
藤川いずみ　活動実績 【　伝統芸術分野での社会貢献　】

国際文化交流 熊本　地域貢献 伝統芸術文化 学校邦楽教育 日本作曲家作品管理 熊本・地域の歴史

オーストラリア 〔熊本日豪協会理事〕熊本城 オーケストラ・アジア 学校邦楽教育講演会・指導者研修 作曲家　三木稔作品 肥後の歴史語り　

熊本日豪協会理事・文化担当 1989～1998　中秋の名月鑑賞会 1999 入団 2001 熊本市教育委員会指導者研修 2003～ 三木作品編集出版 ＜語り座＞（寿咲亜似主宰）

2004 キャンベラ奈良条約30年記念事業 1999 藤川お琴教室毎年演奏 2000 北京・ソウル・東京 2002 教諭十三年目研修 ２００８～ 「結出版」

2006 日豪交流年主要都市20公演 2000 〃 2001 北京・ソウル・東京 2012 上益城郡中学校夏期指導者研修 三木稔全作品 担当した音楽

2007 メルボルン・リサイタル・学校20公演 2001 〃 2002 ソウル・東京 2016 一般財団法人熊本公徳会 　運営管理責任者 【歴史もの】

2008 シドニー国際尺八フェスティバル 2002 〃 2003 オーラJに分団 ＜教育講演会＞ 　および編集者 花桔梗御殿絵巻

2010 熊本日豪協会理事会演奏 2003 〃 2016 熊本県高等学校教育研究会音楽部会 編集楽譜：結出版 　　　　　～ 清正をめぐる五人の女

2011 熊本日豪協会理事・文化企画活動 2004 〃 邦楽創造集団オーラJ ＜夏期研修会＞ 　全音 清正公を支えた戦国の女たち

2012 熊本日豪協会40周年プレイベント 2005 〃 2003 定期公演 ＜秋期研修会＞研究授業講評　 　大日本家庭音楽会 正応院ひおい物語

2013 くまもとオーストラリアウィーク2013 2006 〃 2004 〃 ～２０１４ 蛇の目と九曜

2015 文化使節団派遣メルボルン公演 2007 本丸御殿杮落し 2005 〃 　　　　　～ 加藤清正と細川忠興

菊池千本槍「松尾中佐物語」公演 2008 元旦・中秋名月鑑賞会 2006 〃八ヶ岳国際音楽祭 運命の城～加藤清正と小西行長

ハンティングデール小学校公演 2009 〃 2007 〃八ヶ岳国際音楽祭 清正公さん話～八竜大明神

2010 〃 2008 〃八ヶ岳国際音楽祭 楽譜出版・編集 清正公と佐伯播磨

スペイン TRINITY公演 2011 〃 2009 〃八ヶ岳国際音楽祭 三木稔箏作品集 清正公の国づくり～高瀬蔵編

2009 TRINITY結成（人づくり基金） 2012 〃 2010 〃 学校公演・ワークショップ 大日本家庭音楽会出版 清正公と二匹の兄弟キツネ

2010 人づくり基金第一回コンサート 2013 〃 2011 〃 文化庁 ＜芽生え＞ 武蔵と殿さま肥後暦

2011 天明公演 2014 〃 2012 〃 ２００６～ 本物の舞台芸術体験事業 ＜千絵の曲・山千禽＞ 御神火魂　蔵原惟昶

2012 くましん90周年記念公演 2015 〃 2013 〃 2008 邦楽創造集団オーラJ ＜瀬戸内夜曲＞ 天正物語～和仁と大津山

2013 林田紗綾リサイタル 2016 名月鑑賞会 2014 〃 邦楽器による伝説舞台《羽衣》 ＜ホタルの歌＞ 赤穂浪士～細川家お預け

2014 熊本県立劇場ネットワーク事業登録 2015 〃 ＜箏ピースフォーピース初音＞ 菊池一族の盛衰～袖ケ浦の別れ

2015 荒尾公演・菊池市泗水公演 2016 第35回定期演奏会 ２００８～ 東京室内歌劇場 ＜箏ピースフォーピースことのは＞ 菊池千本槍～松尾中佐物語

2016 八代公演 福岡公演 2010 フォークオペラ《うたよみざる》 ＜三つのフェスタルバラード＞ 柳原白蓮～時代にあらがう恋の華

アジア・アンサンブル

韓国 〔日韓伝統音楽交流事業委員長〕 2006 福島公演 ２０１６～ 文化芸術による子供の育成事業 全音楽譜出版

2000 オーケストラ・アジア　ソウル公演 2007 〃八ヶ岳国際音楽祭 邦楽創造集団オーラJ ＜箏ピースフォーピー全51曲＞ 【地域の物語】

2001 オーケストラ・アジア　ソウル公演 2008 〃八ヶ岳国際音楽祭 邦楽器による伝説舞台《羽衣》 おてもやん物語

2002 オーケストラ・アジア　日本公演 2009 〃八ヶ岳国際音楽祭 結出版 高麗門

アシアナ航空熊本就航記念演奏 水保全啓発 熊本県 ・松の協奏曲オーケストラ版 手取天満宮

2013 忠清南道公州国楽院招聘 ＜みずのうた＞ 結出版 三木稔福岡アジア賞 １９７９～ 熊本県内小中学校公演 ・新箏オーバード 相撲町・武者どん

2014 日韓伝統オーケストラ結成 2009 熊本市水保全　水守制度 2009 芸術賞受賞記念 ほか 三年坂

2015 日韓国交正常化50年記念公演 琴の音水守として演奏 市民フォーラム演奏会 熊本市 葬られた秘密

2010 熊本市役所終了曲 １９８６～ 熊本市芸術文化出張講座 放牛地蔵

中国 2010 熊本市水保全CM 三木音楽舎三木稔メモリアル ネズミ教

1983 熊本市日中友好の翼　桂林・南寧 2012 国連水保全受賞記念演奏 2014 三つのレクイエム ２０１１～ 熊本市教育委員会派遣 武蔵とたぬき

2000 オーケストラ・アジア北京公演 2014～16 くまもと地下水財団HP・CM 2016 没後5年メモリアル 箏・三味線・太鼓・笛による 蓮台寺～檜垣物語

2001 オーケストラ・アジア北京公演 2016 水資源保全シンポジウム  　三木稔遺作初演 　　和楽器にぎわい座 CD 鬼八

2002 オーケストラ・アジア　日本公演 全国自治体連絡会 藤川いずみリサイタル 三木稔箏作品集　１　 根子岳の猫屋敷

2010～16 TRINITY公演にて演奏 1997 現代音楽による一表現 現在まで海外も含め約５００校 藤川いずみ　箏による新作初演１ 羽衣

ドイツ 作曲志娥慶香ピアノ＆新箏 1999 三木稔箏譚詩集全集 サンクチュアリ　志娥慶香作品集 米原長者どん

1979 ハイデルベルク城　熊本市と友好 三木稔コレクション 日韓伝統オーケストラ　ライブ 阿蘇大明神と根子岳のはなし

姉妹都市提携の為の民間文化交流 熊本市委員会関連 2002 シリーズ１　憧れ 阿蘇大明神となまずのはなし」

1993 沢井一恵箏遊行ブレーメン 1994～98 市長第一期政策諮問委員 シリーズ２　憧憬 学校指導 藤原経国の大蛇退治

1996 ハイデルベルク城800年祭 　観光部会＜熊本城復元提案＞ 2003 シリーズ３　詩 2010～ 熊本県立第一高等学校邦楽部

「日本熊本展」 文化振興課文化委員 2003 シリーズ４　リサイタル

2012～ 人づくり基金審査委員 2003 シリーズ５　 現代美術館 【朗読】

オーストリア 2016 人づくり基金審査副委員長 2004 シリーズ６ 21絃35周年 夢十夜

1979 ウイ－ン 2015～ くまもと子供邦楽祭実行委員 2004 シリーズ７ 東京オペラシティ くものいと

2017 2005 シリーズ８ 現美華人展 鉢かつぎ姫

スイス 2011 箏とヴィオラのエスプリ

1979 チューリッヒ 2013 シリーズ９ リサイタル

1993 沢井一恵箏遊行チューリッヒオペラハウス 2016 シリーズ10 三木先生との対話（ソロリサイタル）


