


形 たθ虎ご乃
日本で最も熱い乃スカノウレ

|

雄大な自然と音楽のハーモニー
鹿児島県。霧島に、国内外のトップアーティストが集結する、

今年38回目を迎える霧島国際音楽祭。

森の中の奇跡のホール「みやまコンセール」を中心に

約3週間の賛沢な音の夏をお届けします。
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19水 i:!;8

鹿児島県庁  県民ふれあいコンサート
2階ロビー  in鹿 児島県庁

皿

徳之島町

文化会館20木 ;!!‖ 8~
ふれあいヨンサートin徳 之島 0回D 志布志市

文化会館26水 ;!!‖ 8~
ふれあいコンサートin志布志 CttD

皿
27木 !:i‖ 8

霧島アートの森  ミュージアム・ヨンサート 匝

25火 舞梢
~嫌

ヮ刃 ふれかロンサ卦lllaつや

27木 !を!! みやまコンセール      極上の

27木招謎~みやまコンセール量金鑑ン On

皿

21金
者鮮

~  
鹿

限 配 留
階 エアポート・

エクスプレス コンサート

21金 サ:i‖‖
~

仙巌園  堤岡Jの         CED
尚古集成館  仙巌園プレミアム・コンサート
講座室   世界文化遺産 尚古集成館で聴く

皿

皿

21金 け:|‖‖ 種子島こリーな ふれあいコンサートin中種子町αttD

22土 i818‖

~ 漬田酒造
薩摩金山蔵コンサート

皿 28金 i!|:!~
薩摩金山蔵

宝山ホール  o歳児からのヨンサート
多目的ルーム  ～魔法 (まほう)の六え

匝

22土 ケ!|::~

23日 iよ‖:  笛 営

24月 酬
哨

縁拐レ
ー 湯脚 レ スーンサ

…
皿

霧島神宮 霧島神宮かがり火コンサート dコD 28金 i:|:!~ 第昂只

=子

|し室 
チエロ弾きのコンサート   匝
注目の若手上村文乃の今を聴く

みやまオープニングコンサート
歌の力 美しき弦の響き   匝
華麗なるオープニング ガラコンサート

匝

28金 i:|‖‖
~ 錦織健 テノールjツサイタル

宝山ホール  ～オペラ界の貴公子による

名曲tレクション

美しき木管の響き     αttD
28金 !&:! 第局只:〓し室 ～

老提る名狩
卜哀愁のファゴット

25火 iよ‖8 ザビエル教会

ザビエル教会ヨンサートv01、l dID
鈴木優人X新国立虜1場合H昌 団アンサンブル

～教会で聴くオルガン、合喝の響き
28金 ダ‖8~  宝山ホール

エリソ・カルサラーゼ   CttD
スーパー ピアノツサイタル
～ロンアピアニズムの真髄 世界最高峰のピアニスト

ザビエル教会コンサートv01.2 dttD
ザビエル教会  鈴木優人×)1久保賜紀×市原愛

～フォルテピアノで聴くモーツァルトガラコンサート

ダンタイソンプロデュース  匝
スペシャル1コ ンサート25火 舞‖‖

~

29土 軽淵 籠樹



29土 h崎■;45み球熟奇戸ル ロビ_コンサート① 高千穂小学校  ※非公開

1 火 11301200 霧島温泉市場 足湯ヨンサート

29土 i&〕‖ 答新翻
アンドレア`ロスト×上原彩子対 1久保賜紀と
音楽祭名講師陣による
超豪華スペシャ′レガラヨンサートロ 翻 諌 搬 空夕杭 _マう

d区田回D

県民ホール  パリのエスプリ香る素敵な年後
1火 i:i:‖

30日 !i!!!~

みやまコンセール

●往路のみlq"JJd 瀧 鞠
キヽいる 皿

音楽の散歩 vo1 3フ ァミリー・コンサート

1 火 2は002100 旅行人山荘  ロビーヨンサート⑥

30日 軽盤
~範

樹
約25名 のチェリスト集合‖   匝
音楽祭名物「チェロ・オーケストラ」
音楽の散歩 vd 4

宝山ホール 査鋲菖留各管Tを秀;尋 ムスロD
秋山和慶(指揮)堤同!(チェ→

2水 〕!|‖‖
~

30日 !:i!!~ 答寄隆嘉
キツシマ・ストリングアンサンブル q□田D
― ドラマテイックな5玄楽合奏
音楽の散歩 vd.5

19100  姶良市文化会館
21:00    加音ホール

霧島国際音楽祭in

姶良市加音ホール
皿

30日 1,」!~ 奪5歯誤

30日 比Om430み予詩荏鍬戸
ル

16:00_16i30

30日 20:00頃 大隅横川駅  大隅横川駅平和ヨンサート 皿

31 月 1■301200 霧島温泉市場  足湯ヨンサート

31月 ダ i‖‖  白川教会傑本)蓋
昌畜麗響

皿

31月 」l‖‖ 霧島市民舗
路 !旨鰍 承朗 あ祭典

αttD

31 月1ユ 30_2は 30 京セラホテル  ロビーコンサート⑤

臨時バスご案内(要予約)

読響ヨンサートマスター   αttD
長原幸大カ デュース《ピアノ・カルテット》
吉果の散歩vd 6

3木 トーク&コンサート豪華メンバーによる世界の名曲と
ヴィヴァルディ『四季』

3 木20o02130 霧島国際ホテル ロビーコンサート②

4 金12151300 国分シめクセンター ロビーョンサート③

4金 !ケ:8 みやまコンセール 室内楽クラスヨンサート 皿

4金 〕l‖: みやまコ沈―ル ロストの声楽クラスコンサート 皿
4 金 2は 00_2■ 00 霧島観光ホテル ロビーヨンサート③

ロビーヨンサート②
ロビーコンサート③
ロビーコンサート④

5 土i,掃‖ みやまヨンセール霊昌:]野デ咤弘分ザ壬ト 皿

6日
14,00   みやまヨンセール

16100   的占Hde往復D
柔拠 換

・
習 万ふル ラ】「EEttD

F魔笛』、Fジュピター』そして
世界の歌夕Eロストで聴く最高のオペラ・アリア

8火 〕柱:8~鹿据最ヌ曇寄
化 霧島国際音楽祭連携事業

MBCユ ースオーケストラ ロ

このマークの公演は、鹿児島市内から臨時バスが運行されます。(バス時亥J表は音楽祭/ANttHPを ご覧ください)

[お問合せ]鹿児島交通 0992580668(平 日)0992230338(上 日視)
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ここでしか体感できない、全必聴の贅沢なプログラム

7月 23日 [日 ]14:00

みやまコンセール

歌の力 美しき弦の響き
華麗なる
オープニング・ガラ・コンサート
ヴェルディ「ナブッコ」より

“行け、我が想tヽ よ、黄金の翼に乗って'

モーツァルドモテット「踊れ、喜べ、汝幸いなる魂よJK.165
」Sバツハ/グ/一～カッチーニ～シューベルト～マスカーニ:

アヴェ.マリア
テレマン:組曲 イ短調 より
ヴィヴァルディ:3台のヴアイオリンのための協奏曲
ヘンデル :「tル t」 より“オンブラ,マイ。フ"、

「リナルドJより“私を泣かせてください"

モーツァルト:ディヴェルティメントK.136

7月 28日 [金]14:00

宝山ホール

錦織健 テノール・リサイタル
～オペラ界の貴公子による名曲セレクション

カッチーニ～シューベルト～マスカーニ :ア ヴェマリア
服部長一:蘇州夜曲
大中賃二:椰子の実
山田耕作:この道、来るか来るか、松島音頭、からたちの花
滝廉大貞卜荒城の月
菅野よう子:花は咲く
ドニゼッティ「ドン=パスクァーレ」より“何というやさしさ"

ロッシーニ:「セビリアの理髪師Jよげ空はほ|ユ えみ'ほか

錦織健 (テノール)多田聡子 (ピァノ)

7月 29日 [土 ]1300
みやまコンセール

ダン。タイ・ソンプロラと―ス
スペシャル・コンサート
プロヨフィエフ:束の間の幻影 Op 22よ り
プロヨフィエフ:弦楽四童菱曲 第2番
フランク:ピアノ五童菱出 へ短調

ダン・タイ̀ツ ン(ピァノ)ナイエアンフー、成田達輝 (ヴァイォリン)

鈴木学 (ヴィォラ)菊地知也(チェコ)

く
8月 2日 [水]1900

7月 25日 [ノ(]14:00/19:00

ザビエル教会

14:00

ザビエル教会ヨンサートv01。 1
鈴木優人×新国立劇場合唱団アンサンブル

～教会で聴くオルガン、合唱の響き
鈴木優人(ォルガン/指 tT)新 国立劇場合唱団アンサンブ7L/(8名

)

19:00

ザ ビ エ ル 教 会 コ ン サ ー ト v01.2
鈴木優人×)|1久保賜紀×市原愛
～フォルテ・ピアノで聴くモーツァルト・ガラ コンサート
鈴木優人(フォルテピアノ)川 久保賜紀(ヴァイォリン)市原愛(ツ プラノ)

7月 28日 [金]19:00

宝山ホール

エリソ・ヴルレサラーゼ
スーパー・ピアノ・リサイタル
～ロシア・ピアニズムの真髄

世界最高峰のピアニスト

シューマン:アラベスクハ長調 Op 18
シューベルトピアノ・ソナタ第13番 イ長調 Op 120 D664
プロヨフィエフ:ピァノソナタ第2番 二短調 Op 14
シューマン:幻想小曲集 Op 12
シューマン/リ スト献呈 ～君に捧ぐ～

リストスペイン狂詩曲

エリツ ヴィルサラーゼ(ピアノ)，
，
　
い伊

祝祭管弦楽団
巨匠×巨匠
ん ―マンとブラームス

1850～ 秋山和慶×堤同Jプレトーク

ベートーヴェン:「エグモントJ序曲
シューマン:チェロ協養山
ブラームスt交響出 第2番

秋山和慶 (指揮)

堤 同J(チェロ)

キリンマ祝祭管弦楽団

ファイナル・ヨンサート
天上の音楽
モーツァルト・プログラム
『魔笛』、『ジュピター』
そして世界の歌姫ロストで聴く
最高のオペラ・アリア

モーツァルト「魔笛J序曲
モーツァルド交響山第41番「ジュピター」
モーツァルド「フィガロの結婚」より
モーツァルド「魔笛Jよりほか

秋山和慶 (指押)ァンドレア・ロスト(ツ プラノ)

ファイナル コンサートオーケストラ

7月 29日 [L]16:00

みやまコンセール

アンドレア・ロスト×

上原彩子×

川久保賜紀と
音楽祭名講師陣(こ よる

超豪華スペシャル・ガラ・ヨンサート

アンドレア ロスト(ソプラノ)ナ 1久保賜孫己(ヴァイォリン)

イカンホ(チェロ)高橋敦 (トランペット)

上原彩子、若林顕、練木繁夫 (ピァノ)ほか

8月 6日 [日 ]14:00

みやまコンセール



歌の力 美しき

華麗なる
弦の響き

みやまオープニングヨンサート

オーえ ング・ガラ・コンサート
[山 目]

ブェノンディ:「 ナブッコ」より“行け、我力S想 いよ、責金の翼に乗って"*新国立状場合H昌 団アンナンブル

モーッァルドモテット「踊れ、喜べ、汝幸いなる魂よ」K.16う *市原

J.S.ノ ッヾハ/グノー～カッチーニ～シューベノント～マスカーニ:アブェ・マツア
*新屋1立劇場合H目 団アンナングル

テンマン:組曲イ短調 より*Bエ ドモンド=デイブィス

ブイブアノンディ:3台 のブァイオリンのための協奏曲 米藤原、Sルセブ、ナイユアン・フー

ヘンデクレ:「セルセJよ り“オンブラ・マイ・フ"、「ソナルド」より“私を泣かせてください"*市原
モーッァルト:ディブェノンティメントK.136

[出演]

藤原浜雄、スブェトリン・ルセブ、松原勝也、ナイユアン・フー(ブァイオリン)

ポール・エドモンド=デイブィス(フルート)

市原愛 (ソ プラノ)

新国立濠」場合唱回アンナンブ71/(8名 )ほか

公演終了後、野外 (雨天時はホール
ロビー)に て実行委員会主催による
ビュツフェノヽ一ティーを行います。
※数量限定



ザビエノン教会コンナートv01.1
鈴木優人×新国立濠」場合唱団アンナングノン
～教会で聴くオノンガン、合唱の響き

[曲 目]

(オルガンソ回)

JtSバ ツハ !前奏出とフーガ ト長調 Bwvぅ 41

グソニーt讃歌《来たれ、倉」り主なる聖霊よ(ブュニ・クレアトーノン)》 より

J.Sノ ッヾハ :さ まざまな手法による18のライプツィヒ・コラーノンより
「来たれ聖霊、主なる神」BWV6う 1

「装えわ力S魂 J BWV6ぅ 4

「バビロンサ||の ほとりにて」BMヽ石う3
「いざ来たれ異教徒の救い主よJ Bwv6う 9～ 661

(合唱アンサンブル)

マショー:モ テトゥス「よき羊飼い」

J・
S・バツハ t「 マタイ受難曲」第う4曲

鈴木優人 tア ポカリプシス II

ペルド主よ平和を与えたまえ

コラー71/「 血潮したたる主の御頭J BWV244

モーッァノンドアブェ・ブェノンム・コルプス K.618

[出 演]

鈴木優人 (オノンガン/指揮)新国立劇場合唱団アンナンブル (8名 )
【直野容子、松浦藍 (ッ プラノ)北凋典子、立川かずさ(ア ルト)

大木太郎、半田前 (テ ノール)金子宏、徳吉博之 (パ ス)】

ザビエノン教会ヨンナートv01.2
鈴木優人 ×川久保賜紀 ×市原愛
～フオノンテ・ピル で聴く

モージ〃ント・ガラ・コンナート

[出 目]

オール・モーツァルト・プログラム

歌曲「すみれ」「鳥たちよ、年ごとにJ「寂しい森の中で」「ノンイーゼが不実な恋人の手紙を焼いたとき」
ブアイオソン・ソナタ第24番 ハ長調 K.296

ピアノ・ノナタ 第11番「トルコ行進出付き」イ長調 K.331

歌曲「クローエに」「子供の遊び」「おいで、いとしのツィターよ」「ラツラに寄する夕べの想いJ

ブァイオリン・ソナタ第34番 変口長調 K,378

[出演]

鈴木優人 (フ ォルテピアノ)川 久保賜紀 (ブァイオリン)市原愛 (ツ プラノ)



―ノン・り4/fタノン
～オペラ界の貴公子による名出センクション

[出 目]

カッチーニ～シューベルト～マスカーエ :アブェ・マリア

服部良一 :蘇州夜曲

大中賃二 :椰子の実

山田耕作 tの道、来るか来るか、松島音頭、からたちの花
滝廉太郎 :荒城の月

菅野よう子 1花 は咲く

ドニゼッティ:「 ドン=パスクァーン」よメ何というやさしさ"

ロッシーニ:「 セビソアの理髪師Jよ り“空はほほえみ"、 “私の名を知りたりれば"

プッチーニ:「 トッーランドット」より“誰も寝てはならぬ"

フロトー:「マノンタJよ メ夢のごとく"

ビクシオ:マ リツ愛の言葉を

ナルトソ:タイム・トッ・セイ・夕うノヾイ

ラカジェ:アマポーラ

ラ刀 グラナダ

[出演]

錦繊 健 (テノーノン)多 田聡子 (ピ アノ)

鳥繊健 ル

エリソ・サ乃ノンナラーゼ
スアパー・ピル・ソヴイタノン
～ロン乃ピアニズムの真崩宣

｀
世界最高峰のピアニスト

「世界一のシューマン奏著」(s.ソ ヒテノン)

[出 目]

シューマン:ア ラベスクハ長調 OP.18

シューベルドピアノ・ソナタ第13番 イ長調 OP.120D664
プロョフィェア ピァノ・ソナタ第2番 二短調 OP.14

シューマン:幻想小曲集 OP,12

シューマン(ノ スト編):献呈 ～君に捧ぐ～

リスドスペイン狂詩出

[出演]

エリソ・ブィルナシーゼ (ピ アノ)

▼

　

Ａ
句



ダン・タイ・ソン プロ元 Tス
スペシャノン・コンナート
[曲 目]

プロコノィエフ:束の間の幻影 OP.22よ り

第 1,3,4,う ,6,7,8,10,11,14)16,17,18,19番 *グンタィ・ソン

プロコフィェ刀 弦楽四重奏山 第2番 *ナイユアン・フー、成田、鈴木、菊地

アランク:ピ アノ五重奏 曲 へ短調 ネナイユアン・フー、成田、鈴木、萄地、グン・タイ・ソン

[出 演 ]

グン・タイ・ノン(ピアノ)

ナイユアン・フー、成 田道輝 (ブァイオノン)鈴木学 (ブィオラ)菊地知也 (チェロ)

アンドン乃ロスト×上原彩子 ×川久保賜紀と
音楽祭名講師陣による
超豪華スペジャノン・ガラ・コンナート
[出 目]

ファソギ 7つ のスペイン民謡

ムーア人の繊物/ムルシア地方のセギディーリャ/アストラ~ジアス地方の歌

ホグ/ナ ナ/カンシオン/ポ ロ *高稿

シューマン!幻想小出集 *ィ・ヵンホ

シューマン:芳 とぎの絵本 OP.113米 店村、線木

リスト愛の夢 第3番、ハンガソー狂詩出 第2番 嬰ハ短調 *若イ木

チャイコフスキー(プントニョフ、上原彩子編):「 くるみ割り人形Jよ り

序由、スペインの踊り、ロシアの」TRり (ト レパーク)、 章笛の踊り、花のフルツ *上原

チャイコンスキー:「 1実かしい土地の思い出」OP.42よ り瞑想出、メロディ*川 久保、上原

プッチーニ:「 ラ・ボエームJよ り“私の名前はミミ"*Aロスト

グノーt「 フアウスト」より“宝石の歌"ネ Aロスト

モーツァルド「フィガロの結婚」より"恋 とはどんなものかしら"*Aロスト

[出 演]

アンドンア・ロスト(ソ プラノ)り |1久保賜紀 (ブァイオソン)店村員積 (ブィオラ)イ・カンホ(チェロ)

高橋敦 (ト ランペット)上原彩子、若林頭、練木繁夫 (ピアノ)ほ か

▼
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キソシマ祝祭管弦楽団
巨匠×巨匠 ザろ、―マンとブラームス
18!う 0～ 巨匠・秋山和慶 ×巨匠・堤剛 プントーク

[出 目]

ベートーブェン!「エグモントJ序 由

シューマン:チ ェロ協奏出 イ短調 OP.129

グラームスi交響出 第2番 二長調 OP.73

[出演 ]

秋山和慶 O旨揮)堤 剛 (チェロ)

キツシマ机祭管弦楽団(国 内外のトップアーティストで構成される超豪華スーパーオークストラ)

キソンマ祝祭管弦楽団2017予定中心メンバー

N響首席菱者

フリーランス

ヴアイオリン

藤原 浜雄
スヴェトリンリレtヴ

ナイエアンフー

松原 勝也

伊藤 亮太郎

神谷 未穂

グチェン

長原 幸太

成田 達輝

山本 友重

ツイーチン

ヴィオラ

店村 員積

篠崎 友美

鈴木 学

百武 由紀
チェロ

田中 雅弘

イカンホ

上村 文乃

菊地 知也

西谷 牧人

チェンシャオラとン

死読響ソロ コンサートマスター

フランス放送フィルコンサートマスター

エリザベート王妃国際ヨンクール優勝

元新日本フィルコンサートマスター

N響コンサートマスター

仙台フィルコンサートマスター

蘇)‖ 交響楽団ヨンサートマスター

読響コンサートマスター

ロン=ティボー国際コンクール第2位

束京都響コンサートマスター

台湾フィルNSO)ヨ ンサートマスター

東京都響特任首席奏者

新日本フィル首席奏者

東京都響ツロ首席菱者

元東京都響首席奏者

東京者い響首席奏者

韓国芸術結合学校教授

日木青楽ヨンクール第2位

日本フィルッロチェコ奏者

束響首席奏者

上海交響楽団

コントラバス

吉田 秀

長谷川 信久

フルート

ボール エドモンド=デイヴィス元ロンドン響首席奏者

小池 郁江
オーボエ

広田 智之

池田 昭子
クラリネット

三界 秀実

鎌田 浩志
ファゴット

井上 俊次

岡本 正之
ホルン

日高 同」

齋藤 雄介
トランペット

高橋 敦

中山 隆崇
トロンボーン

池上 亘

古荘 恭英
打楽器

久保 昌一

東京都響

東京都響首席奏者

N響

東京都響首席奏者

読響

読響首席葵者

東京都響首席奏者

囀　初

一充

仙

東京都響首席奏者

東京都響

N響

フリーランス

N響首席奏者

問合せ :宝 山ホール 099-2234221
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樹

▲

ファイカル・コンナート
天上の音楽 モーツァルト・プログラム
『魔笛』、『ジュピター』
そして世界の歌姫ロストで聴く最高のオペラ・アリア

[出 目]

モーッァルド「魔笛J序 曲

モーツァ■1/ド 交響曲 第41番「ジュピターJ

モーッァ7L/ド

「フィガロの結婚」よメとうとう嬉しい時がきた"

「ドン・ジョブァンニ」より“ぶってよマゼット"、 “みてらっしゃい、かわいい人、いい子にしてたら"

「魔笛Jよ メ愛の喜びは消え"

「フィガロの結婚Jよ メ愛の神様 "、 “楽しい思い出はどこに"ハ “恋とはどんなものかしら"

[出 演]

秋山和慶 (指揮)ア ンドレア・ロスト(ノ プラノ)

ファイナル・コンナート・オーケストラ

(音楽祭アーティストおよび受講生で編成された当公演のためのオーケストラ)

‐
Ｉ

　

　

　

　

　

　

Ｒ

8月 4日 [金]開場1400
14i30-17i50(180分 )

みやまコンセーメレ 無料

室内楽クラスコンナート

[出 演]

室内楽クラス受講生と講師アーティスト

8月 4日 [金]開場1830
19iOO-21iOO(12o分 )

みやまコンセール 無料

アンドンア・ロストの

声楽クラスコンナート

[曲 目]モーッァルド歌劇「フィガロの結婚」より

[出演]声楽クラス受講生
※アンドレア・tlス トは出演 しませ ん。

8月 5日 [土]開場15iOO

15i50-17iOO(21o分 )

みやまコンセール 無料

霧島国際音楽祭賞
受賞著ガラ・コンナート

[出 演]

各マスタークラスより推薦された受講生

10



堤岡Jの仙巌園プンミアム・コンナート
世界文化遺産 尚古集成館で聴く

[由 目]

J・
S`バ ッハ :無伴奏チェロ組曲第1番 卜長調 Bwv loo7

ヒンデミッド無伴奏チェロ・ソナタ OP.25,No.3
黛彼郎 :BUNRAKU
カナド無伴奏チェロ組曲

[出演 ]

堤 岡」(チェロ)

三船優子《ピ″》×
テfルプ・エマLル《パタ六―マ⇒
ノリのエスプソ香る素敵な午後

ソWク・ドッ・ノンイユのパフォーマー Rエマーノンと、
ピアニスト三船優子のコラボレーション。
音楽、パントマイム、朗読、歌などの贅沢な企画 !!

[曲 目]

ナティ:ジムノペディ第1番 *三拡

ナティ:「スポージと気晴らしJよ り*三は、Pェマール側読・パントマイム)

ナティ:「自動記述法 Jよ り“船について"、 “ランタンについて"、 “兜について"

*三は、Bェマール(朗読・パントマイム)

ナティ:ピカデリー 米三松、Pェマール(パ ントマイム)

ナ ティ:ジュ・トッ・ブ ～ お まえ力S欲 しい *三船、Pェマール(パ ントマイム僕歌 )

プロョフィェ
‐
/:「シンデンラ」より*三船

モノー(ピア
~/編

):愛の賛歌 *三船、Rェマール(歌 )

[出 演 ]

三船優子 (ピアノ)‐/ィ ソップ。ェマーノン(パ フォーマンス)

11



7/28は 宝山ホールで朝から晩まで、クラシックを身近に感じられる

ヨンサートや気軽に音楽に触れられる体験イベントが盛りだくさん|

合間には市内を散歩するも良し、美味しいものを食べるも良し、

ご家族摘って素敵な一日をコーディネートしてください
1

乃28国除]栖詰挙lM5mの 要鍋卍ム
ま (よ  う

0歳児からのコンサート～魔法のふえ

[曲 目]モ ーッァルドオベラ・アリアより/シュトックメスト歌の翼による幻想曲

ビゼー:「 カルメンJよ り間奏曲/ソ ムスキー=コ ルナコフ:熊峰の飛行

久石譲 :「 となりのトトロ」よメさんぽ"/日本の童謡より

ディズニー映画よりほか

[出 演]」 池ヽ郁江 (フルート)金井玲子 (ピ アノ)※ 電子ピアノを使用します。
※入場時には履物を方脱ぎいただきます。あらかじめご了承ください。

乃28国除]腎該捕5封 5∽5か 墨け己ブ娃
チェロ弾きのコンサート
注目の若手 上村文乃の今を聴く

[曲 目]工 7L/ガ ー:愛 の挨拶/クライスラー:愛 の悲しみ/フ ォーン:エ レジー

サン=サーンス:白 鳥/カサド親愛なる言葉/ポッパー:妖精の」TRり

倉田高 :日 本人形の踊り/中 田喜直 i夏 の思い出/ポッパー:ハ ンガリー狂詩山

[出演]上村丈乃 (チ ェロ)金井玲子 (ピ アノ)

※入場時には履物をお脱ざいただきます。あらかじめご了承ください。

乃28日除]腎諌掲8封 5惚5か 墨けご与′嵯

美しき木管の響き
～幸せのフルート・哀愁のファゴット・名作の世界

[出 目]ク ライスラー:愛 の喜び/チャイコフスキー:花 のフルツ/葉カロ瀬太郎 tエ トピリカ

服部隆之 :真 田九メインテーマ/ハルライン:星に願いを

ロジャース :ナウンド・オブ・ミュージック・メドレー

[出 演]」 池ヽ郁江 (フルート)井上俊次 (フ ァゴット)金井玲子 (ピ アノ)

※入場時には履物をお脱ざいただきます。あらかじめご了承くださいc

【定員60名】全席自由

―舟受¥1,000 高校生以下¥500
年齢問わず入場可 (チ ケットは字L幼児
のお客様も1人 1枚必要です)

【定員180名】全席自由

一般Yl,000 高校生以下¥5③0
[Pコ ード561-290]

ヵ80回 日本

ぱ

=、

か

【定員180名】全席自由
一向父¥lj000 高校生以下Y500
[Pコ ード561‐ 29]]

12

楽器体験 コーナー
普段 ,よ

手にすることのできない
色々な楽器に

実際に負ヨれることができます

[Pヨ ード561289]

小地



乃28日降]科蓄5路 6iO③ o20の
宝山ホール

錦繊 ル ーノン・ゾサイタノン
～オペラ界の貴公子による名曲センクション

[出 目]カッチーニ～シューベ71/卜 ～マスカーニ :アブェ・マリア

8R部長一 :蘇州夜曲

大 中賃二 i椰子の実

山田耕作 モ の道、来るか来るか、松島音頭、からたちの花

滝廉太郎 :荒城の月

菅野よう子 :花 は咲く

ドニゼッティ:「 ドン=パスクァーン」より“何 というやさしさ"

ロッシーニ :「 セビリアの理髪師」よメ空はほほえみ"

ロッシーニ :「 セビリアの理髪師Jよ り“私の名を知りたりれば"

プッチーニ :「 トゥーランドット」より年維も寝てはならぬ"

フロトー :「マルタJよ り“夢のごとく"

ビクシオ|マ ソツ愛の言葉を

ナルトリiタ イム・トゥ・セイ・グッパイ          ャ

ラカジェ:ア マポーラ

ララ:グラナグ

[出 演]錦繊健 (テ ノール)多 田聡子 (ピ アノ)
錦織 健 日本を代表するオペラ歌手

一―舟父Y5,000
高校生以下Y2,000
[Pコ ード561-287]

一―舟受Y4,000
高校生以下Y2,500
[Pヨ ード561-288]

フL28日 [金]離 るP21i③③920剣 宝山ホール

エゾソ・カ ノンナラーゼ
スアパー・ピ/ソ・ゾサイタノン
～ロシ乃 ピアニズムの真髄 i世界最高峰のピアニスト

[曲 目]シューマン!ア ラベスクハ長調 OP 18

シューベルドピアノ・ノナタ第13番 イ長調 OP.120D664
プロコフィェフ:ピァノ・ノナタ 第2番 二短調 OP.14
シューマン!幻想小曲集 OP。 12

シューマン/リ スド献呈 ～君に捧ぐ～

リスドスペイン狂詩出

[出演]ェ リノ・ティルナ ラーゼ (ピ ァノ)

ブィルナラーゼご紹介

トリビシの芸術一家に生まれ、かのリヒテッレから「世界一の

シューマン奏者Jと 称されたブィルナシーゼは、シューマン作

品の最も優れた解釈を行う演奏家であると同時に、ロシア音

楽においても幅広いレパートリーを持つ、ロシア・ピアニズム

の正統な後継者にして世界最高峰のピアニストである。

エリツ・ウィルサラーゼ

ク至れ   
院教授、チャイコフスキー国際コンクール第3位、シューマン国際コン
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一流のコンサートを

気軽にお聴きもヽただける

名物企画

a▲ お ん が くの さ ん ぽ

業の散
みやまコンセール

:名手ノンセブが貝曽る極上のメンデルスゾーン
鶏義:あ転歩品rl~ハ

H V B一
日

―
 帥

旨
[山 副

子室 託 ぞピて
ノニ重奏曲第嬬 卜短調 隊 しみの二重奏由J          務 トリンリレセヴ

パリ国立高等吉楽院教授
`ぜ 7 ,~~君争まキFh を ■ョβ _■言■日 ハ   /nダ 畳

岬
子ラニ落野が言畳垂罷挫嬬紡

督つントベノンク変奏出―弦楽五重奏version
畳裏あま貫祈

久

[出 演]スブェトリン・ルセブ(ブァイオリン)上村文乃 (チェロ)若林顕 (ピ アノ)

魯話千]笠、十品也嗣」～ヮ変奏山弦       ・・・松原 勝也
五重奏版 抜粋                  干率F日 末

炒
   宮

L田 日」 J.じ ./｀ ン 叫` 尿 妨 也 加 ノ・コ ノレ
「

ヘ ノレク 変 奈 lLL弘 !ユ 里 公 版  玖 科                   元新 日本フィルハ モ
ニー交響楽団二一交響楽団
コンサートマスター

岳
醐 徹 胤 敗 渤 Kヵ 刺 均 就 轍 ヵ 楊 珈 咋 づ 割 京 執 カ

鋭

聴 講 しよう!マスタークラス 舗 習会)         霧島国際音楽祭《友の会》に

多くの著名音楽家を輩出しているマスタークラス。学びの場に立ち会いませんか?   参功日しませ ん力う?

※公開レッスンの開催日は6月 中旬頃に決定します。お「TEい 合わせ下さい。
者楽容を支援する音楽愛好家で成り立ってぉり、

[町よ誰十]午 前(9:30～ 1230)/午後 (14:00～ 17:00)各 Yl,000(高 校生以下Yう 00)         庇児島・霧鳥市全域の2つ の「友の会Jが特色ある活動を展開中。

全日(9:30～ 17:00)※ 12t30～ 14:00は 休憩  Yl,う 00(高校生以下Y700)         音楽容を一緒に楽しみましょう。

年会賛、4寺典などは友の会ごとに異なります。

[当 日受 lNl]音 楽祭事務局 (み やまコンセール楽厘日)に て                       入会手続き、評細のお岡い合わせは各事務局まで。
・聴討の際は、前:接 会場にお越しにならず、必ず受付にお寄り下さい。
`会場はクラスによって共なります。                                ◆虎児島友の会

■|:0992226208(庇 児島市加冶星町215加 治屋 r」 Nビル104)

◆きりしま友の会
闘1099う 421119(霧島市教育委員会文化振興課内)
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q往路のみlq出Jdd

英国の名乃レールiスト率
音楽の散歩 vOl。 3ファミリー・コンサート

[曲 目]グリーグ !「 ペール・ギュントJ組山より
モーッァルドアイネ・クライネ・ナハトムジーク
ノミッヘノレベノレ:カノン
ロジャーズ :「 ナツンド・ォブ。ミュージックJょ り

[出 演]ポ ール・エドモンド=デイブィス(フルート)広 田智之 (オ ーボェ)

岡本正之 (フ ァゴット)日 高阿」(ホ ルン)

三界秀実 (ク ラリネット)

d往路のみlq出出dd

約25名 のチェリスト集合 !!

音楽祭名物「チェロ。ォー先紺ラ」
音楽の散歩 v01.4

[曲 目]グソーグ :ホ 7L/ベルク組曲

ロッシーニ :「 ツィリアム・テル」序 山
フイッツェンハーゲン!ア ヅェ・マツア

[出 演]【 チェロ・ォーヶストラ】堤剛、日中雅弘、菊地知也、上村丈乃、西谷牧人、イ・ヵンホ
吉田秀 (ヨ ントラバス)ほ か

岬 1復路のみD

工短調 D810「 死と乙女J(弦楽合奏版 )

東京都交害兵団首席奏者
第 1回 辱島国際舌楽祭賞
受真

お 得 な 1日
~/ソ

千パ ス 券 の ご案 内 下記公演はすべて同じお席でお楽しみいただけます !

7/30[日 ]「音楽の散歩v01.3～ v01.6の 4公演J一般 Y3,000 高校生以下 Yl,う oo*みやまコンセール (099う 788000)の みで販売 【6月末まで】

〓ン
　
　
・一

・　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
モ
　
　
一言

タ　
　

　

　

エ

ス

‐　　　　　　　　サわ
， 荏

！小
テ

・〓
・ヨ

門 1復路のみD

菊地 知也
日本フィルハーモエー
交書楽団
ツロ チエ□奏者.

事6回 第8回 辱島国際
言楽祭特】」奨励具受賞

藤原 浜雄
元読売日本賓書楽団
ツロ コンサートマスター

長原 幸太
読売日本交響楽団
コンサートマスター

第18回事島国祭言楽祭
tt別奨励賞受貿

ター長原幸太プロデヒース

[曲 目]ブラームス:ピ アノ四三奏出 第2番 イ長調 ①P.26

[出 演]長原幸大(ブァィォリン)鈴木字 (ブィォラ)田 中雅弘 (チ ェロ)線木繁夫(ピアノ)

15

いる《木管アンナンカの

田中 雅弘

キノンマ・ストリング・アンナンブル~ドラマカ ックな弦楽合
音楽の散歩 v01.5

[山 目]シ ューベルト(マーラー編 )÷ 弦楽四三奏曲 第14審

[出演]藤原浜雄 (ブァィォソン/コ ンサートマスター)山木友重 (ヴァィォリン)百武由紀 (ブィォラ)

西谷牧人 (チェロ)吉 田秀 (ョ ントラバス)キ リシマ・ストリング。アンナンブル ほか

読響七ンナートマス
《ピアノ・カリンテット》
音楽の散歩vol.6



上原彩子 ×川久保賜紀
霧島国際音楽祭in熊本
[出 目]ブラームス:ブァイオリン・ソナタ第1審 卜長調「雨の歌」OP.78

リスト 巡礼の年 第2年「イタリアJよ り第7曲「ダンテを読んで―ソナタ風幻想由J

ェS.ノミッハ:パルティータ第2呑 二短調 BWV1004よ り「シャコンヌ」ほか

[出演]川久保賜紀(ブァイオリン)上原彩子 (ピ アノ)

上原彩子 川久保 賜紀
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豪華メラ ―ヾによる世界の名曲と,カブァノンディ『四季』
[山 目]ブィブァルディ:ブァイオリン協奏曲集「四季J*川 久保、成田、神谷、り・イーナン

ナシナーテ:ナブァシ *川久保、神谷

ナシナーテ:ツ ィゴイネルフイゼン ネ成田 ヤIか

[出演]海老原光 (指揮・トーク)神谷未穂、り・イーチン、川久保賜紀、成田道輝 (ブァイオリン)

篠時友美 (ブィオラ)西谷牧人 (チ ェロ)吉 田秀 (コ ントラバス)ほか

ふれあいヨンサートin徳之島

平成29年度霧島市民会館自主丈化事業

霧島国際音楽祭2017× 霧島市民会館

ピル !ぴあの!!Piano
～楽しさあふれる、ピアノの祭典～

[曲 目]モ ージァルド トルコ行進出、2台のピアノのためのソナタ第1楽章
ショパンi小大のフルツ、雨だれ、英雄ポロネーズ

ガーシュイン:シブツディ・イン・ブルー、くるみ割り人形 ヤIか

イリーナtメジューエワ フィリップエマー,レ

[出 演]三船優子、イツーナ・メジューエフ(ピアノ)フィリップ・エマール (パ フォーマンス)

トーク使コンナート

[山 目]ラ フマニノフ:ブォカリーズ ほか

ふれあいヨンサートin中種子町
[由 目]ラ フマニノフ:ブオカリーズ ほ力う

[出演]ア ンクセイ・トカツフ(ト ランペット)馬原裕子 (ツ プラノ)大迫貴 (ピ アノ)

問合せ :徳之島町文化会館 0997-85」 682

ふれあいヨンサートinかのや
[曲 目]チャイヨンスキー:花のフルツ ほか

[出演]ア ンクセイ̀ト カンフ(ト ランペット)馬原裕子 (ツ プラノ)大迫貴 (ピ アノ)

問合せ :種子島こり～な 09972みこ711

ふれあいヨンサートin志布志
[出 目]チャイコンスキー:花のフ71/ツ  ほか

[出演]」 池ヽ有F江 (フ 7t/― 卜)井上俊攻 (フ ァゴット)金井玲子 (ピ アノ)

問合せ :リナシティかのや 芸術文化学習プラザ 0994-35-1001

[出演]刀 池ヽ郁江 (フ ルート)井上俊次 (フ ァゴット)金井玲子 (ピ アノ)

問合せ :志布志市文化会館 099-472-5050

[出 目]ドヴォルザーク:わ が母の教えたまtヽ し歌 ほか
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漬田酒造 薩摩金山蔵ヨンサート
[出 演]馬原裕子 (ツ プラノ)大迫貴 (ピアノ)※ 電子ピアノを使用します。



ア 周 22日 [土]開 場18i0019!50-2]iOO oo分)霧 島 神 宮 無料慌天の場合は公演を中止します。)

島神宮 かカウ火コンナート
ララ:グラナダ

いずみたく:見上げてごらん夜の星を
プッチーニ:「ジャンニ・スキッキ」より“私の方父さん" ほか

[出演]新 国立劇場合唱団アンナングル (4名 )

[直野容子(ノ プラノ)立川かずさ(アルト)大木太郎 (テノーノン)徳吉博之(バス)]

石野真穂 (ピアノ)※電子ピアノを使用峡す,

豹 24日 開 ]開場25013!○ ○封4!○ OGの 8月 8日 [火]開場74518i30-20封 0000
湧水町いきいきセンターくりの郷 無料 鹿児島市民文化ホール (第 1)無料(要整理券)

[曲 目]グノー:アプュ・マリア
ブェルディ:『椿姫』より“車乞杯の歌"

ヘンデル:オンブラ・マイ・フ ほか

[出 演]局原裕子 (ノ プラノ)大迫貴 (ピアノ)

問合せ:湧水町いきいきセンター くりの郷 0995-74」 811

7月 19日 [水]開場刊4512115-15,○ ○
“
5か

鹿児島県庁2階回ビー 無料

県民ふれあいヨンサートin鹿児島県庁
[曲 目]チャイコァスキー:「 白鳥の湖Jよ り“ナポリの踊 )〕 ほか

[出 演]ア レクセイ トカレフ(ト ランペット)

大迫貴 (ピアノ)※電子ビアノ却卸しま汽

湧水町アフタヌーン・コンサート

ア周21日 [金]12100封 2120仔D
鹿児島空港 2階出発回ビー 無料

エアポート・エクスプレス・ヨンサート
[出演]馬原裕子 (ソ プラノ)大迫貴 (ピアノ)米守たァノを使用しまチ
×運的 によっては中止になることがあります.

霧島国際音楽祭連携事業

MBCユースオーヶストラ

[曲 目]ナラナーテ:ッ ィゴイネ71/フ イゼン
ムソルグスキー:展覧会の絵 ほか

[出 演]尾 崎晋也 (指揮 )

り・イーチン(プァイオリン)MBCュースォーヶストラ

問合せ:MBcユ ースォーケストラ事務局 0992232523

7月 27日 [木]開場]]:5o12!○○-15iOOに。a
霧 島 ア ー トの 森  無料 ※入園料が居嵯 必要

ミュージアム・コンサート
[曲 目]ク ライスラー:愛の喜び/ハルラィン:星 に願いを

ロジャース:ナツンド・オブ・ミュージック・メドレー ほか

[出 演]」 池ヽ郁江 (フ ルート)井上俊攻 (フ ァゴット)金井玲子 (ピ アノ)※電子ピアノを使用します。

問合せ :霧 島アートの森 099574-5945

乃50国 [日]20ioo頃
大隅横川駅 無料

大隅横川駅平和ヨンサート
[出演]トランベットクラス受講生

金井玲子 (ピ アノ)

8月 1日 [火 ]

高千穂小学校

[出演]

小池郁江 (ア ルート)

全井玲子 (ピアノ)

新国立劇場合唱団アンサンブル 14名 )
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Artists
出演アーティスト

堤 岡」
Tsuyoshi TsuTsuMl

サントリーホール館長。
サントリー芸術財団代表理事。
桐朋学園大学特任教授。
芸術院会員。

秋山 和慶
1(3Zuyoshi AKlYAMA

東京交響楽団
桂冠指揮者。

海老原 光
Hikaru EBIHARA

鹿児島県出身。2007
年ロブロ・フォン・マ
タチツチ国際指揮者
ヨンクール第3位。

伊藤 亮太郎
Ryotaro lT0

NHK交響楽団
コンサートマスター。
第15回霧島国際
音楽祭賞受賞。

神谷 未穂
Miho KAMlYA

仙台フィルA一 モ
ニー管弦楽団ヨン
サートマスター。

川久保 賜紀
T3maki KAWAKUBO

2002年 チャイコ
フスキー国際ヨン
クール最高位。

グ・チェン
Chen GU

蘇州交響楽団
ヨンサートマスター。

長原 幸太

読売日本交響楽団
コンサートマスター。
第18回霧島国際
音楽祭特別奨励賞
受賞。

成田 達輝
Tatsuki NARlTA

2010年 ロン=ティ
ボー・2012年エリ
ザベート各第2位。
第29回 霧島国際
音楽祭大賞受賞。

藤原 浜雄
Hamao FUJlVVARA

元読売日本交響楽
団ソ回・コンサート
マスター。

松原 勝也
Katsuya MATSUBARA

元新日本フィルA―
モニー交響楽団
コンサートマスター。

山本 友重
Tomoshige YAMAMOTO

東京都交響楽団
ヨンサートマスター。
第10回 霧島国際
音楽祭特別奨励賞
受賞。

り・イーチン
1-Ching Ll

台湾フィルハーモ
ニック(NSO)コ ン
サートマスター。

スヴェトリン・
ルセヴ
SvetHn ROUSSEV

パリ国立高等音楽
院教授。

篠崎 友美
TornomiSHlNOZAKl

新日本フィル八一
モニー交響楽団
首席奏者。

鈴木 学
Manabu SUZUK,

東京都交響楽団
ソ国首席奏者。

店村 長積
MazumiTANAMURA

東京都交響楽団
特任首席奏者。

百武 由紀
Yuki HYAl(UTA(E

元東京都交響楽団
首席奏者。

田中 雅弘
Masahiro TANAKA

東京都交響楽団
首席奏者。
第1回霧島国際吉
楽祭賞受賞。

菊地 知也
TomoyB KlKuCHI

日本フィル八一モ
ニー交響楽団ソロ
・チェ回奏者。
第6回・第8回霧島
国際音楽祭特別奨
励賞受賞。

上村 文乃
Ayano KAMlMURA

第80回 日本音楽
コンクール第2位。
第30回 `第33回霧島
国際音楽祭賞受賞。

イ・カンホ
Kangho LEE

韓国芸術総合学校
教授。
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チェン・
シャオジュン
Shao」 un CHEN

上海交響楽団
チェ回奏者。

西谷 牧人
Makに o NlSHlYA

東京交響楽団
首席奏者。

吉田 秀
Shu Y05HlDA

NHK交響楽団
首席奏者。

小池 有F江
lkue l(01(E

東京都交響楽団
フルート奏者。

ポール・
エドモンド=
デイヴィス
Paul
EDMUND― DAV,ES

元回ンドン交響楽
団首席奏者。

池田 昭子
Shoko l(EDA

NHK交響楽団
オーボエ奏者。

広日 智之
Tomoyuki HlROTA

東京都交響楽団
首席奏者。



鎌田 浩志
Hirosh KAMATA

読売日本交響楽団
クラリネット奏者。

齋藤 雄介

仙台フィル八―モ
ニー管弦楽団
ホルン奏者。

三界 秀実
H derni MIKAl

東京都交響楽団
首席奏者。

井上 俊次
Toshitugu lNOUE

読売日本交響楽団
首席奏者。

高橋 敦

東京都交響楽団
首席奏者。

岡本 正之
Masayuk oKAMOTO

東京都交響楽団
首席奏者。

アレクセイ・
卜カレフ
Alexet Tol(AREV

元サンクト・ペテル
ブルグ交響楽団
首席奏者。

中山 隆崇
Takash NAKAYAMA

東京都交響楽団
トランペット奏者。

ヴィルサラーゼ
Eti50 ViRSALADZE

モスクワ音楽院教授。
1962年チャイコフス
キー国際ヨンクール
第3位。
1966年シューマン国
際ヨンクール優勝。

日高 岡」
Tal(eshi HlDA〈 A

元 NHK交 響 楽 団

ホルン奏者。

池上 亘

NHK交響楽団
卜ロンボーン奏者。

上原 彩子
Ayaro UEHARA  マ

2002年 チャイコ
フスキー国際ヨン
クール第1位。

古荘 恭英
Takahide FURUSHo

武蔵野音楽大学卒
業、同大学院修了。

ダン・タイ・
ソン
Th31SOn DANG

1980年 ショパン
国際ピアノ・コン
クール優勝。

久保 昌一
Shoichi t(uBo

鹿児島県出身。
NHK交響楽団
首席奏者。

三BAA優子
Yuko MiFUNE

第5ア 回日本音楽
コンクール第1位。

ソプラノ

市原 愛
Ai lCHIHARA

第 13回 日本モー
ツアルト音楽ヨン
クール第1位。

イリーナ・
メジューエヮ
!市na MEJOUEVA

ロシア出身。

第4回 Eフ リプセ
国際ヨンクール
優勝。

馬原 裕子
Hiroko MAHARA

鹿児島県出身。
第ア7回 日本音楽
コンクール第3位。

若林 顕
Al(ira vvA(ABAYASHl

1987年エリザベート
王妃国際コンクー
ル第2位。

ツプラノ

アンドレア・
回スト
Andrea ROST

世界5大歌劇場を
制覇した
プリマドンナ。

鈴木 優 人

ピアニスト・チェン
バ リス ト・ォルガ
ニスト・指揮者。作
曲家 ,演 出家・プロ
ァューサー。

錦織 健

日本を代表する
オペラ歌手。

フィリップ・
エマール
Phi“ ppe AYMARD

10年 にわたリシル
ク・ドウ・ソレイユ
に在籍。映画「オケ
老人」等に出演。

ンフリレ

昌S報 )伊

ツシヨカ姶唱団か

石野 真穂
MBho lSHiNO

新国立濠J場ォペラ
研修所ピアニスト。

小サ|1英子
E‖(o OGAVVA

カナダU B c schOOtof
MU5iC修士課程修了。

小森谷 裕子
H市 oko KoMoRlYA

第9回チャイコフスキー
国際コンクール
最優秀伴奏者賞受賞。

三又 瑛子
Akiko MIMATA

桐朋学園大学弦楽部
嘱託演奏員。

占部 由美子
Yumiko uRABE

ミュンヘン音楽大学
教授。

金井 玲子
Re‖ (olく ANAl

第1/回ヴィットリオ・
グイ国際室内楽 ヨン
クール第2位。

須関 裕子
Hiroko susEKl

桐朋女子高等学校・
桐朋学園大学
非常勤講師。

柳瀬 直子
N30kO YANASE

第5回大曲新人音楽祭
優秀賞受賞。

大迫 貴
Takashi osak。

鹿児島大学非常
勤講師。

久下 未来
Mirai KuGE

桐朋学園大学音楽学言【
嘱託伴奏員。

多田 聡子
SatokO TADA

東京藝術大学
非常勤講師。



Access[交 通アクセス]

※7/248/6期 間中のみ

鹿児島交通「霧島いわさきホテル行き」にご乗車ください。

○鹿児島空港発(約25分 )

みやまコンセール前 臨時バス停※下車

○霧島市役所(国分)発 妙見・日当山経由(約60分 )

みやまコンセール前 臨時バス停※下車

○国分駅発 霧島神宮経由(約50分 )

丸尾バス停下車、タクシー5分

(

p2のい」マークの公演は、鹿児島市内から臨時バスが運行されます。
(バス時亥」表は音楽祭公式HPをひ覧ください)

[お問合せ]鹿児島交通 099-258‐ 0668(平日)099-223‐ 0338(土日祝)

… す い

磁化されたパイプを通して克填された

ナチュラノンミネラノンウォーター

指宿0

霧島全解水は、ジャパンライノ
生産されています

電荷パフラ縛
①
株式会社

霧島全海水工場/窟児島県霧島市牧国町高千穂 3168‐ 3
本社/東京都千代口区西神口 2‐ 3‐5ジャパンライフビル

●ヤマハピアノ・鍵盤薬器 ホームページ ittF//jpン amaha corn/,ia■o/
●ヤマハピアノのお問い合わせは、お客様コミュニケーションセンター ピアノご相談窓日彰 0570003808

営業時間:月 曜～金曜10:00～ 17:00(祝 日およびtンター指定休日を除く)

株 式 会 社 ヤ マ八 ミュージック ジ ヤパ ン



〇艇 0

ハイビスカスに想いを乗せて

新型機ATR42・ 600



水と生きる SLEttTORY

出会 う。育む。分 かちあう。

ナ ン トリーの文化活動

1986年 、「世界一美 しい響き」をコンセブトに誕生した

ナントリーホールは、世界の名だたる音楽家、

そして聴衆の皆様にご愛顧いただき、昨年 30周年を迎えました。

芸術 と人との良き出会いをつくり、ともに文化を育み、

感動を分かちあう。豊かな生活文化に貢献したいという

創業当初から変わらない思いを胸に、ナントツーは

さまざまな文化活動ゃ学術研究の助成に取 り組んでいます。

2017年 2月 ～ 8月 は改修工事のため休館中です69月 よリリニューアル オープンいたします。

SUNTORY HALL





チケットインフオメーション
Ticket information

5月13日 (土)

より

みやまコンセール 0995‐78‐ 8000 一般発売

宝山ホール 099‐ 225‐4221
窓回購入 電話予約

陪回のみ取扱し対十字屋CROSS/山形屋/ブックスミスミオプシア/国分とらや/霧島市民会館

先行電話予約

5月 6日 (土 )10:00～

●かごしまミューズ・クラブ 1公演につき、4枚まで10%OFF。 対象外の公演も否ざいます

お問い合わせ!か むしまミューズ クラブ事務局0995788000

0霧島国際音楽祭友の会 期間中、会員特別割引を受けられます。※詳細は各友の会事務局へ。(友 の会の詳細は14ページをむ覧ください)

08/2(水 )キ リンマ祝祭管弦楽回のみ5/7(日 )AM10:00～ 受付

ローソン准め ミニストップ各店
回一ソンチケット 0570口034‐008
(Lコ白―ド82108)※一部のコンサートを除く

チケットぴあ 0570口 02口9999
コンビニなどで

購入 ファミリーマート各店
▼

イープラス http:〃eplus口 jp
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公益財団法人ジエスク音楽文化振興会
〒1500002東京都渋谷区渋谷2-]6

※やむを得ない事情により出演者・出目は変更になる場合があります。 ※有料ヨンサー トについては、特に記載のない場合、未就学児の入場はご遠慮ください。

鹿児島県

0.鹿児島県 公益財団法人鹿児島県文化振興財団

公益財田法人ジエスク音楽文化振興会
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鹿児島トヨタ自動車/鹿児島トヨペット/トヨタカローラ鹿児島/ネッツトヨタ鹿児島/ネッツトヨタ南九州/トヨタレンタリース鹿児島
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鹿児島銀行 /b/1BC畠 中文化基金 /セイカ食品 /九州タブチ /坂元醸造 /三井ホーム鹿児島 /セイカス示―ツセンター /十字屋
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霧島国際ホテル /ホテル霧島キャッスル /霧島いわさきホテル /霧島観光ホテル /旅行人山荘 /橿七こ致

鹿児島県立霧島自然′3、れあいセンター /鹿児島カテドラル・ザビエル記念聖堂 /霧島神宮 /ホテル京セラ/霧島市立高千穂小学校

鹿児島交通 /霧島国際音楽祭 鹿児島友の会・きりしま友の会

外務省 /文化庁 /国際交流基金 /駐大阪大韓民国総領事館韓国文化院 /鹿児島県教育委員会 /鹿虎尋市

鹿児島市教育委員会 /霧島市教育委員会 /湧水町 /霧島市観光協会 /霧島山麗湧水町観光協会 /戸曰本斉琶社 /MBC南日本放送

特別提携  中国交的示麦展基金会   提携  南日本音楽コンクール
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