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CONCERT 
INFORMATION
2010-11  autumn-Winter

主催●富士河口湖町●河口湖円形ホールイベント実行委員会

河口湖ステラシアター・・・・・・0555-72-5588

河口湖ショッピングセンターベル・・・0555-73-1313

内藤楽器・・・・・・・・・・・・・0555-23-6955

お近くのローソン各店舗ロッピーにて

河口湖ステラシアター・・・・・・0555-72-5588
ローソンチケット・・・・・・・・・0570-000-407
■24時間Lコード予約専用・・・・・・・・0570-084-003
■Ｌコード（ローソンチケット）（11/20 ヴィンクラット）33566

（11/11 室内楽）33567
（12/12 駒沢）33568

（12/23 ソブコヴィアク）33569
（1/16 外川）33570

河口湖ステラシアター　
http://www.stellartheater.jp/
e+（イープラス）
http://eplus.jp/（パソコン＆ケータイ）

●中央自動車道河口湖ＩＣより通常10分
（八王子より約１時間）

●東富士五湖道路富士吉田ＩＣより通常10分
（御殿場より約40分）

●富士急行線河口湖駅よりタクシー10分

■駐車場 50台収容

河口湖ステラシアター 0555-72-5588
http://www.stellartheater.jp/  
E-mail:stellar@town.fujikawaguchiko.lg.jp
★詳しい地図、交通のご案内は、ホームページまたはステラシアターまでお問い合わせ下さい。

401-0304 山梨県南都留郡富士河口湖町河口3030 0555-76-8822

お問合せアクセスチケットお取扱い　＜店頭販売＞　　　　　　　　　　　　　　＜電話予約＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ＜インターネット予約＞

11｜20（土）17:30
トーマス･ヴィンクラット
ヴァイオリンリサイタル

12｜11（土）17:30
ヴァイオリン・チェロ・ピアノによる室内楽の魅力Ⅱ

12｜12（日）16:00
駒沢とみ子 ピアノリサイタル

12｜23（木・祝）16:00
ミハウ・ソブコヴィアク ピアノリサイタル

2011 1｜16（日）14:00
国際音楽祭 ヤング･プラハ イン 河口湖

“外川真里亜とチェコの仲間たち”

美しい風景が共振させる、豊かな調べ・・・。─アコースティックな光が誘う夢空間。

KAWAGUCHIKO

THEATER
STELLAR

河口湖ステラシアター
フレンドリークラブ会員募集中！！

ステラシアター、円形ホールのコンサートを、よりお楽しみいただくため、
たくさんの特典をご用意しました！

みなさまのご入会を、心よりお待ちしております。

特典がいっぱい！

特典 1

チケットの先行電話予約

特典 2

チケットの割引

特典 3

ダイレクトメール

特典 4

観光スポット・飲食店
などの ご優待

入 会 金 無 料一般会員

フレンドリークラブ会員特典マップ

年会費:1,000円

1公演につきチケット割引

2枚まで

ファミリー会員

年会費:2,000円

1公演につきチケット割引

5枚まで
《お問合せ》

河口湖ステラシアター（火休館）

0555-72-5588
stellar@town.fujikawaguchiko.lg.jp

詳しくはHPをご覧下さい

http://www.stellartheater.jp/friend/
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河口湖大橋
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河口湖I.C.

富士吉田I.C.

富士河口湖町役場

河口湖町民体育館
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トーマス・ヴィンクラット［ヴァイオリン］Tomas Vinklat, violin 
現在のチェコ共和国テプリツェに1973年に音楽一家のもとに生まれ
る。5歳半からヴァイオリンの演奏を始め、パルドゥビツェ音楽院(1987
～92年)、その後プラハ音楽院でノーラ・グリムリコバ教授(1992～97
年)の下で学ぶ。また、ロンドン音楽院デービッド・タケノ教授のクラスで1
年間のソロ研究コース(1994～95年)にて奨学金を得て学び、その後ウ
ィーンでアルフレッド・スタール教授に師事。1989年チェコ音楽院での
コンクールで第二位受賞。1995年北ロンドン音楽祭でのコンクール第
二位受賞。1992年プラハ デュセク・ベトラムカ室内楽コンクール第一位
受賞。ソロヴァイオリニストとして多くのチェコ国内のオーケストラと共演。
これまでたくさんの室内楽がCD録音されカメラータ東京から発売され
る。ソリストまた室内楽メンバーとして、ヨーロッパの多くの国 、々日本、
アメリカ、イランおよびオマーンで演奏する。1998年9月からはウィー
ン・フィルハーモニー管弦楽団のメンバーとして活躍する。

中島 剛［ピアノ］Go Nakajima, piano
6才よりピアノを始める。東邦音楽大学を首席で卒業。第64回読売新人
演奏会出演。1996年からハンガリー国立リスト音楽院に学ぶ。1998
年Prof.-Dr-Josef-Dichlerコンクールで優勝。1999年すみだトリフォ
ニーホールでのリサイタルでデビューした。ウィーンでのピアノ・リサイタル
などを経て、2002年6月より、「イタリア巡礼の年」と題し、オール・リス
ト・プログラムで構成されたリストゆかりの地を巡るヨーロッパ演奏ツア
ーを展開。ブダペストのリスト記念館を皮切りに、ウィーン、フィレンツェ、
東京（府中の森芸術劇場ウィーンホール）で演奏し各地で絶賛を浴びた。
現在ウィーンから日本に拠点を移し、日本全国で演奏活動を展開。長年
取り組んできた彼のリストは世界各国でも高い評価を得ており、今後ま
すます活躍が期待される注目のアーティストである。富山紀美子、外山準、
宮嶋敏、森由美子、カルマン・ドラフィー、イシュトバン・ラントシュ、ヴィクト
ール・トイフェルマイヤー各氏に師事。
中島剛公式ウェブサイト　http://www.go-nakajima.com

新井淑子［ヴァイオリン］Yoshiko Arai, violin
東京芸術大学附属高等学校卒業後、1968年、フランス政府給費留学生
として、パリ音楽院に入学。翌年プルミエ・プリを獲得し卒業。1970年、
ボルドー交響楽団と共演ヨーロッパデビュー。同年、チェリスト、セッポ・キ
マネンと共に、フィンランドで「クフモ室内楽音楽祭」を創設、1977-
1980年、同音楽祭の音楽監督を務める。1980年、「ジャン・シベリウ
ス弦楽四重奏団」を結成。以来スカンジナビアを代表するクァルテットと
してその名声を確固たるものにする。1986-1990、シベリウスアカデ

ミーの教授。1988年、北九州国際音楽祭を創設、8年間音楽監督を務
める。同年、シベリウスのヴァイオリン小品曲全集を収集、世界初の全集
としてＣＤをオンディーヌ社でリリース。1999年、フィンランド政府より
「プロ・フィンランディア勲章」（文化面での最高の勲章）を授与。2005年、
フランス政府から"Chevalier de lﾕOrdre des Arts et des Lettres"
（芸術文学騎士勲章）を授与。ソリスト、室内楽奏者として、ヨーロッパを
中心に世界各国で活躍、年間100回前後のコンサートをこなした時期も
ある。夫のセッポ・キマネンと共に開拓した独自の音楽祭の実績は広く音
楽界に評価されている。オンディーヌ、フィンランディア、チェンバーアーツ
各社よりCDのリリース。約40年間にわたるフィンランドでの生活の体験
を背景にエコロジーや教育について、また芸術の役割についての考えな
どのエッセイ、講演などの依頼も多い。

セッポ・キマネン［チェロ］Seppo Kimanen, cello
シベリウス音楽院でチェロを勉強。1965年、旧チェコスロバキア政府
給費留学生としてプラハ音楽院入学。1967－1969年、パリ音楽院に
てフランス政府給費で修業。1969－1970年、デットモルト音楽院に
て修業。1970年、ヴァイオリニスト新井淑子と共に「クフモ室内楽音楽
祭」を創設、2005年まで同音楽祭の総監督を務める。1975－
1991年、シベリウス音楽院のチェロ部門と室内楽部門の教師。
1977－1980年、「ヘルシンキ音楽祭」の総監督。1980年「ジャン・
シベリウス弦楽四重奏団」を結成、同弦楽四重奏団のチェリストとして現
在に至る。2005－2007年、ロンドンの「フィンランドセンター」ディレ
クター。1986年、フィンランド政府より「プロ・フィンランディア勲章」
(文化面での最高の勲章）授与。1988年、 フィンランド政府より「音楽
賞」授与。1
994年、ドイツ政府より“Grosses Verdienstkreutz”(功労勲章大功
労十字章)授与。1999年、フィンランド政府より「教授」の名誉称号を授
与。
2005年、フランス政府より“Chevalier de l’Ordre national du M〓
rite”（国家功労勲章）授与。チェリストでありながら、多彩な才能を発揮
して独自のイデオロギーを生かしたクラシック音楽のフェスティバルを
開拓。それはヨーロッパでの室内楽、及び音楽祭のあり方に大きな影響
を与える。それらの実績はフィンランドのみならず広くヨーロッパ、アメ
リカ、アジア諸国にまで知れわたり、高く評価されている。最近はコラ
ムニスト、また文化面でのアドバイサーとしても国際的に活躍している。
オンディーヌ、フィンランディア、その他のレーベルからCDのリリース。
この夏まで駐日フィンランド大使館参事官（報道、文化担当）として東京
在住。

高橋 望［ピアノ］ Nozomu Takahashi, piano
第13回園田高弘賞ピアノコンクール第3位、第2回Ｇ・ガンドルフィ国際
ピアノコンクール（パルマ）第2位入賞。1998年より2002年までドイ
ツ・ザクセン州立ドレスデン音楽大学で学び、演奏家資格試験を最優秀
の成績で修了。2003年より故郷秩父市において、バッハの平均律クラ
ヴィーア曲集第1 巻全曲をはじめ、ベートーヴェンの三大ピアノソナタ、
オールショパンプログラム、オールシューベルトプログラムなど、これま
でに21回のリサイタルを行う。「この曲のここが凄い！」などをテーマに
したプレトークをまじえて、音楽を聴く楽 しみを幅広く提供してい くこ
とに意欲を燃やしている。NHK-FM 名曲リサイタル、東京オペラシティ
でのリサイタル、また小中学校でのコンサートも 15校21回に及ぶ。
2008年秋、初のCD アルバムをリリース「レコード芸術」「ステレオ」各
誌で好評を得る。

駒沢とみ子［ピアノ］ Tomiko Komazawa, piano
富士河口湖町船津出身。県立吉田高校、国立音楽大学卒業。同大学院
修了。クロイツァー賞受賞。1980年より定期的にソロ・リサイタルを開催。
ＮＨＫ・ＦＭ放送や各地での演奏会に多数出演。日本ピアノ教育連盟他い
くつかのオーディション、コンクールの審査員を務める。渡辺昭秀、藤沢
克枝、故クロイツァー豊子の各氏に師事。現在国立音楽大学准教授。

ミハウ・ソブコヴィアク［ピアノ］ Michal Sobkowiak , piano
ポーランドの音楽家の家庭に生まれる。10歳にしてテレビ番組
「Akademia muzyczna（アカデミア・ムジチナ）」でピアニスト・デビュー
を果たす。当時より多くのファンを魅了し、その演奏技術の高さを評価さ
れ、国立フィルハーモニー・ホールをはじめとするワルシャワの名立たるコ
ンサート・ホールに出演。国外の国際音楽祭にも多数参加し、好評を博す。
ヨーロッパ・日本の主要音楽事務所と提携し多彩な作曲・演奏活動を展開
する他、日本の音楽教育の場にても幅広く貢献している。代表作として
自らの日本への思いを綴ったCD「Ikebana」があり、ソブコヴィアク独特
の和声と旋律を醸し出している。ワルシャワ・ショパン音楽院ピアノ科を
卒業後（1998年）、チューリッヒ音楽院研究科にて研鑽を積み、現在、福
島学院大学にて准教授、尚美ミュージックカレッジ専門学校にて講師と
して教鞭を執る。 http://www.michalsobkowiak.com

外川真里亜［ピアノ］ Maria Togawa, piano
1984年　富士河口湖町出身。桐朋女子高等学校を経て、桐朋学園大
学卒業。‘07ニューヨーク、マネス音楽院大学院に2年間のスカラシップ
を得て留学。同大学院を首席で卒業と共に、最高賞のニュートン　スウ
ィフトピアノアワードを受賞。やまなし県民文化祭1位。イタリアピアノコ

ンコルソ金賞。イタリアカントゥー国際ピアノコンクールディプロマ受賞。
ニューヨーク国際音楽祭ドロシーマッケンジーコンクール入賞。NY国際
音楽祭に4年間スカラシップを得て参加し、J.ローズ、A.コブリン、P.パ
レツィニー、J.アッチューカーロの各氏のマスタークラスに参加。留学中
より、カーネギーホール、ウクライナ大使館、NYユニオンクラブ、他多
数でソロ、リサイタル、室内楽等活発な演奏活動を行う。2010年には
第19回国際音楽祭ヤング・プラハより日本人ピアニストとして招待され
チェコ各地で演奏。現在、Jローズ氏に師事し、NYを拠点に国内外を
問わず、演奏活動を行っている。

《ヤング・プラハ in Japan》
ロマン・フラニチカ［ヴァイオリン］
4歳よりヴァイオリンを学び、9歳よりパズデラ教授に師事。2002年よ
りロンドン市立大学に留学。2007年プラハ芸術アカデミー卒業。
1999年コチアンヴァイオリン国際コンクール1位等多くのコンクール
に入賞。現在ソロ活動やプラハ室内フィルーのメンバーとして活動。

トマーシュ・ヤムニーク［チェロ］
幼少からチェロをはじめ15歳までにチェコ国内のコンクールに多数入
賞。2002年全チェコ音楽コンクール第1位、2003年マルチヌーコン
クール特別賞、2006年プラハの春コンクール第2位(第1位なしの)。
ヨーロッパ各地でソリストとして活躍。プラハ芸術アカデミー卒、現在ベ
ルリン芸術大学とカラヤンアカデミーに在籍しベルリンフィルに参加し
ている。

ペトル・ヴァシェク［クラリネット］
10歳でクラリネットを始め、ブルノ音楽院を経て2008年プラハ芸術ア
カデミーを卒業。2003チェコ音楽コンクール優勝。2007年ウイーン
クラシックコンクール、アントニン・ライヒャコンクール優勝。現在スイ
ス・ルガノ芸術アカデミーで研鑽中。

カテジーナ・ヤヴールコヴァー［ホルン］
9歳からフレンチホルンを学び、2006年よりプラハ音楽院で学ぶ。
2005年、2009年ブルノ国際金管楽器コンクールに入賞。2009年
イタリア、スヴェヴィアのフェデリーココンクール優勝。国際ユースオーケ
ストラに参加。2009年よりプラハ室内フィルハーモニーの准メンバー
として活躍。

トーマス･ヴィンクラット 中島 剛 セッポ・キマネン 新井淑子 高橋 望 駒沢とみ子 ミハウ・ソブコヴィアク 外川真里亜 カテジーナ・ヤヴールコヴァーペトル・ヴァシェク

トマーシュ・ヤム二ークロマン・フラニチカ

久保田一竹美術館
5名様まで
・オリジナル絵はがきプレゼント
・入館料各￥１００引き

河口湖オルゴールの森美術館
2名様まで 入館料200円引き

キャフェドゥブローニュ
ステラディナーお召し上がりの方に、
コーヒー又は紅茶、プチグラスワインを
サービス

カフェ＆陶器 ｢環｣
飲食代１割引

河口湖自然生活館
体験１割引

河口湖ミューズ館
入場料１割引

河口湖ハーブ館
5名様まで
・ハーブティー1割引　　　　　　
・ハーブグッズ1割引（ワイン・酒除く）
・アレンジフラワー体験1割引
・ラベンダソフト1割引

赤富士ワインセラー
赤ワインの入浴剤プレゼント

レストランポワル
2名様まで
コーヒー又は紅茶
又はアイスクリームサービス

J/B Joyful&basic
お食事の方に
アルバートブレンド1杯サービス

喰処火の見
コロッケ1ヶサービス

河口湖美術館
2名様まで 入場料1割引

山梨宝石博物館
入館料割引（大人100円引、

小中学生50円引）
※グループ全員

炭火焼肉鉄庵
食後にデザートをサービス

ギャラリー＆カフェ
クルール
5名様まで
・ベネチアングッズ他
小物類5%引き

インターネットカフェ
アセニウム
飲食代、パソコン利用料
（30分500円）の1割引

河口湖
フィールドセンター
体験クラフト１割引
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河口湖オルゴールの森美術館
箱根ガラスの森美術館
入館料の特別割引

公演日を挟み3日間
河口湖オルゴールの森美術館
箱根ガラスの森美術館の

各入館料が
公演チケット持参で300円
本チラシ持参で200円
特別割引となります。


