
The 12th Kayabuki Ongakudo International Competition for Piano Duo in Kyoto Japan
Musikhalle Kalavinka – National Registered Tangible Cultural Building –

2022年
第12回 かやぶき音楽堂
国際ピアノ

デュオコンクール
since 1998

－美しい胡麻の里にて－
ピアノデュオの祭典

ピアノを愛する多くの方々の
ためのコンクール
詳細は裏面をご覧下さい

主催　かやぶき音楽堂デュオコンクール実行委員会　　　　　　
後援　（2020年承認済、延期の為再度依頼申請中）
　　　外務省、文化庁、京都府、南丹市、京都府教育委員会、南丹市教育委員会、

オーストリア大使館 /オーストリア文化フォーラム、京都商工会議所、
公益財団法人日本ピアノ教育連盟、公益財団法人日本ナショナルトラスト、
朝日新聞社、京都新聞、　　　　　　　　　、KBS京都、かやぶき音楽堂

開催期日　予選　2022年 9 月24日（土）25日（日）
　　　　　本選　2022年10月29日（土）30日（日）
会　　場　かやぶき音楽堂

実施部門　 A部門  １台のピアノによる4手連弾デュオ部門
For One Piano, 4 Hands

B部門  ２台のピアノデュオ部門
For 2 Pianos

C部門  ４手連弾又は２台のピアノデュオを
楽しむ方のための部門（自由曲） 
For Amateurs (One Piano, 4 Hands or 2 Pianos)

応募締切　2022年8月30日（火）必着

参加資格　（2022年4月1日現在）14歳以上、年齢上限なし、国籍不問
海外からの参加者は、予選を録音送付して、審査を受けることができる

賞　　　　表彰状ディプロマと、副賞

お問合せ先
かやぶき音楽堂デュオコンクール実行委員会事務局
〒603-8691　日本郵便㈱京都北郵便局私書箱24号
TEL & FAX : 075-781-9003　E-mail : pianoduo@kayabuki.com
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公開審査、コンサート一般公開・入場随時・無料

かやぶき音楽堂  国の登録有形文化財　Photo by Y.MASADA
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交通：
かやぶき音楽堂まで
JR胡麻駅から徒歩15分

JR山陰線胡麻駅下車
（京都府南丹市日吉町上胡麻南）

本選審査終了後、かやぶき音楽堂にて
表彰式および入賞ペアによるコンサート

10月28日（金）JR京都駅構内室町小路広場にて
本選出場者による公開コンサート

ホームページに要項、
課題曲など詳細を掲載 http://www.kayabuki.com
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ピアノデュオ
参加者募集中！

他

A部門 ・ B部門  よりグランプリ1位　1組賞金20万円
A部門 ・ B部門  より1組商品券20万円
C部門  1位　1組高級羽毛布団



2022年秋のかやぶきコンサート in かやぶき音楽堂
ホームページにてご案内予定　http://www.kayabuki.com

コンクール以外の
かやぶき音楽堂
演 奏 会

2022年 第12回 かやぶき音楽堂（国の登録有形文化財）

国際ピアノデュオコンクール

The 12th Kayabuki Ongakudo International Competition for Piano Duo in Kyoto Japan
Musikhalle Kalavinka – National Registered Tangible Cultural Building – 

◆協　　賛 西日本旅客鉄道株式会社、ワタキューセイモア株式会社、株式会社京都銀行、株式会社進々堂、
宝ホールディングス株式会社、京セラ株式会社、株式会社聖護院八ッ橋総本店、株式会社鼓月、株式会社ロマンス小杉、
平岡旗製造株式会社、株式会社村田製作所、株式会社島津製作所、株式会社響映、株式会社ワコールホールディングス、
ベアズパウジャパンカントリークラブ、株式会社西利、福田金属箔粉工業株式会社、スタインウェイ・ジャパン株式会社、
草田眼科医院、ナカダ音楽事務所・音楽出版ハピーエコー、武田病院グループ、有限会社古都デザイン　他（順不同）

◆協　　力　株式会社河合楽器製作所、株式会社朴の木運送店（ピアノ専門）他

このコンクールは、二人の奏者で演奏して音楽の理解を深めるために企画されました。
ザイラーピアノデュオのホームベース「かやぶき音楽堂」において、
多くのご支援をいただき開催されます。

■実施部門 Ａ部門：1台のピアノによる4手連弾デュオ部門
Ｂ部門：2台のピアノデュオ部門
Ｃ部門：4手連弾又は2台のピアノデュオを楽しむ方のための部門（自由曲）
（課題曲、選択課題曲等は要項を参照ください）

■参加資格 （2022年4月1日現在） 14歳以上、年齢上限なし、国籍不問
海外からの参加者は、予選を録音送付して、審査を受けることができる（詳細確認要）

■応募締切 2022年8月30日（火）　必着

応募要項・お問合せ　下記事務局にご請求。または、www.kayabuki.comよりダウンロード可。

■参 加 料 デュオ　１組　38,000円　
■審 査 員 和子・ザイラー（ピアニスト）審査委員長

青柳晋（東京藝術大学教授）
上野真（京都市立芸術大学音楽学部教授、名古屋音楽大学客員教授）
岡本美智子（桐朋学園大学特命教授）
野原みどり（東京藝術大学准教授、名古屋音楽大学客員教授）

■賞 表彰状ディプロマと、副賞
10月28日（金）JR京都駅構内室町小路広場にて本選出場者による公開コンサート出演
Ａ部門・B部門よりグランプリ１位　１組賞金20万円
Ａ部門・B部門より１組商品券20万円
Ｃ部門１位 １組高級羽毛布団

■開催日程 予選：2022年９月24日（土）25日（日）10時～　一般公開
本選：2022年10月29日（土）30日（日）10時～　一般公開
本選審査終了後、かやぶき音楽堂にて表彰式および入賞ペアによるウィナーズコンサート

■会　　場 かやぶき音楽堂　京都府南丹市日吉町上胡麻南　JR山陰線胡麻駅下車徒歩15分

お問合せ先 かやぶき音楽堂デュオコンクール実行委員会事務局
〒603-8691 日本郵便㈱京都北郵便局私書箱24号
TEL&FAX : 075 -781-9003　E-mail : pianoduo@kayabuki.com
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