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〈お問い合わせ・お申し込み先〉 霧島国際音楽祭事務局
公益財団法人ジェスク音楽文化振興会
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A B
ヴァイオリン

藤原 浜雄　Hamao FUJIWARA

桐朋学園大学院大学教授
東京音楽大学客員教授
元読売日本交響楽団 ソロ・コンサートマスター

加藤 知子　Tomoko KATO

桐朋学園大学教授
チャイコフスキー国際コンクール第2位

ヴィオラ

店村 眞積　Mazumi TANAMURA

東京音楽大学教授
東京都交響楽団特任首席奏者

チェロ 

堤 剛　Tsuyoshi TSUTSUMI

霧島国際音楽祭音楽監督
桐朋学園大学特命教授、サントリーホール館長
チェロ アシスタント 

菊地知也（日本フィル ソロ・チェロ奏者）

ピアノ

青柳 晋　Susumu AOYAGI

東京藝術大学教授
ロン=ティボー国際コンクール入賞

フルート 

工藤 重典　Shigenori KUDOU

東京音楽大学教授
パリ・エコール・ノルマル音楽院教授

ソロ・マスタークラス 室内楽マスタークラス

グループ参加	（ソロクラスとの同時受講可能）
室内楽クラスは、当音楽祭設立当初の精神を引き継ぐ
柱となるクラスです。	

ストリング・アンサンブル指導
鈴木優人 Masato SUZUKI

バッハ・コレギウム・ジャパン 首席指揮者

室内楽

磯村 和英 Kazuhide ISOMURA　
（ヴィオラ）

桐朋学園大学特任教授
元東京クヮルテット ヴィオラ奏者
サントリーホール室内楽アカデミー
ファカルティ

練木 繁夫 Shigeo NERIKI
（ピアノ）

桐朋学園大学名誉教授
元インディアナ大学教授
サントリーホール室内楽アカデミー
ファカルティ

期間中に行うストリング・アンサンブルコンサートは
鈴木優人が指導、指揮を担当！

コンサートに出演するメンバーは、弦楽器ソロ・マスタークラ
ス、室内楽マスタークラス弦楽器受講生の中から選抜されま
す。※詳しくは合否決定後にご案内いたします。

クァルテット・インテグラ
第41回霧島国際音楽祭音楽監督賞

藤田 真央（ピアノ）
第40回霧島国際音楽祭大賞
チャイコフスキー
国際コンクール第2位

カルテット・アマービレ
第37回霧島国際音楽祭音楽監督賞
ミュンヘン国際音楽コンクール 
弦楽四重奏部門第3位入賞

霧島国際音楽祭は「教える側と教わる側が影響し合って成長する」「技術的、人間的に自立した音楽家を
養成する」ことを理念に掲げ、1980年に国立公園に接する自然豊かな温泉観光地・霧島高原でスタートしま
した。堤剛音楽監督の元、音楽家としての総合的体験ができるカリキュラムが組まれています。霧島で学んだ
受講生達は、国内外で活躍する世界的な音楽家へと成長し、教える側、演奏者として現在の音楽祭を支え
ています。今日ではアジアを代表する音楽祭として国内外から高い評価を得ています。

KAGOSHIMA

近年活躍の受講生



希望者は、受講申込書と同時に下記の資料を提出してください。講師と事務局で審査を行い、各クラス１名程度に受講料の半額を免除します。
○提出資料 ・志願理由書（A4書面1枚 書式は自由）
　 ・指導者からの推薦状（現在または以前師事した指導者が過去1年以内に書いたもの。指導者の連絡先を必ず明記）

プライバシーポリシー：お送りいただいた全ての情報は、公益財団法人ジェスク音楽文化振興会が運営する音楽祭・講習会のためにのみ使用します。許可なくそれ以外のことには使用いたしません。

※合格者には新型コロナウイルス感染症の状況により、受講直前にPCR検査のお願いをさせていただきます。あらかじめご了承ください。

受講生募集要項

奨学制度

日程 2021年7月21日（水）～8月1日（日）	
会場 霧島国際音楽ホール（みやまコンセール）　鹿児島県霧島市牧園町高千穂3311-29　ほか近隣施設

応募資格 1.	原則16歳以上（16歳未満はお問い合わせ下さい。）　　
2.	全期間参加できる人（またはグループ）

オーディション

録音審査で選抜	
過去1年以内に録音した
10-15分程度の自由曲を提
出。（詳細は右記参照）	
	
※室内楽クラスグループ
参加の場合は、同一メン
バーの録音を提出のこと。

下記の方法でデータを送付。
〇YouTube	上にアップロードした動画	
URLを申込書の備考欄またはメール本文に明記。YouTube上で申込者の氏名が確認できるよ
うにしておくこと。
〇録音・録画ファイル	
メール本文に、氏名、曲目、録音日時、録音場所を明記しMP3またはMP4のファイル	（25MB
以内）をメール等に添付。ファイル名に必ず申込者の氏名を含めること。	

データを送付できない場合はCDまたはDVDを郵送。
氏名、曲目、録音日時、録音場所を、ケースとディスクに明記のこと。ブルーレイ不可。音源は返
却いたしません。必ず再生ができるかを確認の上、お送りください。

レッスン方法

※レッスン回数は
クラスにより異なる
場合がございます。

	 A 	ソロ・マスタークラス 	 B 	室内楽マスタークラス
期間中ソロのレッスンを4回程度受講します。弦楽器、
フルートのレッスンには、プロのピアニストが伴奏者と
してつきます。
チェロクラスはアシスタント菊地知也がレッスンをすることもあります。

二重奏から五重奏までのグループ単位で受け付けます。
期間中、全部で4回程度のレッスンを受講します。

会期中スチューデントコンサート等で演奏の機会があります。	
弦楽器の受講生（室内楽を含む）は、選抜によりストリング・アンサンブル、オーケストラや、チェロオーケス
トラに出演していただきます。	
会期中みやまコンセールで行われるコンサートをご鑑賞いただけます。
レッスンは一部公開レッスンとして行われます。

マスタークラス
受講料
（税込）

	 A 	ソロ・マスタークラス 	 B 	室内楽マスタークラス
118,000円 二重奏	78,000円　三重奏	65,000円　

四重奏	50,000円　五重奏	39,000円　（いずれも一名あたり）

	 A 	ソロ・マスタークラス	+	 B 	室内楽マスタークラス	併願

室内楽の受講料が半額になります。　例）ソロクラス	118,000円	＋室内楽四重奏参加	25,000円=	143,000円

応募方法

霧島国際音楽祭公式ホームページ内申し込みフォームより、
オンラインにて提出してください。
霧島国際音楽祭公式ホームページ：	https://kirishima-imf.jp/
郵送で提出する場合は公式ホームページより申込書をダウンロードし、下記住所へ送付してください。
また申込書をダウンロードできない場合は郵送いたしますので下記までご連絡ください。
＜郵送でのお申し込み・お問い合わせ＞
霧島国際音楽祭事務局　公益財団法人ジェスク音楽文化振興会
〒150-0002	東京都渋谷区渋谷2-1-6　E-mail	kirishima@jesc-music.org		TEL：03-3499-4530

・ソロ・マスタークラスと室内楽マスタークラス併願の方は、それぞれお申し込み手続きをしてください。
・室内楽マスタークラス応募の方はメンバー全員それぞれお申し込みください。（音源は代表者が提出してください。）

応募締め切り 2021年5月14日（金） 結果通知 結果は6月上旬～中旬に郵送もしくはメールで通知します。

キャンセルポリシー オーディションに合格し、受講料をお振込み頂いた後のキャンセルは受付できません。如何なる理由においても受講生自身の都合による振
込後のキャンセルにはキャンセル料がかかります。詳しくは合格者へのご案内をご確認下さい。

受講生の
特典

申し込みはこちらから



上記のほか期間中に行われるスチューデントコンサートに出演の場があります。
※詳しくは合否決定後にお送りいたしますご案内にてお知らせいたします。

みやまコンセールで行う音楽祭アーティストの出演するコンサートを
無料で鑑賞できます（一部除く）

受講生は公開レッスンを無料で聴講いただけます

毎日の健康チェックを行います。
館内にはアルコール消毒を複数箇所設置しています。
レッスン室、練習室は定期的に換気します。
ランチは密を避けるために数回にわけてのご案内をします。
公式グッズのマスクの販売もあります！

平日は地元の食材を
使った栄養満点のランチを
提供しています（有料）。
ランチは毎回大好評！

弦楽器クラス（室内楽クラス弦楽器奏者）

選抜でストリング・アンサンブルコンサートに出演します。
指揮は鈴木優人が担当しリハーサルを行い本番に臨みます。

また、オーケストラコンサートやチェロオーケストラのコンサート等に
出演の機会があります。

ピアノクラス
会期終盤に行うスチューデントコンサートでは、みやまコンセールの主ホールが舞台。

立体感のある豊かな響きを楽しめます。

フルートアンサンブルとして、期間中に行われるコンサートに出演します。

フルートクラス

コロナウイルス
感染症対策

ランチ

7.	21（水）

	 22（木）

	 23（金）

	 24（土）

	 25（日）
	 26（月）
	 27（火）

	 28（水）

	 29（木）

	 30（金）

	 31（土）

8.		1（日）

第42回霧島国際音楽祭スケジュール （予定）
	 マスタークラス関係行事　　 		マスタークラスレッスン　 	コンサート

午前	9:30-12:30
午後	13:30-18:15

9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00

オリエンテーション

修了式

ｸﾗｽﾐｰﾃｨﾝｸﾞ

コンサート

コンサート

レッスン

レッスン

レッスン

レッスン

レッスン

レッスン

レッスン

レッスン

レッスン

レッスン

レッスン

レッスン

レッスン

レッスン
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宿泊・航空券
事務局が指定する便を特別料金でご利用いただけます。
　東京/大阪⇒鹿児島　2021年7月21日（水）  
　鹿児島⇒東京/大阪　2021年8月1日（日）  
また、みやまコンセール周辺の宿泊施設を音楽祭特別料
金にてご案内いたします。
合否決定後、詳細のご案内と申込書をお送りします。な
お、受講生は原則として全て事務局を通してお申し込み
くださいますようお願いいたします。

【航空券と宿泊11泊のセットプラン】
　東京（羽田）⇔鹿児島　157,000円程度より
　大阪（伊丹）⇔鹿児島　143,000円程度より
※規定サイズ（3辺の和が115cm以内）を超える楽器はお預けい
ただくか、座席をご購入していただく必要があります。
提携旅行社：株式会社旅工房 国際旅行事業部

霧島国際音楽祭参加のための費用例
ヴァイオリンの方が東京から参加する場合 （全日程参加、航
空券と宿泊のセットプラン最低金額利用）
受講料 118,000円 + 航空券宿泊セット 157,000円 
+ 楽器席 23,000円 + 昼食代（500円×11日） + 夕食代

（1,000円×11日） = 314,500円 

・マスクの常時着用にご協力をお願いいたします。  
・毎日の検温やアルコール消毒、手洗いうがいにご協力ください。
・毎朝の健康状態を記入したチェックシートを、事務局へご提出いただきます。37.5℃以上の

熱がある場合や体調が優れない場合は、レッスン等お休みをお願いいたします。
・館内に設置するアルコールでのこまめな消毒や、手洗いうがいにご協力お願いいたします。
また、ピアノを使用する際も必ず手指の消毒をしてからのご使用をお願いいたします。  

・感染予防のため、聴講は不可とし、レッスンは一対一で行います。 （公開レッスンを除く） 
・レッスン室・練習室を使用される際は、換気、感染防止対策を徹底するため、事務局スタッフ
の指示に従っていただきます。 

・レッスン室には飛沫感染対策のため、アクリル板や、アクリルシートを設置する場合があります。
・下記に該当する方は、マスタークラス開講直前でも、参加をお断りさせていただきます。 
①37.5℃以上の発熱がある場合 ②下記の症状がある場合 咳、呼吸困難、全身倦怠感、咽
頭痛、鼻汁・鼻閉、味覚・嗅覚障害、目の痛みや結膜の充血、頭痛、関節・筋肉痛、下痢、嘔気・
嘔吐 ③新型コロナウイルス感染症とされた者との濃厚接触がある場合 ④過去2週間以内
に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国・地域への訪問及び当該在
住者との濃厚接触がある場合

・合格者には新型コロナウイルス感染症の状況により、受講直前にPCR検査のお願いをさせ
ていただきます。あらかじめご了承ください。

マスタークラスを行う上でのコロナウイルス感染予防の注意事項 
第41回霧島国際音楽祭は万全の対策を講じてマスタークラスを行いました。 第42回霧島国際音楽祭マスタークラスもコロナウイルス感染予防を徹底し、

万全の対策をとった上でマスタークラスの運営を行います。 必ず下記注意事項をお読みいただき、同意されたのちにお申し込みいただきますようお願い申し上げます。 

主催： 鹿児島県 ／ 公益財団法人ジェスク音楽文化振興会 ／ 公益財団法人鹿児島県文化振興財団 　　共催： 霧島市
協賛： 京セラ ／ サントリーホールディングス／ KDDI ／ 城山ホテル鹿児島／ 南国殖産／ ＴＵコモンズ夢のアトリエ／ 濵田酒造  
 日本航空 ／ 日本エアコミューター／ サナス  
 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

助成： 芸術文化振興基金 ／ 公益財団法人三菱UFJ信託芸術文化財団 ／ 公益財団法人野村財団  
 公益財団法人花王芸術･科学財団 ／ 公益財団法人朝日新聞文化財団 （申請中含む）

後援： 外務省 ／ 文化庁 ／ 国際交流基金 ／ 鹿児島県教育委員会 ／ 鹿児島市 ／ 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 ／ 霧島山麓湧水町観光協会 ／ 南日本新聞社 ／ MBC南日本放送 （申請中含む）　　提携： 南日本音楽コンクール
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※詳細は後日ホームページ、合格者へのご案内でお知らせいたします。


