セルゲイ・マーロフ さん

ロシア・23 歳

①コンクールはコンサートと違って審査員にＹｅｓ，
Ｎｏを言われるので
ハードです。
②日本も仙台も初めてですが、素晴らしいと思います。
③寿司を食べました。ベジタリアンなのでいろいろなネタを食べることは
出来ませんでした。滞在中にいろいろな食べ物にチャレンジしてみよ
うと思います。
チャレンジ中 !!→

アンドレイ・バラーノフ さん

ロシア・21 歳

レア・ビリンガー さん

皆さんはとても親切で、仙台はいいところだと思います。
今回のコンクールの印象もよく、友達や仲間の人達と一
緒にお寿司を食べに行ったりして楽しんでいます。

ヤオ・シャンシャン さん

ドイツ・20 歳

中国・23 歳

①とても楽しかった。指揮者、オーケストラの方が素晴らしく、良い体験
をさせてもらいました。また観客の方も静かに聴いてくださり嬉しかっ
たです。観客の方がよく聴いてくださったので、その気持ちが伝わって
きて演奏に反映し良い演奏ができました。たくさんの拍手をいただきう
れしいです。
②調和のとれたきれいな街で、地下鉄が
速いですね。食べ物もおいしいです。
③「萩の月」
「大福」が好きです。

ソー・ミンジョン さん

韓国・27 歳

①最初は緊張しましたが、落ち着いてで
きました。
②金 沢、別 府 …日本には 15 回ぐらい 来
ています。仙台は初めてですが、緑が
あって調和のとれた街だと思います。
③納 豆 大 好き、ホテル でも食 べました。
牛タンもおいしいです。

ヘラルド・ウバス さん

①とても緊張していましたが、会場の準
備がとてもよい中で今日の演奏を終え
ることができてよかったです。
②日本は初めてで、皆さんはとても親切。
仙台は、親しみのある街です。
③日本食は、これから試してみたいです。

エリン・キーフ さん
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コンクールニュース
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インタビュー特集!!

海外からの出場者に聞きました!!

ヴァイオリン部門編

①コンクール（出場）が終わって、今の気持ちは。②仙台の印象はどうですか。③日本食なにか食べましたか。

ウクライナ・26 歳

①コンクールは、よくまとめられていてとてもいいです。予選は、一曲しかないので難
しく、スポーツのような感じです。音楽的、芸術的な部分も見せなければならないの
で難しいと思います。６月と１０月にコンサートを控えているので、大変でした。
②仙台の印象はとても良かったです。緑が多く、道端にタバコが落ちていることもなく
清潔な街だと思いました。
③毎日、おすしを食べていました。

ペドロ・メイレレス さん

アメリカ・27 歳

スペイン・25 歳

コンチェルト 2007.6.7 Vol.3

2007年5月20日㈰〜 6月2日㈯
2007年6月10日㈰〜 6月23日㈯

エヴゲーニ・コストリツキー さん

①演奏の前まではストレスが強く具合が悪くなる程
だったけど、終わってとてもホッとし、まだ興奮が続
いています。
②ずっと練習の時間が多かったので、まだ落ち着いて
街を見たり、人々と話すひまがありません。これか
らゆっくり見たり感じたりしたいと思います。
③パンケーキに似ている感じのお好みやきを食べ、
おいしかったです。

ロシア・25 歳

①あまり予選の出来がよくなかったので結果が不安です。
結果が良ければ嬉しいし、だめだったらやはり残念。でも
結果がどちらでも、滞在を楽しみたいです。
②きれい。環境も人もすばらしい！
③寿司、やき肉。牛タンはまだ食べてない！

ヴァイオリン部門
ピアノ部門

出場者の年齢は6月4日現在のものです。

①世界の他のコンクールと同じぐらいのレベルの高さなのと、また、コンクールの環境がよく組織
されているのにとても驚きました。ホスピタリィがとてもよいです。
②仙台の歴史、文化がわかる青葉祭りと同じに始まるのはとてもいいアイディアだと思いました。
仙台の成り立ちを知り、古さも感じられてとても良い気分にさせてもらっています。
③日本に来る以前から寿司、刺身などの日本食を食べていましたが、牛タンは初めて食べました。

ドミートリ・ルーキン さん

第3回仙台国際音楽コンクール

次回 vol.4 は
ピアノ部門の出場者の
インタビュー特集です

発行：第3回仙台国際音楽コンクール
（SIMC）
ボランティア広報宣伝サポート

ポルトガル・26 歳

①自分では良くできたと思っていますが、難しいコンクールでした。でも、演奏できて幸せでした。
②青葉祭りなどいろいろな催しがあり、生き生きとした現代的な街だと思います。城跡や植物園を
見学し、中心街などを散策しています。
③寿司、天ぷら、味噌汁など毎食、日本食を食べています。店では写真を見ながら注文していろい
ろな物を食べています。

マリア・マホフスカ さん
ポーランド・20 歳

①予選の演奏には満足してい
ます。このコンクー ル に 参
加できたことをとても嬉しく
思って います。音 楽をやっ
てきたからこそ、仙台にくる
ことができました。今ここに
いることができて幸せです。
②すばらしいです。定 禅 寺 通
りや蔵王の山々がホテルか
ら見えますが、とても美しい！
③ホテルで寿司を食べました。

キネレット・シエラズキ さん

イスラエル・23 歳

①素晴らしいコンクールに参加できてうれしい。予選のうちから大
勢の人で驚きました。客席があたたかい雰囲気で、演奏するのが
楽しかった。コンクールなのにコンサートのように演奏できました。
②仙台は初めてなので、資料を読んではきましたが、人々がフレン
ドリーで家に居るような感じがします。街もきれい。とても美しく
清潔な都市で食べ物が新鮮でおいしいので、大好きです。
③「お寿司」と「お酒」にトライしました。おい
しかった。ぜひ、てんぷらも食べたいです。 マクシム・コスィノフ さん
ロシア・23 歳
ホテルの和朝食が気にいりました。
①いろいろなコンクールに出ています
が、このコンクールは最初の段階か
らとてもよく整っていて驚きました。
②仙台は初めてです。お祭りで「すず
め 踊り」を見ましたが 楽しかった。
時間が足りないほど見るものが多く
て、練習する時間が減りました。
③和朝食が気にいりました。お祭りで
食べた「たこやき」はとても美味し
く、また食べたいです。
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