Greeting

ごあいさつ

令和という新しい時代が幕を開け、初めての実りの季節を迎えました。
豊穣の実りの名残り漂う安芸太田町で開催する「あきおおた国際音楽祭」にお運びいただき誠に
ありがとうございます。
世界三大ピアノ名器のひとつに挙げられる、ドイツのベヒシュタイン・ピアノ。
ベルリンフィルハーモニーホールで使用されていたベヒシュタイン・ピアノが、戸河内ふれあい
センターのメイプルホールに眠っていることを知り、「このピアノの音色を再び響かせることが
できないだろうか。」と地元のお母さんたちを中心に音楽祭が開催されたのが 2012 年。
太田川の源流の町が芸術・文化の発信地となり、川が海に注ぐようにピアノの音色が人々をつ
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なぎ安芸太田から広島へ、広島から世界へと美しい調べが奏でられるようにという思いで続けて
参りました「あきおおた国際音楽祭」もこの度で 10 回目の開催となりました。
10 回目の節目にあたりましては 2014 年にもご公演いただいた

元ウィーン・フィルハーモ

ニー管弦楽団の第１コンサートマスターのライナー・キュッヒル氏を再びお迎えさせて頂くこと
となりました。
オープニングパフォーマンスは ATOWA の皆様です。
2014 年の音楽祭がきっかけで結成された広島出身の女性４人で織りなす人気ユニットは、広島
は元より日本各地、そしてまた世界へと活躍の幅を大きく広げ、５年の年月を経てこの音楽祭を
盛り上げてくださいます。
１台のピアノと、地元のお母さんの手から始まった小さな取り組みが、足掛け 8 年にも渡り続
けることができ、また大きなうねりとなって今日の日を迎えることができたのは、沢山の方々の
ご協力のおかげによるものです。
この場を借りて、この音楽祭に関わってくださった全てのみなさんと、この音楽祭に心を寄せ
てくださった多くの方々に御礼申し上げます。
どうぞ 2019 あきおおた国際音楽祭をごゆっくりとお楽しみください。

Congratulations

祝

辞

広島県安芸太田町長

記念公演として「２０１９あきおおた国際音楽祭

眞治

with Bechstein」が盛

大に開催されることを心よりお喜び申し上げますとともに、ここメイプルホールに多くの
皆様をお迎えすることは大きな喜びであり、ご来町の皆様を心より歓迎申し上げます。
音楽祭会場の安芸太田戸河内メイプルホールにベルリンフィルハーモニーが使われたベヒ
シュタインピアノがあります。
このピアノの魅力を実行委員会事務局の中川様に見出していただき、音楽芸術を通して「愛
と平和」を世界に発信し、地域づくりを進める皆様が「あきおおた国際音楽祭」を企画運
営され、毎回多くの皆様の賛同のもと盛会を重ねられ、この度記念となる１０回目を迎え
られました。
これまで８年間１０回にわたり企画運営にご尽力されてこられました実行委員会の皆様に
心よりの敬意と感謝を申し上げます。
安芸太田町にいながらにして、世界を舞台に御活躍されている音楽家を目の当たりに直接
演奏に触れることのできる貴重なコンサートです。安芸太田町の豊かな自然の中から、世
界に向け美しい音色と共に地域づくりの取り組みを発信できることを大変うれしく感謝し
ております。
ご来場の皆様が、世界レベルの音楽に触れられ、新たな感動を得られるものと期待してお
ります。
皆様をお迎えする１０月下旬は西中国山地国定公園の紅葉が始まる頃となり、安芸太田町
に位置する県下最高峰の恐羅漢山、草原の山容を誇る深入山、太田川の流れが切り開いた
国の特別名勝三段峡、筒賀の龍頭峡、温井ダムをはじめ山々が紅や黄に染まり錦織なす彩
り豊かな季節となります。自然の素晴らしさを満喫していただければ重ねての喜びです。
結びに、「あきおおた国際音楽祭」が地域に根ざした音楽祭としてこれからも盛会に開催
されますことを願うとともに、国際音楽祭開催に向けご尽力をいただきました皆様に心よ
りお礼を申し上げ、お祝いのことばといたします。

AKIOTA International Music Festival With Bechstein

第１０回

小坂

Congratulations
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広島県知事

湯﨑 英彦

「2019 あきおおた国際音楽祭 with Bechstein( 第 10 回 )」が盛大に開催されますこ
とを、お慶び申し上げますとともに、国内外より広島県にお越しいただきました皆様
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を心から歓迎いたします。
あきおおた国際音楽祭実行委員会におかれましては、国際的な音楽祭を継続的に開催
されるとともに、日頃から地域住民のために演奏会を開催されるなど、文化芸術の振
興と地域の活性化に御貢献いただき、ここに深く敬意と感謝の意を表する次第です。
安芸太田町戸河内ふれあいセンターにあるベヒシュタイン製ピアノは、世界に名立た
るオーケストラであるベルリン・フィルハーモニー管弦楽団で使用され、多くの聴衆
に音楽を届けていた大変貴重なピアノと伺っております。そして本日は、加藤洋之さ
んが奏でるこのベヒシュタイン製ピアノと、ライナー・キュッヒルさんが演奏される
ヴァイオリンとの絶妙に重なり合う音の響きが、太田川の清流の町から、広島に、そ
して世界に流れ、多くの人々の心を癒やしてくれるものと期待しております。
今後とも、皆様には、一層活発な活動を展開され、音楽の魅力を広く発信し、地域
文化の振興に寄与されることを願っております。
終わりに、開催にあたって御尽力された関係者の皆様に改めて感謝申し上げますと
ともに、本大会の御盛会とあきおおた国際音楽祭実行委員会の今後ますますのご発展
を祈念いたしまして、お祝いの言葉といたします

Congratulations

祝

辞

広島市長

松井 一實

「2019 あきおおた国際音楽祭 with Bechstein」が盛大に開催されますことを心か
らお喜び申し上げます。

を持ち、古くから経済、観光、文化等の面で深い関係を築いてきました。この二つの
町と市を、芸術・文化でより強く結びつけていくことを目的に企画されたこの音楽祭
も、第１０回という記念すべき節目を迎えられました。長きにわたり、芸術・文化を
通して地元の方と他の地域の方々との交流の場をつくり、子供たちの情操教育や若手
演奏家の育成に取り組んでこられたことに心から敬意を表します。
今回は、ウィーンを中心に世界の第一線で活躍されている名ヴァイオリニストのライ
ナー・キュッヒル氏と、同氏と数多くの演奏を重ねておられるピアニストの加藤洋之
氏を迎えるほか、この音楽祭への出演がきっかけとなり結成された ATOWA の皆様
による演奏も行われると伺っています。
豊かな自然と歴史文化を大切にしている安芸太田町から、太田川の流れとともに、調
和のとれた音楽の調べが皆様の想いとともに広島に届き、さらに世界に広がっていく
ことを期待しています。
結びに、本日の「2019 あきおおた国際音楽祭」の御盛会と御参列の皆様の御多幸と
御健勝を祈念いたしまして、お祝いの言葉とさせていただきます。
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西中国山地に抱かれた安芸太田町と広島市は、太田川流域にある町と市という共通点

Congratulations

祝

辞
サントリーホール

アソシエイト
原

武

平和都市広島を流れる太田川の源流にある安芸太田町で音楽を通して、世界に
人と人を繋ぐ愛と平和のメッセージを発信するという手作りのコンサートが今年
10 回目を迎えました。
ベルリンフィルが使用していたベヒシュタインのグランドピアノを活用し、国
際的な音楽団体やアーティストがこの音楽祭に参加し、地元の子どもたちへの
ワークショップも行うなど小さな町で大きな文化活動をしてこられています。
地元の人たちをはじめ、生まれ故郷が安芸太田町の方々やご縁のある方々で構
成された実行委員会でこの意義ある活動をしてこられています。
今年は二度目の参加となります元ウィーンフィルのコンサートマスター、ライ
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ナーキュッヒル氏とピアノの加藤洋之氏の息の合った演奏が期待されます。
地域にあっての文化活動はともすれば忘れさられるものですが、安芸太田の国
際音楽祭は、その活動内容も大都市の文化活動に勝るとも劣らない、素晴らしい
活動だと思います。
町の誇りとしていつまでも活動されることを念じています。

お礼
2013 年の初夏、下蒲刈の蘭島閣美術館でのコンサートの時に、元サントリーホール
の総支配人でした原武様をご紹介いただきました。
太田川の源流の町である安芸太田町にて音楽祭を開催している事、町おこしもさる
ことながら、広島の源流から音楽を通して平和を発信したいという思いを簡単にお話
させて頂き名刺交換をさせて頂きました。
それから数日後、「丁度広島にお盆に車で帰るから音楽祭をしている会場に案内し
て！」とお電話がありました。そして、奥様と共に安芸太田町までわざわざ来てくだ
さいました。原様ご自身 6 歳の時に被爆された方でした。
ホールではベヒシュタインのピアノに触られ、
「今度演奏者を紹介するからね」と言っ
て帰られたのです。
それから間もなくの事。「今度ウイーンフィルのコンサートマスター、キュッヒルさ
んがトリオで来日されるから音楽祭で彼を呼ばない？」と、連絡が来ました。
田舎の音楽祭、この町に世界の巨匠が…

夢のようなお話でした。

当日は広島近郊だけでなく、他県からも沢山の方々が来場くださりこのホールがま
るで格式ある有名なホールの如く、素晴らしい音楽祭となりました。
キュッヒルさんは公演後に神楽を体験されしっかり安芸太田町を堪能してくださり、
まるで神さまのように思っていた方は気さくで優しい方でした。

そ

れから原様から世界の名だたる演奏家の皆様を紹介下さり、今の音楽祭があります。
この度の演奏者の皆様はその記念すべき第 3 回目の方々をお迎えしての記念音楽祭
となりました。
改めて、原武様に心より感謝申し上げますと共に御礼申し上げます。
実行委員会一同

〜音楽祭の歩み〜

2012 年

■「ベヒシュタインふれあい音楽祭」
Ⅰ部：リトミック＆合唱

2013 年

長記紀子、前川通子（リトミック）中川詩歩（合唱指導）

Ⅱ部：ピアノ＆歌

高橋全（ピアノ）中川詩歩（ソプラノ）大下さちこ（ピアノ）

Ⅲ部：クラシック

三島良子（ピアノ）末永幸子（チェロ）高橋 正実（ピアノ）

■「ベラルーシ国立放送交響楽団」
ベルンハルト・ヴュンシュ（指揮）アイリカ・クリシャール（ソプラノ） 三島良子（ピアノ）
（日本学生メンバー）小島燎•山本一喜•益ユカ•桑原優介（ヴァイオリン） 向井真帆（チェロ）

2014 年

■「ライナー・キュッヒルとウィーンの仲間たち」
ライナー・キュッヒル（ヴァイオリン） シュテファン・シュトロイス ニック（ピアノ）
ヴィルヘルム・プレーガル ( チェロ )
ひろしまゆかりの若手演奏家

こと（笛） 水島和夫（笙） 木原朋子（箏） 中川詩歩（歌） 坪北紗綾香（編曲・ピアノ）
2014 年

■「ショーンケナードピアノ・リサイタル」
ショーンケナード（ピアノ）
Opening performance

2015 年

西本裕矢（ピアノ）

■「仲道郁代ピアノ・リサイタル＆輝け・・・♫こどもたちの詩＆ピースアート展」
仲道郁代 ( ピアノ）アーサー・ビナード（詩人） 園山春ニ（アーティスト）
佐伯康則（指揮・合唱指導）Mayuka Thaïs（歌手・アーティスト）
Scott Nagatani（音楽プロデューサー）ＳＨＩＯＲＩ（朗読） あきおおた国際音楽祭合唱団
□ 篠原正彦

2016 年

ピアノリサイタル

■「大谷康子＆アドリアン・コックス デュオ リサイタル」
大谷康子（ヴァイオリン） アドリアン・コックス（ピアノ）
Opening performance

愛と平和と希望を贈る歌

広島ジュニアコーラス & フェミニンコール広島 あきおおた国際音楽祭合唱団
2017年

■「バイロイト祝祭 ヴァイオリン・クァルテット」
Kiichiro Mamine

Michael Frenzel

Opening performance

Ulf Klausenitzer

Bernhard Hartog （ヴァイオリン）

ドイツ・リートの世界

林皐暉（バス） 友安優弥（ピアノ） あきおおた国際音楽祭合唱団
2017 年 ■ コルネリア・ヘルマンピアノリサイタル
コルネリア・ヘルマン（ピアノ）
Opening performance 日本スピットを奏でる
大倉正之助（大鼓） ヨーコ カンタルーナ（篠笛） ひょうたみ（神唄）
2018 年 ■ シュトイデ弦楽四重奏団
フォルクハルト・シュトイデ
（第１ヴァイオリン）
Volkhard Steude(１st Violin )

（ヴィオラ）
エルマー・ランダラー
Elmar Landerer(Viola )
Opening performance

アデラ・フレシネアヌ
（第２ヴァイオリン）
Adele Frasineanu(２nd Violin)

ヴォルフガング・ヘルテル
（チェロ）
Wolfgang Haertel(Cello)

魂の喜び

山口あゆみ
（ピアノ） 大古美織（バレエ）
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Opening performance

平和

感動
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幸せ

愛
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癒し

感謝
太田川の源流から、ひろしま、世界へ平和の調べを

広告 協賛 後援 のお礼
謹啓
深秋の候、皆様におかれましてはご健勝のこととお喜び申し上げます。
去る 10 月 20 日に開催致しました第 10 回２０１9 あきおおた国際音楽祭 with Bechstein〈第 10 回 記
念公演〉を、大盛況のうちに終えることができました。
前日までの雨が、嘘のように晴れわたり、ホール外に用意したテーブルに着いて開演時間まで、お弁当
を食べながら自然を満喫するひと時を、過ごしていただくことができました。
一部では、坪北紗綾香さんの即興ピアノの美しい音色にのせて、今までの音楽祭の歩みを 1 回から、ス
ライドムービーを見ていただきながら始まりました。
安芸太田町の子供たちが行ってきた平和活動の映像をバックに、第 5 回の音楽祭で子供たちと作った「や
まゆりのうた」を、ＡＴＯＷＡが歌いオープニングパフォーマンスへと入っていきました。
心に沁みる美しい中川詩歩さんのソプラノ、木原朋子さんの多彩な筝の演奏、秋吉沙羅さんの情熱的な
篠笛・神楽笛の演奏、親しみやすい歌が、ＡＴＯＷＡバージョンに美しく深く進化しており、会場の観客
を魅了致しました。
そして二部では、世界の巨匠。長年ウイーンフィルでコンサートマスターを務められたライナー・キュッ
ヒルさんと加藤洋之さんの演奏でした。
音楽祭を生み出したベヒシユタインピアノの力を最大限に引き出して演奏される加藤さんと、キュッヒ
ルさんの息はぴったりで、素晴しい演奏を繰り広げてくださいました。
「観客と、音楽を通じて一体感を感じることができた。」という演奏者の言葉通りの素晴らしい演奏会と
なりました。
今まで、多くの方々に支えられて、迎えることができた２０１９あきおおた国際音楽祭 第１０回記念
コンサートを無事大盛況のうちに終えることができましたのは、ご来場頂きました観客の皆様、応援して
くださっている皆様、ご尽力ご協力を頂きました多くの皆様のお蔭です。
実行委員会一同、心から感謝申し上げます。
誠にありがとうございました。
謹白
令和元年 10 月吉日
あきおおた国際音楽祭実行委員会

