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エティエン・エスパーニュ
(ウィーン国立言大 )

16歳でソルボンス大学大ホール(′り)にてチャイコフスキーのコンチェルトをi賞奏し
てソコデビューを果たす。その後,ドイツ,ロシア,スイス,イタリア,フランス1チリ,アメリカ,オ

ラングなどでソリストとして演奏脚 llJを 行う。2010年 9月より1ウイーンにてミハエル・フリッ
シェンシュラガー教授に「T事。
2008年から2010年までアメリカのボストン在住。その問,ジョーダンホール(ボスト

ン),ストランドシアター(ケンブリッジ),サ ンダースシアター(ドーチェスター),エマニュエアレ

教会(ボストン)などで波奏会を行う。フコーレンス グールド奨学生,ジョージリレーシー

奨学生としてニューイングランド音楽院に学び,V■ eda Kusl■ Rlellt教授の指導の下

修士号を取得する。
フランスユースオーケストラ、′申ブ音楽院オーケストラ、ニューイングランド音楽院交響楽

Eのメン 一`として、JeanClaude Casadesus、 H lgll WO『などの著名指椰者とベル

リンコンサートホール、パリエリゼー宮なとで演奏を行う。
パリ高等甘楽院でBerrand cervera教 授に師事し音楽の学位を]R得。また、これま
で にPamela Frank,Gtenn Dicterow,Lewis Kaptan,Sashko Ga、 vrilo■ Regis

Pasqt■erなどのマスタークラスを受1離する。その他にも世界Ⅲの音楽セミナーやアカ

デミーを受計している。
使用楽朴は19世紀初則に作られたフランス製のCharoし tdⅦ‖aud。

マリア・ソーン
(ウィーン国立音大 )

1991年 日本で生まれ,6歳からヴァイオリンを始める。1999年十家族と共にウィーン

に移り住む。
2000年からウィーンロ立音楽大学にてミハエル フリッシェンシュラガー教授に

'W事

。
2009年 ,フェステイヴアル,ブレド(ス ロヴェエア)にて1位を受賞する。2002年から

フランツ シューベルトの生地にて演奏会を行い,姉のドゥビー`ツ ーン(ピアノ)との

室内楽をウィーンのシューベルト教会などで行っている。
ウイーンでの人道支援活Ill減 奏会は,ORF(オーストリア国官放送)に て次1火さ

れる。これまでオーストリア,ハンガリー,ルーマニアでオーケストラと共減する。
2006年 ,「カラヤンセンターJからの奨学金を授与される。

使用楽朴はドクター・ボッシュ・プリヴァツテイファン氏から貸うされている「ペトリ
ウス グアルネリウス`ク レモナJである。

大倉佳栄
(2012年優秀者 )

シカゴにてヴァイオリンを始める。
2007年全日本学生音楽コンクール大阪大会小学校の部第3位 ,2010年 同コン

クール叶学校の部分1位。2007年日本N rl奏家コンクール小学校の部第1位及び協
会賞。2008年 lll浜国際甘架コンクール中学校の‖Ⅲ第1位。2009年日本クラシツク

吉楽コンクール中学校の部全国大会最高位。11年京納
'芸

術祭奨励賞。摂岸リトル

カメリアコンクール銀賞。日本センチュリー交響楽団と共演。同年,クオリア音楽フェス

ティバルオーデイション大賞受賞。2012年 ,ABCtti人 コンサート音楽賞受賞。13歳

で初めてのソココンサート)2011年 兵庁県立美術館にて震災遣児支援のための

チャリテイーコンサート,2013年 迦翁美術館にてマグノリアサロンコンサートを開俳。
これまでに「期待される若き流本家の集いJ,いずみホールにて「束日本大震災チャ

リテイーコンサートJ,在 大阪ロシア辻邦総徊事お営にて「ヴァイオリンプロジェクト特,U

演奏会」に出演。Btttも h lsに s MuSc Fesiva惨 012に参加。
lLサ |ト ウイーン国際ヴァイオリンセミナー2012に参加し,ザルツプルクモーツァルテ

ウム国際サマーアカデミー2013への派遣避考会で優秀者として選出され,受計費1

114L賞 の給ll,波 lL賞 助成での参加資格を得る。
2012年度よリヤマハ吉非奨学生。

現在,兵庁県立国際高校3年生。これまでにJチェン,島暢子,現在小栗まち絵
の各氏にlT事。

弓場多香子
(2012年優秀者)

3歳よリピアノとヴァイオリンを始める。桐朋女子高等学校音楽科を経て,IFA在 ,束

京塾術大学者外学部朴楽科1年在学中。
2008年 河[lllヴァイオリンセミナーにて優秀賞,「新しい風」コンサートに出演。

2010年 第20回 日本クラシック甘楽コンクール全国大会第4位。第64[全日本学生

音楽コンクール東京大会入泄。2011年第4回ミュージックアカデミーhみやざきに

参加し,受講生選放コンサートに出減。2012年第14[日本演奏家コンクール第3

位。第6回械浜国際音楽コンクール第2位。(最 高位)第 28[1江戸川区新人減奏
会,第 16回松)|クラシックフレッシュコンサートに‖1演 。
「2012旭川,ウィーンE際ヴァイオリンセミナー」におけるモーツァルテウム派遣lle

考会にて選出され,2013年 ザルツブルクモーツァルテウム国際サマーアカデミーの
スカラシップを得る。
これまでに室内楽を毛利伯郎,徳永二男の各氏に,作‖町を呑月1易氏にlT事。
ヴァイオリンを加藤知子,机原真希子の各氏に,現在清水高mi氏 にmi事。

東京塾術大学,同 大学院1ケ了。ハンガリー回立リスト音楽院に相学。芸大大

学院修了時の優秀考としてベーゼンドルファーリサイタルに性1演。
全日本学生音楽コンクール北海道大会第1位。摂洋音楽容コンクール全部

Pl総合第1位。ウイーン国際ピアニストコンクール第2位など様 な々コンクールで

受賞。
2006年から年夏「モーツァルテウム国際サマーアカデミー」(オ ーストリア)公式ピ

アニスト。チェルボ音楽祭(イ タリア),オルフェウス音楽祭(オ ーストリア)に も招か
れている他,2010年の「フリッツ・クライスラー国様ヴァイオリンコンクールJ(オ ー

ストリア)では日本人初の公式ピアニストを務める。

陳京窒ネン 謡m ネ昇鼎 芸瞥1箸皆ブ〔晟垂線奏凶管雅衰晋漸私路 笑
フィル,大 阪センチ

=リ
ー響、札響などと共演している。
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現在,東京芸術大学,j4工 学田大学,札 lPt大谷大学非市勤講1市 。東京,旭

川でllll人 レッスンも行っている。

●受 付…………………9月 28日 (上)PM2100～ PM2,30
0ガイダンス…………… 9月 28日 (上)PM2:30～
●マスタークラスレッスン 9月 29日 (日 )～ 10月 3日 ●ヽ )AM9:00～ PM5:00
0ふれあい授業参加……10月 1日 (火)～2日 (水)

く受講生全員が2～ 3人の班編制で市内の小・中学校を訪問します。>

●受講生成果発表会 `選考会 (ク リスタルホール)]0月 4日 (金)PM3:00～
●フェアウェルパーティー (市 内ホテル)… …… 10月4日 (金)PM7:00～

1998年 10月に第1回 の旭サ||ウィーン吉楽交流カシ合まりました。第1回 日に参加したのはフリッシェンシュラガー名
誉学長に引率されたウイーンE立音大生4名です。彼らの国紺は,オーストリア)オ ーストラリア1ポーランド1ス ペインで
した。
世界85カ 国から3,500名 の学生が学ぶウイーンに立者大からこの15年間に旭川を訪れた学生は21カ 回で55

名です。被らの目籍は次のようになります。
オーストリア(19名 )1オ ーストラリア(2名 ),ブルガリア(4名 ),カナグ(1名 ),中 国(3名 ),クロアチア(1名 ),イ ギリス

(1名 ),ドイツ(1名 ),ハ ンガリー(2名 )|イ タリア(2名 ),カザフスタン(2名 ),斡 回(1名 ),ポーランド(2名 ),セ ルビア(1

名))スペイン(1名 ))スウェーデン(1名 ),ウ クライナ(7名 ),アメリカ(2名 ),ラトビア(1名 ),ロ シア(2名 ),フランス(1名 )。

国結を見ると本当に国際色坐かな学生逆が学んでいることがわかります。彼らの進路は椎 で々大学の指導者に
なった者,学生を続けている者,オーケストラに入った者,ソリストとしてlF動してぃる者,母国に帰って音楽家として活
動している者,別 な大学で学んでいる者,別なIl業 に就いている者などです。
国籍は追いますが,彼らに共lFlし ていることは音楽を愛していることと,この旭川そして日本に滞在した思い出を非

常に大切にしていることです。
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ミ八エル・フリッシェンシュラガー
ウィーン国立音楽大学名誉学長 1ク ライスラーコンクール会長

1935年 ザルツプルクで伝統ある甘楽一家に生まれ,ヴァイオリン,音楽教育学,1旨 椰法、音

楽理論などをザルツブルク1ケルン,ウイーン,ロ ーマの音楽院や大学で1ケめる。1971年 ウイー

ンロ立音楽大学教授,1987年 弦楽器牟学部長,1989年 高!学 長,1991年 ウイーン]際サ
マーアカデミー創設,1992年 学長,1997年 名誉学長。多くの国際的なコンクールの審査員,

マスタークラスの討師を務める。
1998年 ,日本政府から勲三寺旭日中核章受賞。2000年 世界[際音楽コンクール計議会

高J会長。クライスラーコンクール会長。
2001年「旭サ|1市 国際親幸名誉市民」

辰 巳 明 子

桐朋学園大学教授

鷲兄三郎,斎 藤秀ltl,海 町義州tの 各氏に付F事 ,桐 朋学図大学を首席で卒業。文化庁派

道芸術衆 してベルリンに留学し,サ シコガブリロフ氏にbl事。第38回 日本音楽コンクール

第2位。第16回 rl外派遣コンクール特〕J賞 。第13口文化放送音楽賞。ドイツ音楽批評家

賞を受賞。これまでにハンブルク放送響,フ ランクフルト放送響,ハ レ響,シュトゥットゥガルトフイ
ル,都 響,束響,新 日フイル等と共減。北京中央音楽院,上 tl音 楽院,カ リフォルニア大学,

ウィーン音楽大学,ザルツブルクモーッァルテウム音楽院,チ ューリッヒ音楽院1サ ンクトペテル

ブルグ音楽院などで指導。日本音楽コンクールをはじめオイストラッフ,ヴイエニアフスキー
,

モーツァルト国際コンクール等放 の々コンクールの審査貝を務めている。

国立ベルリン芸術大学計師を経て,現在は桐朋学国大学弦楽朴部会主任教授。

クールシュヴェール1玉1際音楽アカデミーイン。かさま音楽監督,ヴァイオリンフェスタ̀トウキョ

ウ音楽嫌瞥。
2013年 4月から桐朋学田大学高!学長。

清水高師
東京藝術大学教授

10戚でNHK毎日学生コンクール傷勝)N響と共演。17歳で日本音楽コンクールに傷勝。翌

年アメリカに留学,ヤッシャハイフェッツにmi事。その後ミシェルtオークレルに

“

,事。数 の々回

際コンクールに優勝又は上位入賞。フランスで開かれた世界の国際コンクール優勝者を集め

たコンクールにおいて最優秀グランプリを受賞。翌年,文化庁から派道されイフラjニ ーマンに

師事。その問,ユ ーデイメニューイン1旨揮コイヤル フィルでデビュー。06-07年 はオーストリア
,

スウェーデン,ドイツ,イ タリア,カザフスタン,ルーマニアで協奏山,室内楽に出演。08年 は「東京

音楽学校第一恒1定 期減奏会Jをピアエスト植出克己と復元されたスクエア・ピアノを使って共

演。春はオーストリア(主 催オストウェスト)|カ ザフスタン(主 催アスタナ音楽祭)でコンサート,日

本でYBP音楽茶(二 llLYBP実 行委員会)に Jl演。夏はオーストリア,ロ シア,ドイツで音楽祭

減奏会に出減。

彦 嘉弘チャォ・ホン・ドヲ ルヾ・リャオ
台湾師範大学教授

ウィーンに立音楽大学にて,Michael F■ lschenschiager(ミ ハエル フヽリッシェンシュ

ラガー)氏に怖事した後,モ スクワ音楽院にてValery ttimov(ヴ ァレリー・クリモフ)氏

に師事。
1991年 6月 にアメリカ合衆圧|にて「オーストリアの芸術家」に選ばれた後,Hl年 ワシントン

とニューヨークにて,フリッツ,ク ライスラー記念コンサートで減奏する。アメリカ国会図書館
は,米 誉を称えて名器デル ジヽェスを貸うし、クライスラーを称えるアルバムを録吉し1991

年と2000年にリリースする。
1997年以降,イ タリア,オ ーストリアなどでウイーンサマーフェステイヴアルをはじめとする

数多くの著名音楽祭やマスタークラスに招かれている。指師考としても台湾国内タトで活

服し,台 湾目立シンフォニーオーケストラ,台 湾交響楽団,台 北交響楽団,台湾センチュリー

交響楽団で指抑をする他,ウ ィーン及びルーマニアの若名オーケストラの指椰も行ってい

る。2004年にはヴァチカンの聖ピエトロ寺院にてヨハネ。パウコニ llご 陥席のもと、ステラ・

マツチナ女子校オーケストラを指師する。                    ′

現在は国立台湾師範大学の音楽学部教授として芸術のl17釈に心肌をといでいる。
「アジア人最高のフリッツ クライスラーの流奏者であり,魅 力的なウイーンの音色を正llE

なリズムと彩り雄れるテクエックで奏でている J(フリッツ・クライスラー1717会  Mフ リッシェ

ンシュラガー教授)
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講 対 象/将来演奏家を目指す高いレベルを有する満干0歳
から28歳までの方

講 定 員/ヴァイオリン25名程度
考/書類審査により受講生を選考します。

込 期 間/平成25年 7月25日 (木)～8月 22日 (木 )

講 出 目/無伴奏曲干曲,ピアノ伴奏付の曲1曲 計2曲

講  料/]名 につき701000円
(フ ェアウェルパーティー代を含む)

,伴 奏ピアニスト/レッスン時のピアニストは主催者側で用意しま帆
受講者がピアニストを同伴することもできます。

・学 校 訪 問/セミナー期間中に旭川市内の小・中学校を訪問し
,

生徒達との交流の時間を45分 間程度とっていた
だきますよクラシックふれあい授業参加)

・旅 費・宿 泊 費/受講者の負担とします。なお,宿泊場所は特に斡
旋しませんので各自で確保してください。

練ヽ 習 場 所/セ ミナー会場 (大 雪クリスタルホール)の 会議室

等を個人練習部屋に充て,午前9時から午後9時
まで使用することができます。

◆国際セミナー派遣/優 秀受講生に選考される方 (原員」2名 )は ,「 2
014モ ーツアルテウム国際サマーアカデミ刊 の参加資格を得1ミ 八エ

ル・フリシェンシュラガー教授のクラスで受講していただくこととなります。

【日
程
】


