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活 動 のご 案 内

当財団は初代理事長・故大賀典雄により、1984 年 10月2日に

財団法人ソニー音楽芸術振興会の名称で設立されました。
その

Ⅰ . 子どもたちへの良質な音楽の提供

後2012年4月1日より公益財団法人ソニー音楽財団となり、
以下

の4つを軸とした活動を日々行っております。

コンサートの主催及び企画並びに制作受託

Ⅰ. 子どもたちへの良質な音楽の提供

Ⅱ. 誰もが気軽にクラシックを楽しめる環境づくり

ゼロ

Ⅳ. 子どもへの音楽を通した教育活動に対する助成

Concert for Pre-Zero-Year-Olds 〜Mom is My Premium Seat〜

Ⅲ. 若いアーティストの育成・支援

新型コロナウイルス感染症の影響によりクラシック音楽業界も大きな
試練の中にありますが、
withコロナの時代を見据えながら当財団

として最善の努力をいたす所存でございます。

今後も一層のご指導とご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

公益財団法人ソニー音楽財団

0才まえのコンサート® 〜ママのおなかは特等席〜

1985年より続く、妊婦さんにやさしいコンサート
A concert series for mothers-to-be, since 1985

ソニー創業者の井深大（1908-1997）
は、赤ちゃんが生まれる前から知能・情操が育まれることの
重要性を提唱。
その提言のもと生まれ、
今では全国で開催されている
マタニティ・コンサートの先駆けとなったシリーズです。
出演者による
お話も交え、妊婦さんとそのご家族がリラックスしながら楽しめる
コンサートとして、
長年愛されています。
牛田智大

理事長
ゼロ

Concert for KIDS 〜 ０才からのクラシック® 〜／〜3才からのクラシック®〜
Concert for KIDS 〜０才からの 鼓童 〜

250mm

ゼロ

こどう

Concert for KIDS 〜Classical Music from Age Zero〜 / 〜Classical Music from Age Three〜 / 〜KODO from Age Zero〜

未就学児と家族が一緒に楽しめるコンサート

財

団 の 活

A series of classical music concerts for newborns and preschoolers to enjoy with their family

動

未就学児から入場できる
「Concert for KIDS」
は1999年に誕生。
全国各地で300回以上開催
され大きな人気を博し、
これまでに13万人を超える方々にご来場いただいています。
大人にも聴きごたえのある質の高い演奏はもちろん、楽しいお話や手遊びなど、小さなお子
さまを飽きさせない様々な工夫がされた1時間のコンサートで、おむつ交換室や授乳室、
ベビーカー置場を設置するなど、初めてのクラシック・コンサートが素敵な思い出となる
よう、
様々なサービスをご用意しています。
こどう
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Ⅰ. 子どもたちへの
良質な音楽の提供

Ⅱ. 誰もが気軽にクラシックを
楽しめる環境づくり

© 三浦興一

Ⅲ. 若いアーティストの
育成・支援

Ⅳ. 子どもへの音楽を通した
教育活動に対する助成

による
「0才からの鼓童」
や、
大作
このほか、
このシリーズから派生した、
太鼓芸能集団
「鼓童」
曲家モーツァルトに視点をあてお話仕立てでお届けする
「０才からのモーツァルト」
も大変
好評です。

ソニー音楽財団の歩み
1984年 10月 「財団法人ソニー音楽芸術振興会」設立
1985年 9月
1985年 10月

第1回「0才まえのコンサート® 〜ママのおなかは特等席〜」開催
第1回「国際オーボエコンクール」開催

オーケストラによる公演

1990年 2月 「MIKIMOTO 日本赤十字社 血液センター基金 第1回チャリティー・コンサート」開催

Concert for KIDS コラボレーションCD

1999年 4月

“はじめてのクラシック〜親子で楽しむ世界の旅〜”

（現 献血チャリティ・コンサート）

第1回「Concert for KIDS 〜0才からのクラシック®〜」開催

1999年 11月 「第100回記念 0才まえのコンサート® 〜ママのおなかは特等席〜」開催
2002年

「齋藤秀雄メモリアル基金賞」創設

2004年 10月 「子どもたちに贈るスペシャル・コンサート・シリーズ vol.1」開催
2008年 11月 「メセナアワード2008」文化庁長官賞受賞

2011年 12月 「Sony Music Foundation 東日本大震災 復興支援プロジェクト
小・中・高校生のための
『第九』
チャリティ・コンサート」開催

（現 ソニー音楽財団 災害復興支援プロジェクト 小・中・高校生とともに贈る
「第九」
チャリティ・コンサート）

2012年 4月
2014年 5月
2019年

2019年 12月

H2

0才からのクラシック

公益財団法人に移行「公益財団法人ソニー音楽財団」
へ名称変更

©上野隆文

0才からの鼓童

©岡本隆史

Selected works from ”Concert for KIDS”【CD】

My First Classical Music 〜a family trip around the world through music〜

「Concert for KIDS」
でよく演奏されるクラシックの名曲の中から、特に人気
の高いものを集めたCDです。作曲家の出身国にスポットを当て、世界を巡る
ように、
クラシック音楽を楽しむことができる1枚です。絵本のような楽しい
ブックレット付き。

MHCL-2758
￥2,315＋税

こども音楽フェスティバル

Music Festival for Children and Young People

財団設立30周年記念事業開催

2022年開催予定 サントリーホール および 周辺施設

第1回「That's クラシック！」開催

子ども向けコンサートで多数の実績を持つソニー音楽財団とサントリー芸術財団がタッ
グを組んで子どもたちに贈る、世界最大級の本格的なクラシック音楽の祭典。
子どもの年齢に合わせ、趣向を凝らしてプログラミングされたコンサートやワークショッ
プなどを、期間中余すことなく楽しめる、世界でも類を見ないスペシャルなイベントです。

「ソニー音楽財団 子ども音楽基金」創設

2020年 6月 「ソニー音楽財団 新型コロナウイルス対策特別支援プロジェクト」実施

130mm

A festival for children featuring world-class classical music

130mm

P1

