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第５回
平成２７年６月１0 日午後２時、一般社団法人日本音楽著作権協会９階理事会議室において第５回通常社員総会を
開催した。
議決権のある当法人社員総数

２３３名

総社員の議決権の数

２３３個

出席社員数（委任状によるものを含む） １４３名
この議決権の総数
出席理事

１４３個

池 毅 川口眞弘 小六禮次郎 斎藤 徹
千住 明

猿谷紀郎 篠﨑正嗣

寺嶋民哉 外山和彦 直居隆雄 萩田光雄 服部克久

前田俊明 村松崇継 山移高寛 渡邊俊幸
出席監事

小森昭宏

以上のとおり社員の出席があったので、理事外山和彦は選ばれて議長となり議長席につき、本日の出席社員数及
びその議決権の数が上記のとおりである旨を事務局長萩田恭代より報告をうけ、本総会は適法に成立したので開会
する旨を宣し、直ちに議事に入った。
第１号議案 ２０１４年度活動報告及び承認に関する件
議長の指名により業務執行理事直居隆雄が当期における下記の活動報告をし、常任理事外山和彦、常任理事寺嶋
民哉、常任理事猿谷紀郎が補足した。
１．公益活動 2. 著作権関連 3. 著作隣接権関連 4.権利擁護活動
以上により議長はその承認を求めたところ、満場異議なくこれを承認可決した。
第２号議案 第 5 期（平成２６年４月１日至平成２７年３月３１日）
決算報告ならびに監査報告及び承認に関する件
議長の指名により、当会顧問会計事務所日本ビジネス総合研究所森勇二が当期における事業状況を事業報告及び
付属書類により詳細に説明報告し、又、監事小森昭宏から監査結果の報告があった。その承認を求めたところ、
満場異議なくこれを承認可決した。
第３号議案 理事候補者の承認に関する件
議長は、定款の規定に基づき、理事全員が任期満了退任となるため、改選の必要がある旨をのべその選任につき総
会に諮ったところ、椙山浩一(すぎやまこういち)は賛成票１４１、反対票２、服部克久は賛成票１４２、反対票１
により選任した。池 毅、小栗 豊（朝川朋之）、川井憲次、川口眞弘（川口 真）、北爪道夫、小六禮次郎、
斎藤 徹（若草 恵）、三枝成章（三枝成彰）、佐藤文英（ボブ佐久間）、猿谷紀郎、篠﨑正嗣（篠崎正嗣）、
関 美奈子、千住 明、寺嶋民哉、徳永洋明、外山和彦、直居隆雄、萩田光雄、前田俊明、村松崇継、山移高寛、
山下康介、渡邊俊幸（渡辺俊幸）は満場一致により選任した。なお、被選任者はいずれも即時就任を承諾した。
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第４号議案 ２０１５年度活動計画の承認に関する件
議長の指名により、業務執行理事直居隆雄が２０１５年度活動計画
を報告した。議長はその承認を求めたところ、満場異議なくこれを
承認可決した。
第５号議案 ２０１５年度予算案の承認
議長の指名により、当会顧問会計事務所日本ビジネス総合研究所森
勇二が予算案を説明し、その承認を求めたところ、満場異議なくこ
れを承認可決した。
議長は午後５時４０分閉会を宣した。

（事務局）

＜JCAA 新執行部組織＞
会

長（代表理事）

服部克久

副会長（代表理事）

小六禮次郎 三枝成彰

常任理事

猿谷紀郎 寺嶋民哉 外山和彦 萩田光雄 渡辺俊幸

理

朝川朋之 池毅 川井憲次 川口真 北爪道夫 篠崎正嗣 すぎやまこういち

事

関美奈子 千住明 徳永洋明 ボブ佐久間 前田俊明 村松崇継
山移高寛 山下康介 若草恵
業務執行理事

直居隆雄

事務局長

萩田恭代

懇親会レポート

光宗信吉

総会後、代々木上原の季寄武蔵屋という、とても雰囲気がいい蕎麦店に
て懇親会が開かれました。服部克久会長、小六禮次郎副会長初め、ベテ
ランから若手まで各世代の会員が多数参加され、とても賑やかな宴となり
ました。総会の緊張から解き放たれ、また、普段なかなか会えないメン
バーと一堂に会すことができるからか、各人リラックスした表情で、話に
花が咲いている様子でした。
総会でも「JCAA に入るメリットは？」という話題が出ましたが、この
「同業者との横のつながり」が持てることも、その大きなメリットのうち
の一つだと思われます。音楽や仕事の話、たわいもない雑談。そこから今
後の活動のヒントを得たり、様々な情報交換をすることで、普段、孤独に
創作活動を続けている作編曲家にとっては、貴重な場所、時間になり得て
いると思います。
大きく 3 テーブル + カウンターに分かれて座っていた参加者たちも、
途中、席を離れて名刺交換や歓談をするなど、さながら立食パーティのよ
うな様子になる場面もありました。旧知のメンバー同士の交流も勿論、
楽しいものですが、こうして初対面や面識が薄かったり、世代が異なる
メンバー同士の交流が活発に行われたことも、今回の懇親会の大きな成果であったと思われます。こういう風通し
がいい雰囲気も JCAA の大きな特徴だと、改めて実感させられました。
会場には”JCAA for You”会員も数名駆けつけ、
”for You”会員同士、また正会員との交流が深められました。
JCAA では、主に忘年会とこの総会後の懇親会の年 2 回、このような宴を開いています。なかなか敷居が高いと
思っているメンバーの皆さんも、少しだけの勇気を出して参加されてみてはいかがでしょうか♪
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川井憲次

(かわい けんじ)

JCAA の理事に選んでいただき、ありがとうございます。
私にとってこのような重大な責任あるポストに就くことはかつて経験がなく、記憶をたど
ると情けないことに中学校の保健委員が最後だったように思います。こんな私なんかより
もっと相応しい方がいらっしゃるのではないかと思いましたし、事務所でもアンタにでき
るのか？的なことを言われました。しかし気がつけば私はもう 58 歳になり、今まで何と
なく作曲活動を続けてきた私も、推薦してくださった皆様のご期待に応えたいと思うようになりました。
もちろん、こんな私に理事がちゃんと務まるのか大変不安ではありますが、少しでも JCAA や皆様のお役に立
てれば、と思う所存です。それではどうかよろしくお願いいたします。

北爪道夫 (きたづめ みちお)
JCAA は、音楽を生業として、音楽の現場で真摯に社会と向かい合っているプロフェッ
ショナルの集団ですね。私は子どもの頃から、ジャンルを問わず《作る人》が大好きでし
た。クルマを作る人、野菜を作る人、絵や字を書く人・・・
皆の精神的な共通項が存在するはずですね。《作る人》がいなくなれば文化はおろか、社
会は餓死するのだということを如何に伝えてゆくかを考えなければなりません。トンデモ
ナイ社会状況のなか、はじめて出席した総会で、新たに理事としてご推薦を頂き、私自身も慌てておりますが、
少しはお役に立てるように良く考えてみたいと思っております。どうぞ宜しくお願いいたします。

関

美奈子 (せき みなこ)

このたび、新理事就任のご承認をいただきました関 美奈子です。
私は学生時代にクラシック音楽を学び、J-POP を愛聴し打ち込みやバンド活動をしていま
した。卒業後、6 年ほど複数のゲームメーカーに勤務し、その後フリーで音楽制作に携わ
るほか、音楽出版、ライセンス業務にも関わるようになりました。
若い頃より憧れ、尊敬する作曲家の方々が多くいらっしゃる中、今年の 1 月に入会したば
かりで理事という大役を仰せつかるにはまことに微力でございますが、今まで私が経験してきたことで少しで
もお手伝いできることがございましたら大変嬉しく光栄に存じます。みなさま、今後とも何卒宜しくお願い
申し上げます。

德永洋明 （とくなが ひろあき）
この度、当会理事に就任しました德永洋明でございます。
我々創作家を取り巻く環境は多様化を見せている今日、
それら諸問題を社会に発信、発言していくためにも、
当 JCAA の果たしていく役割は多大なものがあると感じております。
会員皆様のより良い活動環境のために、微力ながら精一杯理事職を努めて参る所存です。
どうぞ、皆様の忌憚のないご意見を賜りますよう、お願い申し上げご挨拶とさせていただきます。
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猿谷紀郎

混声合唱の伴奏はピアノであるという固定観念を打ち破り、なおかつ、ジャンルの垣
根も飛び越し、JCAA にしか実現不可能という企画「ザ コーラス プラス」が早いも
ので 今年で３回目を迎える事ができました。これは多くのご協力、ご支援の賜物です
が、会員の皆様のご賛同があってのものと、実行委員会を始め関係者一同、深く感謝し
ております。
昨今では、月額定額音楽配信、サブスクリプション等、音楽作品並びに、作家の立ち
位置が揺るぎかねないような、激しい流れの中に我々は直面しています。だからこそ、
ここに行かなければ聴けない音楽、そこにいなければ共感する事ができない空間、そし
てともに感動する喜びを、示す事ができる団体である JCAA の個性、社会に対する役割、
音楽の上での品質を、これからも発信し続ける必要があるのではないかと考えており
ます。
ついに今回の「ザ コーラス プラス Ⅲ」では 服部克久会長の書き下ろされた新作も初演されます。ソリス
トには吉原すみれさんをはじめ，齋藤 順さん、西澤春代さん、清水のりこさん、野沢香苗さん、そして栗山文昭
さん率いる合唱「栗友会」
、西川竜太さん率いる合唱「空」と、隙の無い盤石の布陣となっています。どうぞ皆様
お運び頂き、JCAA にしかできない音楽会を味わって頂ければと存じます。どうぞよろしくお願い申し上げます。

◆JCAA Presents「The Chorus Plus III」◆
【日時】2015 年 10 月 27 日(火)
開場 18:30 開演 19:00
【会場】サントリ ーホール・ブルーローズ
【料金】一般 \3,800（税込）学生 \2,000（税込）
【チケット】JCAA 事務局

電話:03-6666-6266

e+（8/1 発売開始）
【参加作曲家】北爪道夫/五木田岳彦/猿谷紀郎/篠崎正嗣
武永京子/寺嶋民哉/服部克久/原田敬子/前田憲男/湯浅譲二
【出演】栗山文昭（合唱指揮）/西川竜太（合唱指揮）
栗友会（混声合唱）/空（くう）（混声合唱）/暁（女声合唱）
齋藤 順（コントラバス）/清水のりこ（エレクトーン）
野沢香苗（二胡）/西澤春代（クラリネット）
吉原すみれ（ヴィブラフォン）

【演奏曲】 五木田岳彦
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Social Wave and Red Moon

武永 京子

新訳ホタルの光

原田 敬子

ストラクチャード・インプロヴィゼーション XV より a’&c

前田 憲男

Holiday For Strings(David Rose)

湯浅 譲二

おやすみなさい

北爪 道夫

PIPAPO

篠崎 正嗣

ことばあそび １.トラと信長 2.竹垣

寺嶋 民哉

Noaptea Spiritelor

猿谷 紀郎

時の名前（抜粋）

服部 克久

いのち燃え立つ（はやぶさ 1 号に寄せて）
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JCAA presents “Jazzy Night for Adults” at JZ Brat
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直居隆雄

ついこの間だと思っていましたが２０年前（だそうです）、スタジオミュージシャンを中心にまきみちるさん、
タイムファイブの皆さんと一緒に二ヶ月に一回企画物のライブを銀座ソニービルでやっていました。
当時の仲のよかったスタジオミュージシャンをライブの世界へ誘い出し、世の中の人たちに聞いてほしいとの思い
があり計画をしていたところ、知り合いの広告代理店の社長から誘いがあり、渡りに船といった感じで始めま
した。
「ラテン特集」
「ジャムセッションとは」
「ミュージシャンがやりたがらない曲特集」「アメリカが大好き」などな
どひと捻りある企画ばかりでした。
二ヶ月に一度でしたが、企画を立てたり、アレンジしたりそれなりに忙しく楽しくやらせていただきました。
当時のお客さんから「楽しかったので是非またやってほしい」との声があり、それを JCAA 事務局に話したところ
すぐに「やりましょう！」との返事で開催の運びとなりました。
当初 JCAA のお客さんはそれほどコアなジャズファンではないと考え、集客には不安があってのスタートでした
が、昨年８月「Jazzy Night for Adults」と題し一回目を行ったところ、たちまちチケットは売り切れで嬉しい誤
算でした。
お店（J Z Brat）も JCAA も気を良くし、二匹目のドジョ
ウを・・、というわけで４月５日二回目を開催。しかも昼
夜二回公演！（正直疲れてしまいました）
二回とも満員でこれまた嬉しい誤算です。
みちるさんもタイムファイブもさすがで、ご機嫌なサウン
ド！
お客さんも満足そうな様子でしたが、僕たちが一番楽しん
だのではないでしょうか。
関係者の皆様いろいろとありがとうございます。現在三匹
目のドジョウを狙って企画中です。
１１月下旬か１２月上旬に「Early Christmas」という
タイトルで開催の予定です。乞う御期待！！

JCAA Presents

A Jazzy Night for Adults ～Early Christmas～
大人にはオトナの Jazzy Night

2015 年 11 月 29 日（日）
at メロディライン（ザ・プリンス パークタワー東京 1F）
料金：予約¥9,800 当日¥11,000（フリーフード、フリードリンク ※専有席でビュッフェ形式）
2 ステージ（入替え制）1st12:00 open･12:30 Service start･13:00 Music start
2nd 17:00 open･17:30 Service start･18:30 Music start
Gt.直居隆雄 Pf.松本峰明 Dr.市原 康 Bs.小井政都志

Vo.まきみちる＆タイムファイブ
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姉妹都市交流音楽会
千代田区文化芸術協会 副理事長
東京音楽事業者連盟

事務局長
本間 次郎

私は、卒業した大学の関係で千代田区での文化活動に多く携わって来ま
した。
その中で、区の主催する文化祭などで音楽を含む多くの芸術分野での交流が、２つの姉妹都市と行われて来て
おります。秋田県秋田市五城目町と群馬県吾妻郡嬬恋村です。
この１５、６年毎年訪れている嬬恋村の文化交流を紹介いたします。
地元の中学校の吹奏楽団、女声コーラス２団体（大人）、少年少女合唱団などに千代田区からのオーケスト
ラでのコンサートです。
毎年８月末の土曜日が開催日です。当然のように暑い暑いの連呼が聞こえる厳しい中でのコンサートです
が、都会の暑さとなにか違っているのか、あまり苦にはなりません。空調の利いたホールではなくて嬬恋会館
という教育委員会の建物です。窓を開けて山からの風と川からの風を感じながら演奏に精を出します。
演奏後は交流のための食事会です。演奏会場からは少し離れた所にある千代田区の宿舎でバーベキュウパー
ティが行われます。
次の朝、農園へ出かけます。このご主人も村の文化協会の役員をされております。我々に昨日の演奏のお礼
として、この農園からとうもろこしのギャラが皆さんに配られ満面笑みで頂きます。
地方での文化交流には地元の音楽、校歌、民謡、音頭なども欠かせません。気が付くとオーケストラ編曲が
間に合わないなど苦い経験もありました。
今後は直ぐ近くの、JCAA のアレンジャーの先生方のお力を是非ともお借りして、近隣の国との交流にも是
非ご協力頂きたいと祈念しております、その節はよろしくお願い申し上げます。

親と子のはじめてのコンサート

～十二支（じゅうにし）のおはなし～

童謡からジブリ音楽、そしてためになる干支のお話まで。
NHK みんなのうた等でお馴染みの井上あずみ＆ゆーゆ親子が、昨年に続き講談師・神田京子さんを
ゲストにお贈りする、今年で 15 回を数える JCAA 主催のファミリーコンサートです。
【日時】2016 年 1 月 17 日（日）14 時開演
【会場】北とぴあ つつじホール（東京都北区）
【料金】大人 2200 円 中学生以下 1100 円 3 歳児未満無料（北区民割引あり）
【出演】井上あずみ＆ゆーゆ（歌） [ゲスト]神田京子（講談）
演奏：篠崎正嗣とカレイドスコープアンサンブル
【主催】一般社団法人

日本作編曲家協会（JCAA）【共催】北区文化振興財団、北区

【助成】一般社団法人 私的録音補償金管理協会【後援】一般社団法人 日本音楽作家団体協議会（FCA）
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Cross Word Puzzle created by Jun Yokoyama
かぎにしたがってマスを埋めてください。そうすると左上から右下に向かって回文があらわれます。
音楽はいくらやっても終わりがみえませんね。

【ヨコのかぎ】
2. オーボエやサックスなどに縁の深い植物
4. オープニング・ナンバーを日本語で
8. フランスの王様は作曲もしたんですね。○○１３世
10. 八木節。四角四面の○○○○上で
11. 瞳、イナズマ、山脈
12. イタリアの現代音楽作曲家。ルチアーノ
15. スティーリー、伊玖麿といえば？
16. 「さんぽ」
「風のとおり道」といえば、映画「○○○
のトトロ」
18. 野上彰作詞、小林秀雄作曲。合唱の名曲。秋の雨。
19. ヴァイオリンなどの弦楽器の糸巻きのこと
20. エリック・サティの連弾ピアノ曲にはこの形をした
３つの小品があります。
21. 継時的に連続する２つの同じ高さの音符を結ぶ曲線
22. 様々な鉄道ファンの中で発車メロディなどを楽しむ
人達をこう呼びます。
24. 三重奏のこと。でもチャンバラさんは４人だったり
２人になったり。
25. いくつかの音符を繋げる弧。滑らかに演奏します。
横 21 と形は似てます。
27. 得意な曲。もとは歌舞伎から出来た言葉ですね。
31. バレエ「ドン・キホーテ」に登場する美しい娘
34. マルグリット、ティボー、カーターといえば？
35. スネアドラムはアルファベット２文字でこう略し
ます。
37. 昔、レコードのことをこう言いましたね。
40. ポール・デュカスのバレエ音楽でファンファーレが
有名です。ラ・○○
42. プロコフィエフのバレエ音楽「○○の花」
43. ビートルズのホワイトアルバム収録曲。
DISC 1— A 面２曲目
【タテのかぎ】
1. 眠れぬ○○、１５の○○、スペインの○○の庭
3. ドイツバロックの 3S のひとり。ザムエル・○○○○
4.「きらめくストリングス」を率いる指揮者
5. 乙女の○○○。有名なピアノ曲ですがザ・ピーナッ
ツも歌いました。
6. 「○○にむせぶ夜」
「○○の摩周湖」
7. 国の歌は国歌、県の歌は県歌。では区の歌は？
9. ディープ・パープルのドラマー
13. 西條八十作詞、橋本國彦作曲「○○○と娘」
14. この曲は以前は横８の王様が作曲したと習いました
が、どうも違うらしいです。

17. アイネ・クライネ・○○○ムジーク
20. 佐佐木信綱作詞、小山作之助作曲の歌。卯の花、ほと
とぎす…
22 「○○・シャンゼリゼ」感嘆詞ではなく前置詞＋定冠
詞なんですね。
23. ドイツの偉大なバス・バリトン歌手。アダム
26. 映画「ドクトル・ジバゴ」の挿入曲。
「○○のテーマ」
28. 楽器の名前。音読みで「きん」と「そう」があって別
の楽器なんですね。
29. ベートーヴェン第九、
「歓喜の歌」の「歓喜」をドイ
ツ語で
30. 元来はキリスト教プロテスタント系の宗教音楽
32. カーニバルで有名ですが、音楽的にも重要な都市。略
してこう呼びます。
33. 隠れキリシタンの人々が歌った歌。
「祈り」という意
味のラテン語に由来しています。
36. サザンオールスターズの大ヒット曲「いとしの○○
○」
38. トルコ出身のピアニスト。ファジル・○○
39. イタリア語で「アリア」英語では？
41. ライム。柑橘類ではなく、詩歌で同一または類似の音
を一定の位置に繰り返し用いること。
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おめでとうございます
・会員の谷村新司さんが、2015 年春の紫綬褒章を受章されました。
・会員の山本清香さんに、今年５月に女の子が誕生しました。

入会・退会

クロスワード（答え）

【新入会員】出羽良彰 カジノユキ
澁江夏奈 近藤芳樹 亀井登志夫

❤答え
「よい音、涯は遠いよ」

三澤康弘 未知瑠 近谷直之
【退

会】戸塚 修 橘井健一

iPad 等のタブレットで文章を打つ時、いかんせん液晶画面内のバーチャルキーボード

編 集 長

ですので、どうしてもミスタッチが増えがちじゃありません？
中でも特にミスが多発するのは、
「O」を打とうとしたら時々その右隣の「P」を叩いて

の

しまうんですよ。例えば、
「思う」って打とうとして「お m ぷ」ってなってしまうとか。
でもまぁ、その程度であればまだ許せる範囲なのですが、つい先日ある演奏家とネット

ひとりごと

(チャット)で文字での打ち合わせをしていた時、会話の流れで「あなたは知能指数高そうだから…」って書
いたはずだったんですよ。でも、その時にもやはり「O」と「P」
を打ち間違えてしまったようで。
素直に褒めたつもりだったんですが、相手の反応がどうも変な
ので読み返してみたら、自分のあまりの酷い間違いに気付い
て、その後はもうひたすら平謝りですわ。
試しに「ちのうしすう」をローマ字打ちする時の「O」を「P」
に変えて打ってみてください。
「陳腐指数が高そう」って言われて喜ぶ人なんているわけない
ですよね…。

（寺嶋民哉）
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