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A.ブ ルックナー :交 響曲第4番 変ホ長調「ロマンテイック」
A Bruckner:Symphony No 4 n E nat ma10rⅢ Romanlo..
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1962年 東京生 まれ.幼 少よリビア/、 チI口 を学ぶ .故 渡退 暁雄の最後の愛弟子 .
サ ー ケオルグ ショル ティのアシスタントを務める.
慶応姜J大 学文字部卒.日 本フィル]旨 揮研究員を経て,0年 に莫国王立/― ザン音楽
大学指揮科 に入学.在 学中は奨学令特待生に選 ばれる他 数多 くの賞を受賞.92年 マ
ンチェスターにて最も才能ある若手指揮者に贈 られる「サ ー チヤールズ ク ロー ウス
記念奨学賞 :を 日本人にもかかわらず特例 で受賞.同 年ル トスワフスキ フェスティバ
管
ルにて件 山者の前で
弦楽のための協奏 山Jを 指揮 英ガーディアン紙に「計 りしれ
なく将来を約束された]旨 揮者Jと 絶資される.
93年 BB⊂ フィルハ ーモニ ックの定期演奏会 に出演 「タイムズJ紙 などで高 く評価さ
れ94年 に同オーケス トラの副指揮者に就任.94年 にロン ドンの 夏恒,の 名物「ブロム
スJに 司オケを振 リデビ■―、大成功を収める.以 後 ロイヤルフィル、ロイヤル リ
'ア
フール フィル、をはじめ数多くの海外オーケス トラに害演
06年 スベインロ立オヴィエ ド歌劇場にて「ねじの回転Jで スベ イン オベ ラにデビュー、
フォーマンス オブ ザ イヤー
その上演が06年 度スベインの新演出オベラのベス ト ′｀
に選ばれた.09年 には同劇場にて「ナクソス島のアリア ドネJで 再客演、ふたた0大 成功
を収め すぐに14年 の「蝶々天人Jの 客演が決まつた.
マンチェスター室 内管弦楽国首席指揮者 日本フィルハーモニー交響楽団指F者 を歴
任 し、1/1な 関西フィルハーモニー首席指揮者 ,同 楽団とは毎年40公 演以上を指揮 して13
■目のシーズンを迎な その一体感溢れる演奏は聴衆を魅了し、高い評 Elを 得ている。
菓 シヤン ドスと契約、これ までに BBC
フアル とCDを 3攻 ウリー ス .ま た R西
フィルとはAL17RECORDSに シベ リウス交
響 曲全 曲録音 を進 行中.N tt K大 河 ドラ
マ「平 清盛 Jの 点1中 音楽 の指 揮 を務 め
るなど 活確の場はいとまかない,
2002年 度渡這 lt雄 音楽基 金音楽 賞
受賞.
.
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1967年 7名 の有志により1芦 屋ボップスオーケス トラ.と して発足.1970年 :芦 屋交響楽

団 に改市し、
改 IL島 正之助団長の尽力、きらに1977年 故芥,也 寸志氏を音楽監督に招
聘 したことにより、
現在の 声響・ の碇が集かれる.ト レーナーとして話庭達■ G玄 )待 永
望氏 (管 )、 呉信一氏 (金 管)を 、また指揮者には近年、山下 ―史氏 松尾葉子氏 黒岩英
臣氏 湯浅卓雄氏、本名徹次氏らを迎えている.
故芥川氏の「アマチユア音楽は音楽の本道であるJの 精神 に基づき、日立 した運営を
基盤 とする真のアマチュア音楽愛好家集団として 芦屋市民センターを拠点に熱意あ
ふ れる音楽 活動 を続 けており、年 2回 の定期公演 を中心 に演奏活動 を行つている。
1993年 ヨーロッバ演奏旅行 (ベ ル リン、ウィーン、アイセンシュタット)の ほか 2001年
改 14島 団長の故 ll松 江での演奏会や、2006年 ベ トナム国立交響楽国との合同漬奏会
を含む演奏旅行 けヽ
ノイ)に 続 き、2007年 にはヨ立40周 年記念演奏会として東京公演
を行つた。
これよて 1986年
音楽作●
.へ の意欲的な取り組みや地元での地道な活動が.T価 され、
芦屋市民文化賞、1992年 兵庫県教職員組合芸術文化奨励賞、19り 年アマチュア団体初
の兵庫県芸術奨励賞を受賞のほか、2010年 芦屋市市政功労者として表彰される.
普段は仕事や家庭を持 つ 普通の社会人たちが、愛する音楽に真摯に取 り組むと同
も忘れず 練晋 演奏会 宴会のすべてを満喫 し、燃蔦 じ尽 くす そんなアマ
時 に 実 しヽ
チュア精神に満ち満ちた 熱きオーケス トラを目指 している。現在団員数約 110名 .

