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 (C)Sayaka Ikemoto 

第 7回 Hakujuギター･フェスタ 2012 
 

英国の伝統と革新 
-シェイクスピアからビートルズまで- 
 
 

第２日  2012.8.18［sat］18:30 

 

第 1 部 ヴィアゾフスキー ギターワールド                                                                   

ウクライナ出身、ドイツで研鑽を積んだ中堅ギタリスト、ヴィアゾフスキーの登場。１９９３年１９歳でポ

ーランド、ゾーリ国際ギターコンクール第１位を獲得し、それ以後、ドイツ、フランス、オーストリア、イタリ

ア、スペインなど、様々な国際コンクールで計１３回もの受賞歴を誇る圧巻の実力派です。ジャズ・ブル

ースの最高峰、セロニアス・モンクのラウンド・ミッドナイトを含む、聴きごたえのあるプログラムを披露しま

す。 

 

 

ロマン・ヴィアゾフスキー（ギター）  

 
 

 
 

第 2 部 ケルト・スピリッツ                                         

 ２日目第２部は、独自の文化を育むケルト音楽

や、ヴァイオリン＆ギターの名曲をお届けします。

人気ヴァイオリニスト・古澤巌とギター界の巨匠・

荘村清志が奏でる極上のアンサンブルは絶対に

聴き逃せません。注目すべきは、加藤昌則作曲

「ケルト・スピリッツ」。誰もが一度は聴いたことの

ある「グリーンスリーブス」「ロンドンデリーの歌」

「アニー・ローリー」などのイギリス・アイルランド民謡に”アイリッシュ・ダンス”の情熱的なリズムが加わり

次々と奏でられます。ヴァイオリンの流麗な旋律と、繊細さと情熱を併せ持つギターの音色が絶妙に絡

み合う、ギター・フェスタならではの魅力的なプログラムをご堪能ください。 

 
古澤巌（ヴァイオリン）  荘村清志（ギター）  福田進一（ギター） 

■ シルヴィウス・レオポルト・ワイス(1686-1750)： 

ソナタ 第５番 ト長調（ロンドン版） 

■ コンスタンチン・ヴァシリエフ（1970-）：運命 

■ セロニアス・モンク(1917-1982)：ラウンド・ミッドナイト 

■ セルジオ・アサド(1952- )：アクアレル 

                                    

■ ゲオルク・フリードリヒ・ヘンデル（荘村清志編）：ヴァイオリン・ソナタ ニ長調 HWV.３７１ 

■ ジョン・ダウランド：３つの舞曲 

■ アイルランド民謡（加藤昌則編）：ケルト・スピリッツ 

■ 加藤昌則編：ビートルズ・ナンバー                                        他 
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■1 回券      全席指定 5,000 円 
 
■通し券      15,000 円 （3 日間通し券＆熊谷俊之リサイタル 限定 50 席） 
 
＊開場時間は、すべて開演時間の 30 分前です。     

＊チケット価格は、すべて税込です。 

＊出演者・曲目等が変更になる場合がございますので、あらかじめご了承ください。 

 
●Hakuju Hall チケットセンター  

電話：03-5478-8700  （10:00～18:00 火～土／祝日・休館日を除く) 
 

 

 

 

 

◆荘村清志 （ギター）◆Kiyoshi Shomura (guitar) 
 

実力、人気ともに日本を代表するギター奏者として2009年デビュ

ー40周年を迎えた荘村清志は、ますます充実した活動を展開して

いる。’08年スペインでビルバオ交響楽団の定期演奏会に出演す

るとともに、荘村にとっては初の《アランフェス協奏曲》録音を実

現、’09年5月にリリースされたCDは名盤と評価が高い。7月にはビ

ルバオ交響楽団との日本ツアーを大盛況のうちに終えている。’07

年にはNHK教育テレビ「趣味悠々」に講師として登場し、改めて日

本ギター界の第一人者として強く印象づけた。9歳からギターを始

める。1963年来日した巨匠ナルシソ・イエペスに認められ、翌年ス

ペインに渡り師事。’67年、’68年にはヨーロッパ各地でリサイタル

を行い、’69年の日本デビューリサイタルで、「テクニック、音楽性と

もに第一人者」との高い評価を得た。’71年には北米各都市で28

回にのぼる公演を開き、国際的評価を確実なものにする。’74年に

はNHK教育テレビ「ギターを弾こう」に講師として出演し、一躍日本全国にその名と実力が知られることにな

った。以後、リサイタルや、日本の主要オーケストラとの共演ほか、’99年マルク・グローウェルス（フルート）、

2001年グローウェルスと、インマ・ゴンザレス（カスタネット）との共演、’04年女優の岸田今日子とのコラボレ

ーションによるツアーを行うなど、ギターの魅力をさまざまな形で伝えている。’08年にはミラノ弦楽合奏団の

日本ツアーにソリストとして参加、円熟した演奏を聴かせた。現代のギター作品を意欲的に取り上げるだけで

なく、日本人作曲家に多数の作品を委嘱、初演するなど、ギターのレパートリー拡大にも大きく貢献してい

る。特に武満徹には1974年に「フォリオス」、’93年に「エキノクス」を委嘱、’77年荘村のために編曲された

「ギターのための12の歌」を初演・録音、’96年には「森のなかで」を全曲初演している。レコーディングも積

極的に行ない、EMIミュージック・ジャパンから数々のCDを発売して高い評価を得ている。現在、東京音楽

大学客員教授。ホームページ http://www.shomurakiyoshi.com/ 
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◆福田進一 （ギター）◆Shin-ichi Fukuda (guitar) 
 

1955年大阪船場 に生ま れ る。12 才より故 ・ 斎 藤達也

（1942-2006）に師事。’77年に渡仏し、アルベルト・ポンセ、

オスカー・ギリアという両名教授に師事した後、’81年パリ国

際ギターコンクールでグランプリ優勝、さらに内外で輝かし

い賞歴を重ねた。以後30年、ソロ・リサイタル、主要オーケ

ストラとの協演、E.フェルナンデスとのデュオをはじめとする

超一流ソリストとの共演など、福田の活動は留まることを知

らない。今世紀に入り、既に世界20数カ国の主要都市に招

かれ、リサイタル、マスタークラスを開催。19世紀ギター音

楽の再発見から現代音楽まで、そのボーダーレスな音楽へ

の姿勢は世界のファンを魅了している。キューバの巨匠レ

オ・ブローウェルから協奏曲「コンチェルト・ダ・レクイエム」を

献呈され、2008年コブレンツ国際ギターフェスティバルにて

ライン州立響と世界初演、引き続き作曲家自身の指揮によりコルドバ管弦楽団（スペイン）と再演。’11年10

月には、ブラジルのサンパウロで開催された第3回国際ブローウェル・フェスティバルでサンパウロ交響楽団

と南米初演し大成功を収める。さらに同フェスティバル中には、E.フェルナンデスとの共演により、ブローウェ

ルの新作、2つのギターのための「旅人たちのソナタ」世界初演し、圧倒的成功を収めた。教育活動にも力を

注ぎ、その門下から鈴木大介、村治佳織、大萩康司といったギター界の実力派スターたちを輩出。それに

続く話題の名手たち、益田正洋や朴葵姫らにも強い影響を与えている。ディスコグラフィーはすでに60枚を

超え、近年ではスペイン音楽第2集「セビリア風幻想曲」が、平成15年度第58回文化庁芸術祭賞優秀賞を受

賞。代表作は「福田進一 アランフェス協奏曲」（共演：飯森範親指揮ヴュルテンベルグ・フィルハーモニー

管弦楽団／日本コロムビア）、「オダリスクの踊り」「エチュード・ブリランテ」「タレガの作品集」（マイスターミュ

ージック）等。最新作は、5年間に亘って発表を予定しているバッハ作品集の第１弾、「シャコンヌ～J.S. バッ

ハ作品集１」（マイスターミュージック）。平成19年度、日本の優れた音楽文化を世界に紹介した功績により、

外務大臣表彰を受賞。上海音楽院、大阪音楽大学客員教授。東京国際及びアレッサンドリア国際ギターコ

ンクール審査員。平成23年度（第62回）芸術選奨文部科学大臣賞受賞。 

http://web.me.com/cadenza_fukuda/ 

 

◆ロマン・ヴィアゾフスキー (ギター)◆Roman Viazovskiy （guitar） 
 

1974 年、ウクライナのドネツク生まれ。’88 年から’92 年までドネツク

音楽学校でヴィクトル・クリヴェンコに師事。その後、ドネツクのセル

ゲイ・プロコフィエフ音楽院でワレイジ・イワコにギターを、リュドミラ・

ポポワに指揮を学ぶ。’96 年に卒業後、ドイツのデトモルト音楽院ミ

ュンスター校でラインベルト・エヴァースに師事した後、ケルン音楽

大学アーヘン校で、佐々木忠に師事。数々の国内外のコンクール

で優勝・入賞し、数々のヨーロッパの国々、近東、アメリカ、日本、

中国、タイなどでの公演や、ギターフェスティヴァルに招かれている。

ソリストとしてキエフのウクライナ国立フィルハーモニーホール、東

京文化会館リサイタルホール、カナダ・モントリオールのクロード・シ

ャンパーニュホール、ベルギー・ブルージュのコンセルトヘボウなど、

有名なホールに出演。2007 年 3 月にはモスクワ・フィルハーモニー
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の本拠地チャイコフスキー・コンサートホールにもデビューを果たした。国際的な賞も多数獲得。またウクライ

ナ、ドイツ、スペイン、イタリア、クロアチア、ハンガリー、日本で数々の放送番組に出演。’01 年にはデビュー

ＣＤ“Fatum”（Dreyer. Gaido CD21001）を、’06 年には、"Sonatas"（Classic Clips CLCL102）を、また’11 年

には"Zeitenwanderer/Wanderer in Time"を発表した。情熱的で卓越した教師でもあり、数々の団体やマスタ

ークラスで教え、ケルン音楽大学の佐々木忠教授のアシスタントも務める。才能ある子どもから音楽学校の

学生、プロのギタリストまで、様々なレベルの生徒を指導している。ウェスタファーレン州ミュンスターの総合

学術会議研究員。国際コンクールでの、主な受賞暦としては、以下のようなものがある。ヴァイケルスハイム

（ドイツ、1997 年）、東京（’99 年）、ギター・フォールム・ウィーン（オーストリア、’03 年）＝以上、優勝。アンド

レス・セゴヴィア（スペイン、’02 年）＝2 位。 

 

◆古澤巌 (ヴァイオリン)◆Iwao Furusawa （violin） 
 

1959 年茅ヶ崎の病院で生まれる。同じ学年にお生まれになった、

皇太子殿下がバイオリンを始められたのを期に、バイオリンを持っ

たところ、いきなり弾き始める（3 歳半）。隣駅仙川の、桐朋学園子

供のための音楽教室入室（5 歳）。幼少の頃から、建築とファッショ

ンに興味を持つ。烏山北小に入学。当時はまだバレリーナだった、

同級のフルートの山形由美に連れられ学校へ通う。NHK 教育「バ

イオリンのおけいこ」 に半年間出演（小 4）。その頃、クラスの仲間

をスカウトし、コント劇を上演（チャレンジに終る）。「8 時だよ全員集

合！」を見せてもらえず、毎週月曜日は、クラスメイトの話と歌を瞬

時に覚え、話に参加する。毎日、学校から帰ると、まずバイオリン

の稽古だったため、練習が終わると、グローブをつかんで、皆が野

球をする原っぱに走る。到着と同時に、必ず 5 時の鐘が鳴る。無

理と知りながら、それを繰り返していた（なので野球が出来ない）。

音楽教室では、斉藤秀雄指揮のオーケストラに所属。烏山中学に

上がると、いきなりの英語に面食らい、塾へ通う。嫌いな先生の授業に合わせて「レッスン」早退を繰返し、クラスメ

イトにいじめられる。ハードル走模範生。この頃、レオーネの映画「夕陽のガンマン」に出逢い、「人生」が決まる。

コンクールのため、泣く泣く京都奈良の修学旅行を欠席（中 3、毎日学生コンクール中学生の部全国 1 位）。桐朋

学園女子高音楽科入学、サッカー部入部、１日 2 試合をこなす。烏山北小の同級生が、もう一人いたのに驚く。学

園祭でコント劇を上演。桐朋学園大学進学。烏山北小の同級生が更に、もう二人入学してきた事に驚く。毎週末

「椿ハウス」へ。学園祭で、演劇科と共にのど自慢大会に出場、優勝。ミスター桐朋授章。同週、日本音楽コンクー

ル第 1 位（大 2）。在学中、シャンドール・ヴェーグに感動。また、学習院大学オーケストラのコーチとして、合宿に

参加、皇太子殿下と共演させて頂く。桐朋学園大首席卒業、御前演奏を行う。その夏、タングルウッド音楽祭に招

待され、コンサートマスターも務める。圧巻は、ボストン響との合同演奏会で、チャイコフスキー「1812 年」。ズラーッ

と並んだ本物の大砲が、花火と共に炸裂、指揮はなんと、ジョン・ウィリアムス。デザイナーを目指そうか迷う頃、年

齢オーバーではあったが、フィラデルフィアのカーティス音楽院に編入を許される（’83 年）。全員奨学生で、バー

ンスタイン、チェリビダッケ等と過ごす。イブリー・ギトリス、ナタン・ミルシテインにも師事。イタリア、ミケランジェロ・ア

バドコンクール優勝。卒業後、ザルツブルグのモーツアルテウム音楽院に入学（’85 年）、2 年と決め、ヴェーグに

師事。木曽福島音楽祭で、葉加瀬太郎と遭遇（’86 年）、COCO FARM ワイナリーで、ジプシーバンド「ヴィンヤー

ドシアター」を結成。新たなバイオリン界の幕開けとなる。世界ツアーのため、東京都交響楽団と世界で初めて、ソ

リスト（年 6 回）兼コンサートマスター（年 11 回）の契約を結ぶ（’88～’92）。ヨーヨーマとブラームス W 協奏曲など

を共演。乃木坂駅上の喫茶店「Caffe Greco」CM で、マドリガルを演奏。その後、楽譜が数十年振りに再販され、

名曲入りとなる。エピック SONY 新レーベルの、最初のアーチストとして専属契約を結ぶ（’90 年）。群馬県大泉町

文化むらで、年間シリーズの公演をプロデュース。欧米式のワインやオードブルを振る舞い、フリーのミニコンサー

トなど、20 年経った現在も継続中。河野百練直系の、英進流居合「剣心会」入門。河西泰山の元、毎朝稽古に励

む。葉加瀬太郎を、エピック SONY が気に入ってくれたため、リーダー同士が共に活動できず、バンドは泣く泣く

解散。仕方無く、アメリカからポール・コレッティを呼び、外国人バンド「タイフーン」を結成、これが吉とでる。日本

はもとより、ヨーロッパ、カリブなどで公演。「Peace Light Box」CM 曲（’93 年）ショーロ・インディゴは、オリコンチャ

ートに登場（収録アルバムは「バイオリンの夜」）。ジャズバイオリンの巨匠、ステファン・グラッペリ（88 歳）とミニアル

バム「As time goes by」録音（’96 年）、彼のラストレコーディングとなる。この頃、東儀秀樹と遭遇（辰巳琢郎プロデ

ュース・男五人の華麗な企み、共演 熊川哲也、佐野成広、小松良太）。’90 年代、年間大ホールだけで 150 公演

を続けた為、40 を前にリタイヤ。「新撰組（芸文）」の坂本龍馬役、「華と影（シアタートラム）」の音丸役などのチャン

バラ芝居、ギターDuo の最高峰、アサド兄弟との録音、アイリッシュダンスカンパニーを運営しながら、自由に過ご
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す。天才 高橋悠治と、初めてクラシックだけのアルバムを制作（エイベックス）。スクールコンサート等の功績に対

し、尼崎市から市民文化芸術章授章、アルカイックホールでは毎年、新たな公演を制作している。ある日、銀座線

で、葉加瀬の個展案内に目が止まり、うけ狙いでサイン会に並ぶ。それが縁で、共演を再開。HATS レーベルの

仲間入りをする（2006）。念願の POP 全開の「Dandyism」シリーズ、葉加瀬との「バイオリン・ブラザース」他、快眠

CD「DREAMS」ではゴールドディスク大賞企画賞授章。ベストドレッサー賞授章（’07 年）。テレビ朝日開局 50 周年

新春ドラマ「鹿鳴館」テーマ曲「愛しみの夜会」を作曲、学士隊長役で出演。また、明治神宮に、初めて楽曲「祈り

の杜」を奉納、厳島神社には、「さざなみの祈り」を奉納した。FM 大阪全国ネット「古澤 巌の Keep on smiling！」

（’10 年）を毎週末 O.A。木下工務店と共に、～音楽をどこまでも～の理念の元、LIVE UNDER THE TREE をスタ

ート（’11 年）。ホール公演のみならず、日本全国の神社仏閣を巡り、音楽を捧げる。また、木下マネージメント内

に、(株）LIVE LOVEを立ち上げ、 若手音楽家の育成、レコーディング、マネージメントなど、積極的に行っている

（LIVE LOVE サイト参照）。雅楽師の東儀秀樹とのツアーは 3 年目をむかえ（’11 年）、最新アルバム「Le Grand 

Amour（ハッツ・アンリミテッド）」でも共演している。NHK 大河ドラマ「江」～姫たちの戦国～第 24 話「利休切腹」に

古田織部役で出演。J2 所属（役者）、IFO（制作マネージメント）代表取締役、LIVE LOVE 代表取締役、COCO 

FARM ワイナリー取締役。乗馬歴 20 年、合気道黒帯。巨石ネットワーク日向メンバー。2012 年は、4 月に宮川彬

良と、フルサイズの吹奏楽団と共に「ディズニー～ヤマト」を、5 月には、高橋悠治と「ベートーベンソナタ集」を開

始。6 月には、自身のレーベルの「LIVELOVE 祭」が行われる。9 月は恒例、東儀秀樹とのツアーを予定。最新ア

ルバムは「Le Grand Amour (全てを包み込む大きな愛)」(HATS )。    


