
Program
プログラム

■ メインプログラム
■ スペシャルプログラム
■ 教育プログラム
■ 関連コンサート・イベント  

※出演者・演奏曲目等は変更になる場合があります。また、演奏中はホール内への入場を御遠慮させていただきます。
　あらかじめ御了承ください。公演時間について特に記載のない公演については、約2時間を予定しています。
※最新情報については、宮崎国際音楽祭ホームページ（http://www.mmfes.jp）をご覧ください。
※未定部分については、決定次第、宮崎国際音楽祭ホームページ等で発表します。

23日
4/16日 街角ミニコンサート　主催：宮崎県立芸術劇場ボランティア会

４/１６ 13：20開演 宮崎市消防団音楽隊
  会場：ボンベルタ橘ポケットパーク　※雨天中止
４/２３ 11：00開演 アカデミックブラスアンサンブル
  会場：宮崎県立美術館西側 彫刻広場　※雨天中止
 13：15開演 中原ちふみ＆濱田さおり／
  プレクトラム マンドリン アンサンブル／
  宮崎県立宮崎大宮高等学校音楽部
  会場：宮崎県立美術館１Ｆエントランスホール

開場時に出演者などによるプレトークを予定しています。

お得な割引セット券『音楽切符』の対象公演です。

託児サービスがございます。

　　　　  Presents
今をうつす、未来へつなぐ ～現代音楽の夕べ
演奏会〔１〕 エクスペリメンタル・コンサート
 　　　　　　　「アジアン・フロンティア」
松村禎三 アプサラスの庭
 フルート：高木綾子　ヴァイオリン：漆原朝子　ピアノ：野平一郎
イサン・ユン 大王の主題
 ヴァイオリン：三浦文彰
トン・タ・ティエット Chu Ky Ⅰ
 ヴァイオリン：小林美樹　ヴィオラ：安藤裕子　チェロ：古川展生
タン・ドゥン 弦楽四重奏のための８つの色
 ヴァイオリン：漆原啓子、川田知子
 ヴィオラ：安藤裕子　チェロ：山本裕康
ウンスク・チン オペラ『不思議の国のアリス』より「イモムシの忠告」
 バスクラリネット：山根孝司
黛　敏郎 プリペアドピアノと弦楽のための小品
 ヴァイオリン：三浦文彰、徳永二男
 ヴィオラ：須田祥子　チェロ：古川展生　ピアノ：野平一郎

5/１月
18：30開場
19：00開演
演劇ホール

　  善仁会グループ Presents
Special Concert 1 
シリーズ「Ｏｈ！Ｍｙ！クラシック」
　　　　　　～国谷裕子にクローズアップ！～
ミュージカル「サウンド・オブ・ミュージック」、「メリー・ポピンズ」、
「屋根の上のバイオリン弾き」などからのセレクション
J.S.バッハ：無伴奏チェロ組曲 第１番 ト長調 BWV1007　 ほか
トーク：国谷裕子
ヴァイオリン：徳永二男
歌：島田歌穂、久保和範　ほか

4/30 日
14：30開場
15：00開演
演劇ホール

祝日

4/29 土 みやざき国際ストリート音楽祭2017
主催：みやざき国際ストリート音楽祭2017実行委員会
会場：宮崎橘通（雨天時：未定）
※雨天時の詳細は、「みやざき国際ストリート音楽祭2017」のチラシ、
　またはホームページをご覧ください。

時間未定

祝日

4/29 土 ストリート演奏会

「セッション・マリンバ×尺八」
マリンバ：塚越慎子　尺八：辻本好美　ほか

※雨天時の詳細は、「みやざき国際ストリート音楽祭2017」のチラシ、
　またはホームページをご覧ください。

時間未定
宮崎橘通交差点
特設ステージ
（雨天時：未定）

4/28金 大森淡水 鰻楽 Presents
－サテライト・コンサート in えびの－
「徳永二男　魅惑のタンゴ」
ヴァイオリン：徳永二男
バンドネオン：京谷弘司　ピアノ：淡路七穂子　ベース：田辺和弘

18：30開場
19：00開演
えびの市文化センター

第10回 ミュージック・アカデミー in みやざき 2017
3/18～3/24 公開レッスン　※各クラス聴講可（有料）
3/25 受講生コンサート　※入場無料
3/26 ファイナル・コンサート「室内楽の花束」
※詳細は公式ホームページをご覧ください。

～26日
3/18土

講師が推薦する受講生は、5／13（土）に開催される「新星たちのコンサート」にて演奏します。

宮崎県立芸術劇場

5/３水
祝日 東進ハイスクール・東進衛星予備校 プレゼンツ

気軽にクラシック「500円コンサートの日」
ワンコインで楽しむ、気軽なクラシックの一日
11:00開演 ― 演劇ホール ―
  コンサート ① 「０歳のための音楽会」
  ヴァイオリン：礒絵里子　ピアノ：田村緑 

12:15開演 ― アイザックスターンホール ―
  コンサート ② 「吹奏楽 ＳＵＰＥＲ ＣＯＮＣＥＲＴ」（仮題）
  宮崎県吹奏楽連盟有志

13:30開演 ― イベントホール ―
  コンサート ③ 「フルート＆ハープ  やすらぎのひととき」
  フルート：高木綾子　ハープ：津野田圭

14:45開演 ― 演劇ホール ―
  コンサート ④ 「みやざき ＳＰＥＣＩＡＬ CHORUS」（仮題）
  宮崎県合唱連盟有志

16:00開演 ― イベントホール ―
  コンサート ⑤ 「パッション！ 情熱のマリンバ」
  マリンバ：塚越慎子、服部恵、米重美文子

17:15開演 ― アイザックスターンホール ―
  コンサート ⑥ 「宮崎国際音楽祭ジュニア・オーケストラ」
  宮崎国際音楽祭ジュニア･オーケストラ

18:30開演 ― 演劇ホール ―
  コンサート ⑦ 徳永二男セレクション
  　　　　　　「木嶋真優ヴァイオリン・コンサート」
  　　　　　　～第1回アイザックスターンコンクール優勝記念～
  ヴァイオリン：木嶋真優　ピアノ：坂野伊都子

３つのホールで７つのコンサート。どれでもワンコインでお楽しみいただけます。

宮崎県立芸術劇場

5/４木
祝日 　　　プレゼンツ スペシャルコンサート

Special Concert 2
「マイスキーと驚異のチェロ・アンサンブル」
ブラームス チェロ・ソナタ 第1番 ホ短調 作品38
ピアソラ グラン・タンゴ
 チェロ：ミッシャ・マイスキー　ピアノ：リリー・マイスキー
ヘンデル トリオ・ソナタ
ヴィラ=ロボス ブラジル風バッハ 第1番
チャイコフスキー ロココ風主題による変奏曲 作品33
 チェロ：ミッシャ・マイスキー、アマンダ・フォーサイス、
 　　　　小林幸太郎、原田禎夫、古川展生、森田啓祐、矢部優典　ほか

14：30開場
15：00開演
演劇ホール

祝日

5/５金
川南病院プレゼンツ
－サテライト・コンサート in 西都－
「ライナー・キュッヒル　魅惑のウィンナ・ワルツ」
モーツァルト ディヴェルティメント ニ長調 K.136
シュトラウス２世 ワルツ「春の声」作品410
 ワルツ「美しく青きドナウ」作品314
 皇帝円舞曲 作品437
 トリッチ・トラッチ・ポルカ 作品214
 ポルカ「観光列車」作品281　　　　　　　ほか 
 ヴァイオリン：ライナー・キュッヒル、ダニエル・フロシャウアー
 ヴィオラ：ハインリヒ・コル　チェロ：アマンダ・フォーサイス

13：30開場
14：00開演
西都市民会館

5/６土
　　　　　　　 がお届けする、ときめきのひと時

演奏会〔２〕 マイスキーとウィーンの仲間たち
 「華麗なる重奏」
モーツァルト ヴァイオリンとヴィオラのための二重奏曲 第1番 ト長調 K.423
 ヴァイオリン：ライナー・キュッヒル　ヴィオラ：ハインリヒ・コル
モーツァルト 弦楽五重奏曲 第４番 ト短調 K.516
 ヴァイオリン：ライナー・キュッヒル、ダニエル・フロシャウアー
 ヴィオラ：ハインリヒ・コル、川崎雅夫
 チェロ：ミッシャ・マイスキー
メンデルスゾーン 弦楽八重奏曲 変ホ長調 作品20
 ヴァイオリン：ライナー・キュッヒル、ダニエル・フロシャウアー、
 　　　　　　 漆原啓子、川田知子
 ヴィオラ：ハインリヒ・コル、川崎雅夫
 チェロ：ミッシャ・マイスキー、古川展生

14：30開場
15：00開演
演劇ホール

明日の夢　人から人へ　　　　　　　　 Presents

演奏会〔３〕 ベートーヴェン「楽聖に至る扉」
ベートーヴェン 交響曲第５番 ハ短調 作品67「運命」
 ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品61*
 指揮・ヴァイオリン*：ピンカス・ズーカーマン
 宮崎国際音楽祭管弦楽団

5/７日
14：00開場
15：00開演
アイザックスターンホール

5/７日
宮崎市こどもきらめく音の祭典
会場：宮崎市民文化ホール　　主催：宮崎市
※曲目・出演者の詳細は、「宮崎市こども国際音楽会」のチラシ、
　または宮崎市のホームページをご覧ください。

13：30開場
14：00開演

5/８月
宮日がひらく音楽の扉

子どものための音楽会
シュトラウス 喜歌劇「こうもり」より序曲
ロッシーニ 歌劇「ウィリアムテル」より序曲
 指揮：徳永二男／ダンス：下川愛帆
 宮崎国際音楽祭管弦楽団
宮崎市内の小学6年生約3,600名を対象に、宮崎県教育委員会を通じて招待します。
一般の方はご入場いただけませんのでご了承ください。

午前の部 11：00開演
午後の部 14：30開演
アイザックスターンホール

5/11 木 ＴＫＵテレビ熊本／ＵＭＫテレビ宮崎
ピンカス・ズーカーマン指揮・ヴァイオリン　宮崎国際音楽祭管弦楽団

熊本地震復興支援「みらいをつくろうコンサート」
会場：熊本県立劇場
ベートーヴェン 交響曲第５番 ハ短調 作品67「運命」
 ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品61*
 指揮・ヴァイオリン*：ピンカス・ズーカーマン
 宮崎国際音楽祭管弦楽団

16：45開場
17：30開演

5/12金 フェニックス・シーガイア・リゾート プレゼンツ

演奏会〔４〕 ズーカーマン「豊饒の室内楽」
シューベルト ピアノ三重奏曲 第１番 変ロ長調 作品99
 ヴァイオリン：ピンカス･ズーカーマン
 チェロ：アマンダ･フォーサイス　ピアノ：アンジェラ・チェン
ブラームス ピアノ四重奏曲 第３番 ハ短調 作品60
 ヴァイオリン：ピンカス・ズーカーマン　ヴィオラ：川崎雅夫
 チェロ：アマンダ・フォーサイス
 ピアノ：アンジェラ・チェン

18：30開場
19：00開演
演劇ホール

5/13土 　　　　　　　　 Presents
Special Concert 3 
シリーズ「ポップス・オーケストラ in みやざき」
　　　　 ～宮川彬良のびっくりアカデミー～
古今東西名曲のアッと驚く新解釈から宇宙戦艦ヤマトまで…
　　　　　　　　　　天才・宮川彬良が贈る、世にも楽しいコンサート
「アイネ・クライネ・タンゴ・ムジーク」
「交響曲第５番「運命」～マンボNo.5」
「宇宙戦艦ヤマト」、「見上げてごらん夜の星を」　ほか
指揮：宮川彬良
宮崎国際音楽祭管弦楽団

14：00開場
15：00開演
アイザックスターンホール

5/13 土 新星たちのコンサート
出演：第10回ミュージック・アカデミーinみやざき2017で選ばれた優秀な受講生
※自由席500円（音楽祭公演のチケット提示で無料）
※本公演は、Special Concert 3の開場時間中に開催します
　（休憩なし1時間）。
※曲目、出演者は決定次第、宮崎国際音楽祭ホームページ等で発表します。

13：00開場
13：30開演
演劇ホール

演奏会〔５〕 ヴェルディの世界「愛に生き、愛に死す」
ヴェルディ 歌劇『椿姫』（全曲）　※コンサート形式／字幕付き
 ヴィオレッタ：中村恵理（ソプラノ）　アルフレード：福井敬（テノール）
 ジョルジョ：アンドリュー・シュレーダー（バリトン）
 フローラ：佐藤路子（メゾソプラノ）　アンニーナ：渡邉玲美（ソプラノ）　
 ガストーネ子爵：二塚直紀（テノール）
 ドゥフォール男爵：西田昭広（バリトン）　
 ドビニー男爵：津國直樹（バス）　グランヴィル医師：松森治（バス）
 指揮：広上淳一　副指揮：喜古恵理香、鈴木恵里菜
 宮崎国際音楽祭管弦楽団
 宮崎国際音楽祭合唱団（宮崎県合唱連盟有志）　合唱指導：浅井隆仁

5/14日
14：00開場
15：00開演
アイザックスターンホール

（3時間公演）

徳永二男　ヴァイオリンふれあいコンサート日付未定
宮崎市内

もう一つの小さな音楽会
音楽祭の雰囲気を街なかへ ― ホールとは違い、より身近に一流奏者の
演奏を感じることができるコンサートを開催します。
会場 5／4 ニューウェルシティ宮崎（共催：宮崎ガス（株））
 5／9 ベルエポック カフェ（宮崎山形屋横）
 5／13 日髙本店プロショップ13土

5/ ４木

９火

祝日


