音楽祭
特別号
vol.2
第24回宮崎国際音楽祭

今年 もやってきた！
宮崎 が誇る音楽 の祭典
【後編】
©team Miura

メディキット県民文化センター（宮崎県立芸術劇場） 広報誌
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後編では5/10～15、
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前編は前号をCheck!!
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開演 19：00

演劇ホール

ミッシャ・マイスキー

「知られざる日本音楽の魅力」
～明治から昭和をつなぐ作曲家たち～

野平一郎

「二人のヴィルトゥオーソ」

シリーズ

5/18土

日本初のクラシック音楽作曲家は、あの有名作家の妹!?
日本クラシック音楽の黎明期を支えた作曲家たちの物語を綴る、今年のエクスペリメ
ンタル・コンサート。日本人として初めて本格的なソナタ形式で作曲した、幸田延（こ
うだ のぶ）が登場します。幸田露伴の妹で、明治22年（1889年）第 1 回文部省留
学生として渡米、その後ウィーン等でも学び、後に滝廉太郎や山田耕筰らのビッグネー
ムを育てた、まさに日本クラシック音楽界の母 ! 正統的かつ可愛らしさもあるヴァイ
オリン・ソナタは必聴です。そこから連なる作品と作曲家たちの物語を、野平一郎の
構成＆ピアノと徳永二男音楽監督ら熟練の弦楽群、そして自身も趣味でフルートを演
奏する西田ひかるの親しみやすい語りで、楽しく、わかりやすくナビゲートします。

パリ、そしてウィーンから

世界中のファンに熱烈に愛されるミッシャ・マイスキーと、ウィーン・
フィルの元コンサートマスター、ライナー・キュッヒル。彼らもまた
宮崎を愛する巨匠たちです。前半はそれぞれバッハの有名な「無伴奏
チェロ組曲第 2 番」と「無伴奏ヴァイオリン・パルティータ第 2 番」を
荘厳に。後半は、チャイコフスキーのピアノ・トリオ「偉大な芸術家 ©Winnie Kuechl
の思い出に」で美しく哀切な旋律を歌い上げ、脈々と続く偉大な芸術 ライナー・キュッヒル
家たちの系譜に想いを馳せます。

©Bernard Rosenberg DG

演奏会〔２〕エクスペリメンタル・コンサート

金

演奏会〔4〕

切なさ120％！
人気、実力ともに最高峰の巨匠たちが奏でる哀愁の一夜。

19 20 21 22 23 24 25

前号に続き、音楽祭のプログラムをご案内します。会期後半は、音楽祭と縁の深い世界の一流音楽家たちが続々
と登場。今年のテーマ「音楽は世代を超えて」にぴったりの多彩なプログラムをお届けします。
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水

「ポップス・オーケストラ in みやざき」

開演 15：00

アイザック
スターンホール

～宮川彬良の
びっくりアカデミー～

井上芳雄

楽しさMAX!!! 面白くてタメになる、
アキラさんの極上エンターテインメント☆
西田ひかる

恒例のポップス・オーケストラは、『ウエストサイド物語』を中心としたプログラム。
いつもの楽しいアキラさん節に、今年はなんと初登場の井上芳雄＆木村花代の歌も加わり、
稀代の天才バーンスタインが遺した傑作の魅力に迫ります。

特別企画「宮川彬良のびっくり音楽講座」～ウエストサイド物語編～
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開演 15：00

アイザック
スターンホール

Special Concert 2

ズーカーマン
「至高の
アンサンブル」

12

5/

天才！宮川彬良が贈る、ウエストサイド物語の音楽に潜む秘密！

演奏会〔3〕

巨匠と若き後継者

日

開演 15：00

アイザック
スターンホール

「大いなる
歓びへの賛歌」

担当者イチオシ！
宮崎国際音楽祭の神髄を堪能するなら、この公演！

テーマ「音楽は世代を超えて」の真打登場。
この豪華対決は聴き逃せない！

アイザック・スターンの存命中、室内楽音楽祭としてその歴史
をスタートした宮崎国際音楽祭。スターンの愛したアイザック
スターンホールは、室内楽の魅力を極上の響きで満たします。
スターンの系譜を継ぐ現代の巨匠ズーカーマンもまた、このホール
を愛してたびたび宮崎を訪れる一人。
隅々まで熟知した響きの中、三浦文彰
やアマンダ・フォーサイスといった信頼
する共演者たちとお贈りするヴィヴァルディ
の「ヴァイオリンとチェロのための協
奏曲 変ロ長調」や、バッハの「 2 つの
ヴァイオリンのための協奏
曲 ニ短調」、エルガーの
「弦楽セレナード」等
は、ズーカーマン本
人が厳選した自信作。
ぜひ宮崎で聴きたい
プログラムです。

かつての音楽祭で、スターンや徳永音楽監督がヴァイオリン独
奏を務めたモーツァルトの名曲「ヴァイオリンとヴィオラのた
めの協奏交響曲 K.364」。そのヴァイオリンを若き三浦文彰に
託し、自身はヴィオラを担うズーカーマンとの、世代を超えた
競演は期待大です。また、
音楽祭では第14回の「巨
人」以来10年振りとなる後半のマーラー、交響
曲第 4 番でも注目の若手を起用。小澤征爾ら
世界の指揮者から絶大な信頼を得る三宅理恵
が宮崎に初登場し、天上の生活を歌います。

まずはこちらで予習をしてから♪ 5/18 の公演を 100 倍楽しめる音楽講座、
満を持しての開催。お席に限りがありますので、お買い求めはお早めに！
5 月13日（月） 開演19：00 イベントホール
【出演】お話・ピアノ：宮川彬良
歌：宮川安利
ほか
【料金】全席自由500円 ＜4/7（日）～チケット発売＞
※チケット取扱いはメディキット県民文化センターチケットセンターのみ。
未就学児入場不可。

©PACO

宮川彬良
木村花代

演奏会〔５〕

5/19日

プッチーニの世界
「青春の光と影」

開演 15：00

アイザック
スターンホール

とにかく泣ける！ミュージカルや映画が好きなアナタにもオススメ♪
今年の大トリは歌劇『ラ・ボエーム』
（全曲）
。大ヒット・ミュージカル『レント』
の元にもなったオペラで、映画にもなったプッチーニの人気作を、アイザックスター
ンホールならではの、細やかな息遣いまで堪能できるコンサート形式で。本場ウィー
ン国立歌劇場で長年コンサートマスターを務めたライナー・キュッヒルがオーケ
ストラを率い、国内トップクラスの歌手陣に、児童合唱も含む県内有志の合唱
団が加わり贈る音楽絵巻。多くのオペラ・ファンが大好きな作品として挙げる
のも頷ける、感涙必至のフィナーレをぜひご一緒に。

©Chris Gloag

中村恵理
（ソプラノ）

©Cheryl Mazak

三浦文彰

ピンカス・ズーカーマン
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MEDIKIT ARTS CENTER

©Yuji Hori

福井敬
（テノール）

甲斐栄次郎
（バリトン）

鷲尾麻衣
（ソプラノ）

今村雅彦
（バリトン）

伊藤純
（バス）

広上淳一
( 指揮 )

三宅理恵
くれっしぇんど
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日

開演 13:30

（休憩なし1時間）

演劇ホール

教育プログラム

宮崎県立芸術劇場

音楽祭HAPPY GUIDE

新星たちのコンサート

▪アカデミーから選抜された優秀な修了生が出演！

広報誌

3 月16日（土）～24日（日）開講、今年で第12回目となる音楽祭の教育プログラム『ミュージック・アカデミー in みやざき
2019』。世界の第一線で活躍する演奏家からレッスンを受講するため、全国から受講者たちがここ宮崎に集まります。その中
から特に選ばれた優秀な修了生たちが出演する、「新星たちのコンサート」
。

▪第 1 回の出演者は、三浦文彰ら錚々たる顔ぶれ !

くれっしぇんど

10年後
2008年、高校 1 年生になった
ばかりの「三浦君」

©team Miura
2018年、昨年の宮崎国際音楽祭
での三浦文彰さん

写真は 2008 年当時の音楽祭ブログより
https://mmf2008.exblog.jp/8613015

音楽祭特別号

11年前、第 1 回のアカデミーからこの「新星たちのコンサート」
に選抜されたのは、なんと三浦文彰さん ! 他にもヴァイオリンの
小林美樹さんやチェロの上村文乃さんなど、今年の音楽祭にも登
場する錚々たるメンバーが選ばれています。当時は 3 人ともまだ
高校生。この時の音楽祭公式ブログには、「この中から10年後の
宮崎国際音楽祭を担う演奏家が生まれるかもしれませんよ」と書
かれていますが、本当にその通りになっています !

▪
「Special Concert 2」⇒「新星たちのコンサート」⇒「演奏会〔3〕
」のハシゴがオススメ !
5/11には、本誌中面でも紹介した「Special Concert 2」が、また 5/12「新星たちのコンサート」の終演直後には「演奏会〔3〕
」
が開催されます。
「新星」たちの一人だった三浦さんが、一流の音楽家たちをバックに、憧れのピンカス・ズーカーマンとの競演
を繰り広げる、5/11、5/12のこれらの公演。
「新星たちのコンサート」とのハシゴで、10年後の「新星」たちの活躍に想いを
馳せる……、そんな音楽祭の楽しみ方もまた、今年のテーマ「音楽は世代を超えて」にピッタリではないでしょうか。
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往年の音楽祭の風景はこちらでも!

年

「ピクチャーツリー」

月号）

3

今年のツリーも絶賛作成中です !

～宮崎国際音楽祭事務局だより～

宮崎市船塚3-210

TEL.0985-28-3208

公益財団法人 宮崎県立芸術劇場

宮崎国際音楽祭

facebook随時更新中！「フォロー」と「いいね！」お待ちしています。

検索
http://mmfes.jp

TEL 0985・28・3208

〒880-8557

宮崎県立芸術劇場 宮崎県宮崎市船塚3-210

宮崎国際音楽祭事務局

音楽祭グッズに乞うご期待！
毎回好評の音楽祭グッズ。今年の T シャ
ツはどんなふうにしたら皆さんに喜ん
でもらえるかな～？と、スタッフが集
まってデザインや色選びなどの打ち合
わせを行っています。街中でも普段使
いしてもらえたら嬉しいです♪ T シャ
ツの他にもメモ帳やクリアファイル、
手ぬぐい等々、ご来場の記念になるグッ
ズを鋭意作成中です。ご期待ください !

宮崎県都城市早鈴町1618番地 TEL 0986・22・4392

お問合せ

合唱団の練習風景（親子共演あり !）
音楽祭フィナーレの『ラ・ボエーム』
本番に向け、3 月 3 日に結団式と練習
初回を迎えた今年の合唱団。早くも気
合いの入った歌声が響きました。この
合唱団には、親子で参加されている方々
も ! 師弟対決あり、親子共演ありの今
年の音楽祭。（そう言えば、演奏会〔４〕
のマイスキー父娘も親子競演！）まさ
に「音楽は世代を超えて」、ですね♪

企画・制作・発行／公益財団法人

印刷・製本／株式会社都城印刷

劇場の 1 階フロアや宮崎市内のホテルロビーなどで、過去の音楽祭のコン
サートやリハーサル風景などの写真パネルを、ピクチャーツリーにして展
示します。公式カメラマンのアイデアで生まれた、宮崎ならではの試み！
出演者の緊張感や熱い息遣いを伝える写真から、客席の熱気や音楽祭の
にぎわい、そして普段なかなか見ることのできないリハーサル風景やオフ
ショットまで、あの日あの時の感動が写真で甦ります。これまでの熱演や
名演を、その場で体験した方も未体験の方も、ぜひお気軽にご覧ください。

「グルメマップ（音楽祭版）
」が完成！
公演当日は、グルメマップに掲載され
ているお店（劇場周辺の13店舗）で、お
食事やお買いものを楽しみませんか？
当日の公演チケット（半券可）を提示す
ると、ステキな特典が受けられます。
詳細は、館内ラックにあるグルメマッ
プもしくは音楽祭HPをご覧ください !
（写真の劇場内レストラン「レミューズ」
ではランチバイキングが10％OFF に !）

vol.2（

入場料 500円（全席自由）のところ、音楽祭公演のチケットをご提示いただければ、なんと無料でお聴きいただけます！

