
歴代役員
■1939（昭和14）年
会長 水野 錬太郎（1940.4.25就任）
理事長 増沢 健美
常務理事 今井 二郎
理事 渥美 清太郎、久保田 宵二、小松 耕輔、林 柳波、松方 正廣、諸井 三郎
監事 小林 愛雄、中山 晋平

■1943（昭和18）年
会長 水野 錬太郎
理事長 増沢 健美（1944.8.31辞任）、中山 晋平（1944.9.1就任）
常務理事 今井 二郎、林 柳波、佐々木 すぐる
理事 渥美 清太郎、杵屋 佐吉、久保田 宵二、中能島 欣一、諸井 三郎
監事 葛原 しげる、弘田 龍太郎

■1946（昭和21）年
会長 国塩 耕一郎
理事長 中山 晋平
常務理事 今井 二郎
理事 渥美 清太郎、久保田 宵二、林 柳波、諸井 三郎、杵屋 佐吉、町田 嘉章、仁木 他喜雄、藤田 正人、

増沢 健美
監事 大村 主計、弘田 龍太郎

■1948（昭和23）年
会長 中山 晋平
理事長 増沢 健美
常務理事 杉山 長谷夫、藤田 正人
理事 大村 主計、大村 能章、佐々木 すぐる、高橋 掬太郎、堀内 敬三、町田 嘉章
監事 古賀 政男

■1951（昭和26）年
会長 中山 晋平（1952.12.30逝去）、西条 八十（1953.5.16就任）
理事長 増沢 健美
常務理事 大村 主計、杉山 長谷夫
理事 大村 能章、佐々木 すぐる、高橋 掬太郎、野村 俊夫、藤田 正人、堀内 敬三、町田 嘉章
監事 古賀 政男、小松 耕輔、弘田 龍太郎

■1954（昭和29）年
会長 西条 八十
理事長 増沢 健美
理事 大村 能章、門田 ゆたか、佐々木 すぐる、高橋 掬太郎、野村 俊夫、服部 良一、堀内 敬三、町田 嘉章
監事 古賀 政男、小松 耕輔、藤田 正人

■1957（昭和32）年
会長 西条 八十
専務理事 菊池 豊三郎
常務理事 金川 義之、野村 俊夫
理事 奥野 椰子夫、門田 ゆたか、佐々木 すぐる、高橋 掬太郎、津川 主一、堀内 敬三、増沢 健美
監事 古賀 政男、小松 耕輔、藤田 正人

■1960（昭和35）年
会長 西条 八十
専務理事 菊池 豊三郎
常務理事 金川 義之、野村 俊夫
理事 門田 ゆたか、佐々木 すぐる、高橋 掬太郎、西沢 爽、堀内 敬三、吉川 静夫、服部 良一、大村 能章、

増沢 健美
監事 井上 武士、小松 耕輔、藤田 正人

■1963（昭和38）年
会長 西条 八十
専務理事 菊池 豊三郎
常務理事 金川 義之、 野村 俊夫
理事 門田 ゆたか、堀内 敬三、吉川 静夫、古賀 政男、服部 正、服部 良一、宮城 衛、高橋 掬太郎、増沢 健美
監事 井上 武士、小松 耕輔、藤田 正人

■1965（昭和40年）
会長 堀内 敬三
理事長 春日 由三
常務理事 吉田 信
理事 サトウハチロ－、佐伯 孝夫、西沢 爽、小林 純一、薮田 義雄、中田 喜直、長津 義司、清水 保雄、平井 康三郎、

高木 東六、藤田 正人、服部 良一、浅香 淳（音楽之友社）、草野 昌一（新興楽譜出版社）
監事（常勤） 押田 良久
監事 入野 義朗、藤間 哲郎
評議員会議長 勝 承夫　　同副議長　井上 武士

■1968（昭和43）年
会長 堀内 敬三
理事長 春日 由三
常務理事 吉田 信
理事 サトウハチロ－、佐伯 孝夫、西沢 爽、小林 純一、薮田 義雄、中田 喜直、長津 義司、清水 保雄、平井 康三郎、

高木 東六、石本 美由起、藤田 正人、服部 良一、浅香 淳（音楽之友社）、藤井 肇（渡辺音楽出版）
監事（常勤） 松原 清基
監事 海沼 実（1971.6.13逝去）、藤間 哲郎
評議員会議長 勝 承夫　　同副議長　井上 武士
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■1971（昭和46）年
会長 サトウハチロ－（1973.11.13逝去）
理事長 酒井 三郎
常務理事 北岡 健二
理事 石本 美由起、勝 承夫、小林 純一、西沢 爽、藤田 正人、藤間 哲郎、古関 裕而、高木 東六、中田 喜直、

服部 良一、平井 康三郎、佐伯 孝夫、芥川 也寸志、長津 義司、浅香 淳（音楽之友社）、
草野 昌一（新興楽譜出版社）、伊藤 毅一郎（ビクター出版。1972.5.8逝去）

常勤監事 松原 清基
監事 伊吹 とおる、入野 義朗
評議員会議長 大村 主計　　同副議長　宮田 東峰

■1974（昭和49）年
会長 古賀 政男
理事長 酒井 三郎
常務理事 森田 正典、青木 貞夫
理事 石本 美由起、勝 承夫、加藤 省吾、佐伯 孝夫、松坂 直美、吉川 静夫、古関 裕而、渡久地 政信、中田 喜直、

服部 良一、平井 康三郎、藤田 正人、𠮷田 正、浅香 淳（音楽之友社）、石坂 範一郎（東芝音楽芸能出版）、
草野 昌一（新興楽譜出版社）、高橋 啓（日音）

常勤監事 北岡 健二
監事 飯田 三郎、藤間 哲郎
評議員会議長 大村 主計　　同副議長　宮田 東峰

■1977（昭和52）年
会長 勝 承夫
理事長 酒井 三郎（1979.6.30辞任）、国塩 耕一郎（1979.11.1就任）
常務理事 森田 正典、青木 貞夫、石本 美由起、吉里 邦夫
理事 加藤 省吾、小林 純一、西沢 爽、松坂 直美、吉川 静夫、芥川 也寸志、中田 喜直、服部 良一、平井 康三郎、

黛 敏郎、八州 秀章、浅香 淳（音楽之友社）、草野 昌一（新興楽譜出版社）、橋本 雅幸（ビクター音楽出版）、
堀 威夫（東京音楽出版）、茂木 高一（セントラルミュージック）、渡邊 美佐（渡辺音楽出版）、安田 頼三

常勤監事 石坂 範一郎
監事 飯田 三郎、夢 虹二
評議員会議長 大村 主計　　同副議長　宮田 東峰

■1980（昭和55）年
会長 服部 良一
理事長 国塩 耕一郎（1981.4.14辞任）、芥川 也寸志（1981.11.1就任）
常務理事 小林 純一（1982.3.5逝去）
理事 石本 美由起、関沢 新一、西沢 爽、宮沢 章二、吉川 静夫、飯田 三郎、遠藤 実、中田 喜直、平井 康三郎、

八州 秀章、草野 昌一（新興楽譜出版社）、永島 達司（大洋音楽）、堀 威夫（東京音楽出版）、
松岡 新平（全音楽譜出版社）、村上 司（日音）、渡邊 美佐（渡辺音楽出版）、安田 頼三

常勤監事 吉里 邦夫
監事 伊藤 翁介、夢 虹二
評議員会議長 長津 義司　　同副議長　井田 誠一

■1983（昭和58）年
会長 服部 良一
理事長 芥川 也寸志
常務理事 石井 春水、石本 美由起、舟本 貞男
理事 薩摩 忠、西沢 爽、星野 哲郎、松坂 直美、吉川 静夫、飯田三郎、小川 寛興、中田 喜直、平井 康三郎、𠮷田 正、

草野 昌一（シンコー･ミュージック）、永島 達司（大洋音楽）、堀 威夫（東京音楽出版）、松岡 新平（全音楽譜出版社）、
村上 司（日音）、渡邊 美佐（渡辺音楽出版）

常勤監事 内山 正
監事 門井 八郎、伊藤 翁介
評議員会議長 黛 敏郎　　同副議長　渡辺 浦人

■1986（昭和61）年
会長 服部 良一
理事長 芥川 也寸志（1989.1.31逝去）、石本 美由起（1989.3.23就任）
常務理事 舟本 貞男、松岡 新平
理事 なかにし 礼、西沢 爽、星野 哲郎、山上 路夫、吉川 静夫、飯田三郎、小川 寛興、中田 喜直、服部 克久、𠮷田 正、

朝妻 一郎（フジパシフィック音楽出版）、草野 昌一（シンコー･ミュージック）、永島 達司（大洋音楽）、
堀 威夫（ホリ・ミュージック）、村上 司（日音）、渡邊 美佐（渡辺音楽出版）、徳一 久

常勤監事 山中 昌裕
監事 夢 虹二（1989.7.12逝去）、伊藤 翁介
評議員会議長 黛 敏郎　　同副議長　渡辺 浦人

■1989（平成元）年
会長 𠮷田 正
理事長 石本 美由起
常務理事 舟本 貞男、松岡 新平、鈴木 初太郎、小川 寛興
理事 なかにし 礼、西沢 爽、星野 哲郎、山上 路夫、吉川 静夫、飯田 三郎、遠藤 実、小森 昭宏、中田 喜直、服部 克久、

朝妻 一郎（フジパシフィック音楽出版）、草野 昌一（シンコー･ミュージック）、永島 達司（大洋音楽）、
堀 威夫（ホリプロダクション）、村上 司（日音）、渡邊 美佐（渡辺音楽出版）、大淵 雄二

常勤監事 山中 昌裕
監事 松井 由利夫、伊藤 翁介
評議員会議長 黛 敏郎　　同副議長　阿久 悠
名誉会長 服部 良一

■1992（平成4）年
会長 𠮷田 正
理事長 石本 美由起
常務理事 舟本 貞男、久保庭 信一、松岡 新平、鈴木 初太郎、小川 寛興、大淵 雄二
理事 なかにし 礼、西沢 爽、星野 哲郎、山上 路夫、吉川 静夫、飯田三郎、遠藤 実、小森 昭宏、中田 喜直、船村 徹、

朝妻 一郎（フジパシフィック音楽出版）、草野 昌一（シンコー･ミュージック）、堀 威夫（ホリプロ）、村上 司（日音）、
渡邊 美佐（渡辺音楽出版）、竹内 祐之（クラウン音楽出版）、加藤 英夫、中村 凱夫

常勤監事 臼井 泉
監事 松井 由利夫、伊藤 翁介
評議員会議長 黛 敏郎　　同副議長　阿久 悠
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■1994（平成6）年
会長 黛 敏郎
理事長 なかにし 礼
常務理事 北田 敏夫、青木 重之、加藤 英夫、山上 路夫
理事 たか たかし、西沢 爽、吉岡 治、吉川 静夫、飯田 三郎、遠藤 実、小森 昭宏、中田 喜直、服部 克久、

朝妻 一郎（フジパシフィック音楽出版）、岸部 清（第一音楽出版）、草野 昌一（シンコー･ミュージック）、
堀 威夫（ホリプロ）、村上 司（日音）、渡邊 美佐（渡辺音楽出版）、中村 凱夫、押田 良信、遠藤 紀世志、
佐藤 君夫、黒川 靖司

常勤監事 臼井 泉、宮澤 溥明
監事 伊藤 翁介、中山 大三郎
評議員会議長 阿久 悠　　同副議長　池辺 晋一郎

■1995（平成7）年
会長 遠藤 実
理事長 加戸 守行
常務理事 木村 豊、中村 凱夫、加藤 英夫
理事 荒木 とよひさ、石本 美由起、なかにし 礼、中山 大三郎、星野 哲郎、松井 由利夫、吉川 静夫、市川 昭介、鈴木 淳、

服部 克久、平尾 昌晃、船村 徹、三木 たかし、朝妻 一郎（フジパシフィック音楽出版）、
草野 昌一（シンコー･ミュージック）、堀 威夫（ホリプロ）、本田 規（大洋音楽）、村上 司（日音）、
若松 宗雄（ソニーミュージックアーティスツ）、渡邊 美佐（渡辺音楽出版）、すぎやまこういち、押田 良信、
遠藤 紀世志、佐藤 君夫、黒川 靖司

常勤監事 宮澤 溥明、平山 忠夫、藤井 一孝
監事 田中 芳雄（ステイゴールドミュージックパブリッシングインク）
評議員会議長 湯川 れい子　　同副議長　三枝 成彰

■1998（平成10）年
会長 遠藤 実
理事長 小野 清子（2000.3.31辞任）、吉田 茂（2000.4.19就任）
常務理事 木村 豊、加藤 英夫、藤井 一孝、細川 英幸
常任理事 加藤 衛、河村 讓（1999.11.18逝去）、竹内 治正
理事 荒木 とよひさ、岡田 冨美子、小黒 恵子、たか たかし、中山 大三郎、湯川 れい子、三枝 成彰、鈴木 淳、

服部 克久、平尾 昌晃、船村 徹、三木 たかし、朝妻 一郎（フジパシフィック音楽出版）、
大久保 一清（ビクター音楽出版）、岸部 清（第一音楽出版）、木山 貢吉（日音）、草野 昌一（シンコー･ミュージック）、
本田 規（大洋音楽）、すぎやまこういち、矢内 廣

常勤監事 斉藤 満雄
監事 たなか ゆきを、脇 芳範（コロムビア音楽出版）
評議員会議長 都倉 俊一　　同副議長　湯山 昭

■2001（平成13）年
会長 星野 哲郎
理事長 吉田 茂
常務理事 加藤 衛、細川 英幸（2004.6.28逝去）、斉藤 満雄
常任理事 加藤 正彦、泉川 昇樹、野木 武壽
理事 いで はく、岡田 冨美子、たか たかし、中山 大三郎、山田 孝雄、湯川 れい子、三枝 成彰、鈴木 淳、都倉 俊一、

服部 克久、船村 徹、三木 たかし、朝妻 一郎（フジパシフィック音楽出版）、岸部 清（第一音楽出版）、
木山 貢吉（日音）、谷口 元（プライム･ディレクション）、秀間 修一（シンコー･ミュージック）、堀 一貴（ホリプロ）、
すぎやまこういち、矢内 廣

常勤監事 岩崎 敏宏
監事 鈴木 邦彦、もず 唱平
評議員会議長 湯山 昭　　同副議長　たなかゆきを

■2004（平成16）年
会長 船村 徹
理事長 吉田　茂
常務理事 加藤 衛、斉藤 満雄、泉川 昇樹、野木 武壽
常任理事 角山 由美、菅原 瑞夫
理事 荒木 とよひさ、岡田 冨美子、たか たかし、中山 大三郎（2006.4.7逝去）、山田 孝雄、湯川 れい子、川口 真、

三枝 成彰、鈴木 淳、都倉 俊一、平尾 昌晃、三木 たかし、朝妻 一郎（フジパシフィック音楽出版）、
大竹 健（ソニー･ミュージックパブリッシング）、猿田 清（日音）、竹内 一（渡辺音楽出版）、堀 一貴（ホリプロ）、
松井 高俊（ユニバーサル･ミュージック･パブリッシング）、松下 直子、紋谷 暢男、矢内 廣

常勤監事 加藤 正彦
監事 伊藤 幹翁、大森 昭男（オン･アソシエイツ音楽出版）
評議員会議長 湯山 昭　　同副議長　宮中 雲子

■2007（平成19）年
会長 船村 徹
理事長 加藤 衛
常務理事 野木 武壽、角山 由美、菅原 瑞夫
常任理事 川上 拓美、小原 正幸、近藤 正美、浅石 道夫
理事 荒木 とよひさ、いで はく、岡田 冨美子、たか たかし、もず 唱平、山田 孝雄、川口 真、小六 禮次郎、三枝 成彰、

都倉 俊一、平尾 昌晃、三木 たかし（2009.5.11逝去）、朝妻 一郎（フジパシフィック音楽出版）、
大竹 健（ソニー･ミュージックパブリッシング）、竹内 一（渡辺音楽出版）、谷口 元（エイベックス･ライヴ･クリエイティブ）、
恒川 光昭（日音）、堀 一貴（ホリプロ）、松下 直子、紋谷 暢男、矢内 廣

常勤監事 梅津 裕（2008.11.13逝去）、渡辺 誠
監事 さいとう 大三、四方 章人
評議員会議長 湯川 れい子　　同副議長　本田 規（ミュージック・コピーライト・センター）

■2010（平成22）年
会長 都倉 俊一
理事長 菅原 瑞夫
常務理事 野木 武壽、近藤 正美、渡辺 誠
常任理事 小原 正幸、浅石 道夫、北田 暢也、大橋 健三
理事 秋元 康、荒木 とよひさ、いで はく、岡田 冨美子、喜多條 忠、水木 れいじ、岡 千秋、川口 真、弦 哲也、

三枝 成彰、千住 明、平尾 昌晃、上原 徹（フジパシフィック音楽出版）、大竹 健（ソニー･ミュージックパブリッシング）、
桑波田 景信（日音）、竹内 一（渡辺音楽出版）、谷口 元（エイベックス･ミュージック･パブリッシング）、
堀 一貴（大洋音楽）、苗村 憲司、宮武 久佳、松下 直子、紋谷 暢男

監事 宮脇 正弘（常勤）、もず 唱平、四方 章人、大井 和人
名誉会長 船村 徹

■2012（平成24）年
会長 都倉 俊一
理事長 菅原 瑞夫
常務理事 近藤 正美、渡辺 誠、小原 正幸、浅石 道夫
常任理事 北田 暢也、大橋 健三、冨本 和則
理事 伊藤 アキラ、喜多條 忠、さいとう 大三、たきの えいじ、前田 たかひろ、水木 れいじ、岡 千秋、川口 真、弦 哲也、

小六 禮次郎、千住 明、平尾 昌晃、新井 健司（セブンシーズミュージック）、上原 徹（フジパシフィック音楽出版）、
大竹 健 （ソニー･ミュージックパブリッシング）、桑波田 景信（日音）、竹内 一（渡辺音楽出版）、堀 一貴（大洋音楽）、
玉井 克哉、反畑 誠一、苗村 憲司、宮武 久佳

監事 宮脇 正弘（常勤）、もず 唱平、四方 章人、大井 和人
名誉会長 船村　徹
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■2014（平成26）年
会長 都倉 俊一
理事長 菅原 瑞夫
常務理事 渡辺 誠、浅石 道夫、北田 暢也、大橋 健三
常任理事 冨本 和則、世古 和博、齊藤 眞美
理事 伊藤 アキラ、喜多條 忠、さいとう 大三、たきの えいじ、前田 たかひろ、水木 れいじ、弦 哲也、小六 禮次郎、

千住 明、四方 章人、若草 恵、渡辺 俊幸、上原 徹（フジパシフィック音楽出版）、
大山 健（ユニバーサルミュージックパブリッシング）、久保田 匠（エムシーキャビン音楽出版）、
桑波田 景信（日音）、竹内 一（渡辺音楽出版）、堀 一貴（大洋音楽）、玉井 克哉、苗村 憲司、宮武 久佳、
鈴木 寛

監事 宮脇 正弘（常勤）、石原 信一、幸 耕平、大井 和人
名誉会長 船村 徹

■2016（平成28）年
会長 いで はく
理事長 浅石 道夫
常務理事 北田 暢也、大橋 健三、宮脇 正弘
常任理事 世古 和博、齊藤 眞美、伊澤 一雅、中戸川 直史
理事 石原 信一、岡田 冨美子、喜多條 忠、たきの えいじ、前田 たかひろ、山田 孝雄、岡 千秋、小六 禮次郎、千住 明、

四方 章人、若草 恵、渡辺 俊幸、上原 徹（フジパシフィックミュージック）、
大山 健（ユニバーサルミュージックパブリッシング）、久保田 匠（エムシーキャビン音楽出版）、桑波田 景信（日音）、
竹内 一（渡辺音楽出版。2017.11.5逝去）、堀 一貴（大洋音楽）、玉井 克哉、宮武 久佳、鈴木 寛、角田 政芳

監事 宮内 隆（常勤）、聖川 湧、峰崎 林二郎、大井 和人
名誉会長 船村 徹
特別顧問 都倉 俊一

■2018（平成30）年
会長 いで はく
理事長 浅石 道夫
常務理事 北田 暢也、宮脇 正弘、世古 和博
常任理事 齊藤 眞美、伊澤 一雅、中戸川 直史、増田 裕一
理事 石原 信一、岡田 冨美子、喜多條 忠、たきの えいじ、前田 たかひろ、山田 孝雄、岡 千秋、小六 禮次郎、

千住 明、徳久 広司、水森 英夫、渡辺 俊幸、稲葉 豊（ユーズミュージック）、
久保田 匠（エムシーキャビン音楽出版）、桑波田 景信（日音）、平野 達郎（渡辺音楽出版）、堀 一貴（大洋音楽）、
小池 英彦（フジパシフィックミュージック。2019.6.26就任）、宮武 久佳、鈴木 寛、角田 政芳、上原 伸一

監事 宮内 隆（常勤）、聖川 湧、峰崎 林二郎、大井 和人
特別顧問 都倉 俊一
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