
	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 	 	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 	 	 	 	 	 

	 

第31回［すみれの会］	 

【ヨーロッパ演奏旅行】	 

	 	 2015年8月16日（日）～25日（火）10日間	 

	 

	 	 	 	 	 ■ザルツブルク音楽祭	 開催中の町中を見学	 

■ウィーン市内見学（音楽ゆかりの地も訪問）	 	 	 

■第１回公演『ウィーン公演』	 	 	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ■プラハ市内見学（モーツァルトゆかりの地も訪問）	 

■第２回公演『プラハ公演』	 

■ドレスデン見学	 

■第３回公演『アルテンブルク音楽祭』参加	 

	 	 	 	 	 ■ドイツ家庭にホームステイ３泊	 

	 	 	 	 	 ■ライプツィヒ市内見学（バッハ博物館も訪問）	 

	 	 	 	 	 	 

	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

【2013年パリ/マドレーヌ寺院公演】	 

	 

	 

主催：	 「すみれの会」（才能教育研究会外郭団体）	 

	 	 	 	 	 	 	 協力：	 ドイツＯＩＫ国際青少年交流協会	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 近畿日本ツーリスト	 

	 

	 	 	 



《御挨拶とご案内》

[すみれの会] 代表 村上 豊 

《すみれの会》のヨーロッパ公演も今年で27年目を迎え、昨年のパリ/マドレーヌ教会、ドイツ/古城の祝祭ホ
ールで開催される「アルテンブルク音楽祭」（今年も招聘された）というプロ顔負けの舞台で、日本のスズキ
の子供達は鳴りやまない拍手の中、素敵な顔を紅に染めて素晴らしいひとときを楽しんで帰国します。多感
な9･10才の頃に凄い舞台を経験したり、ドイツ家庭にホームステイして必至のゼスチャーで過ごす3日間、
そして10日間の自己管理と集団生活で、帰国後のご父兄の報告では、【一回り成長し自ら練習、宿題と挑
戦しています。本当に変わりました。】素晴らしい自己投資になっています。 
最後に参加生徒の言葉で【観光旅行なんていつでもできるよね！だってエッフェル塔は逃げていかないか
ら・・・・】 
唯一、神とお話しできる言葉が音楽です。両親に感謝し、友人に友愛の心で、そして心貧しいことを一番の
恥じと自分をコントロールできる文化人を目指している《スズキメソード》の教えを一生懸命に、ちっとも上手
くはないけれど頑張っている姿をみてドイツの人々は暖かく迎えてくれるのです。勇気を出して舞台に載っ
てみませんか！資格はキラキラ星がきちんと弾ける事。 
今回は音楽ゆかりの地、ウィーン・プラハの素敵な場所でコンサートをやる予定ですので、多くの子供達の
参加をお待ちしています。 
 

 

 

村上 豊 Yutaka Murakami 常任指揮  
1938年長野県生まれ。ヴァイオリンを鈴木鎮一氏に師事。国立音楽大学音楽学部入学。鷲見三郎、ウォルフガング・ミュラー両氏に
師事。同大学を首席で卒業、各音大首席による「新人演奏会」出演。61年、東京交響楽団入団。62年、読売日本交響楽団創立に携
わり団員となる。在籍中より指揮法を山田和雄氏に師事。東京農業大学オーケストラ常任指揮者として7年間務める。75年、鈴木氏
のもとに帰り、スズキメソードの指導者となる。88年、音楽を愛する世界の子供たちの交流を促進する「すみれの会／The Violet 
Society」を創立し代表となる。各地の音楽祭、音楽学校交流、各国スズキ協会生徒との交流を20年以上続ける。97年にドイツ･ロー
テンブルグ市より「名誉市民章」、99年に国際ソロプチミスト協会より貢献賞、クラブ賞、地区賞を受賞。2006年ドイツ国際交流協会
「OIK」より感謝状を受ける。07年ドイツ国際交流協会新設「音楽賞」第1号受賞。08年5月「第13回松下幸之助に学ぶPHP塾／松
下政経塾」の「個性を伸ばす」の題で講演。09年1月オーストラリア・ゴールドコーストに「日豪青少年音楽祭」を創立。 

すみれの会  
【すみれの会】は鈴木メソード指導者有志によって、生徒達が音楽を通じての国際理解と音楽交流を目的として発足したボランティアの会です。【すみれの
会】は1988年より活動を開始し、1998年、才能教育研究会の外郭団体として認定されました。その為その運営と活動はすべて自己資金で賄うこととされ
ています。
ヨーロッパに於ける【すみれの会】の演奏会・ホームスティ・学校交流訪問パーティーなどは【ドイツOIK(ドイツ国際交流協会)】が応援して下さり欧州各地
の各市長、学校長、音楽祭委員長に協力を要請して決定致します。ボンに本部を持つOIKは非営利団体として活動し80以上の各都市の世話人と非専属
スタッフ（市長、代議士、校長、青年勤労者）が援助と協力にあたり、企画と選択を行います。また教育上の生活の為にすべての[教育委員会]による助言
を受けることも出来、その活動資金は自らの融資により運営され、そのことにより政治、宗教団体から独立しています。また、文化庁、地方局より補助金を
受け活動資金に当てています。

事業第10-21 1998年8月1日 スズキメソード (社)才能教育研究会 
｢すみれの会｣はスズキメソードの理念でもあります｢どの子も育つ、育て方ひとつ｣｢才能に生れつきの
優劣はない｣をモットーにスズキで学んでいる子供達及び先生方の有志により結成され、世界の人々と
音楽を通じて文化交流を目的として活動しています。
才能教育研究会（スズキメソード）ではこの｢すみれの会｣をスズキメソードの団体として承認し、応援
すると共に全面的に支援致します。

(社)才能教育研究会 会長代行 本多正明 

●ツアー最少催行人員： 35名 ■募集締切： 2015年2月28日（土） 
●参加費概算： 55万円位 (燃油・税金別途) ※詳細は2015年3月下旬頃案内予定です。 

(参加費内訳概算：航空運賃 19万、ホテルバス観光食事 25万、コンサート経費 7万、 
すみれの会（旅行代理店経費を含む）事務局経費 4万) 

≪問い合わせ＆申し込み先≫

【すみれの会】代表 村上 豊 TEL＆FAX 046(233)4807  〒243-0422 海老名市中新田2-7-7-

508 

※お申込み希望の方は、別紙仮申込書をご記入いただき、郵送又はFAXにてお送りください  



 
発着現地

時間

　 2015年 　 14:00 　 羽田周辺ホテル（予定）・集合

8月15日 　 15:00 　 『合同練習』 全国より参加する生徒の最初の大切な練習【必ず参加のこと】 　

（土） 18:00 夕食

 〔羽田周辺ホテル（予定）泊〕 　

1 8月16日 　

（日） 羽　　田　発 12:35 NH-217 空路、ミュンヘンへ 機内

　 （予定） 　 機内

ミュンヘン　着 17:20 専用バス 到着後、ザルツブルクへ 　

ザルツブルク 着 夜 　 ホテル到着 夕食

〔ザルツブルク周辺（予定）泊〕

2 8月17日 朝食

（月） 　 午前 専用バス ★ザルツブルク見学

（モーツァルト生家、旧市街 など　"ザルツブルク音楽祭"開催中

　の町中を散策）

　 　 　 昼食

ザルツブルク 発 午後 専用バス ウィーンへ 　

　 　 　 　　

ウィーン 着 夕刻 　 ホテル到着 夕食

〔ウィーン泊〕 　

3 8月18日 朝食

（火） ウィーン滞在 午前 専用バス ★ウィーン市内見学

　 　 　 （中央墓地、市立公園　など） 昼食

　 午後 　 ※リハーサル

　 夜 　 ■第1回公演【ウィーン公演】　※場所未定（教会予定） 夕食

　 〔ウィーン泊〕 　

4 8月19日 朝食

（水） 　 午前 専用バス ★ウィーン市内見学

（シェーンブルン宮殿、シュテファン寺院　など）

　

ウィーン 発 午後 専用バス プラハへ 昼食

　 　 　 　

プラハ 着 夕刻 ホテル到着 夕食

〔プラハ泊〕

5 8月20日 朝食

（木） プラハ滞在 午前 専用バス ★プラハ市内見学

　 　 （カレル橋、旧市街広場、モーツァルトゆかりの地　など） 昼食

午後 　 ※リハーサル

　

夜 　 ■第2回公演【プラハ公演】　※場所未定（教会または施設への慰問公演） 夕食

〔プラハ泊〕

6 8月21日 朝食

（金） プラハ 発 午前 専用バス バスにてドイツへ

　 　 　 途中、★ドレスデン見学 昼食

チューリンゲン着 午後 　 ホストファミリーとご対面 　

　 夕食

〔ホームステイ泊〕

7 8月22日 朝食

（土） チューリンゲン滞在 午前 ★周辺の町を見学

　 　　 　 昼食

　 午後 専用バス アルテンブルクへ 　

20:00 ■第3回公演【アルテンブルク音楽祭】参加　（2013年出演) 夕食

〔ホームステイ泊〕

8 8月23日 朝食

（日） チューリンゲン滞在 終日 専用バス ★ライプツィヒ見学（予定）

　 　　 （トーマス教会、バッハ博物館、旧市庁舎　など） 昼食

　  　

 夕食

〔ホームステイ泊〕

9 8月24日 朝食

（月） チューリンゲン 午前 専用バス フランクフルト空港へ

　 　 昼食

フランクフルト 発 20:45 NH-224 空路、帰国の途へ

　 　 （予定） 　 機内

〔機内泊〕

10 8月25日 機内

（火） 羽　　田 14:45 通関手続

＊ 発着日時及び交通機関は変更になることがあります。 　

※現地での日程やコンサート会場は変更となる場合がございます。　

食事

2015年　すみれの会　ヨーロッパ演奏旅行　日程表

日次 月 日 曜 発着地  / 滞在地 交通機関名 摘                                 要
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【ザルツブルク】 

ドイツとの国境近くにあるザルツブルクは、塩によっ

て栄えた街で、都市名は「塩の城」という意味。紀元

前2500年ごろから街の近郊で塩の採掘が始まり、街

の中心のザルツァッハからヨーロッパ中に塩が出荷

された。7世紀末に司教ルペルトが聖ペーター修道

院を建設し、それを囲む街が現在の街の基礎となっ

た。バロック期にはイタリア仕込みの建築家により壮

大なドームや宮殿が作り上げられ、町の様相が大き

く変化。「北のローマ」とも呼ばれる街並みが現れ

た。モーツァルト生誕の地であることから音楽の都と

しても名高く、街の随所にモーツァルトゆかりの史跡

が残されている。毎年7月末から8月末には、ザルツ

ブルク音楽祭が開催される。 

【ウィーン】 

ウィーンは「リング」と呼ばれる環状の大通りに囲まれた

旧市街を中心とした街で、かつてはこのリングには城壁

が建てられていた。市街地の北にある丘陵地帯には広大

なウィーンの森が広がっており、これほどの緑地帯をもつ

大都市も珍しい。1278年、スイスの地方貴族だったハプス

ブルク家がウィーンに本拠地を移したことが、ウィーン発

展の始まり。17世紀以降は中欧文化の集積地として、国

際性豊かでユニークな文化が育まれていった。1865年に

城壁が撤去されると、オペラ座やウィーン市庁舎など豪奢

な建物が次々と建てられた。都市大改造計画の一端とし

て、ドナウ川の治水工事も行われ、川の中央に造られた

中州・ドナウインゼルは、水辺のリゾート地として賑わって

いる。ドナウ川をはさんでウィーン市街の対岸には高層ビ

ルが林立し、ウィーンの新しい顔となっている。 

【プラハ】 
チェコ・フィルハーモニーの本拠地として知られ、
世界で最も美しい街に数えられる街、プラハ。街
の中央をヴルタヴァ(モルダウ)川が南北に流れ、
その両岸に見どころがある。観光の目玉であるプ
ラハ城は、ルネッサンスやゴシック、バロック様式
といった様々な建築様式で建てられているのが特
徴。近くには、バロック様式の建築物として名高い
聖ミクラーシュ教会や、ストラホフ修道院などもあ
る。ユダヤ人街では、歴史あるシナゴーグ（ユダヤ
教の会堂）も多くみられ、新市街にはプラハ随一
の繁華街ヴァーツラフ広場がある。音楽の都でも
あるプラハには、多くのホールや劇場があり、毎
年5月にあるプラハの春音楽祭は有名。また、市
内にはモーツァルトやドヴォルザーク、ミュシャも
あり、記念館としてされている。また、絵画やポス
ターで有名なミュシャの美術館もある。 
 
 
 

【ライプツィヒ】 
ゲーテ、バッハ、メン
デルスゾーンなど偉
人とかかわりの深い
東部ドイツの都市。
古くから交易で栄え
た。ライプツィヒのゲ
バントハウス管弦楽
団は、ドイツの代表
的オーケストラ。 

【2015年アルテンブルク音楽祭会場】	 【2013年アルテンブルク音楽祭】	 



第31回 すみれの会 ≪ヨーロッパ演奏旅行≫ 

2015年8月16日（日）～25日（火） 10日間 

【仮 申 込 書】 
 

 
 
■ 担当指導者名                         先生 
 
 

 （フリガナ） 
■	 生徒氏名                                       
 
 
■	 年令・性別          才   （ 男 ・ 女 ）         
 
 
■ 住所： 〒                                    
 
                                                    
 
 
■ TEL：                         FAX:                                          
 
 
■ 現在習っている曲名と巻数 
   

          巻  /  曲名                                      
   

 
■ 一緒に参加される方がいらっしゃる場合は、お名前とご関係             
                                                           
                                                                   
 
 
■ 同室希望の方の氏名     
 

                                                                               

 

 

 

 

 

★	 こちらの仮申込書を下記まで郵送又はFAXにてお送りください。    

     ≪募集締切： 2015年2月28日（土）≫ 
 

   【問い合わせ＆申し込み先】 

 〒243-0422 海老名市中新田2-7-7-508  

［すみれの会］代表  村上 豊 

 TEL＆FAX ： 046(233)4807 




