
すいたティーンズクラシック
フェスティバル審査員による

公開レッスン

海外招聘講師による

公開マスタークラス

このフェスティバルは、吹田における音楽家
の卵の発掘・育成と、クラシック音楽を楽
しみながら交流する場や発表の場をつくる
ことを目的に、平成22年より開催しています。

平成29年度は吹田市文化会館メイシアターが修繕工事で1年間休館
することから、会場を変えてレッスンを中心に実施します。

主催

吹田市

吹田市文化振興事業団
公益財団法人
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第８回すいたティーンズクラシックフェスティバル

審査員による公開レッスン　参加要項

募集期間

平成29年5月1日（月）～5月31日（水）※必着

吹田市内に在住・在学または吹田に縁のある10歳～大学・短大・専門学校生
ただし声楽は専攻科生も

対　象

○申込書郵送先　〒564-0041　吹田市泉町2-29-1  メイシアター
○お問合せ先　メイシアター　電話 06-6386-6333　 Eメール jigyo@maytheater.jp

申込書に必要事項を明記のうえ、メイシアターへ郵送してください。応募方法

6月末日に応募者全員に郵送で通知します。

結果発表

ピアノ、弦楽器は30分、管楽器は1時間の個人レッスンです。
室内楽は1組60分、声楽は全員で2時間のグループレッスンです。

レッスン方式

・演奏曲は5分以上8分以内で自由に選曲してください。複数曲の組合せや繰返しのカット等は自由です。
・伴奏者が必要な場合は各自で用意して下さい。
・レッスンは公開し、自由に見学いただけます。

その他

オーディション

千里市民センター大ホール（ 吹田市津雲台1-2-1 千里ニュータウンプラザ内 ）会場

日時 平成29年6月25日（日）　19時～21時

千里丘市民センター・豊一市民センター

※詳細は右ページの表をご覧ください

会場

期間

審査員による公開レッスン

平成29年7月21日（金）～8月10日（木）

部門・募集人数

声　楽：
ピアノ：
弦楽器：
管楽器：
室内楽：

10人
８人
８人
２人
２組

オーディションにより公開レッスンに参加する約35人を決定します。
人数の内訳は次のとおりです。

3,000円受講料 ※オーディション当日にお支払いください。



講師プロフィール（50音順）

公開レッスン スケジュール

池川章子（ヴァイオリン・室内楽）
相愛大学音楽学部卒業。京都市立芸術大学大学院修了。全日本
学生音楽コンクール全国第1位。摂津音楽祭奨励賞。なにわ芸
術祭新人奨励賞、京都芸術祭全日空賞等を受賞。現在、滋賀県
立石山高等学校音楽科、相愛大学、相愛高等学校音楽科、京都
市立京都堀川音楽高等学校、大阪府立夕陽丘高等学校各講師。 
いずみシンフォニエッタ大阪メンバー。

伊勢敏之（トロンボーン）
1993年、大阪芸術大学芸術学部演奏学科卒業。1994年～2000年、
ブリーズ・ブラスバンドに在籍。現在、大阪音楽大学特任准教
授、関西大学応援団吹奏楽部音楽監督、創価学会関西吹奏楽団
指揮者。また、トロンボーン奏者としても、関西のオーケスト
ラ、アンサンブル等で演奏活動。関西トロンボーン協会理事。
トロンボーンを磯貝富治男、呉信一、伊藤清、室内楽を森下治
郎、指揮を岩村力の各氏に師事。

鈴木陶子（ピアノ・室内楽）
ピアニスト、音楽博士。神戸女学院卒業後渡米。ワイオミング
州立大学で演奏家認定証、ロチェスター大学イーストマン音楽
院で音楽芸術修士号、音楽芸術博士号(D.M.A.)を取得。北米、
カナダ、オランダ等、国内外でソロ、室内楽の演奏会やレクチ
ャーコンサートを行なう。86年PTINAピアノコンペティション
F級西日本第一位、全国大会奨励賞受賞。平成12年度大阪舞台
芸術奨励新人賞受賞。2011年度吹田市文化功労賞受賞。
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10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00

7/21 弦楽器
（金） （池川章子） 豊一市民センター 音楽室

①10:00
　～10:30

②10:30
　～11:00

③11:00
　～11:30

④11:30
　～12:00

7/25 管楽器
（火） （伊勢敏之） 千里丘市民センター 音楽室

①10:00 ～ 11:00 ②11:00 ～ 12:00

7/28 声　楽
（金） 豊一市民センター 音楽室

14:00 ～ 16:00

14:00 ～ 16:00

7/31 ピアノ
（月） （鈴木陶子）

（鈴木陶子）

千里丘市民センター 多目的ホール

①14:00
　～14:30

②14:30
　～15:00

③15:00
　～15:30

④15:30
　～16:00

8 / 1 弦楽器
（火） （池川章子） 千里丘市民センター 音楽室

①10:00
　～10:30

②10:30
　～11:00

③11:00
　～11:30

④11:30
　～12:00

8 / 4 室内楽
（金） （池川章子）

豊一市民センター 多目的ホール

①10:00 ～ 11:00 ②11:00 ～ 12:00

8 / 7 ピアノ
（月） （鈴木陶子） 豊一市民センター 多目的ホール

①10:00
　～10:30

②10:30
　～11:00

③11:00
　～11:30

④11:30
　～12:00

8/10 声　楽
（木） （高木ひとみ）

（高木ひとみ）

千里丘市民センター 音楽室

高木ひとみ（声楽）
大阪音楽大学大学院オペラ研究室修了。1995年～2001年まで
ミラノに滞在。ミラノ音楽院オペラ歌唱法コース修了。イタリ
ア国内で多数のオペラに出演。またVISSI D'ARATEなど国際コン
クールでの受賞歴を持つ。現在後進の指導に力を入れるととも
に関西歌劇団でベル・カントの役をつとめる。平成10年度大津
市文化奨励賞受賞、関西歌劇団理事、西宮音楽協会、関西歌曲
研究会会員。大阪音楽大学音楽院講師。吹田市文化功労賞受賞。



第8回すいたティーンズクラシックフェスティバル

審査員による公開レッスン 参加申込書

受　付

フリガナ 性　別

男 ・ 女

生年月日 西暦

〒

ＴＥＬ

年　　　　月　　　　日　（　　　　歳）

Ｅメール

現  住  所

演奏者の
音  楽  歴

吹  田  市
と  の  縁

演奏曲目

本フェスティバルをどのように知りましたか（複数回答可）

作曲者名

フリガナ

伴奏者名

演奏時間

分　　　　　秒

ＰＲ事項

又は

在学校名 学　年
大学生は専攻名も

※ 吹田市内に在住・在学でない方のみご記入ください。

※ 日本語表記

※ 日本語表記

※ 室内楽のお申し込みは、本申込書をコピーして全員分を提出してください。
※ 記入頂いた個人情報は、本フェスティバルに関する運営、諸連絡以外には使用いたしません。

2017年6月25日現在

枠内に顔写真を
お貼りください

6ヶ月以内に
撮影されたもの

タテ４cm × ヨコ３cm

複数曲の場合は
合計時間

氏 　   名

いずれかの項目に○をお願いします。

□ 吹田市報　　　　□ チラシ　　　　□ ポスター　　　　□ ダイレクトメール　　　　□ 師事する先生

□ 在籍する学校　　□ 音楽教室　　　□ メイシアターホームページ　　　□ 知人

□ その他

声楽　・　ピアノ　・　弦楽器　・　管楽器　・　室内楽（ 計　　　名）

楽器名  /  パート名（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）



第８回 すいたティーンズクラシックフェスティバル

期　　間

会　　場

対象・人数

講　　師

平成29年8月23日（水）～8月27日（日）※最終日は成果発表コンサートを開催します。

豊一市民センター多目的ホール
部　　門 オペラクラス・歌曲クラス・ピアノ・弦楽器・管楽器・室内楽

（ 吹田市垂水町1-53-7 ）

約25人

3,000円

マッシモ・タッディーア エリザベス・ジュイヤール

・「第8回審査員による公開レッスン」参加者のうちレッスン後に審査員からの推薦を受けた受講者。
・第1回～7回すいたティーンズクラシックフェスティバルファイナリスト（本選出演者）。

受  講  料

応募方法

そ  の  他

※ファイナリスト対象

マスタークラス　レッスンスケジュール

申込書に必要事項を明記のうえ、7月1日（土）～25日（火）までに（必着）メイシアターへ郵送してください。
結果は8月1日（火）に応募者全員に郵送で通知します。

○申込書（pdf）※6月以降メイシアターのホームページに掲載しますのでダウンロードして下さい。
○申込書郵送先　〒564-0041  吹田市泉町2-29-1　メイシアター
○お問合せ先　メイシアター　電話 06-6386-6333 　Eメール  jigyo@maytheater.jp

・レッスン方式は後日お知らせします。
・伴奏者が必要な場合は各自で用意してください。
・レッスンは公開し、自由に見学いただけます。
・最終日のコンサートは入場無料です。

井原広樹

高木 愛通　　訳

コーディ
ネーター

海外招聘講師による公開マスタークラス 参加要項

1971年イタリア・ボローニャ生まれ。G.Bマルティーニ音楽院指揮
科・ピアノ科修了。指揮をペスカレーゼ・ミュージックアカデミー、
ウィーン国立音楽大学のウィーンナー・ムジークセミナーで学ぶ。
2001年ルガーノ市のオーケストラ指揮者国際コンクールに入賞。
その後、イタリアのカルロ・フェニーチェ劇場、F・チレア劇場、
アレーナ・ディ・ヴェローナほか多くの公演に参加。
2007年、C.オルフ・センターとダル・ヴェルメ劇場共同制作の「カ
ルミナ・ブラーナ」を指揮する。2008-12年にはG.ボルガッティ歌
劇場にて音楽監督を務め、「チェネレントラ」「アルジェのイタリ
ア女」「ラ・ボエーム」を上演し好評を博す。2011年にはアメリカ・
コロラドミュージックカレッジ常任客演指揮者に就任、2014ｰ16年
にはキプロスのパフォス・アフロディーテ・フェスティバルの芸術
監督を務める。ミラノスカラ座アカデミー、ペトゥルッツェッリ劇
場ほか世界各地で活躍し、現在オペラ・フトゥーラの音楽監督。

フランス・マコン音楽院ピアノ科・ヴァイオリン科・音楽基礎教育
科修了。同時にエクス＝マルセイユ大学、ブルゴーニュ大学にて経
済学と経営学を学ぶ。その後、ピアニスト・ヴァイオリニストとし
て活動。2001-05年には、プロヴァンス・ミュージックサロンの講師
を務める。又、コレペティトゥアとしても評価されるようになり国
内のみならず海外の主な劇場で活躍。特に発声指導に好評がある。
2006年アヴィニョンにてオペラ制作団体「RAMFIS　PRODUCTION（ラ
ンフィス・プロダクション）」を設立。理事長として制作統括を取る。
最近の団体での主な作品は、フェスティバル宮殿、フォーラム劇場、
セート国立劇場他で上演された「オテロ」、シャフハウゼン・フェ
スティバル公演「カルメン」、フェスティバル宮殿他で上演された
ロベルト・アラーニャ主演ツアー「ロベルト・アラーニャ～シェイ
クスピアの星たち～」など。今に至るまで1500回以上もの公演を監督。

09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00

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 22:00

8/23

8/24

8/25

8/26

8/27

（水）

（木）

（金）

（土）

（日）

15:30～17:30
ピアノ

2名
17:30～19:30

弦楽器

2名
19:30～21:30

オペラクラス

3名

15:30～17:30
歌曲クラス

3名

15:30～17:00
オペラクラス

09:30～12:00

リハーサル
14:00～18:00

成果発表コンサート

18:00～19:30
歌曲クラス

3名

17:30～19:30
ピアノ

2名

17:00～19:00
室内楽

2組3名
19:00～20:30

管楽器

2名

19:30～21:30
弦楽器

2名
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