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指揮　井﨑正浩 チェロ独奏　清水陽介
（ハンガリー、ソルノク市音楽総監督） （岐阜県岐阜市出身）

スメタナ 交響詩「我が祖国」より第2曲「モルダウ」
ドヴォルザーク チェロ協奏曲第1番 ロ短調 作品104

バルトーク 管弦楽のための協奏曲
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日本青少年交響楽団 特別演奏会
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福岡県出身。福岡教育大学音楽科卒業、オーストリア国立ウィーン音楽大学に学ぶ。
指揮法を故安永武一郎、故遠藤雅古、伊藤栄一、湯浅勇治、故エステルライヒャー、
トイリングの各氏に師事。
1995年第8回ブダペスト国際指揮者コンクール優勝。その後ハンガリーの主要オー

ケストラ・国立歌劇場に客演し、ソムバトヘイ市・サヴァリア交響楽団の芸術監督兼常任指揮者、ブダペス
ト・オペレッタ劇場客演指揮者等歴任。“５つの竪琴国際音楽祭”委員会から「リラ大賞」を授与。近年では
ロシア・ナショナル管弦楽団、ベルリン交響楽団、デュッセルドルフ交響楽団への客演も行う。日本では読
響、日フィル、東フィル、東響、東京シティフィル、九響、セントラル愛知響等に客演。
2007年よりハンガリー・ソルノク市の音楽総監督に就任。同市に所属する音楽・文化団体及び施設を
総括する重責を担う。就任後毎年市立交響楽団の定期会員券が数日で完売する等反響は大きい。2015年
1月、音楽総監督としての多岐に渡る活動が認められ、文化功労者に与えられる“カポシヴァーリ・ジュラ賞”、
同年8月にはハンガリー政府・大統領名により、ハンガリーにおける文化、科学、芸術の分野での活躍と
功労に対して、現在民間人に贈られる勲章の最上級勲位のひとつである“金十字功労勲章”を授与される。
現在、ソルノク市音楽総監督、ソルノク市立交響楽団芸術監督及び常任指揮者、日本指揮者協会・会員、
東京指揮研究会・幹事。

トヨタ青少年オーケストラキャンプは、「音楽を通して将来を担う青少年を育成すること」を目的に、1985年
から(公社)日本アマチュアオーケストラ連盟とトヨタ自動車株式会社が連携して開催している合宿研修で、
今年度で34回目を迎えます。
全国のアマチュアオーケストラの青少年約160名を対象にした3泊4日の合宿研修で、第一線で活躍している
プロの演奏家を講師として迎え、演奏指導を行っています。
演奏技術の習得のみならず、運営面も参加する青少年たちが主となり、一つの目標を協力して達成する喜び
を学んでおり、その研修成果は、それぞれが地元に持ち帰り地域のオーケストラ活動に活かされています。
また、海外からの参加者も迎え、音楽を介したグローバルな交流を実現します。
2年間を1クールとしており、第15期にあたる今回は、この演奏会で2年間の練習の成果を発表します。
これからも、彼らのような次世代の地域芸術文化の担い手の育成、豊かな感性をはぐくむような活動となる
ことを目指したいと考えています。

MASAHIRO IZAKI

日本青少年交響楽団 JAPAN YOUTH SYMPHONY ORCHESTRA

指揮  井﨑正浩

6才からチェロをはじめる。
2012年 泉の森ジュニアチェロコンクール 小学生の部 銀賞受賞。
2013年 D.Popper国際チェロコンクール II部門 １位受賞。
2014年 岐阜国際音楽祭コンクール小学生の部１位受賞。セントラル愛知交響楽団と共演。

2015年 柏木広樹 Cello Acoustic Live"音文（おとぶみ）"第四片にて、チェリスト柏木広樹氏と共演。
2016年 チェリスト＝コンポーザー・コンクール 中・高校生の部 銀賞受賞。
　　　　泉の森ジュニアチェロコンクール 中学生の部 金賞受賞。
2012年より毎年、ぎふ・リスト音楽院マスターコースを受講し、2015年 、2016年の２年間はアメリカの
Indiana University  Jacobs School of Musicから招待を受けサマースクールに1ヶ月間参加。
現在、ハンガリーに渡欧し、バルトーク音楽学校、リスト・フェレンツ音楽大学特別才能育成コース在学中。
これまでに山中 ひろみ、林 良一、林 裕、Csaba Onczay、Susan Moses Bloomの各氏に師事。

YOSUKE SHIMIZUチェロ独奏 清水陽介

TOYOTA YOUTH ORCHESTRA CAMP

トヨタ青少年オーケストラキャンプ（TYOC）

日本青少年交響楽団は、「トヨタ青少年オーケストラキャンプ（TYOC）」に参加したメンバーによって編成
されているオーケストラです。その特徴はオーディションではなく、それぞれが所属しているオーケスト
ラの指導者の推薦によって選ばれているということです。これらの青少年が共に学びあった経験を、自分
たちの地元に持ち帰って交流の場を広げ、それぞれの活動を見つめなおし、より一層高めていくことが重
要な目的となっています。既に5700人にのぼる卒業生たちは、現在各地の社会人オーケストラの中心と
なって活躍しています。

15期のトヨタタ青少青少年年オーケストラ第15期
キャンププのテのテーマは「は「色づ色 くTYOC」
です。
個々々が「が 自分自分の原の原点」に返り、この2
年間年間ののキャャンプのプの中で様々な目標に
向か向かってって「自「自己成己成長」し、最終日の演
奏会奏会ではでは綺麗綺麗に色に色づいづいた姿た を披露
したしたい！い！そんそんな願な願いがいがこめられてい
ます。
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岐阜駅岐阜駅岐阜駅からバからバからバからバススで約スで約20分20分0分

●岐●岐阜● バス「バス 市内ル市 ープ線ープ線」で」で
長良川国際国際際会議場議議場会 場北口下北口下下北口下北口下車、徒車、徒車 歩33分歩

●｢三｢三三田洞線洞田 K50・K5・K55｣で5｣でで
長良長良川国際国 会議場議場前下前下車下車、徒歩、徒歩1分分

日本青少年交響楽団交
特別演奏会
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トヨタトヨトヨタトヨタトヨヨ 青少年青少年年少 オオーケケストラストラトラララキャンキャンキャンキャンキ ンプププププ
　　 　 運営運営運運営委員長委員長委委員長委員委員員長員 　夏目夏夏目夏目夏目目扇歩扇歩扇歩扇歩扇

【岐阜【岐阜駅から駅かららからのアクのアクセス】セス

http://www.izakimasahiro.com/index.html
http://www.concert.co.jp/artist/masahiro_izaki/

｢市内市 ループループ左回り左回り｣は｣は
JR岐岐阜駅前阜駅前⑪番の⑪番のりば、
名鉄岐名鉄岐阜駅前前阜駅前前④番の④番の④番の④番のりばかりばかかりばかりばかから乗車ら乗車ら乗車ら乗車
（約1約10分間隔で運隔で 行）行）

名鉄岐名鉄 阜バスターターミナルCナル のりばのりば、、
JR岐阜⑩番⑩番のりばりば（始発始発）からら乗車乗車
(土曜(土曜日は1日は1時間に時間に2本の2本 運行運行)
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