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＜実施概要＞
Wiener Musikseminar は来年 53 年目を迎えます。オーストリア大統領、ファン・デア・ベレン氏の支援のもと、
ウィーン国立音楽大学で講習会を開催いたします。毎年、様々な国々から 300 人以上の受講参加があります。
ヨーロッパ、アメリカ各地の音楽大学とウィーン国立音楽大学の教授を中心とした教授達が個人レッスンを行い
ます。言葉が不安な方は日本語通訳をつけることも可能です。
＜開講にあたっての新型コロナウィルス対策＞
本セミナーでは、新型コロナウィルス感染対策のため、空港集合時に参加者の体調確認を行い、感染の疑い が
ある方にはご参加をご遠慮いただきます。
また、レッスン時には指導者（および通訳者）と受講生間に適切な距離をとり、聴講生の人数制限やレッスン室の
換気の実施等、感染拡大防止に向けた取り組みを実施いたします。
なお、本要項は日本からオーストリアへの渡航（入国）に規制がなく、渡航後の隔離措置が不要である状況を 前
提として作成しております。そのため、オーストリアへの入国が不可の場合、また渡航後に隔離措置が必要と さ れ
る場合には、ご案内の中止、変更となることがございます。
・出発時に係員が空港にて皆様の検温、体調チェックを実施いたします
・レッスン室は十分に換気を行い、必要に応じてアクリルパネルを設置しております
・レッスン室の入室に関しては事前に登録を行い、入室者の管理を行っております
・レッスンの聴講は人数を制限して実施いたします
・滞在ホテルは新型コロナウィルス対策を実施しているホテルを利用いたします

＜開催地＞

ウィーン国立音楽大学
＜講習会開催期間日程・受講対象楽器＞

2023 年 2 月 15 日（水）～2 月 24 日（金）
ピ ア ノ 科 ： Alexander RÖSSLER（アレキサンダー・ロスラー）
Vladimir KHARIN（ウラジミール・カリン）
ヴァイオリン科 ： Elisabeth KROPFITSCH（エリザベート･クロプフィッチ）
Anna GUTOWSKA（アンナ・グトヴスカ）
Edward ZIENKOWSKI（エドワード・ツィエンコフスキー）
声 楽 科 ： Sona GHAZARIAN（ソーナ・ガツァリアン）
フルート科 ： Barbara GISLER-HAASE（バーバラ・ギーズラー・ハーゼ
クラリネット科 ： Kurt SCHMID（クルト・シュミット）
※ レッスン教授は変更になる場合があります。変更があった場合は協会の HP を更新してお知らせします。
※上記以外のレッスン楽器も受け付けています。希望する楽器がありましたら協会事務局までメールにて
お問い合わせください。
過去にレッスンを開催した楽器 チェロ、コントラバス、ホルン等

＜レッスン内容＞
基本的には 60 分レッスンを 4 回受講となります。各自 3 曲程度ご準備下さい。教授により、240 分を 4 回以上
に分割する場合もあります。レッスン時間（大学の開学時間）は月～木曜日は 9 時から 17 時まで、金曜日は 16
時半までとなります。ただし、参加者の人数により予定時間以外にもレッスンを行う場合があります。
＜講習会参加費＞

申込金：173 ユーロ 受講料：588 ユーロ
通訳料：170 ユーロ（希望者のみ）
※通訳をお申し込みになられた場合は 240 分のレッスン時に音楽を専門にした日本人の通訳がつきます。
※通訳を希望しない方でも受講時に教授の判断で必要となる場合があります
※ご請求書発行時の当社規定レートで計算し、日本円でご請求いたします。

＜渡航日程＞

2023 年 2 月 13 日（月）日本出発～2 月 26 日（日）日本着（2/25 現地出発）

＜渡航費用＞

４１５,０００円
【渡航費用に含まれるもの】
1） ホテル宿泊代金（11 泊・2 人部屋・朝食代金込み）
2） 往復航空券代金
3） 平日の夕食代 ※飲み物代を除く
4） 現地空港からホテルまでの往復送迎費
5） 現地事務局員諸経費
6） 海外送金手数料
【渡航費用に含まれない主なもの】
1） 事務手数料
22,000 円
2） 航空券手配に係る諸費用（空港使用料、燃油代、海外空港税等 約 140,000 円）
3） マスタークラス申込金および受講費、聴講費、通訳料
4） 昼食代および土、日曜日の夕食代
5） ホテルから大学までの交通費
6） その他個人的支出となるもの（お土産代等）
※シングルルーム希望の場合は別途追加料金 64,000 円が発生いたします。
2 人部屋のご希望はお申込順に承ります。そのため 2 人部屋の希望者が奇数名となった場合、最後のお申し
込み者の方に追加料金を自己負担いただきシングルルームをご利用いただきます。
※昼食と土、日曜日の夕食は各自のご負担となります。
※航空券は自己手配することも可能です。その場合、航空券代金相当額として渡航費用から 130,000 円を
減額いたします。
※現地空港税、燃油および航空保険代金につきましては、為替レートの変動および燃油価格の高騰にともな
い金額が変更となる場合がございます。御請求書発行時の価格にて御請求申し上げます。
※渡航手続き関連で必要な個人情報を㈱東京国際ツアーズと共有いたします。
お申込後、㈱東京国際ツアーズより直接ご連絡を差し上げますので予めご了承ください。
株式会社東京国際ツアーズ 観光庁長官登録旅行業 1353 号 （社）日本旅行業協会正会員
〒116-0002 東京都荒川区荒川 3-74-6-301
TEL 03-6808-7820 FAX 03-3806-8556
master@ti-tours.com

＜修了証＞
コース修了後にディプロマ（修了証）をお渡しいたします。
＜申込締切日＞

2022 年 12 月 26 日（月） 17：00 必着
＜申込方法＞
お申込金（内金）として 50,000 円を以下の口座にお振り込みの上、申込書、パスポートコピー、振込明細書
（お客様控え）のコピーと共に弊会まで郵送またはファックスにてお送りください。
※パスポートを取得予定の方はその旨を申込書に記載のうえ、取得後速やかにコピーをご提出ください。
【お申込金振込先口座】 城北信用金庫 本店営業部 普通口座 6256426 ㈱東京国際ツアーズ

＜その他＞
1）本マスタークラスではコンクール・オーディションにおける成績優秀者（以下対象者）に学費免除推薦が認められています。
・2021 年 1 月～2022 年 12 月までに弊会主催コンクールにて入賞・入選、同時期開催の新人演奏会オーディションにて合格・准合格
された方
・2021 年～2022 年春期・夏期・2023 年春期海外音楽大学派遣助成オーディション にて合格・准合格された方
・その他、新型コロナウィルスの影響により、取得した学費援助推薦資格の延長が認められている方

2）航空券を自己手配された場合の集合場所は宿泊先ホテルとなります。なお、ご自身で手配した飛行機の遅延等に
よって予定されているレッスンに間に合わない場合等の責任は一切負いません（受講費・ホテル代金等の返金は
ありません）。

3）現地サポートの関係上、宿泊先の自己手配はできません。こちらが指定した宿泊施設のみとなります。
4）練習場所はピアノ会社の練習室を利用します。

イベント予定（変更の可能性あり）
2/15（水）
2/23（木）
2/24（金）

※詳細は現地オリエンテーションにてご案内いたします。

オリエンテーション
参加者によるクラスコンサート ※参加人数により開催されない場合があります
修了コンサート

＜ウィーン国立音楽大学受験を希望する方々＞
ウィーン・ムジークセミナー開催期間中に、ウィ－ン国立音楽大学に留学を希望する方々を対象とした受験ガイ
ダンスを行います。 ウィーンの留学事情について現地スタッフが解説いたしますので、留学をするかどうか迷って
いる方にも参考と なるセミナーです。 ガイダンス時には日本語に訳した留学資料もお渡しいたします。
♪受験ガイダンス内容
1. ウィーン国立音楽大学 2023 年 新年度の入試受験曲案内
2. 受験のドイツ語テストについての案内
3. 受験の楽典試験の内容と対策
（出題パターンがおおよそ決まっていますので参考資料をみながら説明します）
4. ウィーンでの生活（長期滞在に必要なオーストリア国が発給するビザについてなど）
5. 保険(病院などへかかる場合の説明)
6. 銀行口座の開設
7. 住まい(家)探し
8. ピアノレンタル
9. 電話・インターネットの接続等の案内
10. 質疑応答
※参加人数が多数の場合、実際に留学をしている方、または最近まで留学生として学生だった方をゲストとして
お招きし現状をお話ししていただきます。
参加希望の方は申込書内の「説明会オプショナル申込欄」の参加に○をご記入く ださい。
※参加費は 65 ユーロ(9,285 円※1 ユーロ 142.85 円で換算・2022 年 10 月 4 日参考レート)です。
※参加費のお支払い金額は請求書発行時のレ―トで計算しますので、レート変動により上記費用が変更にな
る可能性がございます。ご了承下さい。
※現地でもお申込みは可能です（お支払いは現金（ユーロ）のみとなります）。

＜キャンセルについて＞
本マスタークラスは手配旅行となります。申込後のキャンセルの場合、マスタークラス申込金および事務手
続き費用 22,000 円につきましては理由の如何を問わずご返金いたしかねます。予めご了承ください。
それ以外の費用につきましては、以下のとおり取り消し料を申し受けます。
1） マスタークラス関連費用のうち、受講費・通訳費用
・マスタークラス開始日の 1 ヶ月前～2 週間前の取り消し
・マスタークラス開始日の 2 週間前以降の取消
2） 渡航費用
・1/10（火）以降出発日より 2 週間前までの取り消し
・出発日 2 週間前から 1 週間前までの取り消し
・出発日 1 週間前から前日までの取り消し
・出発日当日の取り消し

費用の 50％
費用の 100％
渡航費用の 30％
渡航費用の 40％
渡航費用の 50％
渡航費用の 100％

＜説明会＞
12 月上旬に Zoom アプリによるオンライン説明会を実施いたします。ご参加は事前予約制とし、日時等の詳細は
お申込をいただいた方へご案内いたします。参加をご希望の方は、info@tiaa-jp.com までメールにてお申込を
お願いいたします。
※説明会参加申込締切 2022 年 11 月 25 日（金）

ウィーン国立音楽大学マスタークラス担当教授
ピアノ教授：

ヴァイオリン教授：

Alexander ROSSLER アレキサンダー・ロスラー
ウィーン国立音楽大学元教授。シ
ュトゥットガルト、ミュンヘンにて K.
H.ディール、R.ケラーに師事。フィ
レンツェの M.ティポより奨学金を
受ける。ウィーン、ペルージャにて
Ｓ.ノイハウスのマスタークラス受講。
1981 年首席にて卒業。バルセロ
ナコンクール優勝。ポーランドでは
シマノフスキー受賞記念メダルを
授与された。1973 年以降、ソリストまたは著名なソリスト
の室内楽パートナーとしてヨーロッパや海外で多くのコ
ンサートを行った。1990 年以降、ヨーロッパ、韓国、日本
のマスタークラスを定期的に受け持つ。ピアノコンクール
審査員。ラジオ出演やＣＤレコーディング（シューベルト、
シューマン、ブラームス等）を行う。レパートリーはブラー
ムスとベートーベンが中心となるが、ウィーンクラシック、
シューベルト、メンデルスゾーン、シューマン、スクリャー
ビン、シマノフスキー、プロコフィエフも得意としている。
現代作品ではジャズ、ブルース、自由即興が挙げられ
る。

Elisabeth Kropfitsch エリザベート･クロプフィッチ

Vladimir KHARIN ウラジミール・カリン
モスクワ生まれ。6 歳よりモスクワ音
楽院の英才教育コースでピアノを
始める。モスクワ音楽院を卒業後、
ドイツ・エッセンのフォルクヴァング
芸術大学大学院へ進学、優秀な成
績で同大学院を卒業。ドイツ、オー
ストリア、CIS 諸国、フランス、イタリ
ア、日本、中国、インドネシアのコン
サートホールより、国際コンクールの受賞者として、オー
ケストラとの共演、リサイタルや室内楽のために招待を
受けている。ルール地方のピアノフェスティバルに数回
出演し、ジョナサン・ダーリントンの指揮によるデュース
ブルク・フィルハーモニー管弦楽団との共演を果たす。
2009 年からウィーン国立音楽大学で才能のある子ども
達や若者へのピアノ指導を行っている。彼の生徒たち
は、数多くの奨学金や国際コンクールで 1 位を受賞して
いる。それらにはドイツのエトリンゲンでの国際コンクー
ル 1 位（2020 年）、チェコ共和国のコンチェルティーノプ
ラハ 1 位（2021 年）、2019 年モスクワで開催された若い
ミュージシャンのための XX コンペティション「くるみ割り
人形」での黄金のくるみ割り人形賞、第 3 回モスクワ国
際「ウラジミール・クライネフ」ピアノコンクール（2019）1
位、デンマークのアールフスで開催されたピアニストの
国際コンテスト（2019）2 位および聴衆賞の受賞等を含
む。教師としてのウラジミール・カリンの名前は、世界に
広く知られている。審査員として招致される他、世界のさ
まざまな都市でマスタークラスの指導者として招待を受
けている。

2011 年 10 月よりウィーン国立
音楽大学教授に就任。ウォル
フガング･シュナイダーハンに
師事。長年アイゼンシュタットの
ハイドン音楽院で教鞭をとる。
国際的な演奏活動を行う一方
EMI･フンガロトンから CD をリリ
ース。愛器は 1751 年製作のガ
ダニーニ” d’Elia 1751”。
Anna GUTOWSKA アンナ・グトヴスカ
ジェシュフ生まれ、スイスのローザ
ンヌ音楽院にて J. Jaquerod 教授
の指導を受け、同院を優秀な成績
で卒業。その後、ウィーン国立音
楽 大 学 に て 、 Edward Zienkowski
教授に指示。修士課程および大
学院課 程を修 了。 フェ ルモ での
「Andrea Postacchini」ヴァイオリン
コンクール、トロンハイムでの国際
室内楽コンクール、グダニスクでの
バルト国際ヴァイオリンコンペ、大阪での国際音楽コンク
ールなど、国内外のコンペティションでの受賞経歴を持
つ。 T. Wojciechowski、T。Strugala、M。Dworzynski、
Jose Maria Florencio Jr.、J。Maksymiuk、P。Wajrak、P。
Chromcak のような著名な指揮者の下で、一流オーケス
ト ラ の ソ リ ス ト と し て 活 躍 。 2012 年 よ り Edward
Zienkowski 教授のアシスタントを務める。ポーランド、ス
ロバキア、イラン、そして 2016 年よりウィーン国立音楽大
学で教鞭をふるっている。

Edward ZIENKOWSKI エドワード・ツィエンコフスキー

ポーランドのルブリンに生まれ、ポ
ーランドとドイツで学んだ。多数の
国際コンクールで受賞。1981 年以
降ソロとしてヨーロッパ、アメリカ、
日本で演奏活動を行い、有名なヴ
ァイオリンコンサートでの演奏を収
録した。彼のレパートリーは、バッ
ハから現代の作曲家の作品まで幅
広い。1979 年から 82 年までベルリ
ンフィルハーモニー管弦楽団のメンバーであり、1982 年
から 92 年は WDR Köln のコンサートマスターを務めた。
1985 年以降はバイロイト音楽祭にてオーケストラのコン
サートマスターを務め、1992 年よりウィーン国立音楽大
学で教授、またヴァイオリンコンサートクラス主任となる。

声楽教授：

クラリネット教授：

Sona GHAZARIAN ソーナ・ガツァリアン

Kurt SCHMID クルト・シュミット
ウィーン生まれ、Ｒ.イェッテルのも
とウィーン大学で学ぶ。1963 年より
NTO のクラリネットソリスト。1969 年
より Viennese music にて勤める。
1970 年より指導経験を積み、1974
年ウィーン音楽セミナー教授となる。
1986 年以降、作曲に焦点をあて、
1993 年、ウィーンクラリネットオーケ
ストラの芸術監督、指揮者となる。またオーストリア、日
本、韓国でもマスタークラスを受け持つ。1996 年よりウィ
ーン音楽セミナーの芸術部門副代表。1999 年より交響
楽団オラデアのディレクター、指揮者となる。2002 年より
ルガンスク・フィルハーモニック・オーケストラ芸術監督、
正指揮者。2003 年よりルガンスク音楽大学教授。2004
年 3 月から、ルガンスク音楽大学にて名誉博士となる。

ベイルート大学心理学科卒業。最
優秀の成績で声楽コースを修了
する。国際的に名高いオペラハウ
ス（ロンドン・コベントガーデン、パ
リ国立オペラハウス、ウィーン国立
歌劇場、ミラノスカラ座、ニューヨ
ーク・メトリポリタン歌劇場、カーネ
ギーホール、ブエノスアイレス、日
本、その他）で 70 以上のオペラに
出演。カルロス・クライバー、コリ
ン・デービス卿、H. B.カラヤン、ゲオルグ・ショルティ
卿とリッカルド・ムーティ等著名な指揮者を共演、38
年間世界的なキャリアを積む。国際マスタークラスで
指導、声楽の技術とオペラ解釈、リート、オラトリオに
焦点をあてる。たぐいまれな功績で多数の賞を受賞。
名誉歌手、芸術と科学の第一級金メダル受賞者とし
てオーストリア共和国から栄誉を与えられた。

フルート教授：
Barbara GISLER-HAASE
バーバラ・ギーズラー・ハーゼ
ウィーン生まれ。ウィーン国立音楽
大学にてフルートを学び首席で卒
業。在学中から数々のオーストリア
若手アーティストコンクールで優勝。
室内楽コンクールではユーラシア・
カルテットのメンバーとして受賞。
1974 年、プラハ国際フルートコンク
ールで受賞。同年、ウィーン音楽大
学で教員を始め、ソロやアンサンブ
ル（フルートとギター、フルートとチェロとピアノ等）でコン
サートを開催する。1983 年、コントラバスからピッコロ・フ
ルートまでを含む珍しいアンサンブルを結成しＣＤをリリ
ース、ラジオやテレビにも出演。またイスラエル、エジプ
ト、トルコ、イラン、インド、台湾、韓国、南アメリカ、ヨーロ
ッパ諸国等、世界中でコンサートを行う。1984～85 年、
フルート製造に関する研究プロジェクトでも主要な立場
となる。毎年、特別マスターコースを開催。現在はウィー
ン国立音楽大学教授。

＜お問い合わせ・お申し込み先＞
一般社団法人 東京国際芸術協会
〒116-0002 東京都荒川区荒川 3-74-6-301
TEL 03-6806-7108 FAX 03-3806-8555
http://www.tiaa-jp.com
E-mail: info@tiaa-jp.com

第53回

ウィーンナームジークセミナー

参加申込書

※必ず要項の内容をよく確認した上でご記入ください。申込用紙に不備・記入漏れがある場合、申込手続きができない場合がございます。
申込日

氏 名
ローマ字

月

日

フリガナ

助成対象コンクール・オーディション

姓

名

開催年月：

20
（姓・LAST NAME)

年

月

コンクール・オーディション名

(名・FIRST NAME)

パスポート記載名 （LAST NAME)
（ローマ字）

生年月日

年

フリガナ

(FIRST NAME)

西暦

年

月

日

年齢

歳

性 別

男 ・ 女

フリガナ

パート（声楽専攻者のみ）

保護者氏名

㊞

専攻楽器

※18歳以下の方は保護者の同意が必要です

フリガナ

住 所
〒
（書類送付用）

都 道
府 県

区 市
郡

電話番号

（

）

携帯電話

FAX

（

）

ｅ-ｍａｉｌ（必須）

パスポート情報

<番号>

<有効期限>

年

（

月

日

）

国 籍

※申請中の方は申請中と記入し、取得次第書面（FAX･メール可）にてご連絡ください

<氏名>
緊急連絡先

<続柄>

〒
TEL

レッスン曲目
①

邦題＜作曲者名＞

＜邦題＞

原語＜作曲者名＞

＜作曲者の年代＞

邦題＜作曲者名＞

＜邦題＞

原語＜作曲者名＞

＜作曲者の年代＞

邦題＜作曲者名＞

＜邦題＞

原語＜作曲者名＞

＜作曲者の年代＞

＜演奏時間＞

＜原題＞
※欄外参照

レッスン曲目
②

＜演奏時間＞

＜原題＞
※欄外参照

レッスン曲目
③

＜演奏時間＞

＜原題＞
※欄外参照

参加希望 ・ 検討中 ･ 希望なし

現地留学説明会

追加レッスン

（

）回希望する ・ 検討中 ･ 希望しない

レッスン時通訳(ドイツ語）

必要 ・ 不要

希望教授

※先着順のためご希望にそえない場合もございます

<日本語>

学歴・賞歴

現在までに
師事した先生

<英語>

<フリガナ>
<漢字>
<ローマ字>

□航空券手配を希望⇒ 成田（羽田）発 ・ 関空発 ・ セントレア発 ・ その他（

）

※ご希望に添えない場合もございます。また、成田（羽田）以外の出発便については見送りはございません。

航空券手配 □航空券手配は不要
□その他手配を希望

署名

※延泊・周遊等アレンジが必要な場合はご希望の詳細をご記入ください。

上記の内容で申込をします

署名

印

日付

※レッスン曲の原語は作曲者（フルネーム）、作曲者の年代、曲名の順番で記入してください
例）Ludwig van Beethoven (1770-1827) aus Klaviersonate Nr .30 op109
1,Vivace ma non Troppo 2,Prestissimo 3,Gesangsvoll, mit innniger Empfehlung ,Andante cantabille ed espresssivo
※手配に必要なため、この申込用紙と一緒にパスポートの顔写真ページのコピーをご提出ください（渡航者全員分）。
申請中の方は出来上がり次第、ファックスまたは郵送にてお送りください。

