★仙台国際⾳楽コンクールボランティア募集概要と活動説明会のご案内★
募集概要

ボランティア
活動説明会

申込・問合せ先

仙台国際⾳楽コンクールニュース

■募集対象︓h5歳以上の⽅（中学⽣を除く）で原則として第7回コンクール終了まで活動可能な⽅
（tph8年”⽉h⽇現在h8歳未満の⽅は保護者の同意が必要です）
■ボランティアの申込⽅法
申込書に必要事項を記⼊の上、郵送、Faxにて下記申込先まで提出してください。
募集要項は、区役所や市⺠センターなど主な仙台市の施設に配置しています。また、公式サイトからの申し込みも可能です。
■ボランティア申込期限︓tph8年7⽉wh⽇（⽕）必着
⽇時︓tph8年6⽉tt⽇（⾦）①h9:pp〜tp:wp
tph8年6⽉tw⽇（⼟）②hp:wp〜ht:pp ③hw:wp〜h5:pp
※①〜③はすべて同じ内容です
会場︓⽇⽴システムズホール仙台（仙台市⻘年⽂化センター）t階交流ホール
説明会への参加⽅法︓直接会場にお越しください（事前申込み不要）
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ピアノ部門
︓tph9年5⽉t5⽇i⼟n〜6⽉9⽇i⽇n
ヴァイオリン部門︓tph9年6⽉h5⽇i⼟n〜6⽉wp⽇i⽇n

インタビュー

〒98hsp9p” 仙台市⻘葉区旭ヶ丘wst7s5
仙台市市⺠⽂化事業団コンクール推進課（仙台国際⾳楽コンクール事務局）
[Tel] ptts7t7sh87t [Fax] ptts7t7sh87w [Esmail] info@simccjp
[公式サイト] http:jjwwwcsimccjpj
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第7回コンクール関連 第h号n

郡和⼦ 仙台市⻑

（仙台国際⾳楽コンクール組織委員会会⻑）

⽴春を過ぎたとある⽇の午後、穏やかな⽇差しの中、郡和⼦仙台市⻑（仙台国際⾳楽コンクール組織委員会会⻑）にお話を伺いました。

仙台国際⾳楽コンクールを⽀える⼤きな⼒

仙台フィルハーモニー管弦楽団をもっと知ろう︕【6】
今回は仙台フィルハーモニー管弦楽団コントラバスソロ⾸席奏者 助川龍さんにお話を伺いました。

仙台フィル マスコットキャラクター
iCnMIKIO IGARASHIjScPcO

仙台フィルコントラバスソロ⾸席奏
者に就任されて4年になりますね。

両部門ともにモーツァルトともう１曲が課題です。基礎にしてもっと
も難しいモーツァルトはどのような演奏家なのか丸裸にされます。

仙台に来てから４年、私の夢
はいつも会場を満席にすること
です。演奏会には多くの⽅に来
場していただけるよう、毎回ク
ライマックスシリーズという気
持ちで精⼀杯の演奏を⼼がけて
います。

それでは仙台国際⾳楽コンクールの演奏で気をつけているところ
はありますか︖
コントラバスは⼀拍目の⾳を担うことが多い楽器です。ワルツで
⾔うならズン、チャ、チャのズンです。出場者が表現したい⾳楽を
引き出せるような⼀拍目を出してあげられればと思っています。仙
台フィルのみんなも同じ気持ちで演奏しています。

コントラバスソロ⾸席奏者 助川龍さん

コンクール出場者との共演も多いですね。
昨年の「せんくら」では、津⽥裕也さん、スヴェトリン・ルセフ
さん、⻘⽊尚佳さんと共演しました。１⽉の定期演奏会でも⻘⽊尚
佳さんと共演したのですが、⻘⽊さんはじめ出場者の⽅とは、コン
クールで⼀緒に協奏曲を演奏し最良のものを作り上げようと頑張っ
た、仲間というか同志のような感情があります。そうして築いた関
係がその場だけで終わってしまわず続いていくというのが素晴らし
いことですし、出場者の皆さんからは、帰ってきたと思ってもらえ
ることはオーケストラの団員として何より嬉しいことです。
第７回の概要をご覧になっていかがですか︖
ヴァイオリン部門セミファイナルの、ブラームスの交響曲第１番
第２楽章の指定箇所をコンサートマスターとして演奏という課題が
ありますが、そこにはコンサートマスターがソロ演奏する部分があ
り、目を引きますね。ソリストとは異なる資質、アンサンブル能⼒
も審査されることになります。出場者の評価がすごく分かれることにな
ると思います。⾯⽩いですね。ちょっと楽しみです。ファイナルでは

♪編集後記♪
初インタビュー︕盛り沢⼭の興味深いお話を紙⾯のスペー
スに何とか圧縮、もっとスペース欲しかった・・・（グ）
第７回（tph9年）開催の実施要項が発表された。回を重ねて
このコンクールの評価が年々⾼まってきており、参加した
出場者のひとりひとりが期せずして仙台のシティセールス
の役割を担ってこのコンクールの素晴らしさを語っていた
だいていると感じる昨今、ますます目（⽿）が離せない。
時の流れの早さを感じつつ・・・（吾）
庭のサクラソウにも新芽が芽吹き始めました、新しい命が
眩しいです。来年の仙台国際⾳楽コンクールでもどんな若
い息吹が、仙台に吹き込んでくれるか楽しみです。i清n

コンクールで特に聴いて欲しいところはありますか︖
優勝者が誰ということではなく、いろいろな思いを持って仙台に
くる出場者たちの演奏を聴きに来てください。そういう意味では予
選から彼らを応援して欲しいですね。⼀⽣懸命な演奏はきっと⼼を
打つはずです。
仙台フィル以外での演奏活動でも活躍されていますね。
ミュージック・フロム・パトナでは、企画にも携わり、兄との
デュオ”助川ブラザーズ”では「せんくら」にも出演させていただい
ています。他にも仙台ジュニアオーケストラの講師や、公開レッスン
などもおこない、仙台を拠点とした活動を続けています。４⽉２６⽇
（⽊）のミュージック・フロム・パトナでは、先ほど話した⻘⽊尚
佳さんにも出演いただきます。
仙台のファンにメッセージをお願いします。
敷居が⾼いと⾔われるクラシック⾳楽ですが、敷居を低くするの
では無く、みなさんにその敷居を超えられるようなエネルギーをお
届けできればと思って演奏しています。この楽都仙台で、満席の会
場で⼀緒にクラシック⾳楽を楽しみましょう。

最近、朝6時のNHKFM「古楽の楽しみ」を時計代わりに聴
くことがルーティーンとなってきました。布団の中から聴
くか、出て聴くかは定まっていませんが（苦笑）。iWn
昨年hh⽉から広報部門にいれていただきました。まだ新⽶
で⾒習い期間中です。今回お⼆⼈のインタビューを経験させ
ていただきました。これからの活動楽しくご⼀緒して頂けた
らと思います。iScIc）
今年の冬は周りがインフルエンザにかかった話を聞くたび、
「かかったらチケットを取った公演に⾏けなくなって困る︕」
とビクビクしながら気をつけて乗り切りました。i川n
仙台市⻑へのインタビューという⼤役、本当に緊張しました。
しかし同時に、芸術を愛する⼈が集まる楽都仙台という街の
良さを、私⾃⾝改めて実感出来ました。iMn

発⾏︓第7回仙台国際⾳楽コンクール

概要発表の記者会⾒に参加して、第７回のコンクールの
準備が始まったことを実感。今からドキドキしています。i岡）
今回が最後の編集後記になります。幅広い年代の⽅々と
活動でき、とても貴重な経験になりました。ありがとう
ございました︕i芦n
コンクールの概要が決定しました。今回はどんな出合い
があるのか︖今からワクワクしています。i早n
ボランティア活動をする中でそれぞれ有意義な時間を過
ごされているのは嬉しいことです♪（事務局 S）
第７回コンクールに向けて、このボランティア活動も充実
した楽しい内容にしていければと思います。i事務局 松n

広報宣伝サポートボランティア

ご⾃⾝の⾳楽、特にクラシック
⾳楽との関わりについて、ご経
験や思い出などお聞かせいただ
けますか?
私は、⼦供のころにピアノを
習っていました。⽗もアマチュア
オーケストラでヴァイオリンを
演奏しており、家族皆が⾳楽好
きでしたね。⽗のヴァイオリン
に私のピアノ、弟はピアニカ、
⺟はカスタネット（笑）と、家
族でアンサンブルを楽しんだこ
とが良い思い出です。私は合唱
団にも所属していたので、今思
えば、⾳楽が⾝近にあった⼦供
郡和⼦ 仙台市⻑
時代を過ごしていたのではない
かと思います。
今ではもっぱら聴くだけとなってしまいましたが、家事をする時
など、その時の気分にあわせてクラシック⾳楽を流しています。
仙台国際⾳楽コンクールに対してどのような印象をお持ちですか?
審査委員の先⽣は⾼名な⽅々ばかりですし、出場者の中にはすでに
世界でご活躍されている⽅もいらっしゃいます。まさに、仙台市
が世界に誇ることのできるコンクールだと思っています。また、
仙台という地名がつくことから、「楽都仙台」の代表的な催しとして、
シティセールスの観点からもよいアピールになっていると考えてい
ます。
市⺠の皆さんにとっても、開催期間中は、⾳楽を⼀層⾝近に感じ、
親しむことのできる機会となっているのではないでしょうか。
先⽇は第7回コンクール開催発表記者会⾒が⾏われましたが、会⾒
に出席され、印象に残ったことなどはございますか?
組織委員会の会⻑として、これまで回を重ねてきた当コンクール
の開催概要を無事に発表させていただき、⼤変光栄なことだと感じ
ています。驚いたのは、会場にとても多くの⽅が取材にいらしてい
たことです。様々な質問が⾶び交い、中には⾳楽的に鋭い質問もあ
りました。皆さんのコンクールに対する期待が非常に⾼いことを実
感することができ、とても嬉しく思いました。
また、運営委員⻑の海⽼澤先⽣、審査委員⻑の野島先⽣、堀⽶先
⽣は皆さん気さくなお⼈柄で、初めて会⾒に臨む私をとても温かく
迎え⼊れてくださいました。このような雰囲気も、当コンクールが
⻑く続いている理由の⼀つなのではないかな、と感じました。
実施要項などの詳細については、各先⽣⽅にお話しいただきまし
たが、才能ある若い⾳楽家の発掘や評価のポイントなど、演奏家と
しても⼀流の先⽣⽅がどのような観点から当コンクールを捉えてい
らっしゃるのかを知ることができ、とても勉強になりました。コン
クールの開催は来年の5⽉下旬からなので、私もそれまでに猛勉強を
しないと追い付かないですね（笑）

このコンクールでは、ボランティアが様々な活動を⾏っています。
その印象をお聞かせいただけますか︖また、ボランティアには、ど
のようなことを期待されますか︖
ホームステイ受⼊れのボランティアとして活動している知⼈がおり、
その⽅にお話を伺ったところ、出場者の滞在中は、練習時の気遣い
はもちろん、家族皆で応援をされていることがよく分かりました。
当コンクールでは、ボランティアの皆さんのホスピタリティが⼤変
素晴らしいとの評判が広まり、新たな出場者を呼び込むことにも繋
がっていると聞いております。まさに、ボランティアの皆さんに⽀
えられているコンクールだと思います。出場者サポート、会場運営、
ホームステイ、広報といった各部門で、本当に多くの市⺠の皆さん
が運営に携わっておいでで、そうした活動を誇りに思っております
し、次回も皆さんのご活躍を期待しております。
コンクールに出場した⾳楽家たちは、出場後も仙台市⺠との交流が
続いています。そういったことについてどう思われますか?
やはり、ボランティアとして関わっていらっしゃる皆さんが⾼く
評価されている証だと思います。もちろん、コンクールへの出場⾃
体が、出場者にとってもご⾃⾝の⼒を試す良い機会になっていると
思いますが、それだけではなく、期間中、市⺠の皆さんとの間に⽣
まれるつながりの深さが評価されているからこそ、交流が続いてい
くのだと思います。世界中のどこを⾒てもなかなか例のないコン
クールなのではないでしょうか。
第７回コンクール出場を目指す若い⾳楽家へメッセージをお願いし
ます。
当コンクールは、若⼿の登⻯門ということだけでなく、すでに
世界を舞台に演奏活動をされている⽅々も出場されるコンクール
です。次回は、協奏曲を課題曲の中⼼とするという点に加え、ヴァ
イオリン部門において、出場者がコンサートマスターとしてオーケ
ストラの中で演奏するという、国内のコンクールでは初の取り組み
も⾏います。また、先ほども申し上げました通り、順位付けだけで
はなく、仙台市⺠の皆さんとの間に結ばれる絆も、当コンクールの
⼤きな魅⼒であると⾃負しています。是非、多くの若い⾳楽家の皆
さんに参加していただきたいと思いますし、⾏政としましても、精
⼀杯努⼒してまいりたいと考えております。

「審査委員の先⽣⽅は、ご⾃⾝の演奏活動がありながらも、本当に
⻑い期間にわたって仙台にとどまり、審査にご協⼒していただいて
いるのですね」と、関係者への細やかなお気遣いもお⾒せになった
郡市⻑。
インタビューを終えた後、「幼いころの家族との思い出がよみが
えり、とても⼼が温かくなりました」とにこやかにおっしゃってく
ださいました。
郡市⻑、お忙しいところありがとうございました。
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ると思います。⾯⽩いですね。ちょっと楽しみです。ファイナルでは

♪編集後記♪
初インタビュー︕盛り沢⼭の興味深いお話を紙⾯のスペー
スに何とか圧縮、もっとスペース欲しかった・・・（グ）
第７回（tph9年）開催の実施要項が発表された。回を重ねて
このコンクールの評価が年々⾼まってきており、参加した
出場者のひとりひとりが期せずして仙台のシティセールス
の役割を担ってこのコンクールの素晴らしさを語っていた
だいていると感じる昨今、ますます目（⽿）が離せない。
時の流れの早さを感じつつ・・・（吾）
庭のサクラソウにも新芽が芽吹き始めました、新しい命が
眩しいです。来年の仙台国際⾳楽コンクールでもどんな若
い息吹が、仙台に吹き込んでくれるか楽しみです。i清n

コンクールで特に聴いて欲しいところはありますか︖
優勝者が誰ということではなく、いろいろな思いを持って仙台に
くる出場者たちの演奏を聴きに来てください。そういう意味では予
選から彼らを応援して欲しいですね。⼀⽣懸命な演奏はきっと⼼を
打つはずです。
仙台フィル以外での演奏活動でも活躍されていますね。
ミュージック・フロム・パトナでは、企画にも携わり、兄との
デュオ”助川ブラザーズ”では「せんくら」にも出演させていただい
ています。他にも仙台ジュニアオーケストラの講師や、公開レッスン
などもおこない、仙台を拠点とした活動を続けています。４⽉２６⽇
（⽊）のミュージック・フロム・パトナでは、先ほど話した⻘⽊尚
佳さんにも出演いただきます。
仙台のファンにメッセージをお願いします。
敷居が⾼いと⾔われるクラシック⾳楽ですが、敷居を低くするの
では無く、みなさんにその敷居を超えられるようなエネルギーをお
届けできればと思って演奏しています。この楽都仙台で、満席の会
場で⼀緒にクラシック⾳楽を楽しみましょう。

最近、朝6時のNHKFM「古楽の楽しみ」を時計代わりに聴
くことがルーティーンとなってきました。布団の中から聴
くか、出て聴くかは定まっていませんが（苦笑）。iWn
昨年hh⽉から広報部門にいれていただきました。まだ新⽶
で⾒習い期間中です。今回お⼆⼈のインタビューを経験させ
ていただきました。これからの活動楽しくご⼀緒して頂けた
らと思います。iScIc）
今年の冬は周りがインフルエンザにかかった話を聞くたび、
「かかったらチケットを取った公演に⾏けなくなって困る︕」
とビクビクしながら気をつけて乗り切りました。i川n
仙台市⻑へのインタビューという⼤役、本当に緊張しました。
しかし同時に、芸術を愛する⼈が集まる楽都仙台という街の
良さを、私⾃⾝改めて実感出来ました。iMn

発⾏︓第7回仙台国際⾳楽コンクール

概要発表の記者会⾒に参加して、第７回のコンクールの
準備が始まったことを実感。今からドキドキしています。i岡）
今回が最後の編集後記になります。幅広い年代の⽅々と
活動でき、とても貴重な経験になりました。ありがとう
ございました︕i芦n
コンクールの概要が決定しました。今回はどんな出合い
があるのか︖今からワクワクしています。i早n
ボランティア活動をする中でそれぞれ有意義な時間を過
ごされているのは嬉しいことです♪（事務局 S）
第７回コンクールに向けて、このボランティア活動も充実
した楽しい内容にしていければと思います。i事務局 松n

広報宣伝サポートボランティア

ご⾃⾝の⾳楽、特にクラシック
⾳楽との関わりについて、ご経
験や思い出などお聞かせいただ
けますか?
私は、⼦供のころにピアノを
習っていました。⽗もアマチュア
オーケストラでヴァイオリンを
演奏しており、家族皆が⾳楽好
きでしたね。⽗のヴァイオリン
に私のピアノ、弟はピアニカ、
⺟はカスタネット（笑）と、家
族でアンサンブルを楽しんだこ
とが良い思い出です。私は合唱
団にも所属していたので、今思
えば、⾳楽が⾝近にあった⼦供
郡和⼦ 仙台市⻑
時代を過ごしていたのではない
かと思います。
今ではもっぱら聴くだけとなってしまいましたが、家事をする時
など、その時の気分にあわせてクラシック⾳楽を流しています。
仙台国際⾳楽コンクールに対してどのような印象をお持ちですか?
審査委員の先⽣は⾼名な⽅々ばかりですし、出場者の中にはすでに
世界でご活躍されている⽅もいらっしゃいます。まさに、仙台市
が世界に誇ることのできるコンクールだと思っています。また、
仙台という地名がつくことから、「楽都仙台」の代表的な催しとして、
シティセールスの観点からもよいアピールになっていると考えてい
ます。
市⺠の皆さんにとっても、開催期間中は、⾳楽を⼀層⾝近に感じ、
親しむことのできる機会となっているのではないでしょうか。
先⽇は第7回コンクール開催発表記者会⾒が⾏われましたが、会⾒
に出席され、印象に残ったことなどはございますか?
組織委員会の会⻑として、これまで回を重ねてきた当コンクール
の開催概要を無事に発表させていただき、⼤変光栄なことだと感じ
ています。驚いたのは、会場にとても多くの⽅が取材にいらしてい
たことです。様々な質問が⾶び交い、中には⾳楽的に鋭い質問もあ
りました。皆さんのコンクールに対する期待が非常に⾼いことを実
感することができ、とても嬉しく思いました。
また、運営委員⻑の海⽼澤先⽣、審査委員⻑の野島先⽣、堀⽶先
⽣は皆さん気さくなお⼈柄で、初めて会⾒に臨む私をとても温かく
迎え⼊れてくださいました。このような雰囲気も、当コンクールが
⻑く続いている理由の⼀つなのではないかな、と感じました。
実施要項などの詳細については、各先⽣⽅にお話しいただきまし
たが、才能ある若い⾳楽家の発掘や評価のポイントなど、演奏家と
しても⼀流の先⽣⽅がどのような観点から当コンクールを捉えてい
らっしゃるのかを知ることができ、とても勉強になりました。コン
クールの開催は来年の5⽉下旬からなので、私もそれまでに猛勉強を
しないと追い付かないですね（笑）

このコンクールでは、ボランティアが様々な活動を⾏っています。
その印象をお聞かせいただけますか︖また、ボランティアには、ど
のようなことを期待されますか︖
ホームステイ受⼊れのボランティアとして活動している知⼈がおり、
その⽅にお話を伺ったところ、出場者の滞在中は、練習時の気遣い
はもちろん、家族皆で応援をされていることがよく分かりました。
当コンクールでは、ボランティアの皆さんのホスピタリティが⼤変
素晴らしいとの評判が広まり、新たな出場者を呼び込むことにも繋
がっていると聞いております。まさに、ボランティアの皆さんに⽀
えられているコンクールだと思います。出場者サポート、会場運営、
ホームステイ、広報といった各部門で、本当に多くの市⺠の皆さん
が運営に携わっておいでで、そうした活動を誇りに思っております
し、次回も皆さんのご活躍を期待しております。
コンクールに出場した⾳楽家たちは、出場後も仙台市⺠との交流が
続いています。そういったことについてどう思われますか?
やはり、ボランティアとして関わっていらっしゃる皆さんが⾼く
評価されている証だと思います。もちろん、コンクールへの出場⾃
体が、出場者にとってもご⾃⾝の⼒を試す良い機会になっていると
思いますが、それだけではなく、期間中、市⺠の皆さんとの間に⽣
まれるつながりの深さが評価されているからこそ、交流が続いてい
くのだと思います。世界中のどこを⾒てもなかなか例のないコン
クールなのではないでしょうか。
第７回コンクール出場を目指す若い⾳楽家へメッセージをお願いし
ます。
当コンクールは、若⼿の登⻯門ということだけでなく、すでに
世界を舞台に演奏活動をされている⽅々も出場されるコンクール
です。次回は、協奏曲を課題曲の中⼼とするという点に加え、ヴァ
イオリン部門において、出場者がコンサートマスターとしてオーケ
ストラの中で演奏するという、国内のコンクールでは初の取り組み
も⾏います。また、先ほども申し上げました通り、順位付けだけで
はなく、仙台市⺠の皆さんとの間に結ばれる絆も、当コンクールの
⼤きな魅⼒であると⾃負しています。是非、多くの若い⾳楽家の皆
さんに参加していただきたいと思いますし、⾏政としましても、精
⼀杯努⼒してまいりたいと考えております。

「審査委員の先⽣⽅は、ご⾃⾝の演奏活動がありながらも、本当に
⻑い期間にわたって仙台にとどまり、審査にご協⼒していただいて
いるのですね」と、関係者への細やかなお気遣いもお⾒せになった
郡市⻑。
インタビューを終えた後、「幼いころの家族との思い出がよみが
えり、とても⼼が温かくなりました」とにこやかにおっしゃってく
ださいました。
郡市⻑、お忙しいところありがとうございました。

