
文化事業一覧
音楽著作物の創作または普及活動に対する支援事業

「少年少女のための音楽鑑賞会 音楽職人が創るステージ～あの音、あの曲、その素顔～」
（1999年～2017年）

児童・生徒に生演奏のすばらしさを体験してもらうためのコンサート。 出演者が事前に開催地の学校を訪問し、中高生に演
奏指導を行った。

開催日 会場
1999年12月21日 篠ノ井市民会館 長野県
2000年11月4日 神津島村立神津中学校体育館 東京都
2001年6月30日 熊本県立劇場 熊本県

2001年7月1日 コスメイト行橋文化ホール 福岡県
2003年6月20日 長良川国際会議場 岐阜県
2003年6月21日 土岐市文化プラザ 岐阜県
2003年6月22日 大垣市民会館 岐阜県
2004年5月28日 周南市文化会館 山口県
2004年5月29日 シンフォニア岩国 山口県
2004年5月30日 サンビームやない 山口県
2005年6月11日 玉村町文化センター 群馬県
2005年6月12日 館林市文化会館 群馬県
2006年6月16日 盛岡市民文化ホール 岩手県
2006年6月17日 北上市文化交流センター 岩手県
2006年6月18日 胆沢文化創造センター 岩手県
2007年6月8日 徳島県郷土文化会館 徳島県
2007年6月9日 阿南市文化会館 徳島県

2007年6月10日 鳴門市文化会館 徳島県
2008年6月20日 福山市神辺文化会館 広島県
2008年6月21日 庄原市民会館 広島県
2008年6月22日 はつかいち文化ホール 広島県
2009年6月26日 真岡市民会館 栃木県

開催日 会場
2009年6月27日 矢板市文化会館 栃木県
2009年6月28日 那須塩原市黒磯文化会館 栃木県
2011年1月14日 川南町文化ホール 宮崎県
2011年1月15日 清武町文化会館 宮崎県
2011年1月16日 都城市総合文化ホール 宮崎県
2011年12月4日 喜多方プラザ文化センター 福島県
2012年6月30日 仙台市民会館 宮城県

2012年7月1日 やくらい文化センター 宮城県
2013年6月29日 はまなすホール 宮城県
2013年6月30日 リアスホール 岩手県
2014年9月26日 郡山市民文化センター 福島県
2014年9月27日 名取市文化会館 宮城県
2014年9月28日 相馬市民会館 福島県
2015月10月9日 八戸市民会館 青森県

2015月10月10日 八戸市南郷文化ホール 青森県
2015月10月11日 三沢市公会堂 青森県
2016月9月30日 日立シビックセンター 茨城県
2016月10月1日 駿優教育会館 茨城県
2016月10月2日 いわき市勿来市民会館 福島県
2017月9月30日 宇土市民会館 熊本県
2017月10月1日 やつしろハーモニーホール 熊本県

「素晴らしき音楽仲間」（2000年～2006年）      
幅広いジャンルの音楽を対象に、作品にまつわる話とゲストによる演奏を披露。

開催日 名称 会場
2000年3月16日 第1回　わたしが美空ひばりに出遇った日 けやきホール
2000年4月20日 第2回　私を変えた運命の歌 けやきホール

2000年5月9日 第3回　童謡はこころのふるさと　 けやきホール
2000年6月22日 第4回　J-POPのル－ツを探して　 けやきホール
2000年7月18日 第5回　名詞・名曲・歌景色　 けやきホール
2000年9月12日 第6回　音楽の魔術師たち　 けやきホール

2000年10月12日 第7回　和楽器とギタ－で聞く古賀メロディの魅力　 けやきホール
2000年11月9日 第8回　やすらぎの音楽を求めて　 けやきホール

2000年12月21日 第9回　楽しきかな現代音楽　 けやきホール
2001年1月18日 第10回　21世紀の歌謡曲未来考　 けやきホール

241



開催日 会場
2001年7月29日 那須野が原ハーモニーホール 栃木県
2003年3月23日 パストラルかぞ 埼玉県
2003年3月29日 新座市民会館 埼玉県
2004年3月31日 大分県立芸術会館 大分県
2004年4月2日 清武町文化会館 宮崎県
2004年4月4日 鹿児島市民文化ホール 鹿児島県
2005年4月3日 新居浜市市民文化センター 愛媛県

開催日 会場
2005年4月5日 サンポートホール高松 香川県

2006年12月10日 小美玉市四季文化館みの～れ 茨城県
2006年12月24日 東海文化センター 茨城県

2007年12月2日 高根ふれあい交流ホール 山梨県
2007年12月16日 大月市民会館 山梨県
2009年3月21日 グリーンホール相模大野 神奈川県
2009年3月28日 藤沢市湘南台文化センター 神奈川県

「日本の音フェスティバル」（2001年～2010年）
インストラクターの指導のもと、各種の和楽器に触れられるコーナーをメインに、邦楽の歴史を学ぶ講演やライブを設けた総
合イベント。

開催日 会場
2001年8月29日

～ 30日
国立オリンピック記念青少年
総合センター 東京都

2002年8月1日
～ 3日

グランキューブ大阪（大阪国際
会議場） 大阪府

2002年8月19日
～ 21日 東京国際フォーラム 東京都

2003年 8月1日
～ 2日

グランキューブ大阪（大阪国際
会議場） 大阪府

2003年 8月15日
～16日

国立オリンピック記念青少年
総合センター 東京都

2004年7月31日
～ 8月1日 金沢市民芸術村 石川県

開催日 会場
2005年9月10日

～11日 会津若松城（鶴ヶ城）ほか 福島県

2006年10月28日
～ 29日 長野市生涯学習センター 長野県

2007年9月15日
～16日 岡山市デジタルミュージアム 岡山県

2008年8月20日
～ 21日 横浜市ZAIM 神奈川県

2010年3月6日
～7日 沖縄県立博物館・美術館 沖縄県

「REAL LIVE」（2003年～2010年）
若年層を対象に、生の音楽を聴くことの感動、楽器を弾くことの素晴らしさをライブハウスで体験してもらうイベント。会場
はSHIBUYA BOXX（2006年11月18日開催のSPECIAL公演のみSHIBUYA AX）で開催。

開催日 名称
2003年6月28日 session 1
2003年9月20日 session 2

2003年12月20日 session 3
2004年3月20日 session 4
2004年6月19日 session 5
2004年9月25日 session 6

2004年12月18日 session 7
2005年3月19日 session 8

開催日 名称
2005年6月18日 session 9
2005年9月17日 session 10

2005年12月17日 session 11
2006年3月18日 session 12
2006年6月24日 session 13
2006年11月18日 SPECIAL

2007年3月3日 session 15
2007年6月16日 session 16

開催日 名称
2007年11月18日 session 17
2008年2月23日 session 18
2008年6月28日 session 19

2008年11月22日 session 20
2009年2月21日 session 21
2009年6月13日 session 22

2009年11月28日 session 23
2010年2月20日 session 24

トーク＆コンサート「昭和の歌人たち」（2006年～2018年）
戦後の復興や高度経済成長を成し遂げた「昭和」という激動の時代を舞台に、日本の音楽史に足跡を残して亡くなった作家に
焦点をあて、その人物像を時代背景に触れながら紹介する事業。

開催日 名称 会場

2006年6月28日 第1回　古関 裕而 けやきホール

2006年9月28日 第2回　浜口 庫之助 けやきホール

2006年11月24日 第3回　サトウハチ
ロー 森のホール21

開催日 名称 会場

2007年2月1日 第4回　安井 かずみ 保谷こもれび
ホール

2007年5月18日 第5回　中田 喜直 けやきホール

2007年9月5日 第6回　服部 良一 文京シビック
ホール

開催日 名称 会場
2001年3月5日 第11回　21世紀・輝けるニューウェーブたち　 けやきホール

2001年4月26日 第12回　歌謡曲の流れを変えた作家たち　 けやきホール
2001年5月24日 第13回　スタンダードはいつまでも　 けやきホール
2001年6月21日 第14回　こころに沁みる抒情歌の調べ　 けやきホール
2001年7月5日 第15回　直訳・翻訳・超訳・・・訳詞の魔術　 けやきホール

2001年9月13日 第16回　にっぽん！！魂の音楽とリズム　 けやきホール
2001年10月11日 第17回　ヒットメーカー、自作オリジナルを歌う　 けやきホール
2001年11月8日 第18回　声は楽器・声は言葉　 けやきホール
2001年12月6日 第19回　歌を愛し、人を愛す　 けやきホール
2002年1月17日 第20回　青春・歌・メッセージ　 けやきホール
2002年3月12日 第21回　ポップな気分でクラシック　 けやきホール
2002年4月11日 第22回　華麗なる言葉の世界　 けやきホール
2002年5月23日 第23回　よみがえる名曲たち、カヴァーの魔術　 けやきホール

2002年6月6日 第24回　歌唱・声色・詩歌　演歌のこころ　 けやきホール
2002年7月4日 第25回　浪速・人情・美味な歌唱　 けやきホール

2002年9月12日 第26回　歌でつづる幼い日の情景　 けやきホール
2002年10月10日 第27回　ワインが似合うオシャレな歌たち　 けやきホール

2002年11月7日 第28回　笑う歌には幸福来たる　 けやきホール
2002年12月5日 第29回　ヒットメーカー自作オリジナルを歌うパートⅡ　 けやきホール
2003年1月16日 第30回　日本その風土の響と唄　 けやきホール
2003年2月20日 特別企画　流行歌100年！五木寛之・うたへの賛歌　 めぐろパーシモンホール
2003年3月13日 第31回　青春のメロディは永遠に　 けやきホール
2003年4月10日 第32回　心にしみる愛唱歌・童謡の魅力　 けやきホール
2003年5月22日 第33回　デュオ！最強のハーモニー　 けやきホール

2003年6月5日 第34回　流行歌と日本語の魅力　 けやきホール
2003年7月3日 第35回　歌えば楽し！わが心のポピュラー・ソング　 けやきホール

2003年9月11日 第36回　“アコースティック”のぬくもり　 けやきホール
2003年10月9日 第37回　文芸作品名曲紀行　 けやきホール
2003年11月6日 第38回　歌で幸せになるとき　 けやきホール
2003年12月4日 第39回　ヨーロッパ音楽の調べ　 けやきホール
2004年2月4日 第40回　青春の歌は永遠に！　 大田区民ホールアプリコ

2004年5月20日 第41回　美しき日本の抒情を歌う　 けやきホール
2004年7月1日 第42回　音楽でめぐる世界の旅　 けやきホール
2004年9月9日 第43回　音楽はスポーツの応援団！！　 けやきホール

2004年10月5日 第44回　わが愛しき流行歌　 調布グリーンホール
2004年11月11日 第45回　アジア・音楽の架け橋　 所沢市民文化センター
2005年1月13日 第46回　楽しきかな和の世界　 八王子市芸術文化会館
2005年6月17日 第47回　映画が生んだヒット曲　 けやきホール
2005年10月6日 第48回　ラジオが生んだヒット曲　 けやきホール
2005年12月1日 第49回　テレビが生んだヒット曲　 けやきホール
2006年2月16日 第50回記念スペシャル　作曲家から見た昭和歌謡曲　 ゆうぽうと簡易保険ホール

 
「ミュージカル オブ モーツァルト “アマデウスがやってきた”」（2000年～2009年）

地元の少年少女合唱団を交えて、モーツァルトの生涯を題材にしたミュージカルを開催。プロのオーケストラ、役者がサポー
トした。

開催日 会場
2000年3月31日 東京都児童会館 東京都

開催日 会場
2001年7月27日 日光総合会館 栃木県

242 第 3部　資料編 243



■その他　コンサート・イベント
開催日 名称 会場

1997年12月6日 音楽村ジョイントコンサート けやきホール

1998年2月16日 音楽創生　映像とのダイアローグ 東京オペラシティコンサート
ホール

1998年3月7日 上原グリーンエコー　春のコンサート けやきホール
1998年7月21日 夏休み音楽会～ゲーム・アニメーション音楽～ けやきホール

1998年11月28日 普段着の室内楽～木管アンサンブルの調べ～ けやきホール

1999年2月25日 音楽創生　舞台芸術フェア・フォークコンサート　人生は旅…探し物は見
つかりましたか？ すみだトリフォニーホール

1999年7月10日 夏休み音楽会'99　～ゲーム・アニメーション音楽～ けやきホール

1999年7月19日 音楽創生　21世紀へ～歌い継ぐ日本の心～ 東京オペラシティコンサート
ホール

1999年10月2日 民族音楽鑑賞会 成田市立加良部小学校
1999年12月16日 歌はこころのたからもの～音楽のこころ見えますか～ 大阪メルパルクホール
2000年5月26日 音楽は平和のつむぎ糸 広島国際会議場
2000年7月21日 夏休み音楽会～ゲ－ム・アニメ－ション音楽～ けやきホール
2001年2月20日 音楽創生　日本の音・新世紀～次世代ア－ティストたちの挑戦～ オ－チャ－ドホ－ル
2001年3月15日 JASRACコンサ－ト in NAGOYA ～ジャズ・オ－ケストラと素敵な仲間～ 愛知県芸術劇場
2001年3月24日 PDコンサ－ト～ありがとう新たな出発の名曲たちへ～                      日比谷公会堂
2001年6月29日 「唱歌」について考えるトーク＆コンサート こまばエミナース
2001年7月15日 夏休み音楽会2001 けやきホール

2001年11月19日 JASRACコンサ－ト in SAPPORO ～ジャズ・オ－ケストラと素敵な仲間～ 北海道厚生年金会館
2001年12月7日 「大正期の童謡」を考えるトーク＆コンサート こまばエミナース
2002年2月15日 PDコンサート in 神戸～ありがとう新たな出発の名曲たちへ～ 神戸国際会館
2002年3月8日 JASRACカジュアルゼミナール～大正ロマンの夢と心～ 日比谷公会堂

2002年3月29日 躍動！日本の音 in うえはら　第1回～今、芽吹く！10代のひびき～ けやきホール
2002年5月24日 躍動！日本の音 in うえはら　第2回～光彩を放つ！十二面の筝糸～ けやきホール

2002年7月2日 躍動！日本の音 in うえはら　第3回～はじける！邦楽ポップス～ けやきホール
2002年7月29日 夏休み音楽会2002 ～ゲーム・アニメーション音楽～ けやきホール
2002年8月6日 夏休み音楽会2002 ～ゲーム・アニメーション音楽～ 相模原市民会館

2002年9月13日 躍動！日本の音 in うえはら　第4回～ Gospelars.虚無～ けやきホール
2002年9月20日「昭和前期の童謡」を考えるトーク＆コンサート こまばエミナース
2002年11月8日 躍動！日本の音 in うえはら  第5回～耳なし芳一～ けやきホール

2002年12月20日 時空を超えて～中国・日本・・・音楽　その文化的系譜～ オ－チャ－ドホ－ル

2003年1月17日 躍動！日本の音 in うえはら　第6回～絹絃ジャワメク津軽三味線、生音の
“陰と陽” ～ けやきホール

2003年2月9日 JASRACコンサ－ト in 浜松～歌曲・オペレッタと素敵な仲間～ アクトシティ浜松
2003年2月14日 JASRACカジュアルゼミナール in 横浜 横浜みなとみらいホール
2003年2月28日 「戦後のこどものうた」を考えるトーク＆コンサート こまばエミナース
2003年3月15日 PDコンサート2003　外国編 ゆうぽうと簡易保険ホール
2003年3月16日 PDコンサート2003　内国編 ゆうぽうと簡易保険ホール
2003年5月31日 JASRACコンサート in 新潟 新潟県民会館
2003年7月29日 夏休み音楽会2003 ～親子で楽しむアニメーション音楽～ アミューたちかわ

2003年10月25日 JASRACコンサ－ト in 市川～オーケストラが待っている～ 市川市文化会館
2004年2月15日 JASRACコンサ－ト in 富山～オーケストラが待っている～ オーバード・ホール
2004年3月3日 JASRACカジュアルゼミナール～昭和モダニズムとその流れ～ ゆうぽうと簡易保険ホール

2004年12月11日 JASRACコンサ－ト in 沖縄　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 名護市民会館

開催日 名称 会場

2007年11月16日 第7回　渡久地 政信 けやきホール

2008年2月6日 第8回　藤田 まさと けやきホール

2008年5月29日 第9回　中山 大三郎 けやきホール

2008年10月27日 第10回　𠮷田 正　　 文京シビック
ホール

2008年12月22日 第11回　いずみたく けやきホール

2009年2月3日 第12回　猪俣 公章 けやきホール

2009年5月29日 第13回　市川 昭介 けやきホール

2009年9月1日 第14回　米山 正夫 けやきホール

2009年12月1日 第15回　水木 かおる けやきホール

2010年2月18日 第16回　中村 八大 けやきホール

2010年7月5日 第17回　宮川 泰 けやきホール

2010年8月24日 第18回　佐伯 孝夫 けやきホール

2010年10月1日 第19回　三木 たかし グリーンホール
相模大野

2011年2月9日 第20回　石本 美由起 渋谷区文化総合
センター大和田

2012年1月16日 第21回　阿久 悠 文京シビック
ホール

開催日 名称 会場

2012年2月13日 第22回　星野 哲郎 練馬文化セン
ター

2012年7月31日 第23回　漣 健児 けやきホール

2012年11月19日 第24回　遠藤 実 府中の森芸術劇
場

2013年1月21日 第25回　吉岡 治 文京シビック
ホール

2013年8月26日 第26回　中山 晋平 けやきホール

2013年10月22日 第27回　川内 康範 和光市民文化セ
ンター

2014年1月24日 第28回　西條 八十 オリンパスホー
ル八王子

2014年10月30日 第29回　岩谷 時子 野田市文化会館

2015年2月18日 第30回　総集編 NHKホール

2015年11月6日 第31回　江口 夜詩・
江口 浩司 相模原市民会館

2016年2月1日 第32回　山口 洋子 新宿文化セン
ター

2016年9月2日 第33回　山田 耕筰 ひの煉瓦ホール

2017年3月1日 第34回　船村 徹 中野サンプラザ

2017年9月7日 第35回　永 六輔 森のホール21

2018年1月20日 第36回　古賀 政男 福生市民会館

トーク＆コンサート「こころの歌人たち」（2018年～現在）
日本の音楽シーンを支えてきた作詞家・作曲家をクローズアップし、その作品の魅力と彼らに影響を与えた作家の作品をたど
りながら、歌づくりの素晴らしさを伝えていく事業。

開催日 名称 会場
2018年9月3日 第1回　都倉俊一 釜石市民ホールTETTO
2019年3月1日 第2回　阿木燿子 武蔵野市民文化会館

2019年9月24日 第3回　80周年スペシャル NHKホール

JASRAC音楽講座「楽しく学ぼう！アンサンブル」（2018年～現在） 
将来の音楽文化の担い手の育成を図ることを目的とし、主に中学校・高等学校の吹奏楽部の生徒を対象とし、プロの演奏家に
よる楽器の扱い方、調音・発声方法などを演奏指導する事業。併せて著作権に関する講座を実施。    
 開催日 内容 会場

2018年9月29日 吹奏楽 練馬区立豊玉第二中学校 東京都
2018年12月20日 合唱 渋谷区立松濤中学校 東京都

2019年2月16日 吹奏楽 岡山県立岡山一宮高等学校 岡山県
2019年6月29日 吹奏楽 与那原町立与那原中学校 沖縄県
2019年6月30日 吹奏楽 沖縄県立宮古高等学校 沖縄県
2019年7月15日 合唱 札幌市立北辰中学校 北海道
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開催日 名称 会場
2019年1月23日 音楽コンテンツの海外展開と著作権－アジア・太平洋地域を中心に－ 有楽町朝日ホール
2019年5月31日 Music Link～音楽創作を未来につなぐ～ イイノホール

公開講座・市民講座（1999年～2009年） 
教職員、学生、一般社会人を対象に、著作権の理解を深めてもらう講座。

開催日 名称 会場
1999年3月20日 星野哲郎の面白ゼミナール～昭和の歌謡史と歌謡詩～ けやきホール

1999年9月4日 音楽とカラオケと著作権 久留米大学
2000年1月29日 星野哲郎の歌謡面白ゼミナール～昭和の歌謡史と歌謡詩～ 仙台市泉文化創造センター

2000年12月11日 文化講演会　音楽と著作権 東海大学
2001年2月9日 星野哲郎の歌謡面白ゼミナ－ル～昭和の歌謡史と歌謡詩～　　 香川県県民ホール

2001年2月17日 文化講演会　音楽と著作権 岡山商科大学
2002年1月12日 公開講座　現代人の癒しの文化としての音楽と音楽療法 東京国際大学

2002年11月25日 JASRAC ／東京学芸大学共催講演会 東京学芸大学
2003年10月19日 京都産業大学共催公開講座 キャンパスプラザ京都
2003年10月26日 立命館大学共催公開講座 キャンパスプラザ京都
2003年11月12日 岩手大学共催公開講座 岩手県民会館
2004年9月17日 JASARC文化講演会　河合隼雄　音と心 ヤマハホール
2004年12月4日 第1回JASRAC著作権ゼミナール 東横学園中学・高等学校
2005年11月11日 第2回JASRAC著作権ゼミナール 財団法人東京都私学財団
2005年11月12日 第2回JASRAC著作権ゼミナール 東京女子学院中学・高等学校
2006年1月27日 JASRACセミナー＆シンポジウム～ミュージカルの昨日・今日･明日～ けやきホール
2006年12月2日 第3回JASRAC著作権ゼミナール 千代田女学園中学・高等学校
2007年11月9日 第4回JASRAC著作権ゼミナール 財団法人東京都私学財団

2008年11月12日 第5回JASRAC著作権ゼミナール 大阪国際交流センター
2009年11月24日 第6回JASRAC著作権ゼミナール 大阪国際交流センター

JASRAC寄附講座・寄附科目（1999年～現在）
大学生を対象に、大学の学部・学科への講座の設置または大学が定めた授業科目の運営や学術研究のための寄附事業。

設置期間 区分 寄附先
1999年度～ 2003年度 寄附講座 成蹊大学　法学部 東京都
2002年度～ 2004年度 寄附講座 慶應義塾大学　文学部 東京都
2004年度～ 2008年度 寄附講座 明治大学　法科大学院　法務研究科 東京都
2004年度～ 2008年度 寄附講座 立命館大学　産業社会学部 京都府

2007年度～現在 寄附科目 放送大学 千葉県
2008年度～ 2010年度 寄附科目 愛媛大学　法文学部 愛媛県
2009年度～ 2011年度 寄附講座 関西大学　社会学部 大阪府
2009年度～ 2013年度 寄附講座 早稲田大学　大学院　法務研究科 東京都

2011年度 寄附科目 東北大学　大学院法学研究科 宮城県
2012年度～ 2013年度 寄附科目 東北大学 宮城県
2013年度～ 2015年度 寄附科目 宮崎大学 宮崎県
2014年度～ 2016年度 寄附講座 常磐大学　 茨城県
2014年度～ 2017年度 寄附講座 横浜国立大学　経済学部 神奈川県
2014年度～ 2018年度 寄附講座 立教大学　社会学部 東京都
2016年度～ 2018年度 寄附科目 九州大学 福岡県

2017年度～現在 寄附講座 国立音楽大学 東京都
2019年度～現在 寄附講座 信州大学　経法学部 長野県

開催日 名称 会場
2004年12月12日 JASRACコンサ－ト in 沖縄　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 沖縄市民会館
2004年12月13日 JASRACコンサ－ト in 沖縄　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 那覇市民会館

2005年3月3日 JASRACカジュアルゼミナール in 千葉 千葉県文化会館
2005年7月27日 夏休み音楽会2005 ～みんな大好き！アニメ音楽～ 調布市グリーンホール
2006年2月19日 JASRACコンサ－ト in 松江～オーケストラが待っている～　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　島根県民会館

2006年3月10日 JASRACカジュアルゼミナール　昭和のメロディ～復興と成長の流れのな
かで～ 調布市グリーンホール

2006年8月1日 夏休み音楽会2006 ～みんな大好き！アニメ音楽～ 八王子市芸術文化会館

2007年1月26日 JASRACコンサート　未来への潮流～琉球と大和の伝統が奏でる新たな
る鼓動～ 文京シビックホール

2007年3月1日 JASRACカジュアルゼミナール in 栃木　昭和のメロディ～復興と成長の
流れのなかで～ 栃木県総合文化センター

2007年3月17日 JASRACコンサ－ト in 長崎～オーケストラが待っている～ 長崎ブリックホール
2007年4月25日 JASRACコンサート　オーケストラと日本のね・・・ ティアラこうとう
2008年7月31日 JASRACサマーコンサート2008 上尾市文化センター

2008年12月12日 JASRACカジュアルゼミナール～童謡・歌唱・叙情歌にみる日本人の心～ 府中の森芸術劇場
2009年3月15日 JASRACコンサ－ト in 高知　オーケストラが待っている 高知県立県民文化ホール
2009年7月31日 JASRACサマーコンサート2009 蕨市民会館

2009年11月17日 JASRAC70周年　日本人が愛した歌！～時代を創った作家たち～ NHKホール

著作権思想の普及に関する事業
JASRACシンポジウム（1999年～現在）      
音楽コンテンツ流通の問題点や課題を整理しながら、著作権の保護、流通の促進・拡大・円滑化の道を探るシンポジウム。

開催日 名称 会場
1999年1月25日 変革期を迎えた音楽産業と著作権 キャピトル東急ホテル

1999年11月19日 ニューテクノロジーと著作権～デジタル環境における集中管理団体の役割～ ホテルニューオータニ鳳凰の間
2001年10月26日 ネットワーク環境下における著作権制度 イイノホール
2002年12月3日 デジタルコンテンツのネットワーク流通の著作権問題 イイノホール

2003年11月28日 知的財産立国の実現に向けて イイノホール
2004年11月26日 音楽コンテンツ流通の現状と未来 イイノホール
2005年11月21日 新たなコンテンツビジネスと権利情報のあり方 イイノホール

2006年11月28日 知的財産権の本質と今日における課題 
～創造のサイクルと著作権の役割・その原点に立って考える～ イイノホール

2008年3月25日 動画共有サイトに代表される新たな流通と著作権 有楽町朝日ホール
2008年12月9日 コンテンツの流通促進に本当に必要なものは何か 有楽町朝日ホール

2009年11月19日 ネット配信のビジネスモデルと権利処理システムの構築に向けて 東京国際フォーラム
2010年11月18日 独自進化は問題か？新たなデジタル市場の開拓に向けた日本型の取り組み 有楽町朝日ホール

2012年3月27日 大いなるガラパゴス第2弾　日本型の新たなデジタル市場の開拓に向けて 
～コンテンツホルダーや権利者はプラットフォームとどう向き合うか～ イイノホール

2014年3月24日 著作権集中管理団体に求められる役割とは 東京コンベンションホール

2014年11月21日 創作者が語る、著作権集中管理団体に求められる役割～持続可能なモデ
ルに向けて～ 有楽町朝日ホール

2015年12月9日 それは「越えられない壁」なのか？～コンテンツ市場の活性化と権利者不
明作品～ 有楽町朝日ホール

2017年2月9日 カラオケ著作権管理30年 有楽町朝日ホール
2018年1月31日 著作権法上の“引用”を考える 有楽町朝日ホール
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開催日 名称 会場
2012年7月19日 第26回　英国民謡の伝統と現代 けやきホール

2012年10月11日 第27回　ボサノヴァ物語「太陽・汐・南」の詩人たち けやきホール
2013年2月21日 第28回　親指ピアノ～暇つぶし楽器の今昔 けやきホール
2013年9月5日 第29回　ポストモダン時代のジャズ けやきホール

2014年2月15日 第30回　ワールドミュージック特別編～世界を旅する音楽～ イイノホール

「ミュージック・ジャンクション」世界を旅する音楽シリーズ（2015年～2017年）
海外での活動経験が豊富な演奏者などの視点を通じて、世界各地の音楽や文化などを紹介する公開講座。

開催日 名称 会場
2015年12月17日 第1回　ハワイの音楽と祈り けやきホール
2016年2月27日 第2回　アラブの音楽と詩 けやきホール
2017年1月27日 第3回　吟遊詩人の旅　ウクライナの音楽と文学 けやきホール

音楽の利用開発に関する研究に対する支援事業
音楽療法活動に対する支援（1998年～2006年） 
音楽療法分野の紹介と、側面から活動を支援する事業。 

開催日 名称 会場
1998年12月12日～13日 全日本音楽療法連盟　1998年度第2回研修会（助成） 浜松アクトシティ

1999年8月5日 全日本音楽療法連盟　1999年度第1回研修会（助成） 調布市文化会館たづくり
1999年8月28日～ 29日 全日本音楽療法連盟　1999年度第2回研修会（助成） 滋賀県立大学交流センター
2000年8月19日～ 20日 全日本音楽療法連盟　2000年度第1回研修会（助成） 長野メルパルクホール

2000年9月2日～ 3日 全日本音楽療法連盟　2000年度第2回研修会（助成） 盛岡市民文化ホ－ル
2001年3月3日～ 4日 全日本音楽療法連盟　2000年度第3回研修会（助成） 大阪音楽大学

2001年9月21日 JASRAC音楽療法講座 第1回　入門編 こまばエミナース
2001年11月5日 JASRAC音楽療法講座 第2回　児童編 けやきホール

2002年1月19日～ 20日 第1回日本音楽療法学会学術大会（助成） パシフィコ横浜
2002年2月1日 JASRAC音楽療法講座 第3回　高齢者編 けやきホール

2002年10月24日 JASRAC音楽療法講座 第1回　音楽と心 こまばエミナース
2002年12月17日 JASRAC音楽療法講座 第2回　自分の身体を知ろう～動きとリズム観～ こまばエミナース

2003年2月8日 音楽療法シンポジウム音楽療法の多様性と可能性 虎ノ門ホール
2003年12月17日 JASRAC音楽療法講座 第1回　健常者のための音楽療法 こまばエミナース

2004年1月15日 JASRAC音楽療法講座 第2回　音楽の力とはなにか こまばエミナース
2004年2月20日 JASRAC音楽療法講座 第3回　日本の現代社会と音楽療法 こまばエミナース

2005年2月4日 JASRAC音楽療法講座 第1回　海外の音楽療法事情 ヤクルトホール
2005年2月23日 JASRAC音楽療法講座 第2回　音楽療法の考え方 ヤクルトホール
2005年3月17日 JASRAC音楽療法講座 第3回　健康に役立つ音楽 ヤクルトホール

2006年3月8日 JASRAC講座　音楽の力　第1回 音楽の不思議な力－音楽が酒類・食
品の味を良くする－ けやきホール

2006年3月23日 JASRAC講座　音楽の力　第2回 空間や環境を活かす音楽 けやきホール
2006年3月25日 JASRAC音楽療法シンポジウム　音楽療法の今、そして未来 イイノホール

JASRAC奨学寄附金（2004年～現在）
主に大学教職員や法曹関係の研究者を対象に、著作権法に関する大学の学術研究や著作権教育の充実に資するための寄附事業。

設置期間 寄附先
2004年度～現在 東京大学大学院　法学政治学研究科　 東京都

「ミュージック・ジャンクション」（2001年～2004年）
大学生や一般社会人を対象に、音楽ビジネスや著作権をさまざまな角度から検証していく公開講座。

開催日 名称 会場
2001年9月27日 ネットワーク時代の音楽制作と表現 けやきホール

2001年10月23日 着信メロディはウォークマン以来の音楽の聴き方の革命 けやきホール
2001年11月22日 ネットワークでの音楽コンテンツビジネスの来た道､ 進む道 けやきホール
2001年12月20日 温故知新！デジタル技術は音楽文化を超えることができるのか けやきホール
2002年1月30日 21世紀､リアル・ミュ－ジシャンのサバイバル大作戦 けやきホール
2004年1月29日 テレビ時代の新たな“子どもうた”の出現 けやきホール
2004年2月23日 音楽著作権の誕生：二つの「著作権」と浪花節 けやきホール

2004年3月9日 ポピュラー音楽における異国情緒 けやきホール
2004年3月10日 技術発展と音楽のメディエーション けやきホール

「ミュージック・ジャンクション」ワールドミュージックシリーズ（2005年～2014年）
世界各地のさまざまなジャンルの音楽や楽器にスポットをあて、演奏を交えて解説する公開講座。

開催日 名称 会場
2005年2月10日 第1回　アルジェリアにおけるライの現況 けやきホール
2005年2月21日 第2回　インド映画とポピュラー音楽 けやきホール
2005年3月9日 第3回　ポピュラー音楽を巻き込む地方伝統の力：ランガム・ジャワ けやきホール

2005年3月10日 第4回　アメリカ合衆国のルーツ・ミュージック けやきホール
2006年1月13日 第5回　バカラックから探るワールドミュージック けやきホール
2006年2月8日 第6回　カリブ・アフリカ英語圏のワールドミュージックの本質 けやきホール

2006年2月22日 第7回　躍動する中近東音楽シーン けやきホール
2006年7月13日 第8回　ケルト音楽の変遷と現在 けやきホール
2006年10月5日 第9回　ジプシー・ミュージックの謎 けやきホール
2007年2月8日 第10回　沖縄の唄と暮らし けやきホール

2007年7月26日 第11回　ハワイ音楽の現状と魅力 けやきホール
2007年10月18日 第12回　ラテン系ニューヨーカーが生んだミクスチャー音楽「サルサ」 けやきホール
2008年2月21日 第13回　心に響く歌：ファドの本質と現在 けやきホール
2008年7月10日 第14回　ブラジリアン・ミュージックの現在 けやきホール

2008年10月16日 第15回　アラブ古典音楽の魅力 けやきホール
2009年2月5日 第16回　森の息吹と共に呼吸する北欧の伝統音楽 けやきホール
2009年7月9日 第17回　進化するアルゼンチン・フォルクローレ けやきホール

2009年10月15日 第18回　文化の十字路・バルカン半島の音楽 けやきホール
2010年2月4日 第19回　西アフリカ 〈グリオ〉 の世界：伝統からポップスまで けやきホール
2010年7月8日 第20回　インド古典音楽の現在：ビートルズからグローバルへ けやきホール

2010年10月14日 第21回　伝統と革新に揺れ動くフラメンコのギターと歌 けやきホール
2011年2月17日 第22回　タンゴ・古くて新しいブエノスアイレスの鼓動 けやきホール

2011年10月12日 第23回　知られざる音楽王国、コロンビアの魅力 けやきホール
2011年12月7日 第24回　近代シャンソンの成立と発展 けやきホール
2012年2月15日 第25回　中国音楽と箏のあゆみ けやきホール
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