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来日して 30年 ～音楽は生 きる力

光陰失のごとし、子いもので人生の半分以上を日本で過 ごしました。日本の方々と関わった数々の感動の ドラマがありました。

最初の 10年 は、言葉の璧や人民んと日本円の価値差に翻昇 さkな が らも、辛酸を祇める日々を送 りました。音楽留学生と

してヴァイオリンの諫習 もよまならず、うなぎ屋で4j/Jき東京での生計を立てるために合闘 しました。思いがけない日本の方々
の優 しさと一方ならぬ ご好意やお力添 えによって何 とか普境を坊 り抜けることがで きました。

次の 10年 は、東京芸術大学の博士学位論文完成を目指 し、学業と子育てを両立 しました。すば らしい先生方のごオ旨専 も得
ら旅、得難い音楽博士の学位 をいただ くことがで きました。 またこの間、ヤ回を追わ枚てアメリカにせ今、その後客死 した

人作山家馬思聡のヴァイオリン作品に携わ り、 そ旅を広 く

“

介す る機会に恙まれました。 さらに、 日本の作由家である失代
秋雄、ん■を宗吉、貴心晨一、助川敏弥の諾先生方の作品を発堀 し、初演の機会 もいただき、 この上ない幸せを感 じました。

最近の 10年 は、演奏活動 も順調なヤ、思いもよらず腎不全と診断 さね、人工途析や移植 を宣÷ さ薇たことに大きいなシ ョン

クを受けました。cが
`し

よ、ヴァイォリンの音は輝 きを失いました。そんなどん底の時、ベー トーヴェンの生 き様や音楽によっ

て精神が嗅起 させ らkま した。ベー トーヴェンは、人生のどん底 を味わったのちに、世界の万人 を歓喜 させ る音楽を作山 し

たか らです。わが身にた こったことが些′口な ことに思えて、その音楽の友動に励 まさk、 限界を燕 えてみせ る勇気が湧 き、
その音楽を生 きる糧 にしました。ベー トーヴェンの運命を勿 り開 く精神世界に触薇ることは、音楽家として、さらなるステー

ジヘの後活を意未す ることだと思い、 自らを合いたたせ ました。食事療法の実践、生 き方の楡証、病気茂喜 を音楽家響1薇の

人生テーマとして真摯に向 き合い努力 しました。 その結呆、病気を近 じて多 くの気づ きを得 ることがで きました。ネは人 々

のむを感動する温かい音楽を表現するために、責重な病気体験 をさせて くねたと信 じてやみ ません。
昨年、 その病気体験をまとめ、本を出版 しました。 この本は日本の病気で普 しんでいる人 たちへの思返 しになねばと思 っ

ています。 こ旅か らもたゆまぬ努力をか さね、生 きる証人 とな り、 多くの方々のむに響 く音楽を届けていきます。
いまも升台で演奏できる自分が ここにいる事実に深 く感謝 して、前へ、前へ、前へと進みたい !

ヴァイオリニスト・音楽博士 グリ 薇

ζl′装 [ヴァィォリン]
中国西安音楽学院ヴァイオリン科卒、同音楽大学ヴァイオリン科教師を勤める。'99年 博士学位論文 『ヴァ

イオリニス ト 作曲家としての馬思聡研究』で東京芸術大学より音楽博士号を授与される。日本各地、米

国カーネギ ホール、北京中央音楽院ホールで演奏を行う。日本音楽財団より 1736年 製名器グアルネリ

デル ジェスが貸与され、馬思聡ヴァイオリン作品 CD 3巻と名曲集 1巻を発表。演奏活動と同時に日本各

地で講演 (文革嵐の中での音楽経験)も多く行う。NHKホ ール「オリンピックコンサート2008」で新日本フィ

ル八―モニーと協演。 ドレスデン国立歌劇場管弦楽団メンバー、アムステルダム ・ロイヤルコンセル トヘ

ボウメンバーと室内楽で協演。アイルランドコンサートやスペイン演奏ツアーを行う。5枚 目 CD『日本の

響き～名ヴァイオリン作品集』発売。'09年浜離宮朝日ホール リサイタル、'11年サントリー小ホール 「劉薇

後援会設立 10周 年記念～劉薇ヴァイオリンリサイタル」は大成功を収める。最近では杭州、広州、蘭州、

新彊ウルムチなど中国各地で公演を行う。共立女子大学国際学部で講義 「アジア論～中国の芸術」を担当。

2014年 6枚 目CD『鳥の歌～平和へ』を大好評発売。また、 レシピ本 『人工透析なしで 10年、でも元気な

私の食生活』を講談社、体験本 『腎不全発症から 10年 ～なぜ私は人工透析を拒否してきたか (自分らしく

生きるためにやってきたこと)』をきずな出版より絶賛発売中。音楽活動と同時に持病である 「慢性腎臓病」

を改善させた自らの体験をもとに講演会や料理会など現代人の食改善活動を呼びかける。「劉薇と雑穀の会」

及び腎臓病患者を励ますコミュニティ 「J n tomo salon」を主宰。

【Off c al HP】http://uew mus cs com

【facebook】 https://www facebook com/∨ o nst D「 LuWe

【腎友コミュニティ】http://www facebook com/i ntomOsa on/tme ne

椎野仲一 [ピァノ]
東京芸術大学音楽学部 を経て、

1981年同大学院修了。この間「安

宅賞」を受賞、芸大オーケス ト

ラと協演。谷 康子、ヴァレリア

セルヴアンスキーの各氏に師事。

1983年 東京イイノホールにてデ

ビューリサイタル開催後、東京

をはじめ全国各地で リサイタル

日

を行 う。また、東京交響楽団 け旨揮 秋山和慶)、東京

シティ フィル等とベー トーヴェンの 「ピアノ協奏曲

第 1、 3、4、5番 」などを協演。 1996年 にはビアニ

ス ト高澤ひろみ氏と 「グラン デュオJを 結成 し、以

後東京紀尾丼ホールにて定期的にソロ リサイタル

デュオ リサイタルを開催 している。ソロ活動と共に、

内外の著名な演奏家と数多 く共演 し、室内楽、器楽

声楽の リサイタル伴奏、CD録 音、音楽祭への参加、

また NHK―TV、FM放 送出演など、その活動は多岐に

わたる。現在、東京学芸大学教授として後進の指導に

もあたっている。
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ヘンデル ・ソナタ
ヴアイオリンとチェンバロ
NLRCD-5119
¥3,000(税込)

この ORコ ー ドを

読み取ると

蟹」薇の YouTubeが

見られます

リュウ ・ウェイレシピ本
「人工透析な しで 10年 |
でも元気な私の食生活」

講談社 1400円十税

腎不全から 10年
「なぜ私は人工透析を拒否
してきたか」
きずな出版 1400円+税
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