
本コンクールの参加者募集
に対し、国際チェロ･コンクー
ルとしては異例の24カ国から、
総勢74名の申し込みがあった。
ここ数年のコンクール上位

入賞者も多数参加しており、本
コンクールへの関心の高さが示
された結果となった。
予備審査の結果、参加資格

を得たのは19カ国45名であっ
た。
最年少 15 歳から最年長 28

歳までの幅広い出場者が八王子
に集う。

熱戦は、八王子市芸術文化
会館いちょうホールにて、平成
18 年 11 月 23 日から同年 12
月 3日まで開催される。
本コンクールの構成は三段

階による審査で、第一予選が 5
曲、第二予選は 45 分以内のリ
サイタルプログラムによる審
査で、3名が本選へと進む。本
選はオーケストラ伴奏による協
奏曲の演奏となり、かなりの力

量を要求される内容となってい
る。
世界に羽ばたくチェリスト

の誕生を、予選段階から一緒に
見守り、応援していきましょう。
予選は入場無料。本選、披

露演奏会は共に有料。チケット
は 9月 9日 ( 土 ) より一般発売
される。

世界地図には参加承認者の国、

19カ国を表示しています。

カッコ内は、参加承認者の人数

です。



「私はシエナの生まれで、キー
ジ伯爵（註２）は、私の家族の
友人だったんですよ。キージ伯
爵の家をアカデミア･キジアー
ナ（註 3）として夏季 3ヶ月間
提供して、世界の有名な音楽家
が招聘されました。そこで、毎
日レッスンやコンサートが行わ
れていたんです。キージ伯爵の
おかげで、私も大勢の有名な音
楽家と会いましたよ。そのなか
に、カサドと智恵子がいて知り
合いになりました。他に有名な
音楽家は、カザルス、メニュー
イン、バーンスタイン、オイス
トラフ、シェーリング、ハイ
フェッツ、セゴビアもいました
よ。音楽家は言葉の天才で、カ
サドもイタリア語が上手でし
た。セゴビアはおもしろい人で
したよ。
当時、私は子供だったので、写
真を撮ったりできませんでした
が、今思えば、とっても残念で
したね。コンサートはフリーパ
スで、キージ伯爵にとても可愛
がられましてね。天皇陛下と皇
后陛下も、アカデミア・キジアー

ナを訪ねたことがあります。」

「そうです。カサドは毎夏シエ
ナにきていて、そこで私は知り
合いました。カサドとキージ伯
爵は仲が良かったですよ。その
後、シエナのキージ伯爵邸での
カサドと智恵子の結婚式に私も
出席しました。その時、私は
15歳か 16歳でした。」

「はい、フィレンツェの家にも
招待され、食事をご馳走になり
ました。とても良い場所にあっ
て、きれいなお家に住んでい
らっしゃいました。彼はとても
国際的な人だったので、世界の
骨董品のコレクションがたくさ
んありましたよ。すごく良いス
トラディバリもあって、カサド
の演奏を数多く聴きました。カ
サドと智恵子はとても仲が良
く、やさしく、すごく気の合っ
たコンビでした。」

「背が高いしおしゃれな伯爵で、
ちょっとプレイボーイで女性が
大好きだったんですよ（笑）。
子どもがいなかったので、小さ
い私をすごく可愛がってくれま
した。キージ伯爵の家系は、キー
ジ氏がお亡くなりになると途絶
えてしまいました。キージ伯爵
は音楽に造詣が深かったのです
が、ベートーベン、ワーグナー
が苦手だったようです。今の時
代には彼のような人はいないで
すね。92 歳まで長生きされま
した。」

「私の父はイタリア人で、母は
サンマリノ共和国出身です。で
すから私は二重国籍を持ってい
ます。つまり、イタリアーノで
あり、サンマリネーゼです。来
年秋には、日本とサンマリノ
共和国で外交関係 50 年を記念
する金貨が作成されます。5千
セットしか発行しません。興味
ありますか？（金貨のデザイン
を見せてくださいました。）
サンマリノは、世界最古の共和
国です。サンマリノは軍人がい
ないし、政治的に中立です。」

「行ったり来たりで、20年くら
いです。その前は、ジャーナリ

ストで、特派員として香港、ベ
トナム、台湾、日本などアジア
の国々に行ってました。パリの
大学で日本人の友人ができた
し、遊びで日本語を学び、日仏
文化会館に週2～3回ほど通っ
ていましたので・・・。
サンマリノにも音楽大学があり
ます。日本の皆さん、私たちの
国へ遊びにいらしてください。」

「えっ、11 月 23 日ですって？
その日は私の誕生日ですよ！」

サンマリノ共和国大使館
特命全権大使

マンリオ･カデロ氏

スペシャルインタビュー

サン・マリノ共和国は、イタリ

ア領内にありながら、歴とした独立国

である。総面積６１平方キロメートル

は世界で国としては小さい方から５番

目。３１０年に聖マリノがローマ帝国

の迫害を逃れて、この地で伝導をはじ

めたのを国家の起源とする世界最古の

共和国である。国家財源は専ら観光収

入である。

若い頃から音楽への造詣が深く、

1932 年イタリアのシエナを音楽の聖

地にという希望から、キジアーナ音楽

院を設立した。

1939 年、キジアーナ音楽院専

門課程として夏期マスタークラスが開

設される。各楽器の第一線で活躍する

演奏家が講師として招聘され、若い音

楽家の研鑽の場となっている。毎年行

われているキジアーナ音楽祭は、世界

的に注目されている。



イタリアのシエナのキジアーナ音楽アカデミーの設立に協力。

ビーチャム指揮，ジェリー・ダラニのヴァイオリンでロイヤル・フィ
ルハーモニーとブラームス「二重協奏曲」を共演。

ジュリエッタ・ゴルディジアーニの勧めでローマからフィレンツェ
へ居を移す。《レキエブロス》を作曲し，カザルスに献呈される。カ
サドによれば，「レキエブロス」とは「紳士が淑女に示す雄々しさ
（Gallantry）を意味する。

マイラ・ヘス，ジェリー・ダラニと「ニュー・トリオ・アンサンブル」
を結成し，ブラームスの「ピアノ三重奏曲ハ長調」を録音。《チェロ
とピアノのためのパルティータ》が作曲される。ボロディン《スペ
イン風のセレナータ》，ヴェーバー《クラリネット協奏曲》をチェロ
とピアノのために編曲する。

スペイン市民戦争勃発。フランシス・フランコによってファシスト
政権が樹立されたのを機に，カザルスはスペインを離れることを決
意する。この年カサドは，ハイドン「チェロ協奏曲ニ長調」をニュー
ヨーク・フィルハーモニックと共演し，ニューヨークにデビューする。

ユニオン・ツアーで南アフリカを訪れる。

10月 31日，第二次世界大戦の間，一次中断されていた音楽活動が，
フィレンツェのニッコリー二劇場での演奏会を皮切りに再開される。

戦後，英国のナショナル・ギャラリー・コンサートに定期的に出演
する。第二次世界大戦中のカサドの政治に無関心な態度がカザルス
の怒りに触れる。このことがその後の二人の関係に長く影を落とす
ことになる。

《オラトリオ》完成。

キジアーナ音楽アカデミーのマスタークラスで教鞭をとる。自作の
「緑の魔王の踊り」「レキエブロス」，および自ら編曲したドヴォル
ジャークの「ソナチネ」，リストの「愛の夢」をロンドンでジェラル
ド・ムーアとともに録音。

ニューヨークで演奏しようとしたとき，ディラン・アレクサニアン（パ
リ時代からのカザルスの友人）を中心とした音楽仲間からボイコッ
トに遭う。

《アカレス》作曲。

3ヶ月間のアフリカへの演奏旅行。3月 29日にはヨハネスブルグで
B．ハインツェ指揮 S.A.B.C. オーケストラとドヴォルジャーク「チェ
ロ協奏曲」を共演。「王子のような演奏」に鳴り止まぬ「オーレ」の
声。「ヨハネスブルグのシティ・ホール始まって以来の最上のオーケ
ストラの夕べ」と評判になる。この間，ケニア，タンガニーカ，南
アフリカへの演奏旅行。エドワード・ダン指揮ケープタウン・オー
ケストラとドヴォルジャーク「チェロ協奏曲」，サン・サーンス「チェ
ロ協奏曲」を演奏する。「厳しい表現で演奏するチェロ奏者は他にも
いるかもしれないが，そこから気品ある音色を引き出し，それに堂々
として英雄的な特性をしみ込ませられるものはわずかだ」（「ケープ・
タイムズ」1955.3.22）4月 5日，リヴィングストン，ヴィクトリア・
ホールでパパドプーロスと共演。4月 28日，ラジオ・ブレーメン局
前でジークフリート・ゴスリクス指揮ラジオ・ブレーメンオーケス
トラとともにチャイコフスキー「ロココの主題による変奏曲」を演奏。
この録音には，当時留学中の吉田貴尋氏が同行。カサドのもとには
日本人の他にもインドやインドネシアからもやってきた。
6月 10日，ロンドン，ヴィグモア・ホールでバッハ「無伴奏チェロ
組曲第 5番ハ短調」，ベートーヴェン「チェロ・ソナタ」，ブラーム
ス「チェロとピアノとクラリネットのためのトリオ・ソナタイ短調」
を演奏。「チェロ・ソナタ」はジェラルド・ムーアと共演。「トリオ・
ソナタ」ではクラリネット奏者G. ペイエ，ムーアと共演。また，こ
の頃，メニューイン，ルイス・ケントナーと室内楽を行う。

参考資料：玉川大学 1997 年

　　　　　カサド生誕百年記念祭 "記念コンサート "プログラム p.18 - p.19

ホセ・マリア・フランコとともに南米アルゼンチンに演奏旅行を行
い成功を収める。

バルセロナのカタルーニャ音楽堂で行われたバッハ「マタイ受難曲」
スペイン初演にチェロ独奏者として参加。管弦楽はルイス・ミリェッ
の主宰するウルフェオ・カタラー，オルガニストを務めたのは当時
ミリェッと親交のあったアルベルト・シュヴァイツァーであった。
演奏当時の様子をシュヴァイツァーはこう書き記している。「コント
ラバスとチェロがアリアに伴奏する控えめな仕方は私の心を快く突
き動かした。（…中略…）彼らの目も覚めるような響きと非凡で精緻
な合奏には驚嘆を禁じえない」。

ローマに移り住む。マリオ・ラボカ，ヴィットリオ・リエティ，レ
ンツォ・マサラーニ，それに旧知の間柄であったアルフレード・カセッ
ラらとの交友を深める。

《セレナーデ》《振り子時計と糸つむぎの女と恋人》《古いスペイン様
式のソナタ》《チェロとピアノのためのソナタイ短調》を作曲。《古
いスペイン様式のソナタ》はヴェネツィアの音楽祭でジュリエッタ・
ゴルディジアーニのピアノで初演する。

5月，父ホアキン・カサド死去。《チェロとオーケストラのための協
奏曲ニ短調》《緑の魔王の踊り》《ヴァイオリンとピアノのためのソ
ナタニ短調》《無伴奏チェロ組曲ニ短調》《ピアノ三重奏曲ハ長調》
を作曲。

《カタルーニャ・ラプソディ》を完成。チェロとオーケストラのため
に編曲されたシューベルト作曲《アルペジョーネ・ソナタ》がヴィー
ンで開かれたシューベルト没後百年記念演奏会で初演。

ロンドンでドビュッシー「チェロ・ソナタ」と自作の《スペインの舞踏》
をジュリエッタ・ゴルディジアーニとともに録音。

《ピアノのためのソナタ・ブレーヴェ》《チェロとピアノのための二
つの楽曲》を作曲。ベルリン・フィルハーモニーとドヴォルジャー
ク「チェロ協奏曲」を録音。



1942 年、第二次世界大戦中のパリで男 4人兄弟

の 3番目に双子として生まれる。7歳からチェロ

をはじめ 13歳でパリ国立高等音楽院に入学、15

歳で室内楽、16 歳でチェロのプリミエ・プリを

獲得する。18 歳から突如音楽活動を停止し、音

楽美学や音楽学などを学ぶが、22 歳で再びチェ

ロを手にプラドを目指しカザルスの前で演奏す

る。イタリア・シエナのキジアーナ音楽院に入学

し、卒業後、セルジオ・ロレンツォ主宰のアンサ

ンブル「ピアノ・クインテット・キジアーナ」の

メンバーとして活動。24 歳からキジアーナ音楽

院で教鞭をとり、フランス・リヨン国立高等音楽

院の教授を経て、1989 年からはパリ国立高等音

楽院の教授として後進の指導にあたる他、「ボル

ドー国際弦楽四重奏コンクール」の総裁を務める。

Ｊ . Ｓ . バッハ「無伴奏チェロ組曲全集」は絶賛

され、Ｊ . Ｓ . バッハの演奏には定評がある。

第 12回チャイコフスキー国際コンクールのチェ

ロ部門審査員長を務めた。ロシア国家英雄賞を

受賞、現在シベリウス・ミュージック・アカデ

ミー（ヘルシンキ）とモスクワ音楽院で教授を務

める。1988 年以来「ムジカ・ヴィヴァ」、「アル

ペジオーネ」両室内楽団の芸術監督・主席指揮者

に就任、定期公演を行う。「コンツェルティーノ・

プラハ」国際コンクールでグランプリ受賞、バッ

ハ国際（1976）、チャイコフスキー国際，各コン

クールで受賞。指揮者としてウィーン、ロンドン・

フィル他、主要交響楽団に客演。クフモ、12 月

の夜音楽祭などに毎年出演。グネーシン音楽学校

でチェロ、ピアノ両科修了後、モスクワ音楽院指

揮科修了。現在、指揮者・チェロ奏者として活動

する。

父親の指導の下、5歳よりチェロを始める。その

後、E. イェーガー、F. ブック、J. フッフロ、U. ベ

ルガーの各氏に師事。ヘッセン放送交響楽団やド

イツの室内楽オーケストラなどで活躍すると共

に、ソリストとしても世界各国で活発な演奏活動

を繰り広げる。ワールド・チェロ・コングレスに、

チェリスィモ・アンサンブルのメンバーとして参

加。クロンベルクのチェロ音楽祭、エヴィアン音

楽祭、ソウル国際音楽祭に出場。またM. ロスト

ロポーヴィチ、E. イストミン、M. カバリエらと

共に、パウ・カザルス博物館でのコンサートに出

演した。現在、国立マンハイム音楽･表現芸術大

学のチェロ・アンサンブル学科で教鞭を執るかた

わら、カリフォルニア州立大学フラトン校で、マ

スタークラスを指導している。現在、エマヌエル・

フォイアーマン音楽院院長。共著　チェロ教則本

「やさしいチェロ演奏」.。

マドリード、マンハイム、ソウル、 松本、パリ各

国でのマスタークラスで教える。アメリカのライ

ス・イーストマン、ミシガン、およびオバーリン

を含む多くの主な学校でもマスタークラスを開

く。ボールドウィン・ウォーレス大学所属のエリ

ジアン・トリオのメンバーである。1998 年に客

員教授としてニューイングランド音楽院で教鞭を

執る。また、夏の期間、アスペン音楽祭など多く

の音楽祭，サマースクールなどで指導している。

彼の生徒は、数々の国内、国際コンクールで受賞

し、クリーヴランド、フィラデルフィア、ピッツ

バーグ、シアトル交響楽団など著名なオーケスト

ラのソリストとして共演している。1992 年より

クリーヴランド音楽院教授。

幼少よりチェロを始め，桐朋学園にて齋藤秀雄氏

に師事。ジュネーヴ音楽院でプリミエ・プリを獲

得後，ローザンヌ室内管弦楽団のソリストとして

ヨーロッパデビュー。1975 年、ベオグラード国

際チェロ・コンクール第 1位。1976 年アメリカ

デビュー，翌年スペインの「カザルス生誕百年記

念コンサート」に招待される。1976 年以来、ス

イス・ロマンド管弦楽団、ザグレブ・フィルなど

数々のオーケストラと共演する一方、室内楽、リ

サイタルなど数多くの演奏会を、スイスを本拠地

としながら世界各国で活躍。日本へは毎年定期的

に帰国し、全国各地で積極的な演奏活動を行って

いる。1995 年には、カザルスホールにおいて「デ

ビュー 20 周年４日連続演奏会」を開催。現在、

国際スズキメソード音楽院教授を務めるなど、後

進の指導にも力を注いでいる。

1951 年、ピレネー山脈にあるアンドラ公国に生

まれ、カザルスが名付け親となる。９歳で音楽の

勉強を始め、13 歳よりバルセロナでパブロ・カ

ザルスの弟、エンリック・カザルス（ヴァイオ

リニスト）に徹底した音楽教育を受ける。 1975

年ボローニャ国際コンクール、1976 年パウ･カ

ザルス国際コンクール、1977 年第１回ロストロ

ポーヴィッチ国際コンクールでそれぞれ優勝し、

国際的な活躍の舞台に躍り出るきっかけとなっ

た。レパートリーは幅広く、バッハからブーレー

ズ、ルストワフスキ、クセナキス、ディティーユ

などの現代作品に及ぶ。現在、バルセロナ音楽

院、フランス･トゥールーズ音楽院で教鞭を執る。

1981 年から 1994 年まで、トリオ･デ･バルセロ

ナ ( ピアノトリオ ) のメンバー。ハルモニア･ム

ンディとアウデヴィスから数多くの CDをリリー

スしている。

1944 年生れ。1955 年齋藤秀雄氏に師事。1959

年桐朋学園高校音楽科入学。1966 年第 34 回音

楽コンクール第 1位。海外派遣コンクールで特

別表彰。第3回チャイコフスキー国際コンクール

第 3位。G. カサドに師事。1968 年より P ･フル

ニエに師事。1969 年ルツェルン･フェスティバ

ル合奏団のソリストとなる。1969 年より 1973

年までフルニエのアシスタントとしてチューリッ

ヒの夏期講習会に同行。その後、ヨーロッパ各地

でリサイタル、コンチェルト、レコーディングな

ど多方面で活躍。1974 年小澤征爾指揮サンフラ

ンシスコ響と共演。世界各地のフェスティバルに

参加。1986 年には安田弦楽四重奏団を結成、ク

ワルテットの活動にも多くの力を注ぎ、80 曲に

もおよぶハイドンの弦楽四重奏全曲演奏、ベー

トーベン年代順室内楽作品の演奏会など貴重なコ

ンサート活動を続けている。

韓国チェロ界の第一人者。ガスパール･カサドの

直弟子であり、アンドレ・ナヴァラにも指導を受

ける。延世大学の教授であり、米国・欧州でマス

タークラスを開く。優秀な生徒を育てた教師に与

えられる「優秀教師賞」を、チャイコフスキーコ

ンクール協会から授与されている。2005 年 3月

5日、八王子市にて NPO 法人チェロ・コンサー

トコミュニティー主催の「第 2回チェロを愛す

る若きチェリストによる交流コンサート」に招聘

され、演奏指導、及び講演会に出演した。講演会

ではＧ・カサド氏と原智恵子氏について語った。

チェロを齋藤秀雄、P. トルトゥリエ両氏に、室

内楽を J. フェブリエ氏に師事。桐朋学園高校在

学中、日本音楽コンクール入賞。同大学在学中、

フランス政府給費生として渡仏。パリ国立音楽院

のチェロ科と室内楽科でプリミエ・プリを獲得。

帰国後はリサイタルや N響はじめ主要オーケス

トラとの共演を活発に行なうかたわら、ヨーロッ

パ各地、東南アジアヘの演奏旅行を重ねる。日中

国交回復 10 周年には、中国より招待され、2年

間にわたり、藩陽音楽院における教授活動の他、

各地でリサイタルやオーケストラと共演。その後、

サン・モリッツ音楽祭、ロス・アンジェルス音楽

祭、サイトウ・キネンオーケストラに出演。最近

では、「カザルスに捧げるチェロ連続リサイタル」

「リサイタル “フォーレの世界” ＆ “べ一トーヴェ

ンの世界”」「シューマンのチェロ協奏曲（都響＆

パスカル・トルトゥリエ指揮）」など。現在、桐

朋学園大学教授。



イトーヨーカ堂八王子店
① 13時 00分 , ② 16 時 00 分

八王子市役所正面玄関ロビー
時間：12時 15分

京王プラザホテル八王子
① 15時 00分 , ② 17 時 00 分

東海大学八王子病院ロビー
時間：17時 00分
 

八王子市役所正面玄関ロビー
時間：12時 15分
 

そごう八王子店ミレニアムコート
① 13時 00分 , ② 15 時 00 分

京王プラザホテル八王子
① 15時 00分 , ② 17 時 00 分

長崎屋前広場
時間：未定

京王プラザホテル八王子
① 15時 00分 , ② 17 時 00 分

そごう八王子店ミレニアムコート
① 13時 00分 , ② 15 時 00 分

※上記公演の時間は変更となる場合がありますの

で、予めご了承下さい。また、最新の情報は随時

コンクール公式ウェブサイトで発表いたします。

八王子ホテルニューグランド 英国チャペル
（東京都八王子市大和田町 6-1-6・℡ 0120-30-8037）

チェロ･コンサートコミュニティー

コンクール公式ホームページ※アウトリーチコンサートへの一般の方のご来場はご遠慮

頂いております。予めご了承下さい。

今年 4 月から開催している
コンクール関連事業、9月から
は更なる盛り上がりをみせる。
その中で一番の注目が、学校

に訪問し生のチェロ演奏を子供
たちに聞いてもらうアウトリー
チコンサート。八王子市内の小
中学校を 22 校訪問し、6,000
名近い子供たちに音楽を届け
る。
その他に、本コンクールの

審査員を迎えて、チャペルコ
ンサートが催される。10月 10
日はアラン･ムニエ氏、11月 7
日は前号のインタビューでご登

場頂いた林峰男氏。両氏共に、
絶妙なチェロの音色で、聴衆を
魅了してくれることは間違いな
いだろう。
また、八王子市内各所での

無料ミニコンサートも随時開催
中。街の雰囲気が「チェロムー
ド」に染まってきた時、いよい
よ幻のコンクールは復活の時を
迎える

※詳細は、以下を参照。



　2006 年 9月 3日（第 2号）

　ガスパール･カサド国際チェロ･コンクール実行委員会

　会長　杉本敦子

　ＮＰＯ法人チェロ･コンサートコミュニティー広報部

　ガスパール･カサド国際チェロ･コンクール実行委員会

　　　　　　　〒 192-0052 東京都八王子市本郷町４番３号

　　　　　　　Tel. 042(625)2120  /  Fax. 042(625)2430

　　　　　　　Mail. info@cassado-cello.jp

※後援団体、協賛企業・団体等の情報は 2006.08.29 現在のものです。最新の情報は、http://www.

cassado-cello.jp にてご確認頂けます。

第 1回ガスパール･カサド国際チェロ･コンクール in 八王子は、

ご覧の企業･団体の皆様に支援頂いております。

11/23.thu - 11/25.sat
時間 11:00 - 21:00
八王子市いちょうホール（小）
料金：入場無料

11/26.sun - 11/28.tue
時間：11:00 - 20:00
八王子市いちょうホール（小）
料金：入場無料

12/2.sat
開演：15:00（開場：14:15）
八王子市いちょうホール（大）
料金：3,000 円
共演：東京フィルハーモニー交
響楽団（指揮：十束尚宏）

12/3.sun
開演：14:00（開場：13:15）
八王子市いちょうホール（大）
料金：2,000 円

※上記の時間は変更となる場合があります。

下記のプレイガイドよりお求め
下さい。

いちょうホール
八王子市本町 24-1（042-621-3005）

八王子市民会館
八王子市上野町 32-1（042-622-8251）

南大沢文化会館
南大沢駅前（042-679-2202）

学園都市センター
八王子東急スクエア11F（042-646-5611）

いちょうホール
042-621-3005　

イープラス
http://eee.eplus.co.jp
コンクール公式ホームページ
http://www.cassado-cello.jp

平成 18年 12 月 1日 ( 金 )
開演：18:30（開場：18:00）
会場：八王子市いちょうホール（大）
料金：1,500 円
チケット一般発売：9/29.sat
※上記プレイガイドにて発売（イープラスを除く）


