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 ご挨拶     

新年明けましておめでとう御座います。 

今年は連日好天に恵まれ、素敵なお正月でした。 

皆様すっかり英気を養われたことと、思います。 

昨年、当会は色んなイベントを主催し、テレビの仕事

も多数の会員に参加して頂きました。 

JCAA の業界における影響力も一段と高まって来た年

だったという感じが致します。今年もこの調子で頑張

りたいものです。 

今年が皆様にとって素晴らしい一年になることを心か

ら祈念いたします。 

会長 服部克久 
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年刊 税務通信 vol.1 

 

新年あけましておめでとうございます・・と同時に確定申告の時期を迎えております。 

会員の皆様には、少しでも有意義な情報をお伝えできればと考えております。 

 

①まずは何と言っても、本年(平成 28 年)よりスタートしました「マイナンバー制度」について 

印税や原稿料などの報酬を受け取る際に、その出版会社等からマイナンバーの提示を求められていませんか？ 

この他にも様々な収入を受け取る際には、支払側が支払調書等に受取者のマイナンバーを記載することになりま

す。会員の皆様も、従業員等や外注協力者に支払いが発生する場合はマイナンバーの提示を求め、書類に記載す

る必要があります。税分野の他、雇用保険や健康保険・厚生年金の資格取得届などの社会保障分野の手続でマイ

ナンバーを記載する必要が出て参ります。 

※健康保険・厚生年金の手続は平成 29 年 1 月 1 日以降となります。 

 

本年 3 月 15 日期限の確定申告提出の際にはマイナンバーは不要ですが、平成 28 年分に適用を受ける届出書提

出の際には、このマイナンバーの記載が必要となります。税務署等に直接又は郵送提出する場合には、マイナン

バーと身分証明書の提示(同封)を求められる場合もありますのでご注意ください。  

※詳しくは、国税庁・市区町村発信の関連記事をご参照ください。 

 

②知って得する「ふるさと納税」のお話 

メディアでも頻繁に取り上げられておりますが、その内容について少々解説させて頂きます。 

個人が 2,000 円を超える寄付を、応援したい自治体に行った場合 

寄附金控除の対象となり所得税が軽減されるほか、住民税においても寄附金控除が受けられるので、翌年度の

住民税が軽減されます。 

一言で申し上げますと、社会に貢献した上に、2,000 円を対価として地方の様々な特産物の恩恵が享受可能な税

制です。この制度を有効活用し、賢く節税してみては如何ですか。 

なお、所得税・住民税とも控除限度額がありますので、仮に 10 万円の寄付を行っても、すべての方が 98,000

円控除の対象になるわけではありませんので、お気を付けください。 

 

③ちょっと注意しておきたい会計処理について 

高額な機材などを購入した場合 

作編曲に必要なソフトや機材を購入した場合、会計上どのような処理をされていますか？ 

10 万円以上のものを費用(一括損金)処理すると、原則は否認されてしまいます。  

一定の要件を満たし、30 万円未満のものであれば、一括費用計上する事も可能となります。 

 

◆ご質問・ご相談はタックスエイド制度をご利用の旨、下記までご連絡下さい。 

森税務会計事務所 お電話の場合・・03(5351)3577   JCAA タックスエイド宛まで 

                 メールの場合・・mori@ailabo.co.jp      〃 
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JCAA presents A Jazzy Night for Adults ”Early X’mas” 直居隆雄 

 

A Jazzy Night for Adults と題したライブが１１月２９日に芝のザ・プリンスパークタワー東京で行なわれました。 

２０数年前、銀座ソニービルにて友人のプロデュースで「西銀座ジャズ倶楽部」というタイトルで、企画ものライ

ブとして二ヶ月に一度のペースで数年行なっていた企画が母体となっています。 

当初はスタジオにこもっている有能なミュージシャンたちをライブの場へ引っ張り出し、さらに良質な音楽を適切

な価格で世の中へ提供したい、というコンセプトでした。諸々な理由により終了しましたが、毎回来て下さる常連

さんたちからは「是非また聴きたい」という声が多数寄せられました。 

コーラスのアレンジやジャズのコンボのアレンジ、JCAA の名前を知ってもらうなど、ライブの企画としてはテー

マもぴったり、ということで再スタートしたのが一昨年の夏・・・・ 

今回は場所も渋谷のジャズクラブから芝のおしゃれなホテ

ルと代わり、より大人向けの雰囲気となりました。 

出演者もまきみちる、タイムファイブと信頼感・安定感抜群

の布陣です。バックをつとめるミュージシャンたちもやはり

信頼感・安定感抜群。お客さんたちも笑顔でアンコールまで

楽しんで頂けたようですが、我々出演者が一番楽しんだかも

しれません。 

すでに次回の企画に入っていますが、少しずつテーマを決め

た内容にしていければと考えています。 

それにしても、昼夜二回公演は老体にはきつい！ 

 

 

2015 年 忘年会報告                 関 美奈子 

 

山移高寛さんよりバトンを受けご報告いたします。 

さる 12 月 17 日（木）「とんかつまい泉青山本店」にて 2015 年度 JCAA 忘年会が開催されました。 

会員や日頃よりお世話になっている関係者の方々など 80 名ほどがご参加になり大盛況でした。 

会員になり初めての忘年会で少し緊張しましたが、皆様が気さくにお話下さったおかげで楽しく充実した時間を過

ごさせていただきました。多種多様なジャンルの音楽家、音楽業界関係者と交流することができる貴重な機会だと

感じました。 

私のような年齢でも若い方としてあたたかく接してい

ただけ大変嬉しいことではあるのですが、更に盛り上げ

るためにも正真正銘の若者パワーをお待ちしておりま

す。 

「まい泉」のお食事も大変美味しく、開催場所のある表

参道はイルミネーションで綺麗な時期ですので、今回い

らっしゃれなかった方も、次回は是非お出かけくださ

い。 

最後に忘年会をご開催くださった幹事の方、スタッフの

方々に御礼申し上げます。 
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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。網のかかったマスの文字を使って２月の季語である魚と鳥の名前

をそれぞれひとつずつ作って下さい。それが答えです。 

 

 

【ヨコのかぎ】 

 1. 今年生誕 150 年のフランスの作曲家。フルネームで。 

 6. 演奏家の仕事場。ステージ。 

 9. ミュージシャン。リード、タバキンといえば？ 

10. 作品。英語で言うと働いてる感じがしますね。 

12. ラフマニノフの管弦楽曲のタイトル。固そう。。 

13. ゆず 10 枚目のシングル曲。「○○○○鳥」 

15. フィンランドの作曲家。日本との縁も深い方でした。 

19. サーランギ、ムチュンガ、マダル。みんなこの国の民

族楽器です。 

20. 夜想曲。やはりショパンの作品が有名ですね。 

22. ストラディヴァリの署名はラテン語で書かれ、この

２文字が加わります。 

24. ドリカムのヴォーカルのファーストネーム 

25. 「センチメンタル・ジャーニー」○○さんはおいく

つになられたのでしょうか？  

26. 歌に使用される楽器（？） 

27. カーター、メイヤー、ウッドといえば？ 

28. フランス語で「太陽」という意味で様々なミュージシ

ャンがタイトルに使っていますね。ニーノ・ロータ、

岡村孝子。。。 

31. 受難曲はマタイ、マルコ、ヨハネともうひとつ 

33. ロシア系の方に多い名字。キーシン、ザラフィアンツ

といえば？ 

35. 嬰ホ 

37. エレジーを日本語で。武満徹さんのヴァイオリンと

ピアノのための曲があります。 

39. 29 のたての方の曲があります。もうすぐヴァレンタ

インデーかぁ。。 

41. 19 世紀後半からアメリカで発展したコーラス形態。

床屋さんで歌っていたのですね。 

44. ○○ミュージック○○なんとか、という言い方が最

近多いですね。 

45. ブラジルの打楽器。サンバやボサノヴァで使われま

す。 

46. 「となりの○○○」 

 

【タテのかぎ】 

 1. イギリスの超有名シンガー。○○○○・ジョン 

 2. ベートーヴェンの歌曲「イッヒ・○○○・ディッヒ」

ストレートですね。 

 3. 映画「戦場にかける橋」のテーマ音楽「○○○河マー

チ」アレンジ作品だったのですね。 

 4. 英国へ功績があるとこの称号がつきます。ショルテ

ィ、マッカートニー、ジャガーさんも貰いました。 

 5. 1979 年頃から流行した電子楽器を使ったポピュラー

音楽。○○○ポップ。 

 7. 1999 年５０歳でデビューしたシンガー。スティーヴ・

○○○○。 

 8. プロコフィエフが音楽を担当した映画「○○○雷帝」 

 

11. 「モダン・ジャズピアノの祖」といわれるピアニス

ト。フルネームで。 

14. ビートルズ ”The Long And Winding Road”の日本

語タイトルの最初の３文字をお答えください。 

16. アメリカのすばらしいソプラノ歌手。フレミングさ

んのファーストネームは？ 

17. ラヴェルの「マ・メール・ロワ」英語だと「マザー○

○○」 

18. イ・ムジチの創設者のひとりですばらしいヴァイオ

リニスト。フェリックスさん。スペインの方だったの

ですね。 

20. 「ニュー・シネマ・パラダイス」はモリコーネの音

楽とこの方の演技が秀逸ですね。 

21. コクトーが「耳のマリー・ローランサン」と呼んだフ

ランスの女性作曲家。 

23. ダルード（Darude）の代表作。入場曲にしているス

ポーツマンも多いです。 

24. 天才少女歌手から昭和の歌姫へ。フルネームで。 

29. 女性シンガーソングライター ○○入レオ 

30. ベッサメ・○○○○ 

32. 「○○○ソレントへ」プレスリーが「サレンダー」と

いうタイトルでカバ—しています。 

34. ブラジルの女性歌手。アドリアーナ・カルカ○○○

○。 

36. アンビエント・ミュージックの先駆者。ブライアンさ

ん。弟はロジャーさんです。 

38. すばらしいコントラバス奏者。ゲイリーさん。 

40. 独自の典礼音楽を持つエジプト土着のキリスト教。 

42. 低い声域の男声。 

43. BC（英語）HC（ドイツ語） 
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ACL活動報告                         徳永洋明 

 

11 月 6～9 日、ACL マニラ大会に JCAA 代表として参加をしました。 

8 日の朝、カントリーレポートとして参加各国の音楽界における状況が報告されました。 

松下功 ACL 会長のご意向でアソシエートメンバーとして参加した JCAA は残念ながら報告時間を削られてしまい

ましたが、限られた時間の中で、参加者にはコーラスプラスのダイジェスト映像をご覧いただきながら、JCAA の

近年の活動報告を行いました。 

各国からの参加者は所謂「クラシック」の「現代音楽」といわれる分野で活動をしている人がほとんどでありまし

たが、日本からのもう一つの参加団体、JFC（作曲家協議会）と異なり、日本の音楽シーンの中心においてジャン

ルを問わず意欲的な活動を展開しているメンバー

を擁する我が JCAA の存在のユニークさと重要性

については十分アピールできたと思います。 

会期中には ACL 創設者・故入野義郎氏夫人でもあ

る入野禮子会員のご人脈で、コーラスプラスにも

参加された現代フィリピン音楽界を代表する作曲

家ラモン・サントス氏をはじめ、ACL 参加各国の

主要メンバーにご紹介いただき、ACL における今

後の活動にもつなげることができました。 

次回 ACL は今年秋、ヴェトナム・ハノイで開かれ

ます。JCAA として作品を提出することも可能です

ので、詳しくは JCAA 事務局までお問合せくださ

い。以上簡単ですがご報告申し上げます。  

 

●今年 10/12-18 にヴェトナム・ハノイで開催される「第 34 回 Asian Composers League Festival & 

Conference」では、現在、参加作品を募集中です。参加作品の申込締め切りは 5 月 10 日。申込み方法及び募集

要項等の詳細は JCAA 事務局にお問い合わせください。 
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The Chorus Plus Ⅲ                     武永京子 

 

JCAA 主催による「The Chorus Plus Ⅲ」が、前回までの成功を受け、去る 10 月 27 日、サントリーホールブル

ーローズにて、満員の観客の元、盛大に開催されました。 

このコンサートの企画プロデューサーの猿谷紀郎先生の「合唱の伴奏はピアノであるという型を打ち破る」（プロ

グラムより）という考えのもと、今回も合唱プラス、ヴィブラホン、コントラバス、クラリネット、二胡、エレク

トーンという組み合わせが実現しました。 

参加作曲家は 10 名、演奏順に、五木田岳彦、武永京子、原田敬子、前田憲男、湯浅譲二、北爪道夫、篠崎正嗣、

寺嶋民哉、猿谷紀郎、服部克久の各会員、うち再演が 3 曲、世界初演が 7 曲という非常に贅沢なコンサートとな

りました。 

当日、小六副会長と共に司会を務めた、アナウンサーの武内陶子さんが「今日は心の使っていなかった部分が、動

かされたコンサートでした」と表現した様に、どの曲からも新鮮で個性的な感動がもたらされました。 

お客様の地響きのような拍手、時に口

笛、歓声も聞こえ、普段のコンサートと

は客席の空気感も違い、その熱気によっ

てステージ上の演者も、あふれる情熱を

もって演奏するという素晴らしい相乗

効果が生まれました。 

今回も、心に響く合唱を聴かせて下さっ

た栗友会合唱団、混声合唱団空、女声合

唱団暁の皆様、そしてその熱演で、聴く

者全ての心を動かして下さった各楽器

の演奏者の皆様に、心からの敬意を表し

たいと思います。また、この様な熱気溢

れるコンサートが JCAA 主催で、これか

らも数多く開催されますことを願って

おります。 
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Cross Word Puzzle(答え) 

❤
答
え
「
魚
：
さ
よ
り 

鳥
：
う
ぐ
い
す
」 

次
回
予
告  

「
ザ
・
コ
ー
ラ
ス
・
プ
ラ
スⅣ

」 

２
０
１
７
年
２
月
３
日(

金) 

サ
ン
ト
リ
ー
ホ
ー
ル 

ブ
ル
ー
ロ
ー
ズ
に
て
開
催
予
定
！ 

※
写
真
は
今
回
の
「
コ
ー
ラ
ス
・
プ
ラ
スⅢ

」
の
公
演
チ
ラ
シ 
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JCAA Presents 第 15 回 親と子のはじめてのコンサート「十二支のおはなし」 萩田光雄  

 

去る 1 月 17 日（日）15 回目となる JCAA プレゼンツ「親と子のは

じめてのコンサート」が王子駅前の北（ほく）とぴあ・つつじホール

（キャパ 402 名）で開催された。北とぴあを運営する公益財団法人

北区文化振興財団の広報も功を奏して満席になり、まずは目出度し！

メデタシ！  

第一部はお馴染み井上あずみさんと実娘ゆーゆちゃんのコーナーで

ジブリものや童謡など。ジブリものは早くも親御さんのナツメロとな

りつつある感。このコンサートも回を重ねたことを実感！  

第二部の目玉は２回目の登場となる講談師神田京子さんの講談と音

楽のコラボで、子供達に日本古来の文化「十二支」を紐解く「智慧比

干支競走（ちえくらべ・えとのあらそい）」（台本：大石泰、音楽：横

山淳）。全体に音楽は遜色なかったと言えるが、台本の読み違い、歌

詞の間違いなどお客さんにも気づかれてしまうミスが残念だった。 

今回も藝大准教授大石泰氏と舞台監督浜田和孝氏には、ひとかたなら

ぬご協力を頂き深く感謝いたします。 
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ピアニスターHIROSHI こと吉田洋です。 

JCAA ホームページ開設に際し、いきなり「今月の作家」として、 登場させていただく名誉にあずかった以上は、 

ズバリはっきり、本音を言わせていただきます。すなわち、 

もっと早く、少なくとも１５０～２００年前に生まれて来たかった!! 

というのも、当時は、かの天才モーツァルトやベートーヴェンだって、 「誰それさんの主題による変奏曲」 

なる楽譜を堂々と胸を張り、 オリジナル作品として出版。それが編曲ではなく作曲の業績として、 音楽史の文献

でも高く評価されているのです。 

だったらピアニスターの得意芸“演歌とクラシックの融合合体同時演奏” だって、変装？もとい変奏の一種には違

いないのですから、 オリジナルとして認められても、不思議はないはず。 いいな、いいなあ！ 

HIROSHI 作曲「都はるみの主題によるショパン、ん？」 

HIROSHI 作曲「アイネ・クライネ“スーダラ”ムジーク」かあ・・・。 

三日に一度は演奏会で弾いているから、 その都度、著作権使用料がザックザク！ そうしたら、紅白の小林さんや

美川さんにも負けない豪華な衣装を バンバン仕立てて、目にも楽しいピアノ・エンターテイメントを もっともっ

と、極められるのになあ！ 

しかし現実には、私を JCAA に紹介くださった竹村次郎先生が作られた、 かの「伊勢崎町ブルース」イントロ・

フレーズでさえ、 メイン・パートのメロディじゃないばっかりに編曲扱いですからねえ・・・。 

（次ページにつづく） 

 

～「今月の作家」から～ 

JCAA ホームページの人気コラム「今月の作家」は、今年 1 月で第 85 号を数える

長期連載コラムとなりました。中には貴重な作家の皆様のお話がたくさん！今後

JCAA ジャーナル上でも、過去の記事をピックアップしてご紹介していきます。

今回は、記念すべき第１号でご登場頂いたピアニスターHIROSHI さんの 2002

年掲載コラムをご紹介します。 



Vol.33                  JCAAジャーナル               February, 2016 

 

 

今年は申年。猿で思い出したのですが、ある動物園にいたチンパンジーの

話。こいつが悪い奴でして、見てる人に水をぶっかけやがるのです。ずぶ

濡れにさせられました。 

奴の手口は、まず何食わぬ素振りで水場に行き水を口に含む。そして少し

こちらに近づいたと思ったら突然猛ダッシュしてきて、その勢いで口に含

んだ水を人にぶっかける。もう最悪のクソ猿なのです。  

腹が立ちながらも遠くからしばらく観察してると次々に犠牲者が出てまし

て、最も可愛そうだったのはベビーカーの子供とそれを押している父と母。

水ぶっかけられた瞬間に「うわっ」っと両親は後ろに逃げたけど、２歳前

くらいの子供はベビーカーに残されたままでして、足置きから立ち上がって全力で泣きだしました。 

もーがまんならねーーー！！  

正義感にかられた僕はトイレの手洗い場に行って水をた

っぷりくわえ、そのクソ猿のオリの前に立ちました。猿は

前と同じパターンで水場に行き、そしてダッシュして来る。

奴が水を吐こうとするより先に、こっちが思いっきりくわ

えた水を奴にぶっかけてやりましたわ。  

猿はきっとそんな事をされた事がなかったんだろう、キョ

トンとした驚いた顔でしばらく固まってやがりました。  

ふっふっふ、ざまぁみやがれ。人間サマをなめてんじゃね

ー、水をぶっかける人間だっているんだよ。（寺嶋民哉） 

 

入会・退会   【新入会員】山田高弘 K.A.Z（岩池一仁） 【休会】松下真子 
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ひとりごと 

 

編集長の  

 

編曲というより“変曲”ね！などと巷で言われる私のアレンジが、 正当な著作活動として認められるのは、まだまだ先

のこと・・・ おそらくは２２世紀？ 

仕方がないので今年は少し、れっきとした“ゼロからの作曲”にも、 精を出さなくては！ といってもまあ、作って曲

げれば“作曲”だわナ。 

というわけで、作曲物も編曲物も変曲物も収録した 過去３枚のアルバムはもちろんのこと、 生のライブ演奏も是非

一度、聴いて“魅て”ください！ 

ピアニスターHIROSHI（2002 年「今月の作家」記事より再掲） 

 

 


