
マイルス・デイヴィスやアシュケナージも絶賛した異色の天性・北欧の至宝ヤブロンスキー
来年NYカーネギーホール・デビューを控える井尻愛紗が、音で綴る『ロメオとジュリエット』
今ここに、ピアノに乗せた新しい物語が始まる！

第1回東京国際ピアノフェスティバル
2016年 10月8日（土）紀尾井ホール
オープニング・ガラ・コンサート

《チケット取扱い》 紀尾井ホールチケットセンター TEL.03-3237-0061
主催：東京国際ピアノ協会 TEL:0120-077-319 （平日10時～17時） 
  Email:tokyopianofes＠gmail.com　http://tipa.jp
後援： スタインウェイ・ジャパン株式会社、松尾楽器商会、スウェーデン大使館、しがぎん経済文化センター

ペーテル・ヤブロンスキー 
マスタークラス 
午後2時開講 （午後1時30分開場）
入場料 2,000円 （全席自由） 
午後4時開演　キッズ・ミニコンサート　出演／奥井紫麻、麻田呼幸
【受講生募集中！】
小中学生対象、オーディション制 （オーディション料8,000円）

オープニング・ガラ・コンサート 
午後6時30分開演 （午後6時開場）
一般5,000円　学生3,500円　高校生以下2,500円 （全席自由）
◆井尻愛紗 NEWアルバム 『Ailes d'amour/愛の翼』 リリースコンサート
◆ペーテル・ヤブロンスキー ピアノリサイタル

『満ち溢れる感受性と優れた想像力』と絶賛された
最年少日本人スタインウェイアーティスト。
シェークスピア没後400年記念、音で綴る2つの物語・待望の
新アルバム”愛の翼"いよいよリリース！

〈曲目〉 ♪リスト：『愛の夢』 第3番 変イ長調
  ペトラルカの3つのソネット（「巡礼の年・第2年 イタリア」より）
  エステ荘の噴水（「巡礼の年・第3年」）
 ♪深澤 舞：Close Your Eyes 
 ♪プロコフィエフ：ピアノ組曲 『ロメオとジュリエット』からの
  10の小品 作品75

NEW アルバム
『Ailes d'amour/愛の翼』リリースコンサート

Peter Jablonski
ⒸB.Ealovega

ペーテル・ヤブロンスキー  
ピアノリサイタル

天性のリズム感で魅せるピアニズム！ 世界の五大陸を
またにかけるピアノの貴公子が、円熟の時を迎える。

井尻愛紗
〈曲目〉

♪シューベルト：
　『楽興の時』 作品94 D.780

♪バルトーク：組曲 作品14

♪リスト：ハンガリー狂詩曲 
 第3番 変ロ長調
 第15番 イ短調 『ラーコーツィ行進曲』

From London

ペーテル・ヤブロンスキー マスタークラス 
他会場でも開催！受講生＆聴講生募集中！
10月5日㊌・6日㊍大津、 10月9日㊐横浜
 （いずれも中学生以上対象、先着順） 
※詳細は裏面・HP http://tipa.jpをご覧ください。※未就学のお子様のご入場
はご遠慮ください。※曲目、曲順は予告なく変更になる場合がございます。予
めご了承ください。



ペーテル・ヤブロンスキー Peter Jablonski
" 一年に1度かもしれないし、あるいは、一生に1度かも
 しれない。単なる超絶技巧ではない・・・
 これまでよく知っていると思っていた作品を根本から
 見直させてくれるような類稀なる才能とめぐりあった。" 

Washington Post
南スウェーデン生まれ。6歳でピアノを
始め、たちまち非凡な才能を発揮して、
11歳でピアノソロデビュー、翌年には
モーツァルトのK.453でコンチェルトデ
ビューを果たす。マルメ音楽アカデミー
を経て英国王立音楽大学にてピアノと
指揮を学び、在学中にウラディーミル・
アシュケナージの目にとまり、アシュケ
ナージ指揮ロイヤル・フィルハーモニー
管弦楽団との共演でDeccaからCDデ
ビュー。1992年ワシントンDC、’93年ロ
ンドン、ロイヤル・フェスティヴァル・
ホールでのデビュー以来、フィラデル
フィア管弦楽団、ロサンゼルス・フィル

ハーモニー管弦楽団、BBC交響楽団、ロンドン・フィルハーモニー管
弦楽団、ベルリン・ドイツ交響楽団、フランス国立管弦楽団、NHK交
響楽団など世界のトップクラスのオーケストラと、またシャイー、ミョ
ンフン、デュトワ、ゲルギエフ、アシュケナージ等著名な指揮者と共
演するほか、多数のCDをリリース。ソロ活動のほか室内楽、指揮、芸
術監督を務めるなど、世界各地で活躍。’97 年、ヴォイチェフ・キラー
ルから献呈されたコンチェルトを世界初演し、オルフェウス賞受賞。
’05年、スウェーデン国王より文化功労章メダル受章。東京国際ピア
ノ協会（TIPA）最高顧問。英国王立音楽大学（RCM）ピアノ教授。

井尻 愛紗 Aisa Ijiri
" 彼女のリストには、大変豊かな叙情性だけでなく、ダイナミックな演技が見事に表れている。
 ・・・前途有望なピアニストが、音楽の中に輝いていると言えるだろう。"

Pianowereld, オランダ
幼少の頃より、競泳、陸上競技、フィギュアスケート、スキー、絵画、音楽において才能を発
揮。14歳で、ワルシャワ・フィルハーモニー・ホールにて、Capella Cracoviensisとピアノコ
ンチェルトを共演、翌年ストックホルムのコンサートハウスにてリサイタル・デビューを
飾った。2004年ストックホルム王立音楽大学演奏家学士号、2005年ギルドホール音楽
大学演奏科修士号、2007年英国王立音楽大学アーティスト・ディプロマ（国家演奏家資
格）並びに、最優秀賞を取得。2009年、滋賀県文化奨励賞を受賞。2010年、Steinway & 
Sons 社より最年少日本人スタインウェイ・アーティストとして認定。同年、東京オペラシ
ティーにてデビューリサイタルを開催、"感受性に満ちた鮮明な演奏、優れた創造力を持つ
アーティスト" と絶賛された。2011年、NATプロデュースによるピアノソロ・アルバム
『Pilgrimage─ピアノと歩む巡礼の旅』をリリース、同年ロンドンでは、250年以上の歴史
を誇る『聖マルティン教会・世界のピアニスト / Pianist of the World Series 2011』に選
ばれた。2014年、European Commission （欧州委員会） より、英国代表文化大使に推
薦。これまでに、ウィンブルドン国際音楽祭、リーズ国際コンサートシーズン、バース国際
音楽祭、ショパン国際ピアノフェスティバル in ドゥシニキ、Three Choirs Festival （音楽

祭会長:チャールズ皇太子）、Lichfield Festival、Fairfield Halls、Cadogan Hall、St.George's Bristol、Kolarac Great 
Hall、Teatro Carlo Felice、いずみホール 他、世界一流の国際音楽祭やコンサートホールより招待を受け、ヨーロッパ各
地、アメリカ、中国、韓国にてソロリサイタルまた室内楽コンサートを開催、その演奏は英国放送協会BBCテレビ 1、BBC 
Radio 3、マルタテレビPBS、セルビア国営放送RTSでもブロードキャストされ反響を呼んでいる。コンチェルトソリストと
しては、大阪センチュリー交響楽団（指揮: 川瀬賢太郎、ケン・シェ）、オーケストラ・ムジカ・チェレステ（指揮: 篠﨑靖男）、
オリオン交響楽団（指揮: Toby Purser）、クランブルック交響楽団、ブシー交響楽団（指揮: George Vass） 他、共演。現
代音楽の世界初演の舞台も数多く、ルウェリン・アプ・ミルディンのピアノ曲は、WW Recordsプロデュースによる斬新な
シングル『SAKURA』（2014）『WW 2.0』（2015）『PRELUDES』 （2016） としてリリースされた。2016年、Steinway & 
Sons社開発 "SPIRIO"レコーディング・アーティストとして契約。NEWアルバム『Ailes d'amour/愛の翼』は10月8日
紀尾井ホールにてリリースされる。2017年3月21日、ニューヨークにてカーネギーホール・デビュー！
東京国際ピアノ協会 （TIPA） 芸術監督　http://www.aisaijiri.com

ヨーロッパで開催される国際ピアノ・シンポジウムに参加した、中学2年生の夏。リストとバルトークのプログラムを抱えて辿り着いた会場は、あの
歴史的名門リスト音楽院、そして多くの才能あるピアニスト達を育成しているバルトーク音楽院だった。歴史と文化が息づく環境で受けるマスター
クラスや、ハンガリー人の才能ある同じ十代のピアニストと共演するピアノデュオ、そしてバルトークがアメリカに渡る前に、最後のリサイタルを

行ったことで知られるリスト音楽院のホールでコンサートをさせていただく、その経験すべてが、まるで夢の世界に陶酔したかのようだった。時と共に消えてしま
う音は、繊細な若い心に、いつまでも響く感動を刻み込んでいく。「時の芸術」という魅力に、私は心奪われた。そして何よりも、同じ十代前半のハンガリー人の子
供たちの芸術性・音楽性水準の高さが、同じ年齢だった私にとって、今でも忘れることのできない大きな衝撃となった。そこには、技術や教育で作られた音楽でな
く、文化と歴史の中に生きて、感じて、考えて、想像して作り上げた 「自分だけのたった一つの芸術」 という音楽があった。どんどんと時代が、デジタル化、ビジュ
アル化され、その影響でとても便利でテンポの速い日常生活になった。私もその波に乗って生きているとはいえ、クラシック音楽の世界でも、悲しいほどの勢い
で芸術への価値観に変化が見られる。未来へ生きるピアニストたちにも、私が少女時代に感じた時のように、歴史の旅路に残る足跡の上を裸足で歩き、その空気
を吸って、その音に耳を澄ませるからこそ聞こえてくる文化を肌で感じてほしい。そして、一人一人が 「世界でたった一人のアーティスト」として成長してほしい。人
生も、音楽も、一度だけ描かれる素敵な旅！その旅路を歩み、心を音で綴り、演奏者も観衆も、「世界でたった一つの芸術」を共に分かち合える"国際空港"を作り
たい。そんな思いを込めて、この 『東京国際ピアノフェスティバル』が誕生した。

TIPAの誕生
によせて

Tokyo International Piano Festival 2016

ペーテル・ヤブロンスキー マスタークラス 受講生＆聴講生募集  Peter Jablonski Masterclass

“たったひとつの芸術”を共に分かち合う楽しさと喜びをー

◆ 10月8日（土） 14:00開講
 会場／紀尾井ホール 
 聴講料2,000円
 （16時開演キッズ・ミニコンサート有）

《マスタークラス申込方法について》
オーディションの申し込みは、メールで承ります。
件名に“ヤブロンスキー・オーディション2016”とお書き
の上、以下の項目・資料をtokyopianofes@gmail.com
宛にメールでお送りください。お送りいただいた動画
で審査させていただきます。 
（1）氏名とフリガナ（高校生以下の方は、保護者氏名もお願
いいたします）（2）郵便番号・住所（3）電話番号（4）メール
アドレス（5）マスタークラス「受講」希望か「聴講」希望か
※「受講」ご希望の方は（1）～（4）に加えて（6）学年（7）希望
曲目（8）最近の演奏 （YouTubeにアップしていただいたも
のを、メールにリンク付けしていただくか、動画をメールに
添付してお送りください）

────  受講生募集  ────
【対象：小中学生、オーディション制（オーディション料金8,000円）】

◆ 10月5日（水）・6日（木）
 会場／大津・しがぎんホール
 滋賀県大津市浜町1-38 （滋賀銀行本店2階）
 JR琵琶湖線大津駅徒歩12分・京阪浜大津駅徒歩5分

────  受講生募集  ────
【対象：中学生以上、各日4名　計8名を先着順にて募集します】

◆ 10月9日（日）　
 会場／横浜・馬車道ピアノサロン
  （スタインウェイピアノ正規特約店）
 神奈川県横浜市中区太田町4丁目46 野中貿易ビル 2F
 みなとみらい線 馬車道駅から徒歩3分・JR関内駅から徒歩7分

────  受講生募集  ────
【対象：中学生以上、計5名を先着順にて募集します】

────  聴講生募集  ────
【各日定員50名程度】

────  聴講生募集  ────
【定員50名程度】

東京国際ピアノ協会
TEL: 0120-077-319 （平日10時～17時）  E-mail: tokyopianofes＠gmail.com　http://tipa.jp

問合せ・申込み

ⒸB.Ealovega

お電話いただくか、必要事項をご記入のうえ、下記メールアドレスまでお送りください。なお、定員になり次
第、締め切りとさせていただきます。（1）氏名とフリガナ（高校生以下の方は、学年と保護者氏名もお願いい
たします。）　（2）郵便番号・住所　（3）電話番号　（4）メールアドレス　（5）マスタークラスの「受講」希望
か「聴講」希望か ※「受講」ご希望の方は（6）受講したい日程と時間帯　（7）受講希望曲

申込
方法

■時間 12：30開場／13：00開講
 ①13：00～　②14：00～
 ③15：00～　④16：00～　
■受講料：25,000円（約1時間・通訳付き・税込）

■聴講料：2,000円 （1日：①～④は通しで聴講可） ■聴講料：2,000円 （①～④は通しで聴講可）

■時間 11：30開場／12：00開講
 ①12：00～　②13：00～　③14：00～
 ④15：30～　⑤16：30～
■受講料：30,000円 （約1時間・通訳付き・税込）


