
燃油サーチャージ（目安21,000円）が別途必要となります。また、海外空
港諸税（概算7,500円～8,500円）、羽田空港使用税（2,090円）、出国税
（1,000円）および旅客保安サービス料（520円）が別途必要になります。
（いずれも2019年8月1日現在の額です。）

河地　良智

オーケストラ音楽監督
指揮者

桐朋学園大学指揮科に学び、斉藤秀雄、秋山和慶の両氏に師事。1973年、第3回民音指揮コンクール（現東京国際指揮コンクール）
で奨励賞受賞。二期会オペラやN響定期公演などで、W.サヴァリッシュ氏、O.スィトナー氏等の副指揮者を努め、1975年、群響
正指揮者に就任。1983年より文化庁海外派遣員としてドイツ・バイエルン国立歌劇場でW.サヴァリッシュ氏、ミラノ・スカラ
座でG.パタネ氏、バイロイト祝祭歌劇場でW.ワーグナー氏に、また、プラハ国立歌劇場でZ.コシュラー氏等に付いて積極的に
歌劇場での研鑽を積む。帰国後、モーツァルトのピアノ協奏曲全曲演奏を7年かけて完遂し、注目を浴びる。また、日・米・伊協
同国際ワークショップにおいて『蝶々夫人』のプレジャ版を初演、二期会渡欧旅行公演同行の際には、ベオグラード・フィル、
ハンガリー国立歌劇場管弦楽団を指揮する。1991年に音楽之友社の企画する「モーツァルト・オペラ全曲シリーズ」の音楽監
督として21曲全曲の指揮をし、山田耕筰誕生祭110年記念コンサートや渋谷ビーム『魔笛』公演等も指揮する。1996年東芝フィ
ルハーモニー管弦楽団アメリカ演奏旅行でアーバインナッシュビル、ニューヨーク等各地で公演を行う。特にカーネギーホ
ールで行われた演奏会では日米各紙で取り上げられ注目を浴びる。また「すみだトリフォニーホール」のオープニング公演に
墨田オペラの音楽監督として『カルメン』、5周年公演として『メリー・ウィドウ』を成功させた。その後、日本ユンゲオーケスト
ラを結成し、1998年、2001年には北京で日中合同オーケストラを、2008年にはニュルンベルク公演をする等、国際交流にも力
を注いでいる。また、東京トロイカ合唱団の常任指揮者として、ラフマニノフの名曲『晩祷』の連続演奏や、2004年1月、文化庁
国際芸術交流事業でモスクワ・サンクトペテルブルグにおいて、同合唱団の公演を指揮する。それらの貢献により、北京市中
日交流センター、オーストリア・ブルゲンランド州、また諫早市より文化特別賞等を受ける。

全日本高等学校選抜オーケストラ・オーストリア公演（通称：「ウィーン
隊」）は、全国の音楽を愛する中・高校生を対象に募集し選抜オーケスト
ラを結成。オーストリアを訪れ、コンサートや交流を通じて、一人ひとり
の音楽性の向上と国際性を育てることを目的として実施する海外公演で
す。1996 年からこれまでに23回、のべ2100人の中高生を送り出してきま
した。今年はウィーン・コンツェルトハウスでの演奏会が決定しており
ます。それに加え、ウィーンの音楽学校の生徒との演奏交流会や、ウィー
ンフィルなど一流のオーケストラメンバーとの交流昼食会予定していま
す。また、今も残る数多くの音楽文化、ウィーンで活躍した多くの作曲家
にまつわる史跡等を巡り、音楽の教養を深め、海外での異文化交流などの
貴重な体験をすることができます。皆さまのご参加を心よりお待ちして
います。

3月23日(月)～
3月31日(火) 9日間

80名様（最少催行人員40名）　

  384,000円

■食事条件／朝6回　昼3回　夕7回
■日本発着時利用航空会社／エミレーツ航空（EK）
　　　　　　　　　　　　  （エコノミークラス）
■利用ホテル／ホテル ベスト・ウエスタン・プラス・
　　　　　　　  アメディア・ウィーン
　いずれもツイン2名1室利用　
　第一回国内合宿／国立オリンピック記念青少年総合センター
　第二回国内合宿／山中湖畔荘ホテル清渓
■添乗員／全行程1名同行いたします
■申込締切日／ 2020年1月6日（月）
■1名1室利用追加代金／ 27,500円（ウィーン5泊分）

山 中 湖

山 中 湖 発
羽田空港着

専用車

09：00
13：00
16：00

17：30

21：30

山 中 湖

専用車 12：30
15:00
16：00
19：00

合宿所にて朝食
合奏練習①
合奏練習②
練習後、片づけ・最終ミーティング。楽器梱包作業。

バスにて羽田空港へ移動

ＪＴＢ専用カウンターにセットアップお渡し。
チェックイン作業。

空路、ドバイ経由にてウィーンへ
ドバイにて乗継
空路、ウィーンへ移動
ウィーン到着
専用車にてホテルへ移動
○ウィーン中央墓地
楽器は専用車にてホテルへ
ホテル着後、自由行動

ホテルにて朝食
専用車にて練習会場へ
練習会場にて練習（9：00-12:30予定）

練習後、市内レストランへ
練習会場にて練習（14：30-17:00予定）
練習後、ホテルに荷物を置き夕食へ

ホテルにて朝食
専用車にて練習会場へ
練習会場にて練習（9：00-11:00予定）
専用車にて交流校へ移動
現地校（予定）にて交流演奏会
（11：50-13:00予定）
レストランにて昼食
コンツェルトハウスにてリハーサル
全日本高等学校選抜オーケストラコンサート
【場所：コンツェルトハウスモーツァルトザール】
コンサート終了後、ホテルへ

ホテルにて朝食
自由行動

専用バスにてレストランへ
ラートハウスケラーにて一流演奏者との交流昼食会
ウィーン市内観光
○市立公園
◎オペラ座ガイドツアー
※オプショナル観劇

ホテルにて朝食
日中自由行動

専用車にて市内レストランへ
市内レストランにてフェアウェルディナー（個室予定）
ディナー終了後、ホテルへ移動

ホテルにて朝食
ホテルチェックアウト
修了式後自由行動（OP観光ツアー実施予定）

専用車にて空港へ移動
空港到着、チェックイン作業。
空路、ドバイ経由で成田空港へ
ドバイ空港到着
空路、成田空港へ移動
税関、入国審査後解散。

ド バ イ 発
成田空港着

EK318 02：40
17：35

指定場所集合。のちに専用車にて合宿所へ移動
合宿所到着・オリエンテーション。
合奏練習①
合奏練習②
片づけ後、入浴・就寝

（ツイン2名1室利用）

　《山中湖 泊》

《機内泊》

　《ウィ－ン泊》

　《ウィ－ン泊》

　《ウィ－ン泊》

　《ウィ－ン泊》

　《ウィ－ン泊》

　《機内泊》

※スケジュール、会場等は現地の諸事情により変更になることが御座います。
　予めご了承ください。変更の場合、即ご連絡・ご相談させていただきます。

記入例／◎入場　○下車

3/31
（火）9

ウ ィ ー ン

ウィーン発
ド バ イ 着

専用車

EK128

13：00

15：30
23：05

3/30
（月）8

ウ ィ ー ン

ウ ィ ー ン 徒 歩 午　 前

11：30
12：00

18：00頃3/29
（日）7

3/28
（土）

6

ウ ィ ー ン 専用車 08：30
09：00
11：00
11：30

13：30
15：00
19：30

22：30

3/27
（金）5

ウ ィ ー ン 専用車

徒　歩

専用車

08：30
09：00

12：55

羽 田 空 港
ドバイ到着
ド バ イ 発
ウィーン着

ＥＫ313

ＥＫ127

専 用 車

00：30
07：20
09：00
12：55

3/26
（木）4

3/25
（水）3

3/24
（火）2

3/23
（月）1

No 日付 場　　所 交通機関 食  事時　 間 日　　　　　　　　　　　　程

朝：機　内

朝：ホテル

昼：各　自

夕：機　内

朝：ホテル

昼：各　自

夕：ホテル

朝：ホテル

昼：各　自

夕：お弁当

朝：ホテル

昼：レストラン

夕：レストラン

朝：機　内

昼：機　内

夕：レストラン

朝：合　宿

昼：合　宿

夕：軽　食

昼：各　自

夕：合　宿

朝：ホテル

昼：レストラン

夕：レストラン

■日程

ORFスタジオ ( ウィーン放送交響楽団の練習場 ) での練習

ベートーヴェン像での集合写真 演奏会の様子

ウィーン
国立音楽高等学校との
交流演奏会

フェアウェル
ディナー

洗足学園音楽大学名誉教授
前同大学副学長

旅行期間

募集人員

旅行代金

2020年

開催日／ 2020年3月27日(金)
会場／ウィーン・コンツェルトハウス　モーツァルトザール

『全日本高等学校選抜オーケストラコンサート』

後援・協力／ウィーン国際文化協会・ウィーン市・ウィーン市文化局・
　　　　　  ウィーン市10区文化協会・在オーストリア日本国大使館・
　　　　　  ウィーン合唱連盟他

会長
マリアネ・クリクカ
州議会議長

ウィーン国際文化協会メンバー：

ヒンク教授（ウィーンフィル名誉コンサートマス
ター）・ウィーン合唱連盟会長・ウィーン国立音
楽大学・ウィーン私立音楽大学・ウィーン国立オ
ペラ座・ウィーン少年合唱団・オーケストラ連盟
等の一流メンバーで構成されております。

全日本高等学校オーケストラ連盟様の単独コン
サートが2020年に開かれますことを大変うれ
しく思っております。
昨年は楽友協会ブラームス・ザールで、大変素晴
らしいご演奏をご披露され、非常に感激したこ
とを覚えております。
2020年はベートーヴェン誕生250周年という
記念すべき年になります。この記念すべき年
に、日墺両国の音楽や文化に関する理解を、
互いに深め合う機会にしたいと考えます。
皆様の来墺を心より歓迎致します。

お一人様
大　　人

応募資格・募集人員
■中学・高校・大学生・楽器演奏者
　（保護者・同行者の参加も受け付けます）
■相応しい演奏技術、行動を備えている者
■募集人員　80名

※別途ご案内させていただきます。注意 未成年が参加する場合は、親権者の同意書が必要です。

演奏曲目と国内練習について

●国内練習合宿
　2月22日～23日、1泊2日の合同合宿（都内）
　3月23日～24日、旅行直前に1泊2日の練習合宿を
　行います。（ホテル清渓）

演奏曲目は参加者の状況を見て、指揮者と相談しながら選曲を
進めていきます。

演奏曲目
P.I.チャイコフスキー／交響曲第5番 ホ短調 Op.64 他

※昨年のプログラム（参考） 
・L.V.ベートーヴェン／エグモント序曲
・R.シュトラウス／ホルン協奏曲第1番
・L.V.ベートーヴェン／交響曲第7番

コンツェルトハウス
ⓒウィーン国際文化協会
コンツェルトハウス

1913年、フランツ・ヨーゼフ皇帝時代に完成したコンサートホール。
シュトラウスがこけら落としに「祝典前奏曲」作品61を初演したこ
とで有名。ウィーン市内中心部に位置し、ウィーン交響楽団の本拠地
として、多数の音楽公演が行われている。本音楽祭は、３ホールある
うちのモーツァルトザール（704席）を利用します。

ⓒウィーン国際文化協会

ⓒウィーン国際文化協会

※但し、パート別の制限があります。定員を超えた場合、参加
　をお断りする場合がありますので予めご了承ください。
※コントラバス、大型打楽器、その他の大型楽器
　（チェロは除く）は現地にて当社が手配いたします。
　それ以外は、楽器を持参できる方に限ります。

演奏会会場／ウィーン・コンツェルトハウス



主催：全日本高等学校オーケストラ連盟
後援：一般財団法人 日本青年館・全国高等学校校長協会・日本私立中学高等学校連合会・一般社団法人 全国高等学校ＰＴＡ連合会・読売新聞社
旅行企画・実施：株式会社JTB

　高校時代にオーストリア公演で演奏した記憶は今も私の中に鮮烈な記憶として残っています。音楽の本場で演奏するというプレッシャーや、
短い期間であっても音楽作りに妥協は許されないという責任感も感じましたが、全国から集まった熱意あるメンバーたちと演奏できたことで私
は一回りも二回りも成長することができました。この公演で知り合った友人達とは今でも交流が続いています。ウィーン隊は私の青春時代の
「転換点」と言っても過言ではありません。学生時代の多感な時期にウィーンの様々な文化に触れて、音楽を愛する仲間たちと出会えて、演奏
までできてしまう盛りだくさんのウィーン隊。絶対に後悔しないので是非参加してみてください！ 全日本高等学校選抜オーケストラ

オーストリア公演 2020

E1811001

全日本高等学校オーケストラ連盟主催

中央墓地での集合写真ウィーン放送交響楽団の練習場での練習 ウィーン・フィルの楽団員らによる木管五重奏

ベートーヴェン像での集合写真

契約解除の日 取消料（お一人様）
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって40日目に
あたる日以降31日目にあたる日まで

旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目に
あたる日以降3日目にあたる日まで

旅行開始日の前々日～当日

旅行開始後又は無連絡不参加

無　　料

旅行代金の20％

旅行代金の50％

旅行代金の100％

ご旅行条件（要約）

●募集型企画旅行契約
この旅行は（株）JTB（東京都品川区東品川2-3-11、観光庁長官登録旅行業第64号。以下「当社」と
いいます。）が企画・実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契
約（以下「旅行契約」といいます。）を締結することになります。また、旅行条件は、下記によるほか、別
途お渡しする旅行条件書（全文）、出発前にお渡しする最終日程表と称する確定書面及び当社旅行
業約款募集型企画旅行契約の部によります。
●旅行代金のお申し込み及び契約成立時期
（1）当社所定の申込書に所定の事項を記入し、下記の申込金を添えてお申し込みください。なお、申
込金の額は原則として旅行代金の20％以内となります。申込金は、旅行代金お支払いの際差し引か
せていただきます。
（2）電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段でお申し込みの場合、当社が予約の承諾の旨通知し
た翌日から起算して3日以内に申込書の提出と申込金の支払いをしていただきます。
（3）旅行契約は当社が契約の締結を承諾し、申込金を受領したときに成立するものとします。
（4）お申込金（おひとり）　30,000円
●旅行代金のお支払い
旅行代金は旅行出発日の前日からさかのぼって60日目にあたる日以降、21日目にあたる日より前
（お申し込みが間際の場合は当社が指定する期日まで）にお支払いください。また、お客様が当社提携
カード会社のカード会員である場合、お客様の署名なくして旅行代金、取消料、追加諸費用などをお支
払いいただくことがあります。この場合のカード利用日はお客様からお申し出がない限り、お客様の承
諾日といたします。
●取消料
旅行契約後、お客様の都合で契約を解除される時は、次の金額を取消料として申し受けます。

●海外危険情報について
渡航先によっては、「外務省海外危険情報」等、国・地域の渡航に関する情報が発出されている場合
があります。お申込の際に海外危険情報に関する書面をお渡しいたします。また、「外務省海外安全
ホームページ：http://www.anzen.mofa.go.jp/」でもご確認ください。なお、契約後ご出発までの間
に、当該の国・地域に危険情報が出される場合がございます。極力お客様にはその旨ご案内します
が、都合によりご案内できない場合に備えまして、ご出発に際し、お客様自身で海外安全ホームペー
ジをご確認いただくようお勧めいたします。また、旅行日程・滞在先・連絡先などを登録すると、滞
在先の最新の危険情報や緊急時の連絡メール等を受け取れる外務省のシステム「たびレジ：
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/」へのご登録をお勧めします。
●海外旅行保険への加入について
より安心していただくためにも、ご旅行中の病気や事故・盗難に備えて旅行保険に必ず加入される
ことをおすすめ致します。
●「通信契約」を希望されるお客様との旅行条件
当社提携クレジットカード会社のカード会員（以下「会員」といいます。）より「会員の署名なくして
旅行代金や取消料等の支払いを受ける」こと（以下「通信契約」といいます。）を条件に申込を受けた
場合、通常の旅行条件とは以下の点で異なります。（受託旅行業者により当該取扱ができない場合が
あります。また取扱できるカ－ドの種類も受託旅行業者により異なります。）
◯通信契約による旅行契約は、当社が旅行契約の締結を承諾する旨を電話又は郵便で通知する場合
には、当社がその通知を発した時に成立し、当社がe-mail等の電子承諾通知による方法により通知
する場合は、その通知がお客様に到着した時に成立するものとします。また申込時には「会員番号・
カード有効期限」等を通知して頂きます。
◯「カード利用日」とは旅行代金等の支払い又は払戻しをすることをいいます。旅行代金のカード利
用日は「契約成立日」とします。また取消料のカードの利用日は「契約解除依頼日（解除の申し出が旅
行代金のカード利用日以降の場合は、申し出翌日から7日間以内をカード利用日として払い戻しま
す）」となります。
◯与信等の理由により会員のお申し出のクレジットカードでのお支払いができない場合、当社は通
信契約を解除し、上記の取消料と同額の違約料を申し受けます。ただし、当社が別途指定する期日ま
でに現金による旅行代金のお支払いをいただいた場合はこの限りではありません。
●旅券・査証について　
（日本国籍以外の方は、自国の領事館、渡航先国の領事館、入国管理事務所にお問い合わせください。）
◯旅券（パスポート）この旅行には、有効期間がオーストリア入国時、3ヶ月以上残っているものが必要です。
◯この旅行には査証の取得は必要ございません。
●空港諸税について
この旅行には、旅行代金とは別に以下の空港諸税が必要です。
燃油サーチャージ（目安21,000円）が別途必要となります。また、海外空港諸税（概算7,500円～
8,500円）、羽田空港使用税（2,090円）、出国税（1,000円）および旅客保安サービス料（520円）が
別途必要になります。（いずれも2019年8月1日現在の額です。）
●個人情報の取扱について
（1）当社及び販売店は、旅行申込の際に提出された申込書等に記載された個人情報について、お客様と
の連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申込みいただいた旅行サービスの手配及びそれら
のサービスの受領のための手続きに必要な範囲内、当社の旅行契約上の責任、事故時の費用等を担保す
る保険の手続き上必要な範囲内、並びに旅行先の土産品店でのお客様のお買い物等の便宜のために必
要な範囲内でお申込みいただいたパンフレット及び最終旅程表に記載された運送・宿泊機関等及び保険
会社、土産品店に対し、お申込み時にいただいた個人情報及び搭乗される航空便名に係る個人データ
を、予め電磁的方法等で送付することにより提供いたします。
（2）当社及び販売店は、旅行中に疾病・事故等があった場合に備え、お客様の旅行中の連絡先の方の個
人情報をお伺いしています。この個人情報は、お客様に疾病等があった場合で連絡先の方へ連絡の必要
があると当社が認めた場合に使用させていただきます。お客様は、連絡先の方の個人情報を当社及び販
売店に提供することについて連絡先の方の同意を得るものとします。
（3）その他、個人情報の取扱いについては、ご旅行条件書（全文）の「個人情報の取扱い」をご参照く
ださい。なお、当社の個人情報に関するお問い合せ窓口は次の部署となります。
株式会社JTBお客様相談室　〒140-8602　東京都品川区東品川2-3-11　
https://www.jtb.co.jp/form/inquiry/wmform.asp　
●旅行条件・旅行代金の基準
この旅行条件は2019年8月1日を基準としています。又、旅行代金は2019年8月1日現在の有効な
運賃・規則を基準として算出しています。

●旅行代金に含まれるもの
＊旅行日程に記載の国際航空運賃（ｴｺﾉﾐｰｸﾗｽ）＊旅行日程に明示した食事旅金及びサービス料金
＊宿泊代金（2名1室利用）＊現地観光入場料　＊日程記載の現地バス代金及びガイド代金・団体行
動時の現地バスドライバー及びガイドへのチップ代金　＊合計30kg以内の航空会社に預ける無料
手荷物運搬料　＊演奏会にかかわる諸経費　（ホール・控室・プログラム作成費・印刷費用）＊基本
的な大型楽器の現地借用料と運搬料（※特殊楽器は除く）　＊現地での練習に関わる費用　＊合奏
クリニックに関わる費用（会場費用・講師費用）　＊音楽祭参加にかかわる諸経費　＊添乗員費用
＊3月24日（火）山中湖から出発空港までの移動費用　＊ツアー前半の国内合宿に関わる費用
●旅行代金に含まれないもの
※前項の他は旅行代金に含まれません。その一部を例示致します。
＊航空会社にて定められた規定を超える超過手荷物代金　＊個人的性質の諸経費（クリーニング代・
電話電報料・ホテルのボーイまたはメイドに対する心付け・その他追加飲料・食事代またそれに伴うサ
ービス料）　＊渡航手続関係費用　＊オプショナルツアー費用　＊日本国内の空港施設使用料　＊海
外の空港施設使用料　＊燃油付加運賃　＊旅客保安サービス料　＊日本国内におけるご自宅から発
着空港等集合、解散時点までの交通費や宿泊費　＊海外旅行保険　＊楽器にかける動産総合保険　
＊ホテルでの一人部屋利用料金（希望者のみ）　＊出国税
●特別補償
当社は、当社又は当社が手配を代行させた者の故意又は過失の有無にかかわらず、募集型企画旅行
約款別紙特別補償規程に基づき、お客様が募集型企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故に
より、その身体、生命又は手荷物上に被った一定の損害について、以下の金額の範囲において、補償
金又は見舞金を支払います。
・死亡補償金：２５００万円　・入院見舞金：４～４０万円　・通院見舞金：２～１０万円
・携行品損害補償金：お客様１名につき～１５万円（但し、補償対象品１個あたり１０万円を限度とします。）

お申し込みの際には、必ず旅行条件書（全文）をお受け取りいただき、事前に内容をご確認ください。

ご旅行代金・お申込み金のお振り込み先
みずほ銀行　十二号支店 
口座名 株式会社 JTB　 普通1312678

佐久間 聡一 （広島交響楽団　第1コンサートマスター）

鷹栖 美恵子 （東京都交響楽団　首席オーボエ奏者）

ＯＢ・OG
からの
メッセージ

旅行業公正取引
協 議 会 会 員

〒330-0845 埼玉県さいたま市大宮区仲町2-75大宮フコク生命ビル7階TEL.048-644-5696／FAX.048-649-0746
営業時間／9：30～17：30（土・日・祝日休み）　総合旅行業務取扱管理者／枻川大海　国際音楽交流事業担当／備藤・立川・前田

観光庁長官登録旅行業第64号 日本旅行業協会正会員
東京都品川区東品川2-3-11

株式会社 ＪＴＢ 埼玉支店 国際音楽交流事業

株式会社 JTB
総合旅行業取扱務管理者とは、お客様の旅行を取扱う営業所での取引の責任者です。この旅行の契約に関し、担当者からの説明にご不明な点があり
ましたら、ご遠慮なく上記の旅行業務取扱管理者にご質問ください。

全日本高等学校オーケストラ連盟 〒160-0013  東京都新宿区霞ヶ丘町4-1 日本青年館内　TEL: 03-6452-9017　FAX: 03-6452-9016[E-mail] orchestra@nippon-seinenkan.or.jp　[WEB] http://www.nippon-seinenkan.or.jp/orchestra/
公演に関する
お 問 合 せ 先

旅行企画・実施

旅行に関する
お問い合わせ
お申し込み先

　私は高校1年の時に全日本高等学校選抜オーケストラ・オーストリア公演（通称：「ウィーン隊」）に参加しました。音楽の都ウィーンで楽器を
弾いて、現地の人 と々音楽を通じてコミュニケーションを重ねることで音楽の持つ根源的な素晴らしさを肌で感じることができました。それら
の経験は音楽家として活動している今も自分の中に深く息づいています。将来どんな分野に進むにしろ、この経験を若いうちにすることには
大きな意味があります。そして、育った場所や環境は異なっていても「音楽を愛している」という共通点を持つ仲間が日本全国にできることも
「ウィーン隊」の大きな魅力です。さらにその仲間とオーストリアで演奏し、偉大な音楽家たちが生きた都を巡る経験は必ず皆さんの今後の
人生の財産となるでしょう。


