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宮崎国際音楽祭総監督　青木賢児

ジュリアン・ラクリンの魅力

宮崎へ帰る

故郷宮崎で心をこめて

バリトン歌手　三原剛

オーボエ奏者　池田昭子



　「今年は宮崎にいつ帰るの？」
大阪で生まれ育った三原少年が毎年、とても楽しみにし
ていたこと…、それはお盆とお正月に宮崎へ帰ることでし
た。「宮崎に帰る？」不思議に感じられる方も多いと思い
ます。私は正真正銘の大阪生まれの大阪育ちです。それでも私は「宮崎に行く」のではなく「宮崎に帰る」のです。
　8人兄弟（女１人、男7人）の四男として父が育った故郷、気がつけば私は高校野球では必ず宮崎代表校を応援
し、社会の授業で宮崎という文字が出てくると非常に関心を持ち、修学旅行ではフェリーの中で友人達に宮崎のあ
れこれを自慢げに語っていました。
　いつも真面目な父が無邪気な子どものように変化する、これも三原少年の楽しみの一つでした。大勢の宮崎男
児が久しぶりに集うのですから、それはそれは豪快で楽しい兄弟話に花が咲き、一晩に焼酎の瓶が何本も消えてい
きます。そして、必ず酒の席では父と叔父達による「歌合戦」が始まります。大勢の宮崎男児が腹の底から歌う刈干
切唄を初めとする歌唱は、マイスタージンガーの歌合戦さながらでした。
　声楽家を目指すために大学で勉強すると私が決意したとき、父は勿論のこと叔父達は声を揃えて「そうか、剛は歌
手になるのか。頑張れ。」と心から喜び励ましてくれました。
　私にとって大切な「歌」の故郷、宮崎で歌わせて頂けることを心より感謝申し上げます。

ヴァイオリン協奏曲では、ジュリ
アン・ラクリンの華麗なテクニッ
クと優れた音楽性で、チャイコフ
スキー独特の哀愁に満ちた美し
い音楽をお届けします。
また、人気の交響曲では、名手
揃いのオケを相手に、ラクリンが
情熱的な指揮を披露します。

公演情報

宮崎へ帰る

第１０回宮崎国際音楽祭 演奏会〔１〕 歓喜の歌に出演した時の様子

今回は、1日2回公演となる名曲
コンサート。1回目の公演では、1
時間の短いプログラムでヴァイ
オリンの小品が楽しめます。2回
目の公演では、三浦文彰、ジュリ
アン・ラクリン、徳永二男の3世
代のヴァイオリンで、モーツァルト
のヴァイオリン協奏曲聴き比べ！
朝岡聡さんの興味深くわかりや
すいお話で、さらに楽しい演奏
会に。 ※この他「第7回ミュージック・アカデミーinみやざき

   2014」の優秀者による演奏も予定

公演情報

ロシアの魂を感じさ
せるチャイコフス
キーの奥深い音楽
に感動する。

三原剛さんは、演奏会〔５〕に出
演する他、門川町総合文化会
館で開催するサテライト公演で、
ソロリサイタルを開催します。
第1部では日本歌曲、第2部では
オペラ・アリアなどを披露。贅沢
なプログラムでお届けします。

公演情報

ヴァイオリンの名手
3人が紡ぎ出す味わ
い深いヴァイオリン
の音色を楽しむ。

　　　　ヴァイオリン：ジュリアン・ラクリン、徳永二男、三浦文彰

　　　   宮崎国際音楽祭管弦楽団

演奏会〔４〕 チャイコフスキー・哀愁の旋律
5月17日（土） 15:00開演
会　場  アイザックスターンホール
料　金  SS席6,200円～C席2,100円   学割（C席）1,000円
曲　目  チャイコフスキー  ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品35*
　　　　　　　　　　　　 ヴァイオリン：ジュリアン・ラクリン　

      　  チャイコフスキー    交響曲 第4番 ヘ短調 作品36**

 指揮：徳永二男*　 指揮：ジュリアン・ラクリン**

 宮崎国際音楽祭管弦楽団

大阪芸術大学卒業。1991年第
22回日伊声楽コンコルソ金賞
受賞。92年第61回日本音楽コ
ンクール1位など数々の賞を受賞
し、五島記念文化財団奨学生と
してドイツのケルンに留学。以後、
国内外においてリサイタルやオ
ペラなど、意欲的な活動を展開。
大阪芸術大学演奏学科教授。

バリトン歌手

三原 剛

©K.Miura

東京藝術大学卒業。卒業時に皇居
内桃華楽堂にて御前演奏を行う。
第１３回日本管打楽器コンクール
オーボエ部門第１位。ミュンヘン、リ
ヒャルト・シュトラウス音楽院に留学。
04年NHK交響楽団に入団。現在
NHK交響楽団オーボエ奏者、トリオ
サンクアンシュメンバー、紀尾井シン
フォニエッタ東京メンバー。東京藝術
大学、上野学園大学非常勤講師。

故郷宮崎で心を込めて オーボエ奏者 池田 昭子
　５月の最も過ごしやすい季節に、故郷宮崎での音楽祭に参加させて頂くことになり、とても嬉しく思っています。
今回は１歳の子供とともに帰省し、子供をばあばに託してのお仕事ですので、いつもより安心して音楽にも集中で
きそうです。
　宮崎のように、空気がきれいで、すてきな公園がたくさんあり、おいしいお野菜、お肉、お魚が頂けるところで、コン
サートをして、なんとしあわせなことかと思います。いつも、都会の慌ただしい中で暮らしていますので、１週間だけで
すが、この期間は伸びやかに過ごしたいと思います。
　私は、４つのコンサートに出演しますが、特に楽しみにしているのは、『子どものための音楽会』です。私も小学生
の頃モルダウを聴きにいってとても感動しましたので、宮崎の小学生達もそんな風にこの音楽を聴いてときめいて
くれたら嬉しいなと、その頃を思い出しながら、心を込めて演奏したいと思います。

〈宮崎県出身〉

名曲コンサートⅠ ～ヴァイオリンの饗宴～　
16:00開演
料　金  自由席　一般2,600円   学割1,000円
曲　目  サン＝サーンス　序奏とロンド・カプリチオーソ  ほか

名曲コンサート 5月16日(金)　　会 場：演劇ホール

名曲コンサートⅡ ～ヴァイオリン協奏曲の競演～　
19:00開演
料　金  Ｓ席4,100円～Ｂ席2,100円  学割（Ｂ席）1,000円 ほか
曲　目  モーツァルト　ヴァイオリン協奏曲 第2番、3番、5番

三原剛 (バリトン) ソロリサイタル
5月12日(月) 19:00開演
会　場  門川町総合文化会館
料　金  自由席  一般2,100円　学割1,000円
曲　目  滝廉太郎   荒城の月
　　　　山田耕筰   鐘が鳴ります

　　 　  モーツァルト 「フィガロの結婚」より もう飛ぶまいぞこの蝶  々ほか

三原さんの深く豊か
に響くバリトンの歌声
に包まれる。
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宮崎国際音楽祭総監督 青木 賢児

第17回宮崎国際音楽祭  名曲コンサート

　リトアニア出身のヴァイオリニスト、ジュリアン・ラクリンは、１４歳の
時に神童と呼ばれて楽壇にデビューしたといわれています。それか
ら４年後、１９92年にはロリン・マゼール指揮のベルリンフィルと、さら
に同じ年にリッカルド・ムーティ指揮のウィーンフィルとの共演を果た
しています。
　宮崎国際音楽祭へのデビューはそれから18年後の２０１０年、第
１５回の音楽祭でした。その時、ラクリンは３６歳でした
が、私たちはそのデビューに彼の幼少期と
同じような鮮烈さを感じたものでした。
　この年の音楽祭は１５周年にあ
たっていましたので、記念コンサートと
してフィラデルフィア管弦楽団による「春の
祭典」で開幕、ラクリンによるベートーヴェンの「ヴァイオリン
協奏曲」で閉幕するという豪華なプログラムでしたが、最も反響が
大きかったのは、意外にも演奏会〔４〕のラクリンによる「ブエノスア
イレスの四季」でした。演奏が終わると、盛大な拍手とともに宮崎で
はかつて聞いたことがないほどのブラボーが湧き上がり、終演後の
出口には再演を望むアンケートが山と積まれたほどでした。
　ピアソラ作曲の「ブエノスアイレスの四季」は、宮崎ではほとんど
初演といっていいほどなじみの薄い曲だったと思いますが、これほど

の称賛が寄せられたのは、初めて聞いた方々にも大きな感動を与え
たからだと思いました。音楽祭が終わった後も、電話や手紙で、「来
年の音楽祭でも、ブエノスアイレスの四季を再演してほしい」という
声が数多く寄せられました。宮崎国際音楽祭を通して、かつてない
大きな反響だったと記憶しています。
　確かにピアソラの「ブエノスアイレスの四季」は名曲には違いあ

りませんが、これほどの反響を巻き起こしたのは、間違いなく
ラクリンのヴァイオリン演奏の力だったと思い
ます。ラクリン独特のヴァイオリンの響き
と、説得力にあふれる堂々たる演奏が、
聴衆に大きな感動を呼び起こしたという

べきでしょう。
　幼少期のジュリアン・ラクリンが神童と呼ばれて、ベルリンフィル
やウィーンフィルとともに、臆することなく衝撃のデビューを見事に果
たした理由がわかるような気がしました。
　今年のラクリンのメインプログラムは、演奏会〔４〕で演奏するチャ
イコフスキーの「ヴァイオリン協奏曲ニ長調」です。
　幼少期にピンカス・ズーカーマンからも個人指導を受けたといわ
れる、ジュリアン・ラクリンの魅惑のヴァイオリンにご期待下さい。

©K.Miura

ジュリアン・ラクリンの魅力

Julian Rachlin
©K.Miura©K.Miura



TEL.0985-28-3208
〒880－8557 宮崎県宮崎市船塚3丁目210番地 公益財団法人 宮崎県立芸術劇場

宮崎国際音楽祭事務局 宮崎国際音楽祭
お問合せ

INFORMATION 1

～宮崎国際音楽祭事務局だより

音楽祭 HAPPY GUIDE

音楽祭関連イベント「徳永二男ヴァイオリン

ふれあいコンサート」を4月12日（土）に、

宮崎善仁会病院で開催しました。

息のあったヴァイオリンとピアノの演奏に、

会場は温かい雰囲気に包まれました。

音楽祭は、すぐそこです！

今年も音楽祭オリジナルグッズを数種類
ご用意しています。グッズ担当者の一押しは、
初登場のタンブラーです！
どのグッズもかわいいデザインなので、ご来場の
際はぜひグッズ売り場にお立ち寄りください。

※イメージ

INFORMATION 2

INFORMATION 3

「新星たちのコンサート」の詳細が決定しました！
3月に行われた第7回ミュージックアカデミーinみやざきで、優秀賞を受賞した受講生4名
（ヴァイオリン）による演奏会を開催します。演奏会〔4〕の開演前に、ぜひお楽しみください！

県民コンサート 第1部「宮崎から世界へ」の出演者決定！
音楽祭で初めての試みとなったオーディションで、県民コンサート第1部に出演する宮崎在住・出身の演奏家7名が決定しました。
ぜひ、若い演奏家たちのフレッシュな演奏をお楽しみください。

急遽決定！！ イオンモール宮崎でも、音楽祭出演者による
ミニコンサートを開催♪
気軽にクラシックの生演奏をお楽しみください。

平成26年5月17日（土）  13:30開演（14:30終演予定）

500円(自由席)・当日、現金での入場となります。
・音楽祭メインプログラム・スペシャルプログラムのチケット及び半券のご提示で入場無料。
　※就学前のお子様のご入場はご遠慮ください。

福田廉之介
坪井夏美
毛利文香
城戸かれん

日　時 

会　場

出演者

日　時  

料　金

平成26年5月6日（火・祝）  15:00開演日　時 

出演者

出演者/曲名

平成26年5月3日（土・祝） 1回目15時～、2回目17時～　※各回30分程度

イオンモール宮崎内　スペースコート（ユニクロ店舗近く）

ヴァイオリン：小林美樹　ピアノ：梅村 百合

冬用夏用

昨年の新星たちのコンサート

 小林美樹
（ヴァイオリン）

ワックスマン：カルメン幻想曲
ヴィエニャフスキ：ファウストの主題による華麗なる幻想曲
シマノフスキ：夜想曲とタランテラ op.28
パラディス：シチリアーノ
ヴィエニャフスキ：華麗なるポロネーズ ニ長調 op.4

ピアノ：飯干舞、吉國美紀　ヴァイオリン：廣瀬心香　フルート：浅田結希　
ハープ：柄本舞衣子　ソプラノ：阿萬智衣、宮田珠江　（順不同）

レセプショニスト

の制服が新しく

なりました。音楽

祭では、真新しい

制服に身を包み、

皆様のご来場を

お迎えします。ご

来場の際にお困り

のことがありまし

たら、お気軽にお

声掛けください。
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