
 1 

第3１回全日本医科学生オーケストラ連盟 平成23年4月  

医オケ報 第１報 （文責 総務 芝軒ヱリ）  

 

3月11日に発生した東日本大震災において、被災された皆さまに心よりお見舞い申し上げます。 

私たち昭和大学管弦楽団団員一同も全日本医科学生オーケストラフェスティバルの主管として、被災地・

北オケのためになにかできることはないかと日々考えております。 

 

こんにちは、 第3１回全日本医科学生オーケストラフェスティバルは昭和大学が主管を

務めさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

今回、総務を務めさせていただきます、芝軒ヱリと申します。これから数回にわたって

医オケ報に、最新情報をお伝えしていきたいと思いますのでぜひチェックしてください。 

今年も皆さんの思い出に残る素晴らしい夏オケにする為に、主管一同頑張りますのでご

協力よろしくお願いします！ 
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①実施概要  

＜本番＞ 日程：2011年8月12日（金）18:00開演（予定）  

会場：横浜みなとみらいホール  

指揮者：現田茂夫 

＜合宿＞ 日程：２０１１年８月４日（木）～８月１１日（木）  

場所：横谷温泉旅館（長野県） 
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②指揮者紹介 

今回は現田茂夫先生に指揮をお願いすることになりました。プロフィールを掲載します。 

現田 茂夫 先生 

東京生まれ。東京音楽大学指揮科で汐澤安彦、三石精一

両氏に師事。その後東京芸術大学で佐藤功太郎、遠藤雅

古両氏に師事。1985年安宅賞受賞。 

86年、二期会オペラ「ヘンゼルとグレーテル」でオペラ・

デビュー後、「こうもり」等、二期会オペラで活躍する

一方、オーケストラコンサートでも実績を積む。 

87年、新星日本交響楽団指揮者に就任。 

88年、来日中のドレスデン・フィルに客演したのをはじめとして、国内外を問わず主要オ

ーケストラを指揮し、好評を得ている。 

90年、新星日響とヨーロツパ演奏旅行。同年、ウィーン国立歌劇場に国費留学。 

91年スロヴァキア・フィルに客演。 

92年、プラハ国立歌劇場日本公演の指揮者として客演。同年、プラハ交響楽団の定期公演

に初登場し、翌年、“プラハの春”での“佐藤しのぶリサイタル”は、センセーショナル

にヨーロツパで放送された。チェコを始めとして、イタリア、ドイツ等での客演も多い。 

96年より13年間神奈川フィルハーモニー管弦楽団を指導し飛躍的に躍進させ、その功績も

称えられ2009年4月より名誉指揮者の称号を得る。他の主要オーケストとも数多く共演し好

評を得ている。また、世界的チェリスト故ムスティスラフ・ロストロポーヴィチと03年12

月及び04年10月皇后陛下の古希祝賀コンサートで共演し好評を博した。 

オペラ指揮者としても経験豊かで、関西二期会で94年“ラインの黄金”/97年“ワルキュー

レ”/98年“ナクソス島のアリアドネ”/02年“天守物語”/08年“セビリアの理髪師”、東

京二期会で95年“チャルダッシュの女王”/96年“フイガロの結婚”/“魔笛”、文化庁オ

ペラ研修所で96年“ドン・ジョバンニ”、 “佐藤しのぶドラマチック・リサイタル”（全

国ツアー）、2001年夏には“夕鶴”のタジキスタン/ウズベキスタン/東京公演、04年秋に

はブラチスラヴァでスロヴァキア国立歌劇場の“椿姫”を指揮し、さらに10月同日本公演

でも好評を博した。02年から錦織健プロデュースオペラの音楽監督も努め、“コシ･ファン･

トゥッテ、”04年“セビリアの理髪師”、06年“ドン･ジョヴァンニ”、09年“愛の妙薬” 

全国公演。05、08年には栗山民也演出“夕鶴”の全国公演を行っている。 

また、アントニオ･ペドロッティ国際指揮者コンクール(イタリア/トレント)の審査員とし

て毎回招待されている。2000年4月から3年間、ＮＨＫの「ＦＭシンフォニー・コンサート」

のパーソナリティを務めるなど、バラエティにとんだ活動を行なっている。 
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③ トレーナー紹介  

Vn 川島 秀夫 先生  

Va 古川原 裕仁 先生  

Vc 藤村 俊介 先生  

Cb 黒木 岩寿 先生  

Cb 赤池 光治 先生  

木管 和久井 仁 先生  

Fl 富久田 晴彦先生  

Cl 糸井 裕美子先生  

Fg 菅原 恵子 先生  

金管 島田 俊雄 先生  

金管 下田 太郎 先生  

Tb 田中 徹 先生  

Tu 長谷川 正規先生  

Perc 久保 昌一 先生  

Perc 坂本 雄希 先生  

 

④ メイン曲 

『マーラー交響曲第５番』です。 

前、中は現在選曲中です 

 

⑤ 会場について  

横浜みなとみらいホール 

コンサートホールには最適と言われるシューボックス型をベースに、舞台が見やすいアリ

ーナ型の客席配置を取り入れた「囲み型 シューボックス形式」のホールです。オープンス

テージの舞台前も階段状に下がる設計で、舞台と客席との一体感はこのホールの大きな特

徴となっています。ことに夜景の美しさは格別。港の見えるホールならではの贅沢な時間

が流れます。 

〒220-0012 横浜市西区みなとみらい2-3-6 

Tel：045-682-2020 Fax：045-682-20236 

ＨＰ: http://www.yaf.or.jp/mmh/index.php 

 

http://www.yaf.or.jp/mmh/index.php
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アクセス 

 

◆電車で 

・みなとみらい駅(東急東横線直通／みなとみらい線)下車、「クイーンズスクエア横浜連

絡口」より徒歩 3分 

・桜木町駅(JR 京浜東北線･根岸線／横浜市営地下鉄)下車、動く歩道からランドマークプラ

ザ経由でクイーンズスクエア 1 階奥(徒歩 12 分) 

◆バスで  

横浜市営バス 292系統、156系統「クイーンズスクエア」停留所下車すぐ。 

◆車で  

・みなとみらい公共駐車場（パシフィコ横浜地下）  

1200台 24hrs 30分 260円  ※平日割引 午前7時～午後11時は最大1,300円 

・クイーンズパーキング（クイーンズスクエア地下）  

1700台 7:00～24:00  30分 260円 

・ランドマーク駐車場（ランドマークプラザ地下） 

1400台 24hrs 30分 260円 

 

⑥ 合宿所について  

今回の合宿所は、長野県にある『横谷温泉旅館』で行います。  

 

〒391-0301 長野県茅野市北山5513  

Tel：0266－67－2080 

ＨＰ：http://www.yokoyaonsen.com/ 

 

アクセス 

 

◆車で 

諏訪南インターから20～25分  

◆バスで 

新宿からの直行便バス(所要時間3時間半) 

◆電車で  

JR中央線茅野駅より送迎バスで20分 

 

※アクセスにつきましては、詳細が分かり次第お伝えします。 

http://www.yokoyaonsen.com/
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⑦ スタッフ紹介（2011年4月現在）  

委員長  山本 真貴子 (5年)  

副委員長  葛城 怜子 (5年) 

総務  芝軒 ヱリ (5年)  

会計 丹羽 希 (3年)  

広報  後明 晃由美 (5年)  

合宿所  青木 真史 (3年)  

渉外  藤原 明子 (5年)  

ホール  石原 里美 (5年)  

ホームページ  秋山 加菜 (5年) 

デザイン  小林 慧 (5年)  

エントリー  久保倉 弘史 (3年)  

楽譜  二川 美弥 (5年)  

特殊楽器・運搬  後藤 拓也 (5年)  

チケット  吉田 詠里加 (5年) 

レセプション  本多 愛子 (3年)  

譜面台  湊 洋祐 (3年) 

 

⑧ パートリーダー紹介（2011年4月） 

Vn 古井 寛子 東京医科大学 (5年)  

Va 高岡 梨奈 浜松医科大学 (5年)  

Vc 時田 歩実 獨協医科大学 (5年)  

Cb 田中 佑太 香川大学 (5年)  

Fl 奥山 修平 浜松医科大学 (4年)  

Ob 出口 薫太朗 千葉大学 (5年)  

Cl 朝岡 聖子 東京女子医科大学 (5年)  

Fg 志賀 友美 順天堂大学 (4年)  

Hr 勝木純一郎 浜松医科大学 (4年)  

Tp 木村 沙織 千葉大学 (5年)  

Tb 辻 あゆみ 東京医科歯科大学 (3年)  

Tuba 吉田 健太郎 鳥取大学 (2年)  

Perc 三崎 柚季子 浜松医科大学 (3年) 
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⑨ ホームページの紹介  

URL：http://31stnatsuoke.web.fc2.com/index.html 

春オケ、北オケ、西オケのHPにもリンクを貼っていただいてます。  

こちらもあわせてご覧ください。  

 

⑩ エントリー開始日時 、参加費 

2011年4月23日24時に第1次エントリー開始予定です。5月14日24時に締め切る予定です。

二次エントリーは5月21日24時～6月11日24時を予定しております。 

 

参加費は以下の通りです。 

 

 

 

※振込み期限 

一次エントリー：4月24日～6月14日 

二次エントリー：5月22日～7月11日 

 

⑪ 全日本医科学生オーケストラ連盟について  

全日本医科学生オーケストラフェスティバルに参加するには、連盟へ加盟していただき、

各加盟大学の学生代表を1名、連絡委員として出していただいています。連絡委員は主管か

らの連絡を受け、学内の参加者をまとめる役割を担います。  

連盟加盟校を掲載いたしますので、ご確認の上、顧問名に変更事項があればご連絡くだ

さい。新たに参加される場合は連盟加盟願を、また脱退をご希望の場合は脱退願を送付い

たしますので、下記まで連絡くださいますようお願いいたします。脱退願を提出されない

場合、今回参加者がいない大学でも加盟校という扱いになります。事情により参加しても

加盟できない方は総務の芝軒までご連絡ください。また、今回医オケ報を送らせていただ

いた方を現時点での各大学の連絡委員として扱わせていただいております。エントリーの

際に、エントリーフォームにおいて連絡員であるかどうかを伺いますが、連絡委員の変更

がある場合は、新しい連絡委員の連絡先を医オケ報の宛先を含めてご連絡いただけますよ

うよろしくお願いします。 

  

 

 

エントリー費 29500円 

合宿費 68500円 
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＜加盟願・脱退願の提出先＞  

〒142-8555  

東京都品川区旗の台1-5-8  

昭和大学管弦楽団 芝軒ヱリ宛  

TEL 080-1233-7359  

＜連盟加盟に関する連絡先＞  

芝軒ヱリ natsuoke31_soumu＠yahoo.co.jp 

 

連盟顧問（2010） 

旭川医科大学      教授    高井 章 

弘前大学        教授    新川 秀一 

獨協医科大学      教授    平林 秀樹 

順天堂大学       教授    北澤 茂 

杏林大学        教授    川上 速人 

昭和大学        教授    山元 俊憲 

東京医科大学      准教授   土田 明彦 

東京医科歯科大学    助教授   伊藤 彰人 

東京女子医科大学    教授    澤田 達男 

東京慈恵会医科大学   教授    穴澤 多貞夫 

埼玉医科大学      教授    赤塚 俊隆 

佐賀大学        助教授   大川 毅 

千葉大学        教授    中谷 晴昭 

東邦大学        教授    岩村 吉晃 

慶應義塾大学      教授    村田 満 

聖マリアンナ医科大学  教授    窪田 倭 

日本医科大学      教授    杉崎 祐一 

横浜市立大学      教授    河野 純一 

浜松医科大学      教授    椙村 春彦 

滋賀医科大学      教授    服部 隆則 

福井大学        教授    木村 吉延 

大阪市立大学      教授    西沢 良記 

広島大学        教授    杉山 政則 

鳥取大学        教授    押村 光雄 

島根大学        教授    堀江 良一 

山口大学        教授    日野田 裕治 

山梨大学        教授    小林 哲郎 
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香川大学        助教授   久郷 敏明 

産業医科大学      教授    城戸 優光 

高知大学        教授    上野 脩幸 

大分大学        教授    横井 功 

(敬称略) 

 

⑫東日本大震災の影響に関して 

ＨＰにも掲載しておりますが、今回の震災における合宿所と本番のホールの影響につい

てご報告させていただきます。 

 合宿所（長野県 横谷温泉旅館）に関しましては、地震の影響は尐なく建物自体も全く

損傷はありませんでした。また、長野県は東京電力ではなく中部電力の管轄であり、計画

停電の実施はありません。節電は行っていますので、合宿中も皆様のご協力をお願いする

ことになるかもしれません。 

 ホール（横浜みなとみらいホール）に関しましては、確認を取ったところみなとみらい

ホールのある横浜市西区では今のところ計画停電の範囲外になっています。しかし、ホー

ル側も夏の計画停電に関してはまだ把握していなく、本番の日程・時間ともにこのままで

進めていこうと思っておりますが、ステージマネージャーの小林先生と連絡を取り合って

何かあったときのために話し合いをしておこうと考えております。 

 皆様には色々とご協力していただくことも多々あると思いますが、主管一同夏オケ開催

のために頑張っていこうと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

また何か変更などありましたら、随時情報をお伝えしていきますのでＨＰや医オケ報をご

確認ください。現時点で、夏オケは予定通り行う予定です。 

 


