
第 22 回西日本医科学生オーケストラ
西オケ報　第 1 報

医オケ報、お待たせしまして大変申し訳ありません。はじめまして、今回西オケ報の作成を担当させ

ていただくことになりました有岡です。以後よろしくお願いいたします。

第 1 報の内容は主に以下の通りになっております。

1. 第 22 回西日本医科学生オーケストラフェスティバル in 香川の概要

2. 合宿所のご紹介

3. 指揮者の先生のご紹介

4. トレーナーの先生方のご紹介

5. パートリーダーのご紹介

6. 主管のご紹介

7. エントリー関連

8. 西日本医科学生オーケストラ連盟について

1. フェスティバルの概要

第 22 回西日本医科学生オーケストラフェスティバル in 香川
合宿：2011 年 3 月 20 日（日）～3 月 25 日（金）　（前日錬：2010 年 3 月 19 日）

　　　場所：ホテルアジュール

本番：2011 年 3 月 26 日（土） 

　　　場所：アルファあなぶきホール大ホール

曲目：

ボロディン/歌劇「イーゴリ公」より「ダッタン人の踊り」

プロコフィエフ/「ロメオとジュリエット」

プロコフィエフ/交響曲第 5 番　変ロ長調 Op.100

2. 合宿所（ホテルアジュール）のご紹介

　一昨年度の西オケ in 高知で行われた合宿所とおなじところです。高知のときの参加者のみなさん

は記憶におありでしょうか。写真を撮ってきましたので、別の報に載せて知らせいたします。お楽

しみに。



3. 指揮者のご紹介

　今回も前回に引き続き寺岡先生に振っていただけることとなりました。よろしくお願いいたしま

す。

　profile:
早稲田大学第一文学部卒業。桐朋学園大学を経て 1992 年よりウィーン国立音楽大学指揮科に入学、指

揮を高階正光、カール・エステルライヒャ、ウロシュ・ラーヨヴィッチ、湯浅勇治の各氏に師事。

1997 年イタリア・シエナのキジアーナ音楽院より指揮科最優秀受講生に贈られる「フランコ・フェ

ラーラ大賞」を授与され、１年間ジャンルイジ・ジェルメッティ氏のアシスタントとしてロンドン・コ

ヴェントガーデン、ミュンヘン・フィル、ローマ・サンタチェチーリア管等に同行し研鑽を重ねる。ま

た、2001 年より１年半にわたりイタリア・フィエーゾレ音楽院においてカルロ・マリア・ジュリーニ

氏より定期的に指導を受けた他、2000 年以降ヨルマ・パヌラ、ネーメ・ヤルヴィ両氏の下で研鑽を積

む。1996 年プロコフィエフ国際指揮者コンクール第３位。　2000 年ミトロプーロス国際指揮者コン

クール優勝。

これまでにヴェニスのフェニーチェ歌劇場管弦楽団、サンクト・ペテルブルグ・フィ ルハーモニー交

響楽団、オランダ放送管弦楽団、モスクワ室内管弦楽団、ウィーン室内管弦楽団を始め、イタリアを中

心にヨーロッパ各国のオーケストラへ客演。

日本に於いては 2001 年に大阪シンフォニカー交響楽団を指揮してデビュー。これまでに新日本フィル

ハーモニー交響楽団、東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団、関西フィルハーモニー管弦楽団、九

州交響楽団等を指揮している。

近年はイタリア・パドヴァ管弦楽団、フランス国立ロワール交響楽団、ブラジル・ポルトアレグレ交響

楽団等に客演。2007 年 4 月にはイギリス室内管弦楽団を指揮してロンドンデビューを飾った他、同 7 月

には急病のネーメ・ヤルヴィ氏に代わりラトヴィア国立交響楽団を指揮してエストニアのオイストラフ

音楽祭閉幕演奏会を成功に導いた。

大阪交響楽団とは、2004 年１月の正指揮者就任以来緊密な関係を続けている。ウィーン在住。

4. トレーナーの先生方のご紹介

　今回西オケの各パートのご指導していただく先生方をご紹介いたします。
Vl 川島 秀夫  先生
Va 臼木 麻弥  先生
VC 荻野 健  先生
Cb 吉浦 勝喜  先生

木管 菅原　恵子　先生

金管 長谷川 正規  先生

打楽器 坂本 雄希  先生

よろしくお願いいたします。



5. パートリーダーのご紹介

　今回のパートリーダーを引き受けてくださった頼もしい面々です。

パート 氏名(大学　学年)
Vn 大森　春　(大分　5 年)
Va 高岡　梨奈　(浜松医科　4 年)
Vc 中嶋　香雪　(福井　4 年)
Cb 熊田　寛子　(広島　3 年)
Fl 稲田　修吾　(広島　4 年)
Ob 岡田　麻莉子　(広島　4 年)
Cl 宮本　祐介　(広島　3 年)
Fg 松原　理沙　(千葉　4 年)
Hr 萱沼　彩香　(帝京平成　4 年)
Trp 前田　和美　(熊本　3 年)
Trb 野地紀久子　(広島　3 年)
Tub 長谷川　正規　(上越教育　2 年)
Perc 馬場　翔太郎　(順天堂　4 年)

6. 主管のご紹介

　今回は香川の単独主管にて行います。

役職 氏名

実行委員長 乾口　芙美恵　(6 年, Tub)

副実行委員長
有岡　誠 (4 年, Va)
岩永　素太郎 (4 年, Vc)

会計 三好　明日美 (3 年, Tp)

広報・渉外
和田　侑希子 (6 年, Vl)
木田　潤一郎 (6 年, Vl)

スポンサー 岩永　素太郎 (上に同じ)

合宿
萩尾　泰明 (4 年, Fg)

五十嵐　佑弥 (高知大学 4 年, Vl)
ホール 荒木　理佐 (3 年, Fl)
楽譜 田村　美穂子 (3 年, Vl)

CD/DVD 山中　聖月 (1 年, Trb)
打ち上げ 坂東　果林 (3 年, Hr)
内務 友澤　明子 (3 年, Fl)

特殊楽器・運搬 田中　祐太 (4 年, Cb)
ホームページ/エントリー 内田　俊平 (4 年, Vc)

総務
長谷川　正規（上越教育大学 2 年、

Tub）
外務 宮城　恵 (5 年, Ob)
庶務 瀧口 幸恵 (3 年, Cb)

　至らぬ点もあるとは思いますが、なにとぞよろしくお願いいたします。



7. エントリー関連

　現在、一次エントリー募集中です。

一次エントリー終了日は、11      月      20      日      0      時  となっております。お気を付けください。

二次エントリー開始前には募集人数など詳細を HP で公開いたしますので、ご確認下さい。

エントリー費、合宿費は以下の通りになっております。

エントリー費  :\18,000  

合宿費  :\49,000  

お振り込みは郵便局にてよろしくお願いします。

郵便局振込先　

西日本医科学生オーケストラ　

三木町郵便局 01650-9-100479　　

　　　一次エントリーの方々の、お振込み期限は 12 月 17 日(金)とさせて頂きます。
期限を過ぎてしまいますと、エントリー費・合宿費それぞれに      1000      円のペナルティーを頂きます。  

どうか、期限内でのお振込みにご協力下さい。

疑問点、ご質問等ございましたら、

会計係　三好明日美

tinkerting.37 hotmail.co.jp★ （★を＠に変えてください）

までご連絡よろしくお願いします。

 



8. 西日本医科学生オーケストラ連盟について

　西日本医科学生オーケストラフェスティバルに参加する場合、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頂いています。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。

　以下に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提出くださいます

ようお願いします。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有岡までご連絡ください。

　

最高顧問(2011 年)
香川大学 医学部長 阪本　晴彦

顧問(2011 年)
杏林大学 教授 伊藤　泰雄

昭和大学 准教授 原田　康雄

東京医科大学 教授 伊藤　正裕

東京女子医科大学 教授 岩田　誠

日本医科大学 教授 杉崎　祐一

防衛医科大学校 准教授 高橋　裕

浜松医科大学 教授 椙村　春彦

滋賀医科大学 教授 松田　昌之

福井大学 教授 木村　吉延

大阪大学 教授 辻本　賀英

兵庫医科大学 教授 道免　和久

広島大学 教授 杉山　政則

香川大学 教授 今井田　克己

鳥取大学 教授 押村　光雄

島根大学 教授 堀江　良一

産業医科大学 教授 城戸　優光

高知大学 教授 深谷　孝夫

大分大学 教授 横井　功

(文責)
副実行委員長

有岡誠(香川大学 4 年)
zeronica@pp.iij4u.or.jp


