




平成25年度（2013年度）事業報告
（2013年4月～2014年3月）

3

「PMFを応援する会」は皆さまからの変わらぬご支援をいただきながら、2013年度も活発な活動を展開

することが出来ました。以下に当会の2013年度の活動内容をご報告致しますとともに、2014年度の活動計画

をお知らせ致します。

あらためまして2014年度も変わらぬご支援を賜りますようお願い申し上げます。

（１）定例役員会 （12回）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2013年4月～2014年3月

（２）会計監査 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4月10日

（３）定例総会 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4月22日

（４）2012年度募金（公財）PMF組織委員会へ寄付金贈呈・・・・・・ 5月9日

（５）「カフェ・サロン」開催　　全3回（PMFボランティア｢ハーモニー｣と共催）

　　　 ① 第1回「カフェ・サロン」　　　　　6月10日

　　　　  場所：札幌パークホテル　　参加人数：75名

　　　　  講演者：熊谷ユリヤ氏　「ハリーを通してバースタインを偲ぶ」

　　　　  2013 聴きどころ：渡辺史子氏（PMF組織委員会）

　　　　  ゲスト演奏者：中島杏子さん・能登谷亜紀子さん（PMF修了生）

　　　 ② 「ピクニックコンサートで会いましょう」　　　　7月28日

　　　　  市民とPMFアーティスト・アカデミー生との交流の場として開設

　　　　  参加者：延べ200人　　場所：札幌芸術の森・アートホールロビー

　　　　  コーヒーサービスと市民交流

　　　 ③ PMF創設者バーンスタインを偲ぶ「ニドムツアー」　　10月18日

　　　　  参加者：58名　

　　　　  ホテル・ニドム　メモリアルホール見学・ホテル周辺の散策・レストランランチ

　　　　  修了生演奏（PMF第1回修了生　ホルン奏者・島方晴康さん）

（６）PMF「フラッグの掲出」：　芸術の森常盤地区有志と協同作業

　　 「PMF歓迎看板」：地域の企業協賛により「札幌芸術の森」入り口に設置

　　 「ミニコンサート」：児童会館・関口美術館・PMF修了生伊藤光湖さんの協力で実施

（７）会報誌｢協奏｣　7号・8号・9号発行

（８）「HP」の発信・管理

（９）年間通じた活動：PMFの市民への啓蒙活動及び募金活動

　　　　　　　　　　  PMF組織委員会との連携

（１） 募金収入　　　　　332件　958,537円　　　　　　　　　　　　　

　　（件数で前年対比　 －71件　　金額で前年対比　－440,588円）

（２） （公財）PMF組織委員会への寄付金額を70万円とすることを決定した。

　　　　　　　　＊2013年度の月別募金件数と金額は次ページに記載しています。

平成25年度（2013年度）の決算報告
（2013年4月～2014年3月）



4

4月 16

62

67

27

10

49

12

2

43

30

4

10

332

件数

37,000

133,000

207,000

103,467

20,000

151,670

53,000

4,000

114,200

70,200

15,000

50,000

958,537

金額（円）

2013年度　月別募金件数と金額

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

合計

1、 カフェ・サロン全3回開催　当会が主催する市民の皆さまとPMFをつなぐ交流会。

　　① 第1回（6月） 吹奏楽クリニック＆PMF2014聴きどころ

　　　　　　　6月21日（土）　札幌パークホテル

　　② 第2回　PMF会期中　アーティスト・アカデミー生との交流

　　　　　　　8月3日（日）　カフェ・ディ・レニー

　　③ 第3回　会期終了後 （9月） ニドムツアー

　　　　　　　PMFの創設者バーンスタインが滞在したホテル・ニドムを訪ねる小さな旅。

2、 寄付金贈呈の新しい試み
　　寄付金の使途を募金者に見える方法の検討と実行

3、 地域とのコラボ事業
　　地域の企業の協賛を得て札幌芸術の森入り口にPMFの看板設置

4、 募金活動の活性化
　　PMF募金について次世代への周知活動　

　　フェローシップの充実のための対策検討と実行

　　募金者の動向実態調査　　　

　　募金チラシのデザイン変更

5、 会報誌「協奏」の発刊　　年3回
　　市民の声を反映させるため、広く購読者からの投稿記事を掲載

6、 その他
　　広く名義後援・共催事業を展開する。
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●　PMF修了生の指導を受ける吹奏楽クリニックと演奏
　　　　　　　・・・クリニック対象は吹奏楽を学ぶ小学生、中学生、高校生です
●　「PMF2014」聴きどころ
　　　　　　　・・・PMF組織委員会から25回目を祝うホットな情報を
●　札幌管楽ゾリステン所属、PMF修了生の演奏
　　　　　　　・・・演奏とともにティータイムをお楽しみください

●申込：参加される方の　1、お名前（ふり仮名）　　2、ご住所　　3、電話番号　を記入の上、
　　　　011－827－5181 へ　FAXして下さい。
　　　　「PMFを応援する会」のホームページからも申し込みが出来ます。
●申し込み締め切り：6月13日(金) 

日　時 ： 6月21日（土曜日）　10：00～12：30�
場　所 ： 札幌パークホテル3Ｆ「エメラルド」
　　　　  （札幌市中央区南10条西3丁目　TEL 011－511－3131）
参加費 ： 2,500円　当日、受付でお支払い下さい。�
定　員 ： 200名　　�
　　　■�主催：ＰＭＦを応援する会・ＰＭＦボランティア「ハーモニー」
　　　■�協力：スタジオ シンフォニカ・札幌パークホテル・（公財）PMF組織委員会
　　　■�協賛：野口観光・エルム楽器　(予定)
　　　■�後援：札幌市・札幌市教育委員会　(申請中)

2014年度  第1回「カフェ・サロン」　～ PMF25回記念スペシャル ～

今年PMFは25回目を迎えます。バーンスタインの想いを未来へつなぎます。

《
募
金
者
名
》
２
０
１
３
年
１
月
１
日
〜
２
０
１
４
年
３
月
３
１
日
　
敬
称
略
　
五
十
音
順

井内  祐 岡元  眞理子 コレット美香子 澤田  文子 田熊  勉 那須野 美智代 廣瀬  キミ子 松宮  從子 ぬくもりの宿 ふる川

北海道循環器病院

　原  綾子
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私がＰＭＦに参加したのは1993年、第４回目でした。それまでは環太平洋地域の若者が対象でしたが、

この年からヨーロッパでも募集があり、留学していたウィーンから私は参加しました。

大きな音楽祭は初めてだったので、期待と不安を抱きながら新千歳空港に降り立ったのを今でも覚えて

います。その反面、しかしまあ、母国での開催ですから言葉は通じるし、久しぶりの日本を感じたいなぁ・・・

というのが実際のところでしたでしょうか（笑）。

そうして始まったＰＭＦは私にとって素晴らしい時間の連続でした。ただスケジュールが余りにも過密で、

オーケストラ以外の室内楽やソロのレッスンに割く時間が殆ど無くて大変だった記憶があります。今は余裕

のあるスケジュールになっているみたいで、羨ましいですね。

集まった学生の国籍も様々で面白かったですが、やはり音楽の前では人種や国籍など関係ないのですね。

個々の考え方が違ったりはするけれど、一緒に音楽を紡ぐ瞬間になったら、言葉が通じなくても・・・・

いや、言葉は無用の空間になります。そのことが私がＰＭＦで得た最大のものです。これは理屈ではありま

せん、感じる事なのですから！　まさしく音楽はその一瞬にだけ起こる空間芸術なのです。

札響がホストシティ・オーケストラと呼ばれてどれくらい経つのでしょうか？　それまでは相互の理解が

中々得られないままに毎年夏が来ていたように感じます。今は昔の様な感覚はないように感じますが、私と

してはもっとＰＭＦと札響が絡んで欲しいと思っています。例えばオーケストラ演奏だけではなく、教授陣

との室内楽なんかは直ぐにでも出来る事だと思います。勿論音楽監督をはじめ札響をたくさん指揮してほし

いですね。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（次ページに続く）

PMFのホストシティ・オーケストラ　札幌交響楽団には、現在8人のPMF修了生が在籍しています。

PMFという「教育音楽祭」の場を体験し、今、札響で活躍されている修了生の皆さまは、これからのPMFに対し

て何を期待されているのか、またPMFと共同作業をするとしたら、どのような形で共演することを望んでいるのか・・・

等々、日頃、感じていることを率直にお話していただきたいということで寄稿をお願い致しました。

今回は、前回に引き続き、札響に在籍されています4人のPMF修了生の投稿記事を掲載いたします。

本誌ではこれまで、毎回、特集として“これからのPMF”について「その飛躍にかける夢と期待」を皆さまに

提示してまいりました。

5回目となる今号は、前回号に引き続きPMFのホストシティ・オーケストラであります札幌交響楽団とPMFとの

係わりについて、これからの希望に満ちたあるべき姿を考えてみたいと思います。

＜人種や言葉を超えて＞

連載企画　特集　「PMF － その飛躍にかける夢と期待」 第5回

物部  憲一  さん
（ヴィオラ  PMF1993年参加）

のべ けんいちもの
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（前ページより続く）

ＰＭＦの開催期間は今でもほぼ一か月ですね？どちらかと言うと長いような気がします。国内の音楽祭で

は最長ではないでしょうか？色々な都合でこの期間なのでしょうが、短くする事を検討課題にされても良い

と思います。（了）

＜韓国で思ったこと＞

島方  晴康  さん
（ホルン  PMF1990年参加）

かた はるやすしま

2年前に私が所属する札響のホルンセクション4人が韓国に渡りました。姉妹オーケストラの韓国、大田フ

ィル（テジョンフィル）との交流でＲ・シュトラウス「アルペン交響曲」にエキストラとして参加するため

です。

緊張の練習初日、とても驚いたことがありました。オケの方々は皆さんとてもソリスティックに演奏はす

るのですが、それがオーケストラとしての合奏となるとなかなか「音」が合わないのです。団員の方々と交

流するうちに色々と分かってきたことがありました。韓国では幼少の時からレッスンを受け始めるのですが、

音楽大学に入るまで個人レッスンのみで腕を磨くのだそうです。

韓国の音楽界、特に弦楽器のレヴェルは世界の名だたるコンクールでも優勝者を輩出する一流クラスの国

として認められています。ですが、ジュニアオーケストラや日本の中学校や高校にあるような吹奏楽部での

合奏経験がないとのことでした。

私が参加した一回目のＰＭＦは故バーンスタイン先生の奇跡のレッスンがありました。あの頃はアジアから

の参加者も多く、全体のレヴェルは現在とは比較にならないほどの低さでした。ですがマエストロから学ん

だ「音楽」の深さは今でも心深くに残っています。その演奏は残っている映像を今観ても見事なものでした。

私が参加したＰＭＦは色々な国からの参加者で溢れていました。アジア各国、中南米各国、北米、オセア

ニア、イギリス、そして日本。宿泊施設では一晩中南米からの参加者たちの奏でる太鼓のリズムで朝まで踊

っていました。「音楽」を通してそれぞれの国、人たちと深く交流し別れの日には別れが辛くて仕方ありま

せんでした。

アジアから参加した仲間とは今でも交流があります。札響でアジアを回った時、香港の地下街でいきなり

抱きつかれて驚きましたが一緒に参加したフィリピンのフルーティストが偶然香港にいて遭遇しました。別

の時にはシンガポール交響楽団のエキストラで行った時に公演後にタイからＰＭＦに参加していたヴァイオ

リニストが公演を聴きに来ていて会いに来てくれました。

皆、母国で一流のプレーヤー、指導者になっていました。二人とも「今あるのはＰＭＦのお蔭です・・」

とも話していました。

ＰＭＦを日本の札幌でやる意義とはなんでしょうか・・・？　　　　　　　　　　

教育セミナーですから結果はすぐに出ない「種蒔き事業」です。一流のオーケストラに入団する人材の教育

をする「場」であると同時に、アジアや中南米で学ぶ人たちの「経験」としての「場」でもあるべきではな

いか・・・と思います。現在は「アジア枠」という別枠を設けて、オーディション以外の参加者の枠を設け

ているようですが、実力主義だけではない参加者募集ができないものか・・・と思っています。そういった

中で我々札響の「場」ももっと違う存在としてあるのではないかと考えています。（了）
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＜PMFで学んだこと＞

武田  芽衣  さん
（チェロ  PMF2004年参加）

だ め いたけ

PMFが私に数多くの経験と財産を残して下さったのはいうまでもありません。また、国際感覚の重要性を

始めて自覚し、持たせてくれた場でもありました。

私は参加するまで恥ずかしながら、PMFがここまで国際色豊かな音楽祭だという事を知りませんでした。

この音楽祭でできた世界中の仲間達とは今でも良き友人であり、また皆それぞれに世界のオーケストラで

活躍しているので、その点でも大いに刺激になっています。

また、私にオーケストラで仕事がしたいと、より一層思わせてくれた場でもありました。当時、ウィーン

フィルメンバーである先生方に挟まれてオケで弾いたり、室内楽をご一緒した経験は私にとって本当に音楽

人生の宝であり、その後のチェロを弾いていく上でとても学ぶべき事がたくさんありました。

そして、音楽家は、音楽家である前に一人の人間として経験豊かで国際感覚に長けていなければならない

という事を教えてくれた気もします。一気に言葉を超えて音楽で世界が近くなり、またこれをきっかけに

やはり海外で勉強したいと強く思わせてくれた場でもありました。そういった意味でも、これから音楽家を

志す方達には是非参加してほしい、参加するべき音楽祭だと思います。

札響に入ってからも、PMFは年に一度の大切なイベントです。ファビオルイジさんのもとで、また弾ける

機会がくるとは、夢にも思っていませんでした。これも、私にとって大切な宝物の一つです。

入団当初、PMFのアカデミー生が、札響の中に入って一緒に演奏会を作りあげるというものがありました。

非常に刺激になり、また世界中のアカデミー生達の今の考えを吸収できる事ができる、とても良い機会でした。

これらは、また復活してほしい企画の一つです。（了）

＜私を育んでくれたPMF＞

大家  和樹  さん
（打楽器  PMF2012年参加）

や かず きおお

撮影：佐藤雅英

大げさに聞こえるかもしれませんが、PMFがなければ現在の私は存在していません。それくらい、PMF

というものは私にとって大きなものでした。私はアメリカのボストンに留学していたのですが、アメリカ人

の間でもＰＭＦは数ある音楽祭の中で1、2位を争う人気音楽祭でした。

オーディションにはボストン中から学生が集まり、私も皆につられるように自然と大学一年生の時から

（次ページに続く）　



「PMFを応援する会」会報誌「協奏」編集員

タイトル：PMF25周年記念企画  （仮題）「記憶に残るPMFの名演奏」 9

「PMFを応援する会」では、PMF25周年を記念した特別企画として会報誌「協奏」に掲載する原稿を下記の

要領で募集しております。たくさんのご応募をお待ちしております。

過去４半世紀におけるPMFオーケストラの演奏で、あなたの記憶に鮮明に残る感動的な演奏会を教えて下さい。

○ （西暦）　　　　　　　　年

○ 指揮者名：　　　　　　　　　　　　（共演者がいる場合）共演者の名前：

○ 演奏曲目：

○ その時の印象を500字にまとめてお書きください。

　 原稿締め切り：8月10日（厳守でお願いします）

　　　　　　　　　　　＜原稿には必ず次の項目を書き添えて送って下さい。＞

◇あなたのお名前（本文に掲載します）

◇ご住所（本文には掲載しません）〒

◇お電話番号（携帯可）とFAX番号（本文には掲載しません）

なお、お寄せいただいた原稿は編集の都合上、一部カットないし変更をすることがあります。また原稿はご返却いた

しませんのであらかじめご了承下さい。個人情報はこの「協奏」の制作に関する部分においてのみ使用致します。

● 原稿の送り先（郵送、Fax、メールでどうぞ）

　 ＊郵送の場合：〒005-0854 札幌市南区常盤4条2丁目17-13　カフェ・ディ・レニー　内

　　　　　　　　　　　　　　　　　「PMFを応援する会」　事務局内　原稿募集係　

　 ＊FAX：011-827-5181

　 ＊原稿送付用メールアドレス：kaihou-genkou@pmf-support.main.jp

　 ＊お問い合わせ用メールアドレス：toiawase@pmf-support.main.jp　

　 原稿は当会のホームページからも送ることができます。HPは「PMFを応援する会」で検索して下さい。

　 ＊なお、この原稿は「PMFを応援する会」会報誌「協奏」11号（8月末日発行予定）に掲載予定です。

（前ページより続く）

オーディションを受け始めました。

そんな人気っぷりなので、もちろん一回目はあっけなく落選。次の年も落選。人間落とされると余計に

受かりたくなるもので、絶対にＰＭＦのオーディションに受かるという目標を胸に掲げ、ついに6回目の

オーディションにして初めてＰＭＦの切符を手にすることができました。

ＰＭＦのオーディションはアメリカ各地で開かれ、オーケストラ奏者を目指す打楽器の学生はまず受験し

ます。つまり、このオーディションに勝ち抜く事は全米の学生のなかでトップレベルにあることを証明する

という、とても意味のあることだったのです。

さて、現在私が所属している札幌交響楽団もＰＭＦを通して出会いました。ホストシティオーケストラと

して演奏したドヴォルザークの交響曲第8番を聴いたのを鮮明に覚えています。緻密なアンサンブルと、

透明感のある美しいサウンドをもつ良いオーケストラだなあという印象を受けました。そしてたまたま数か

月後にあったオーディションを受けて入団、現在にいたります。ですから、冒頭で書いたＰＭＦがなければ

現在の私は存在していないというのは誇張でもなんでもなく、事実なのです。

最後に、札響にとってもＰＭＦは世界に札響を発信するチャンスです。PMFのために来る世界的な指揮者

との共演はぜひ毎年したいところですし、室内楽などの小編成のアンサンブルでももっと関わりを持てたら

と思います。あとは札響に所属するＰＭＦ修了生でのコンサートを企画したりすると面白いかもしれません。

私を育ててくれたＰＭＦに、私ができることがあればいつでも声をかけていただきたいと思っています。

（了）




