
  

邂逅之絲  

  
            箏・二十五絃箏::横山佳世子  요코야마 카요쿄 YYookkooyyaammaa  KKaayyookkoo                        

          ソリ::オ・ヨンジ  오영지 OOhh  YYoouunnggjjii  [[‘eemmppttyy  nnoottee’CCoonntteemmppoorraarryy  MMuussiicc  CCrreeaattiivvee  AArrttss  GGrroouupp]]                                  

              書::シムヒャン  ((沁香)) 심향 김선화	 SSiimmhhyyaanngg  KKiimm  SSuunnwwhhaa                     

  ヴァイオリン::キム・ジヒェ  김지혜 KKiimm  JJiihhyyee  [[‘eemmppttyy  nnoottee’CCoonntteemmppoorraarryy    mmuussiicc  CCrreeaattiivvee  AArrttss  GGrroouupp]]      

          チェロ::大西泰徳    오니시 야스노리 OOnniisshhii  YYaassuunnoorrii  [[eennsseemmbbllee  cclluummuussiiccaa]]                                             
 
 

 
 
 
 
                      

                                                                 

  

 

  

sseerriieess  eennccoouunntteerr  eeaasstt  mmeeeettss  wweesstt  wweesstt  mmeeeettss  eeaasstt    

光  lluummeenn,,  qquuoodd  nnaattuumm  eesstt  LLIICCHHTT  斎zzhhaaii  斎ssaaii  
[[中村典子  나카무라노리코]]  NNaakkaammuurraa  NNoorriikkoo 

AAAAGGAA  雅歌  
  [[ヨンギ・パク==パーン 박파안영희 朴琶案  泳姫]]  YYoouunngghhii  PPaagghh==PPaaaann    

CCrreeddoo六段  
  [[グレゴリオ聖歌==八橋検校야쓰하시 캔교]]  GGrreeggoorriiaann  CChhaanntt  ==YYaattssuuhhaasshhii  KKeennggyyoo 

春香傳  より  
[[パンソリ  판소리 춘향전] PP’aannssoorrii−CChhuunn--hhyyaanngg  JJeeoonn  

ソリ新作  NNeeww  wwoorrkk       [[キム・ジュンヒ  김중희 金重希]]  KKiimm  JJoooonngghheeee  ddiirreeccttoorr  ooff  ""EEmmppttyy  NNoottee""  CCoonntteemmppoorraarryy  mmuussiicc  CCrreeaattiivvee  AArrttss  GGrroouupp 

YYaattssuuhhaasshhii  KKeennggyyoo  hhaadd  ddiieedd  iinn  11668855  aanndd  JJ..SS..BBaacchh  aanndd  GG..FF..HHaaeennddeell  wweerree  bboorrnn  iinn  

tthhee  ssaammee  11668855..YYaattssuuhhaasshhii  iiss  eeaarrllyy  mmooddeerrnn  JJaappaanneessee  ccoommppoosseerr  ffoorr  kkoottoo  aass  

mmaasstteerr  mmuussiicciiaann,,aanndd  BBaacchh  &&  HHaaeennddeell  iiss  tthhee  ggrreeaatt  mmaasstteerr  ffaatthheerr  &&  mmootthheerr  iinn  

wweesstteerrnn  mmuussiicc..  IInn  KKyyoottoo,,YYaattssuuhhaasshhii  KKeennggyyoo''ss  ttoommbb  eexxiissttss  aatt  KKuurrooddaannii  KKoonn  

KKaaiimmyyoouu--jjii  tteemmppllee  iinn  KKyyoottoo..  KKyyoottoo  iiss  tthhee  ppllaaccee  ooff  ccoommbbiinniinngg  tthhee  YYaattssuuhhaasshhii  

KKeennggyyoo''ss  ddeeaatthh  aanndd  BBaacchh  &&  HHaaeennddeell''ss  bbiirrtthh..KKyyoottoo  iiss  wwaaiittiinngg  mmuussiiccaall  ccrreeaattiioonn  

wwhhiicchh  iiss  ccoommppaarraabbllee  ttoo  ccrroossss  bbyy  mmuussiicc  ooff  tthhiiss  333300  yyeeaarrss,,tthhrroouugghh  eesssseennttiiaall  

ccrroossssiinngg  ooff  vviissuuaall  aanndd  aaccoouussttiicc  bbyy  ssyynnccrreettiissmm  oorr  ccoommpprreehheennssiivvee  ffuussiioonn  ooff  eeaasstt  

aanndd  wweesstt,,nnoorrtthh  aanndd  ssoouutthh  ccuullttuurree..TThhee  eennccoouunntteerr  wwiitthh  tthhee  wwoorrkkss  ffrroomm  tthhee  

hhiissttoorriiccaall  ccoonntteexxttss,,  aanndd  tthhee  ppeerrffoorrmmeerrss  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  tthhee  ffoorrmmaattiioonn  hhiissttoorryy  ooff  

mmuussiicc,,  wwiinntteerr  KKyyoottoo  iinnvviitteess  yyoouu  ffrroomm  aallll  oovveerr  tthhee  wwoorrlldd..((PPrrooggrraamm::NNaakkaammuurraa  

NNoorriikkoo))  

  

교토는 329년전,1685년에 음악이 동서로 겹친 하늘의 가교 
가있다.1685년 근세 箏[코토]의 서 야츠하시 캔교[検校]가 
죽고 음악의 부모 J.S. 바흐와 G.F. 헨델이 탄생했다.야츠하시 
캔교[検校]의 무덤은 교토 구로다니 콘카이묘지에 있다. 
야츠하시 캔교[検校]사망과 바흐와 헨델의 탄생시점을  
잇는 교토는 이 300년의 음악의 역사를 잇는 음향과 시각의 
본질적인 교차 작용에 의한 음악창조,동서(남북)문화의 
융합에 이르는 음악의 창출을 기다리고 있다. 음악의 역사 
형성을 담당하는 연주자와 역사적 맥락을 형성하는 작품과의 
만남이 이루어지는 겨울 교토에  여러분을 초대 
합니다.(기획:나카무라노리코) 
 

京都には332299年前、11668855年に音楽が東西で重なった空の

架橋がある。  11998855年、近世箏曲の祖・八橋検校が没し、

音楽の父母JJ..SS..バッハと GG  ..FF..ヘンデルが生誕した。八橋
検校の墓は京都・黒谷金戒名寺にある。八橋検校没とバ

ッハヘンデル生誕の時を結ぶ京都は、この333300年の音楽  

による交差に匹敵する音響と視覚の本質的な交差作用に

よる音楽創造、  東西((南北))文化の習合総合融合に至る音

楽の創出を待っている。  音楽の歴史形成を担う奏者と歴

史的文脈を形成する作品との遭遇に、  各地から、世界か

ら、冬の京都へ参集を誘う。  ((企画::中村典子)) 

京都芸術センター講堂 
KKyyoottoo  AArrtt  CCeenntteerr  入�場料::22000000円[[学生11000000円]]  

22001155..1.23[[金]]  開演1199  時  [[開場1188時半]]    

主催::オフィス・ミュージックメッセージ  共催::京都芸術センター    

お問合せ::オフィス・ミュージックメッセージ    

                                            代表  柳楽正人  TTeell&&FFaaxx  00779977--5511--33993355  

我ひとり蓮花泥中より出ずるも染まらず           シムヒャン：Lotus 
予獨愛蓮之出於淤而不染 
                                                 
                              	  
 
                                   

シリーズ邂逅  sseerriieess  eennccoouunntteerr  

 
 



  

  

  

  

  

  

  

  

横山佳世子  요코야마 카요코 YYookkooyyaammaa  KKaayyookkoo  東京藝術大学音楽学部邦楽科卒業。同大学院音楽

研究科修士課程修了。平成1155年44月より平成1177年88月まで同大学助手勤務。平成1188年44月～平成2211年33月まで京都市立芸術大

学日本伝統音楽  研究センター非常勤講師ならびに共同研究員。平成2200年度京都市芸術文化特別奨励者認定。公益((財))日本伝

統文化振興財団主催平成2200年度邦楽技能者オーディション合格。平成2222年度文化庁芸術祭新人賞、平成2244年度文化庁芸術祭

優秀賞受賞。平成2244年度京都市芸術新人賞受賞。NNHHKK邦楽オーディション合格。NNHHKK--FFMM邦楽のひととき放送。ビクター

より主演CCDD「生田流箏曲  横山佳世子」発売中。現在、鳴門教育大学講師。 

大西泰徳  오니시 야스노리 OOnniisshhii  YYaassuunnoorrii  京都市立芸術大学音楽学部卒業。これまでに岩谷雄太郎、

上村昇、TTaammaass  VVaarrggaa  の諸氏に師事。現在ソロや室内楽、オーケストラの傍ら、cclluummuussiiccaa<<クラムジカ>>、JJCCMMRR  KKYYOOTTOO

らと共に現代音楽の初演や演奏に携わる他、QQuuaammoonneetttt<<カモネット>>として弦楽四重奏に取り組むなど活動は多岐にわたる。

22001144年33月に池田重一&カモネットによるCD「風の伝説  池田重一・ホルンで語るメールヒェン」をリリース。神戸女学院大
学演奏要員。 

オ・ヨンジ오영지 OOhh  YYoouunnggjjii 大邱出身。国立国楽高校、ソウル大学国楽科卒業。1100歳よりイ·ミョンヒ

師に師事。以降,,ジュ・ウンスク師、故ウン・フイジン師、ソン・スンソプ師、ジョン・スンイム師の各師に師事。国楽、洋

楽問わず実験公演に参加。2211CC  韓国音楽プロジェク  トでワールドミュージック賞受賞。現在、韓国文化芸術教育振興院所

属の講師、慶尚北道予告講師などを務める。〈文化芸術教育史資格>>取得..慶尚  北道無形文化財<<フンボガ>>伝承生としてフンボ

ガ保存会メンバー、多元芸術交流研究会  OONNEENNEESSSS、現代音楽芸術創作グループ「EEmmppttyy  NNoottee」メンバー、大邱アート発

電所  TTeenn  ttooppiicc  作家選定。さまざまなジャンルとパンソリの伝統を受け継ぐ「温故知新の未来」について研究。 

 シムヒャン((沁香))  심향	 김선	 SSiimmhhyyaanngg  KKiimm  SSuunnwwhhaa  MMBBCC放送出演。大韓民国美�術大展書道部門、大韓民国書道振興大展  ミレニ
アム韓  国書道大展、書道大展、毎日書道大展、大邱書道大展、盞国書道民展、入�済物浦書道大展、城山アート大展、  慶尚北道書道大展、入�選。大邱

美�術協会初代作家。毎日書道  大展招待作家。現在、カトリック美�術協会会員。韓国美�術協会会員。 

 

キム・ジヒェ  김지혜 KKiimm  JJiihhyyee  ザンクトペテルブルグ音楽院修士課程博士課程修了。PPhh..DD..  1155  回

を越えるソロリサイタルと共にザンクトペテルブルグ放送交響楽団、韓国祝祭管弦楽団、壽城交響楽団で演奏。アジア各地ヨ

ーロッパ各地の現代音楽祭で演奏し、バロック、  現代音楽、電子音楽、ジャズ、韓国伝統音楽まで幅広く演奏。多元芸術交

流研究会 OOnneenneessss  代表、NNoouuvveeaauu  EEnnsseemmbbllee  、現代音楽創作芸術集団  EEmmppttyy  NNoottee  メンバー。慶北芸術高校講師。TTeedd
×TTaaeegguu  オルガナイザー。 

キム・ジュンヒ金重希  김중희 KKiimm  JJoooonngghheeee    大邱カトリック大学音楽学部作曲専攻卒業後、エ

リザベス音楽大学修士課程修了。トム・ジョンソンの<<TThhee  FFoouurr  NNoottee  OOppeerraa>>を共同制作し、22000055  年の韓国初演後、22001111、

22001122  年上演。嶺南国際現代音楽祭、東アジアの現代音楽祭  iinn  ヒロシマ、大邱国際現代音楽祭、大韓民国室内楽作曲祭、ベ

ルリン  BBKKAA  主催  UUnneerrhhoorrttee  MMuussiikk  DDuuoo  NNoovvaa、九州沖縄現代音楽祭,,CCoonntteemmppoorraarryy  EEnnsseemmbbllee  AAllpphhaaなど、ドイツ、イ

ギリス、日本、香港、韓国の音楽祭やコンサートで作品上演。数年前から  FFrreeee  iimmpprroovviissaattiioonn  に興味を持ち、自由即興演

奏を介して知的障害者との「音遊び」を通じたコミュニケーションプログラムを進める。また、現代音楽の創作芸術グループ

「EEmmppttyy  NNoottee」を創立し、創作音楽だけでなく、美�術、文学など、さまざまなジャンルとのコラボレーションを通じたコン

サートとパフォーマンスを多彩に企画。現在、韓国女性作曲家協会、作曲家協会副会長、嶺南作曲家協会理事、大邱国際現代

音楽祭運営委員。ギャラリーパルジョディレクター。現代音楽芸術創作グループ「EEmmppttyy  NNoottee」の代表として活動し、大邱

カトリック大学外来教授、慶北芸術高校で教えている。 

 

ヨンギ・パク==パーン  박박파안영희	 朴琶案泳姫  YYoouunngghhii  PPaagghh====PPaaaann  ソウル大学卒業後、フライブルク音楽大学で
クラウス・フーバーなどに師事。フーバーの妻となりドイツとイタリアのパニカレ在住。第5555回ボスヴィル現代音楽フォーラム第11位、ユネスコ

国際作曲家会議第11位、ハイデルベルク賞をアジア人初  受賞。MMOONNTTAAIIGGNNEEからCCDDをアジア人として初リリース。11999955年秋吉台セミナー講師。

11999944年よりブレーメン芸術大学音楽学部教授を務め、22001122年定年退官。アトリエ・ノイエ・ムジーク主宰。ベルリン芸術アカデミー会員。  

中村典子  나카무라노리코 NNaakkaammuurraa  NNoorriikkoo  京都市立芸術大学を経て同大学院修了。京都音楽協会賞。大学院賞受賞。故廣瀬量

平、北爪道夫、藤島昌壽、  前田守一、田島亘、故HH..JJ..カウフマン、GG..アミ等の各氏に師事。日本、韓国、中国、香港、台湾、ドイツ、フランス、

イタリア、スイス、オーストリア、スペイン、ノルウェー、  スウェーデン、アメリカ、メキシコ、イスラエルの各地で作品上演。ハイデルベル

ク大学音楽学研究所で講演((KKoommppoonniissiittiinnnneenn  iinn  JJaappaann))。11999955年国連憲章5500周�年記念UUnniitteedd  WWee  DDaannccee  サンフランシスコオペラハウス連続公

演((石井潤振付::東京フェスティバルバレエ""NNOOLLII""""))。舞踊家李周�煕と日韓で舞踊作品継続上演[[NNoollii]][[KKUURRIIAA]]。11999977年第1111回小倉理三郎音楽奨学

金受給者。22000011年京都市芸術新人賞。22000088年より京都芸術センター運営委員。22001100年平成2222年度滋賀県文化奨励賞。AAssiiaann  CCoonntteemmppoorraarryy  

LLeeaagguuee  CCoonnffeerreennccee  &&  MMuussiicc  FFeessttiivvaall((22000099韓国、22001111台湾、22001122イスラエル))入�選。cclluummuuiissccaa共同主宰。コチの会・東風同人。IInntteerrnnaattiioonnaall  

CCoonntteemmppoorraarryy  MMuussiicc  FFeessttiivvaall  ""PPrreesseenntt  ooff  OOrrhheessttrraall  AAssiiaa"",,  IInntteerrnnaattiioonnaall  FFeessttiivvaall  “  MMuussiicc  &&  DDaannccee,,PPrreesseenntt  iinn  AAssiiaa”,,IInntteerrnnaattiioonnaall  MMooddeerrnn  
MMuussiicc  FFeessttiivvaall  ""KKOOTTOO,,  PPrreesseenntt  iinn  AAssiiaa”開催。22001144年UUnniivveerrssiittätt  MMoozzaarrtteeuumm  SSaallzzbbuurrggで講演((PPhhyyssiisscchheess  VVeerrssttännddnniiss  uunndd  GGrraapphhiisscchhee  
PPaarrttiittuurr))..現在、京都市立芸術大学音楽学部准教授。 
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