
期間：3月21日（水・祝）～3月28日（水）

第14回
茨城国際音楽アカデミーinかさま
ジュニアコース（ヴァイオリン）を開講

　国際的に活躍する若手音楽家の育成に寄与し、地域の活性化を図ることを目的に開催する茨城国際音楽アカデ
ミーinかさま。今年も世界最高峰の講師陣を招き、将来のトップアーティストを目指す受講生が笠間に集います。今回
は、これまでのヴァイオリンスクールをリニューアルし、ジュニアコース（ヴァイオリン）として開講します。
　期間中は、レッスンの一部公開や世界的演奏家である講師陣によるコンサート、市民演奏家等による街角コン
サートなどのイベントを開催し、多くの人々に音楽に触れる機会を提供します。笠間市内の会場のほか、県民文化セ
ンター（水戸市）でのコンサートも行われます。

　茨城国際音楽アカデミーinかさまは、世界的な先生方にお越しいただき、将来
プロの演奏家を目指す若者を指導する講習会として2005年から続けており、今
回で14回目となります。これまでに笠間の地で学んだ方たちの中から、演奏家と
して世界的に活躍する方や、有名なコンクールで上位入賞する方もたくさん育っ
ています。ぜひ若い皆さんを応援していただければ幸いです。また市民の皆さま
にもご参加いただけるように、さまざまな企画をご用意していますので、ぜひお楽
しみください。

　レッスンの様子を多くの方に間近でご覧いただくため、すべての時間帯でヴァイオリンとピアノのレッスンを
公開します。聴講料は1回900円（高校生以下600円）。また、1日券など割引券もご用意します。
　なお、3月21日（水・祝）はすべての方、3月24日（土）は茨城県民の方が聴講無料です（ご住所が確認できる
ものをご提示いただきます）。ぜひご覧ください。

辰巳 明子　音楽監督からのメッセージ

第14回 茨城国際音楽アカデミーinかさま 参加講師

公開レッスン  茨城県教育研修センター（平町1410）

コンサート

＜ヴァイオリン＞
　ザハール･ブロン（ケルン音楽大学、チューリッヒ音楽院教授）
　ボリス・クシュニール（ウィーン国立音楽院、グラーツ国立音楽大学教授）
　辰巳明子（桐朋学園大学特命教授）

　澤　和樹（東京藝術大学学長・教授）

＜ピアノ＞
　ジャン=クロード・ペヌティエ（元パリ音楽院、エコール･ノルマル音楽院教授）

　岡本美智子（桐朋学園大学特命教授）

　村上弦一郎（桐朋学園大学教授）

　伊藤　恵（東京藝術大学教授、桐朋学園大学特任教授）

世界最高峰の演
奏に触れる

　アカデミーの講師･受講生によるコンサートを開催します。世界トップクラスのコンサートをぜひご堪能くだ
さい。

★伊藤　恵　ピアノ･リサイタル
難関ミュンヘン国際コンクール･ピアノ部門で優勝した唯一の日本人ピアニスト
ベートーヴェン2大ソナタとショパンの練習曲を弾く
日　時　3月21日（水・祝）　午後2時開演（4時終演予定）
会　場　笠間公民館 大ホール

出演者　伊藤　恵（ピアノ）
料　金　大人1,500円 　高校生以下1,000円（全席自由）
曲　目　ベートーヴェン：ピアノ･ソナタ「ワルトシュタイン」
　　　　ベートーヴェン：ピアノ･ソナタ「熱情」
　　　　ショパン：12の練習曲 Op.25

★川久保賜紀　アフタヌーン･コンサート
チャイコフスキー･コンクール最高位のヴァイオリニスト 
ブラームスのソナタとヴァイオリンの名曲集
日　時　3月25日（日）　午後1時開演（2時終演予定）
会　場　県教育研修センター 大研修室

出演者　川久保賜紀（ヴァイオリン）　イリーナ･ヴィノグラードワ（ピアノ）
料　金　大人1,000円　高校生以下500円（全席自由）
曲　目　エルガー：愛の挨拶
　　　　クライスラー：愛の喜び
　　　　ブラームス：ヴァイオリン･ソナタ第3番　ほか

★ザハール･ブロン　アフタヌーン･コンサート
レーピン、ヴェンゲーロフ、樫本大進、庄司紗矢香、川久保賜紀…
数々のトップアーティストを育てた名教授で名演奏家ザハール･ブロンが贈る
オール・ロシア･プログラム
日　時　3月25日（日）　午後3時開演（4時終演予定）
会　場　県教育研修センター 大研修室
出演者　ザハール・ブロン（ヴァイオリン）　イリーナ・ヴィノグラードワ（ピアノ）
料　金　大人1,000円　高校生以下500円（全席自由）
曲　目　ストラヴィンスキー：ディヴェルティメント
　　　　チャイコフスキーの小品
　　　　シュニトケ：古い様式による組曲

★笠間日動美術館　ミュージアム･コンサート
美術に囲まれる極上の空間で聴くスペシャルな時間
夜のミュージアムに響く無伴奏ヴァイオリンの音色
日　時　3月23日（金）　午後6時30分開演（7時30分終演予定）
会　場　笠間日動美術館　パレット館１階

出　演　宮﨑真莉子、後藤　康、東　亮汰、飛田和華（ヴァイオリン）
料　金　大人1,000円　高校生以下500円（入館料込み・パレット館展示室がご覧になれます）
曲　目　J.S.バッハ：シャコンヌ
　　　　ダンクラ：きらきら星変奏曲　ほか
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★ステューデント･コンサート
講師に推薦されたアカデミー選抜受講生たちによるコンサート
将来の音楽界を担う若き音楽家たちを応援しませんか
日　時　3月28日（水）　午後１時15分開演（4時15分終演予定）
会　場　県教育研修センター 大研修室
出演者　講師から推薦された受講生たち
料　金　500円（全席自由）

音楽講座 〈入場無料〉

音楽講座「往年の名演奏家をたずねて」
　ヴァイオリンではティボーやクライスラー、ミルシ
テイン、オイストラフ、そしてピアノではコルトーやパ
ハマン等々。語り継がれる往年の名演奏家たちをご
紹介します。

セミレッスン 〈無料〉

　アカデミーの日本人講師による小中学生を対象と
した短時間（15分程度）のピアノのセミレッスンを開催
します。

★ヴィヴァルディ「四季」＆バッハ スペシャル･コンサート
名匠ブロン×注目の若手×Ｎ響メンバー
日　時　3月24日（土）　午後2時開演
会　場　県民文化センター 小ホール
出演者　ザハール･ブロン、小川恭子、河井勇人、
　　　　土岐祐奈（ヴァイオリン）、かさま祝祭合奏団　
料　金　1,500円（全席自由）※未就学児入場不可
曲　目　パッヘルベル：カノン
　　　　J.S.バッハ：ヴァイオリン協奏曲 第１番・Ｇ線上のアリア・２つのヴァイオリンのための協奏曲
　　　　ヴィヴァルディ：「四季」（全曲）

日　時　3月23日（金）　午後3時～4時30分
会　場　県教育研修センター レストラン

講　師　西原　稔（桐朋学園大学教授）

日　時　3月26日（月）午前10時～〈8名〉
会　場　県教育研修センター
講　師　岡本美智子（桐朋学園大学特命教授）

※事前申し込みが必要です。
 【申し込み期限　2月28日（水）】

街角コンサート 〈無料〉 　アカデミー期間中は、市内外の音楽愛好家が市内各
所でさまざまなジャンルのコンサートを開催します。

★親子で楽しむ名曲コンサート
「坂の上の雲」「ラヴェンダーの咲く庭で」
「カヴァレリア･ルスティカーナ間奏曲」…
名曲をたっぷりお聴かせします

日　時　3月25日（日）　午前11時開演（12時終演予定）
会　場　友部公民館 大ホール

出演者　寺沢希美（ヴァイオリン）、河地恵理子（ピアノ）

　　　　笠間市出身受講生：飛田和華（ヴァイオリン）

　　　　　　　　　　　　  森田　凪（ピアノ）
料　金　無料【事前申し込み制・茨城県内の小中学生（および
　　　　　　　その引率者）限定】
曲　目　ヘス：「ラヴェンダーの咲く庭で」テーマ曲
　　　　久石譲：「坂の上の雲」テーマ曲
　　　　マスカーニ：カヴァレリア･ルスティカーナ間奏曲
　　　　ドビュッシー：月の光　ほか

※事前申し込み　2月28日（水）締め切り。くわしくはHPをご覧ください。

※在園児対象のコンサートです。
　一般参加は不可となっておりますのであらかじめご了承ください。

★かさまキッズコンサート
日　時　3月22日（木）　午前10時開演（11時終演予定）
会　場　かさまこども園

出演者　蛯澤　亮、安島　萌、佐藤亜弓
曲　目　上を向いて歩こう
　　　　見上げてごらん夜の星を
　　　　さんぽ　ほか

水戸公演

【チケット取り扱い】
　県民文化センター　TEL029-241-1166ほか
　生涯学習課　※2月28日（水）まで

※小学生からチケットが必要です。
※未就学児の入場はご遠慮ください
（かさまキッズコンサートを除く）。
※曲目は変更になる場合がありますので、
　あらかじめご了承ください。

チ
ケ
ッ
ト
販
売
先

生涯学習課

笠間公民館

友部公民館

岩間公民館

笠間ショッピングセンター

e+（イープラス）

（平日のみ）※受付時間　午前8時30分～午後5時15分　TEL 0296-77-1101（内線381）

（月曜休館）TEL 0296-72-2100

（月曜休館）TEL 0296-77-7533

（月曜休館）TEL 0299-45-2080

ポレポレシティ1階ポレポレカウンター　TEL 0296-70-1234

http://eplus.jp

3月22日（木）午後7時～8時

日　　　時 会　　　　場 出　演　者

地域交流センターともべ「トモア」
1階マルチホール（友部駅前1-10）

3月24日（土）午前11時～12時 笠間工芸の丘クラフトホール
（笠間2388-1）

3月26日（月）午後7時～8時 地域交流センターいわま「あたご」
1階多目的ホール（下郷4438-7）

清永　雅也
Breaker the TV
Saxteto

IRIS

小泉　涼介
水戸三高ミュージカル
女声合唱団　コール・ポプリ
Brother Beats

【問い合わせ】茨城国際音楽アカデミーinかさま実行委員会事務局（生涯学習課内）
　　　　　　　TEL 0296-77-1101（内線381）／FAX 0296-71-3220

飛田　和華
（笠間市出身）

森田　凪
（笠間市出身）

蛯澤　亮（笠間市出身）

てらさわのぞみ かわち　え　り　こ

とび た　わ　か

もり  た　　 なぎ

えびさわ　 りょう あ  じま　　もえ さ とう  あ ゆみ

ブレーカー　　ザ ティービー

きよなが　 まさや

サクステート

アイリス

ブラザー　　　ビーツ

こいずみ  りょうすけ
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会　場　県教育研修センター 大研修室
出演者　講師から推薦された受講生たち
料　金　500円（全席自由）

音楽講座 〈入場無料〉

音楽講座「往年の名演奏家をたずねて」
　ヴァイオリンではティボーやクライスラー、ミルシ
テイン、オイストラフ、そしてピアノではコルトーやパ
ハマン等々。語り継がれる往年の名演奏家たちをご
紹介します。

セミレッスン 〈無料〉

　アカデミーの日本人講師による小中学生を対象と
した短時間（15分程度）のピアノのセミレッスンを開催
します。

★ヴィヴァルディ「四季」＆バッハ スペシャル･コンサート
名匠ブロン×注目の若手×Ｎ響メンバー
日　時　3月24日（土）　午後2時開演
会　場　県民文化センター 小ホール
出演者　ザハール･ブロン、小川恭子、河井勇人、
　　　　土岐祐奈（ヴァイオリン）、かさま祝祭合奏団　
料　金　1,500円（全席自由）※未就学児入場不可
曲　目　パッヘルベル：カノン
　　　　J.S.バッハ：ヴァイオリン協奏曲 第１番・Ｇ線上のアリア・２つのヴァイオリンのための協奏曲
　　　　ヴィヴァルディ：「四季」（全曲）

日　時　3月23日（金）　午後3時～4時30分
会　場　県教育研修センター レストラン

講　師　西原　稔（桐朋学園大学教授）

日　時　3月26日（月）午前10時～〈8名〉
会　場　県教育研修センター
講　師　岡本美智子（桐朋学園大学特命教授）

※事前申し込みが必要です。
 【申し込み期限　2月28日（水）】

街角コンサート 〈無料〉 　アカデミー期間中は、市内外の音楽愛好家が市内各
所でさまざまなジャンルのコンサートを開催します。

★親子で楽しむ名曲コンサート
「坂の上の雲」「ラヴェンダーの咲く庭で」
「カヴァレリア･ルスティカーナ間奏曲」…
名曲をたっぷりお聴かせします

日　時　3月25日（日）　午前11時開演（12時終演予定）
会　場　友部公民館 大ホール

出演者　寺沢希美（ヴァイオリン）、河地恵理子（ピアノ）

　　　　笠間市出身受講生：飛田和華（ヴァイオリン）

　　　　　　　　　　　　  森田　凪（ピアノ）
料　金　無料【事前申し込み制・茨城県内の小中学生（および
　　　　　　　その引率者）限定】
曲　目　ヘス：「ラヴェンダーの咲く庭で」テーマ曲
　　　　久石譲：「坂の上の雲」テーマ曲
　　　　マスカーニ：カヴァレリア･ルスティカーナ間奏曲
　　　　ドビュッシー：月の光　ほか

※事前申し込み　2月28日（水）締め切り。くわしくはHPをご覧ください。

※在園児対象のコンサートです。
　一般参加は不可となっておりますのであらかじめご了承ください。

★かさまキッズコンサート
日　時　3月22日（木）　午前10時開演（11時終演予定）
会　場　かさまこども園

出演者　蛯澤　亮、安島　萌、佐藤亜弓
曲　目　上を向いて歩こう
　　　　見上げてごらん夜の星を
　　　　さんぽ　ほか

水戸公演

【チケット取り扱い】
　県民文化センター　TEL029-241-1166ほか
　生涯学習課　※2月28日（水）まで

※小学生からチケットが必要です。
※未就学児の入場はご遠慮ください
（かさまキッズコンサートを除く）。
※曲目は変更になる場合がありますので、
　あらかじめご了承ください。
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生涯学習課

笠間公民館

友部公民館

岩間公民館

笠間ショッピングセンター

e+（イープラス）

（平日のみ）※受付時間　午前8時30分～午後5時15分　TEL 0296-77-1101（内線381）

（月曜休館）TEL 0296-72-2100

（月曜休館）TEL 0296-77-7533

（月曜休館）TEL 0299-45-2080

ポレポレシティ1階ポレポレカウンター　TEL 0296-70-1234

http://eplus.jp

3月22日（木）午後7時～8時

日　　　時 会　　　　場 出　演　者

地域交流センターともべ「トモア」
1階マルチホール（友部駅前1-10）

3月24日（土）午前11時～12時 笠間工芸の丘クラフトホール
（笠間2388-1）

3月26日（月）午後7時～8時 地域交流センターいわま「あたご」
1階多目的ホール（下郷4438-7）

清永　雅也
Breaker the TV
Saxteto

IRIS

小泉　涼介
水戸三高ミュージカル
女声合唱団　コール・ポプリ
Brother Beats

【問い合わせ】茨城国際音楽アカデミーinかさま実行委員会事務局（生涯学習課内）
　　　　　　　TEL 0296-77-1101（内線381）／FAX 0296-71-3220

飛田　和華
（笠間市出身）

森田　凪
（笠間市出身）

蛯澤　亮（笠間市出身）

てらさわのぞみ かわち　え　り　こ

とび た　わ　か

もり  た　　 なぎ

えびさわ　 りょう あ  じま　　もえ さ とう  あ ゆみ

ブレーカー　　ザ ティービー

きよなが　 まさや

サクステート

アイリス

ブラザー　　　ビーツ

こいずみ  りょうすけ

と　き  ゆう な

お がわきょうこ かわ い  ゆうじん

にしはら　 みのる
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