮者クラス） 2,005

　記録資料（冊子、DVD）制作　他

②音楽セミナー（開催準備）

　新クラス開催に向けての検討・準備

2,005

（３）ローム ミュージック ファンデーション 奨学生コンサートの開催 （単位：千円）

金額

　ローム ミュージック ファンデーション 奨学生コンサート　Vol.３、Ｖｏｌ.４ 4,548

　出演者　 　：　2012年度、2013年度奨学生（各日約6名演奏）

　開催時期  ：　2014年8月7日、8月8日、8月29日

　開催場所　：　京都文化博物館 別館ホール（京都市）

4,548

（４）「ローム ミュージック フレンズ コンサート（仮称）」の開催 （単位：千円）

金額

　ローム ミュージック フレンズ コンサート（仮称） 19,000

　出演者　 　：　過去に奨学援助した音楽家約9名 ソロ及びアンサンブル

　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）

19,000

（５）「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 240,800

240,800

ローム ミュージック ファンデーション 奨学生コンサートの開催　合計

「ローム ミュージック フレンズ コンサート（仮称）」の開催　合計

「小澤征爾音楽塾」公演の共催　合計

内容

内容

公益財団法人 ロ－ム ミュ－ジック ファンデ－ション
２０１４年度財団事業一覧表（予定）

内容

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準備他　合計
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（６）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＞ 2014/4/20 京都府立府民ホール

alti classic selection ～2015/2

2 特定非営利活動法人京都フィルハーモニー室内合奏団 2014/5/15 京都文化博物館別館ホール

室内楽コンサートシリーズvol.46～vol.50 ～2015/2/22 他

3 株式会社テレビマンユニオン 2014/5/21 電気文化会館

ヴィオラスペース2014 vol.23 ～5/28 他

4 アンサンブル・ノマド 2014/5/31 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50～52回「再生へ」 ～2015/3/15

5 公益財団法人仙台市市民文化事業団 2014/6/19、 浜離宮朝日ホール

第5回仙台国際音楽コンクール優勝記念演奏会 6/20

6 関西音楽大学協会 2014/6/25 兵庫県立芸術文化センター

第35回アンサンブルの夕べ 神戸女学院小ホール

7 いしかわミュージックアカデミー実行委員会 2014/8/17 石川県立音楽堂

2014いしかわミュージックアカデミー ～8/26 他

8 関西トランペット協会 2014/8/30、 ロマンホール

第5回関西トランペット協会コンクール 8/31

9 特定非営利活動法人日本音楽国際交流会 2014/9/12、 コンサートサロン パウゼ

新しいﾊﾟｰｽﾍﾟｸﾃｨﾌﾞによる日本伝統音楽ｼﾘｰｽﾞ5　ｼﾘｰｽﾞ6 2015/2/27

10 プロジェクトQ実行委員会 2014/10/1 上野学園エオリアンホール

プロジェクトQ・第12章～若いクァルテット、シューベルトに挑戦する ～2015/2/7

11 アール・レスピラン 2014/10/11 津田ホール

アール・レスピラン第29回定期演奏会「1914年～20世紀創作の分岐点」

12 公益財団法人日本室内楽振興財団 2014/10/30 札幌STVホール

グランプリコンサート2014 ～11/17 他

13 国立音楽大学 2014/11/8 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9夜

14 公益社団法人日本ギター連盟 2014/11/19 ヤマハホール

新進芸術家ギタリストの響演2014 ～12/7

15 next mushroom promotion　 2015/2/14 ムラマツリサイタルホール

next mushroom promotion vol.14

16 日本現代音楽協会 2015/2/15 浜離宮朝日ホール

現代の音楽展2014―演奏家と創造の現在（いま）（仮題） ～2/22 他

17 MUSIC FROM JAPAN INC 2015/2/18 アメリカ（ニューヨーク）

ミュージック・フロム・ジャパン創立40周年記念音楽祭 ～3/6 他

18 パーカッション・ミュージアム 2015/3/7 浜離宮朝日ホール

パーカッション・ミュージアムvol.18

19 京都フランス音楽アカデミー実行委員会 2015/3/21 アンスティチュ・フランセ関西

第25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 ～4/2 他

20 公益財団法人日本ピアノ教育連盟 2015/3/29、 東京音楽大学

公益財団法人日本ピアノ教育連盟第31回全国研究大会 3/30

20件 17,070

　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 公益財団法人日本センチュリー交響楽団 2014/4/17、 ザ・シンフォニーホール

飯森範親首席指揮者就任記念演奏会第190回、第191回定期演奏会 4/19

2 株式会社東京国際フォーラム 2014/5/3 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2014 ～5/5

3 公益社団法人広島交響楽協会 2014/5/23 広島文化学園HBGホール

広島交響楽団第339回定期演奏会

4 公益財団法人日本フィルハーモニー交響楽団 2014/5/30、 サントリーホール

日本フィルハーモニー交響楽団第660回東京定期演奏会 5/31

5 特定非営利活動法人関西フィルハーモニー管弦楽団 2014/6/13 ザ・シンフォニーホール

関西フィルハーモニー管弦楽団第257回定期演奏会

独奏・室内楽の公演　合計
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　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

6 京都オペラ協会 2014/6/22 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「コシ・ファン・トゥッテ」

7 公益財団法人神奈川フィルハーモニー管弦楽団 2014/6/27 横浜みなとみらいホール

神奈川フィルハーモニー管弦楽団 定期演奏会 みなとみらいシリーズ 第300回

8 公益財団法人札幌交響楽団 2014/6/27、 札幌コンサートホールKitara

第570回定期演奏会 6/28

9 特定非営利活動法人関西芸術振興会 2014/6/28、 吹田市文化会館メイシアター

関西歌劇団第96回定期公演　「ラ・ボエーム」 6/29

10 一般社団法人東京シンフォニエッタ 2014/7/3 サントリーホール　ブルーローズ

東京シンフォニエッタ　第35回定期演奏会

11 公益財団法人東京交響楽団 2014/7/5、 サントリーホール

第622回定期演奏会、川崎定期演奏会第46回 7/6 他

12 公益財団法人ジェスク音楽文化振興会 2014/7/16 みやまコンセール

第35回霧島国際音楽祭2014 ～8/3 他

13 一般社団法人日本弦楽指導者協会 2014/8/1 小海リエックス・ホテル

2014 JASTA STRING SEMINAR in 八ヶ岳山麓 フレンドシップコンサート,公開レッスンとミニコンサート ～8/4 他

14 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 2014/8/6、 愛知県芸術劇場

ＰＭＦオーケストラ演奏会（名古屋・東京） 8/7 他

15 ジャック・ランスロ国際クラリネットコンクール,2014実行委員会 2014/8/25 横須賀芸術劇場

ジャック・ランスロ国際クラリネットコンクール,2014 ～9/3 他

16 武生国際音楽祭推進会議 2014/9/7 越前市文化センター

武生国際音楽祭2014 ～9/14 他

17 公益財団法人東京都交響楽団 2014/9/8 サントリーホール

ヤクブ・フルシャ/第774回定期演奏会

18 公益財団法人東京二期会 2014/9/12 新国立劇場オペラパレス

東京二期会オペラ劇場　「イドメネオ」 ～9/15

19 一般社団法人大阪交響楽団 2014/9/19 ザ・シンフォニーホール

大阪交響楽団第188回　定期演奏会

20 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 2014/9/23 京都コンサートホール

第4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

21 ひろしまオペラ・音楽推進委員会 2014/9/27、 アステールプラザ

ひろしまオペラルネッサンス「カルメン」 9/28

22 公益財団法人新日本フィルハーモニー交響楽団 2014/10/3、 すみだトリフォニーホール

第531回定期演奏会＜トリフォニー・シリーズ＞ 10/4

23 公益財団法人水戸市芸術振興財団 2014/10/4、 水戸芸術館コンサートホールATM

水戸室内管弦楽団第91回定期演奏会 10/5

24 学校法人大阪音楽大学 2014/10/11、 ザ・カレッジ・オペラハウス

20世紀オペラ・シリーズ「カーリュー・リヴァー」／「鬼娘恋首引」 10/13

25 東京オペラ・プロデュース 2014/10/25、 新国立劇場中劇場

東京オペラ・プロデュース第94回定期公演 10/26

26 公益財団法人石川県音楽文化振興事業団 2014/10/30、 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357･358回定期公演 11/2

27 一般社団法人日本作曲家協議会 2014/11/1 横浜みなとみらいホール

第32回アジア作曲家連盟総会＆音楽祭　アジア音楽祭2014 ～11/7 他

28 公益財団法人ニッセイ文化振興財団 2014/11/12 日生劇場

青尐年のための「日生劇場オペラ教室」第35回公演／NISSAY OPERA 2014 オペラ「アイナダマール（涙の泉）」 ～11/16

29 九州交響楽団 2014/11/27 アクロス福岡シンフォニーホール

第337回定期演奏会

30 堺シティオペラ一般社団法人 2014/11/29、 堺市教育文化センター

堺シティオペラ第29回定期公演　オペラ「黄金の国」 11/30 （ソフィア・堺）ホール

31 一般社団法人名古屋二期会 2014/12/6、 愛知県芸術劇場

名古屋二期会2014年度オペラ定期公演「こうもり」 12/7

32 公立大学法人京都市立芸術大学 2014/12/12 京都コンサートホール

第147回定期演奏会

33 公益財団法人びわ湖ホール 2014/12/14 藤樹の里文化芸術会館

びわ湖ホール地域協働公演 オッフェンバック作曲『天国と地獄』（全4幕） ～2015/1/12 他
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　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

34 公益財団法人京都市音楽芸術文化振興財団 2015/1/18 京都コンサートホール

第10回京都市ジュニアオーケストラコンサート

35 音楽大学オーケストラ・フェスティバル実行委員会 2015/3/28、 ミューザ川崎シンフォニーホール

第3回音楽大学フェスティバル・オーケストラ演奏会 3/29 他

36 公益社団法人日本オーケストラ連盟 2015/3/31 文京シビックホール

オーケストラの日2015

36件 32,500

56件 49,570

②音楽に関する研究への助成 （五十音順、敬称略、単位：千円）

Ｎｏ．

1

2

2件 600

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

1,800

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

2,951

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

349

55,270

（７）日本人指揮者による海外オーケストラの演奏CD発行への助成＜公募＞

①音楽大学・音楽高校等への寄贈用CDの購入 （敬称略、単位：千円）

1

Ken-ichiro Kobayashi cond. London Philharmonic Orchestra Tchaikovsky Collection (Symphonies,Orchestral Works)

1件 5,400

5,400

音楽に関する公演他への助成　合計

シモン・ゴールドベルク文庫資料目録（欧文篇）出版

公募告知広告のメディアへの掲載

助成先・活動名

株式会社フォンテック

音楽に関する研究への助成　合計

細川俊夫　「班女」研究

関根 和江

オーケストラ・オペラの公演他　合計

小林研一郎指揮　ロンドン・フィルハーモニー管弦楽団　チャイコフスキー・コレクション（交響曲全曲・管弦楽曲）

内容

音楽活動への助成＜公募＞　合計

内容

株式会社オクタヴィア・レコード

小林研一郎／ロンドン・フィルハーモニー管弦楽団

選考審査関連費用

日本人指揮者／海外オーケストラ

内容

公募申請システム活用費用

音楽大学・音楽高校等への寄贈用CDの購入　合計

CDタイトル（国内）

CDタイトル（海外）

日本人指揮者による海外オーケストラの演奏CD発行への助成＜公募＞　合計

Ｎｏ．

助成先
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（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、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） 20,000

　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　 　　：　三澤 洋史

　　　　　　　　　演出　 　　：　栗山 民也

　　　　　　　　　歌手　　　 ：　横山 恵子、石上 朋美、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）

　團伊玖磨作曲  オペラ「夕鶴」（全1幕　日本語上演）

出演者他　：　指揮　 　　：　石坂 宏

　　　　　　　　　演出　 　　：　栗山 民也

　　　　　　　　　歌手　　　 ：　石橋 栄美、針生 美智子、経種 廉彦、小原 啓楼　他

　　　　　　　　　管弦楽　　：　大阪フィルハーモニー交響楽団

開催時期　：　2014年11月5日、11月6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）

20,000

（９）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、単位：千円）

金額

①コバケン・ワールド Ｖｏｌ．７ 13,050

　出演者

　 指揮とお話　　：　小林 研一郎

　 ピアノ　　　　　 ：　岡田 博美

　 管弦楽          ：　日本フィルハーモニー交響楽団

　開催時期        ：　2014年6月15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．８

　出演者

　 指揮とお話　   ：　小林 研一郎

   ヴァイオリン    ：　千住 真理子

　 管弦楽　　    　：　日本フィルハーモニー交響楽団

　開催時期　　　  ：　2014年10月5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．９

　出演者

　 指揮とお話     ：　小林 研一郎

   ソリスト　　     ：　未定

   管弦楽          ：　日本フィルハーモニー交響楽団

　開催時期        ：　2015年3月7日

　開催場所        ：　サントリーホール（東京都）

13,050

（１０）The Cello Ensembleコンサートへの助成 （単位：千円）

金額

①The Cello Ensembleコンサート 500

　出演者

　 チェロ　　　　　 ：　林 峰男、

　　　　　　　　　　　　 過去のローム ミュージック ファンデーション 音楽セミナー（弦楽器クラス）受講生（7名）

　開催時期        ：　2014年8月22日

　開催場所        ：　三鷹市芸術文化センター風のホール（東京都）

500

（単位：千円）

460,573音楽に関する公演等の実施及び助成　合計

内容

開催時期　：　2014年7月9日、7月10日、7月11日、7月12日、7月14日、7月15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

日本フィル＜小林研一郎／指揮＞コンサートへの助成　合計

The Cello Ensembleコンサートへの助成　合計

内容
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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 ジュネーブ高等音楽院大学院 フルート 2014年度

2 今田　篤 英国王立音楽大学（入学予定） ピアノ 2011年度、2014年度

3 上野　通明 桐朋学園大学（入学予定） チェロ 2014年度

4 江澤　茂敏 桐朋学園大学大学院（入学予定） ピアノ 2014年度

5 大江　馨 桐朋学園大学 ヴァイオリン 2014年度

6 岡田　昌子 ジェノバ国立音楽院（入学予定） ソプラノ　 2014年度

7 岡本　 侑也 ミュンヘン音楽大学 チェロ 2013年度、2014年度

8 鬼束　大我 ジュリアード音楽院（入学予定） パーカッション 2014年度

9 景山　梨乃 ベルリン芸術大学 ハープ 2013年度、2014年度

10 加藤　麻衣 ハンブルク音楽院大学院 ソプラノ 2013年度、2014年度

11 喜多　宏丞 東京藝術大学大学院 ピアノ 2012年度、2014年度

12 木村　善明 トロッシンゲン音楽大学大学院 バスバリトン 2014年度

13 小林　海都 エリザベート王妃音楽学校（入学予定） ピアノ 2014年度

14 小林　沙羅 プライナー音楽院 ソプラノ 2014年度

15 齊藤　一也 パリ国立高等音楽院大学院（入学予定） ピアノ 2013年度、2014年度

16 崎谷　明弘 東京藝術大学大学院 ピアノ 2014年度

17 佐藤　麻理 ウィーン国立音楽大学大学院（入学予定） ピアノ 2013年度、2014年度

18 周防　亮介 東京音楽大学（入学予定） ヴァイオリン 2014年度

19 反田　恭平 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

20 田村　響 大阪音楽大学大学院 ピアノ 2008年度、2014年度

21 中桐　望 ハンブルク音楽演劇大学（入学予定） ピアノ 2014年度

22 畑野　小百合 ベルリン芸術大学大学院 音楽学 2014年度

23 林　佑子 ベルリンハンスアイスラー音楽大学（入学予定） ソプラノ 2014年度

24 原　麻里亜 パリ国立高等音楽院大学院（入学予定） ヴァイオリン 2014年度

25 福本　茉莉 ハンブルク音楽演劇大学 オルガン 2014年度

26 藤江　扶紀 パリ国立高等音楽院（入学予定） ヴァイオリン 2013年度、2014年度

27 丸山　瑶子 ウィーン大学大学院 音楽学 2014年度

28 毛利　文香 洗足学園音楽大学（入学予定） ヴァイオリン 2011年度、2014年度

29 吉田　南 桐朋女子高等学校音楽科（入学予定） ヴァイオリン 2014年度

30 米津　真浩 イモラ音楽院 ピアノ 2013年度、2014年度

30名 67,800 ※1

　　 2013年度奨学生の内、2014年度に給付する奨学金 39,000 ※2

  小計  106,800 ※3
※1  2014年度奨学生の金額は、申請書に基づいて算出。
※2  2013年度奨学生の金額は、給付予定期間に基づいて算出。
※3  2014年度  奨学金給付人数　50名

②奨学援助に関する広報活動の実施 （単位：千円）

金額

1,800

③奨学援助に関する選考審査の実施 （単位：千円）

金額

6,199

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

172

（単位：千円）

114,971

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

2014年度奨学生

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．９ 9,089

　　・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

9,089

４．音楽に関する在外研究への援助

（１）音楽在外研究援助 (敬称略、単位:千円）

Ｎｏ． 氏名 テーマ 期間

1 糸賀　修平 声楽 2014/4～2014/9

1名 2,000

(単位:千円）

586,633

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

音楽に関する在外研究への援助　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 

 

２０１４年度   選考委員名簿 

 

                                                        ２０１４年３月１１日現在 

                                                           ＜五十音順、敬称略＞ 

 

（氏   名）       （所   属） 

 

選考委員長   山 本    毅   打楽器奏者、京都市立芸術大学音楽学部学部長 

 

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   澤   和 樹  ヴァイオリニスト、東京藝術大学副学長 

 

選考委員   鷲見 加寿子  ピアニスト、東京音楽大学教授 

 

選考委員   辻       功  オーボエ奏者、洗足学園音楽大学専任教授 

 

選考委員   寺本 まり子        武蔵野音楽大学音楽学部音楽学学科長 

 

選考委員   松 下 悦 子  声楽家、同志社女子大学教授 

 

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 
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