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2011 autumn
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　　

■Ｌコード（ローソンチケット）（11/12 ブラームス）00000　（11/19 ウィーン）00000

（11/20 ヴィンクラット）00000 （12/00 津田）00000　（12/23 ソブコヴィアク）00000

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

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・送料0円）

●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。
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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｜12（土）16:00
朗読とピアノによる 巨匠ブラームスの物語

11｜19（土）17:30
ウィーンピアノトリオ 演奏会

11｜20（日）16:30
トーマス･ヴィンクラット ヴァイオリンリサイタル

12｜17（土）16:00
津田真理 ピアノリサイタル

12｜17（土）16:00
ミハウ・ソブコヴィアク ピアノリサイタル

美しい風景が共振さる、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

コンサートチケットを各施設で掲示すると、以下の特典が受けられます。

コンサート終了後は、温泉でリフレッシュ！

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/

伊藤ひろこ［朗読］ Hiroko Ito, reading
女優（劇団民藝所属）。ムジーク・レーゼリン（音楽を物語る人）。滝沢
修、宇野重吉両師の薫陶を受ける。数々の民藝全国公演に出演。「アン
ネの日記」「研師源六」など。1987年宇野重吉の最後の舞台「馬鹿一の
夢」では、高い評価を得る。1991年より永六輔「夜の十時劇場」で朗読
活動開始。「チェーホフとオリガ・クニッペル」、「クララ・シューマン物
語」等を行う。民藝公演に出演する傍ら、1998年より「作曲家物語」バ
ッハ、シューマン、シューベルト、モーツァルト、グリーグの物語を台本構
成し、音楽家と共演の舞台を創る。この企画は数々のコンサートホール
で取り上げられている。伊藤恵との「シューマン」と「バッハ」の愛の物語
はNHK-FM全国放送で紹介され、好評を博した。最近では、田部京子
との「ブラームスが奏でる秋の調べ」を好演。古今東西の物語でもギタ
ー、リュート等、音楽家とのコラボレーションは独創的である。「Hiroko
の語りの部屋」を開き、朗読ワークショップ、講座を指導、音楽と共に語
る喜びを伝えている。

川井綾子［ピアノ］ Ayako Kawai, piano 
4歳よりピアノを始める。桐朋女子高等学校音楽科、桐朋学園大学を卒
業後、渡仏。パリ・エコールノルマル音楽院の最高演奏家課程を首席で
卒業。第40回全日本学生音楽コンクール（毎日新聞社主催）高校の部
全国第1位、日本放送協会賞を受賞。サレルノ国際ピアノコンクール
（イタリア）、マリア・カナルス国際コンクール（スペイン）、カントゥー市
国際ピアノ協奏曲コンクール（イタリア）で最高位入賞、エリザベート王
妃国際ピアノコンクール（ベルギー）セミファイナリスト。パリ・ショパ
ン協会主催“フェスティバル・ショパン”や“ヴァル・ディゼール音楽祭”に
出演。またフランス、イタリア、ベルギーでもリサイタル、コンチェルト
を行い、2002年秋にはマリア・ジョアオ・ピリスの企画するベルガイ
シュでリサイタルを行った。日本でも、新星日本交響楽団、九州交響楽
団、大阪センチュリー交響楽団、神奈川フィルハーモニー管弦楽団と共
演。自治省の外郭団体、(財)地域創造の主催する「公共ホール活性化事
業」やスタインウェイ・ジャパンによる“Young Virtuoso Series”の登
録アーティストとして各地でレクチャー、コンサートを行っている。横
浜市招待国際ピアノ演奏会に出演、園田高弘推薦の“旬のピアニストシ
リーズ”第1回演奏者としてリサイタルを行う。ＮＨＫ!ＦＭ｢名曲リサイ
タル｣、ショパン協会例会リサイタルにも出演。（社）全日本ピアノ指導
者協会で各地でのトークコンサート、コンクールの審査、アドヴァイザ
ーを務める。一枚目のCD「Fantasy」はレコード芸術誌において準特

選を得る。この春2枚目のCD「ウィーンをめぐる物語」をリリース。
現在、フェリス女学院大学音楽学部、愛知県立芸術大学講師。
ホームページ　http://ayako-kawai.com/

陽子・フォゥグ［ピアノ］ Yoko Fog, piano
東京生まれ。野田量子、豊増昇の両氏に師事、洗足学園高等学校及び同
短期大学音楽科で石川洋子、小林仁ら諸氏のもとでピアノを学ぶ。
1968年にウィーン音楽大学に留学しJ・ディッヒラー教授に学び、同音
大に在学中の1969年にウィーンのロンプロ・シュデバノフ・ピアノコ
ンクールで第一位を獲得。1972年同音大を最優秀の成績で卒業、ヨー
ロッパ全土と日本で演奏活動を開始。1974年フランスのコルマール
で行われた国際室内楽コンクールピアノ・トリオ部門で夫のヨァゲン・フ
ォゥグと共に第一位を獲得した。陽子・フォゥグとヨァゲン・フォゥグは
1985年にウィーン・フィルのメンバーと「ウィーン・ピアノ五重奏団」を
結成し、日本へも20回を超える演奏旅行を行い、各地で大変好評とな
っており、毎年の日本公演を心待ちにしているファンも多い。1998年
デンマークにてブラームスおよびモーツァルトの「ピアノ四重奏」をＣＤ
に録音、パラオ社から出版された。2000年の秋に京都相国寺法堂に
おいて、クラリネット奏者のペーター・シュミードル、チェロのヨァゲ
ン・フォゥグと共にピアノ三重奏曲(ベートーヴェン、ブラームス)をCD
収録。大きな反響を呼ぶ。また、ウイーンピアノ五重奏団として、カメラ
ータトウキョウからCDがリリースされているが、フンメル、リース、ノ
ヴァコフスキーのいずれも、世界初録音が含まれ、大変好評であると共
に、後世に残る作品を作っている。

ペーター・シュミードゥル［クラリネット］ Peter Schmidl, clarinet
ウィーン・フィル第１ソロ・クラリネット奏者（1968"2010）。チェコ オ
ルミュッツ生まれ。父、祖父ともにウィーン・フィルのソロクラリネット
奏者。祖父アロイス・シュミードゥルは、グスタフ・マーラーからウィー
ン・フィルに招聘された。ペーター・シュミードゥルは、ウィーン国立音
楽大学にて、ルドルフ・イェッテルに師事。優秀な成績で卒業後、1965
年ウィーン・フィル入団。68年からソロクラリネット奏者として同オー
ケストラで活躍。バーンスタイン、ベーム、ムーティ。小澤、プレビンの
諸指揮者の下に、著名なオーケストラとソリストとして協演。モーツァ
ルト・クラリネット協奏曲をはじめとして、数々のＣＤを録音。ウィーン
八重奏団、ウィーン吹奏ゾリスデンのメンバー。ウィーン国立音楽大学
教授としても活躍。

ヨァゲン・フォゥグ［チェロ］ Joergen Fog, cello
コペンハーゲンに生まれる。 1968年にデンマーク王率音楽院を優秀
な成績で卒業。その後イタリアのシエナでアンドレ・ナヴァラ教授のマ
スター・コースに参加の後、ウィーン国立音大で、ウラディミール・オルロ
フ教授の下で研譜を積む。1972年にウィーン・フィルハーモニー管弦
楽団のチェロ奏者となり、ヨーロッパ全土と日本で演奏活動を開始し
た。1974年フランスのコルマールで行われた国際室内楽コンクール
ピアノ・トリオ部門では夫人の浦田陽子と共に第一位を獲得した。これ
までにザイフェルト弦楽四重奏団、ウィーン・弦楽ゾリスデンのメンバ
ーとしても活躍し、ウィーン・ピアノ五重奏団の主宰者でもある。

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、1988年にはチェコスロヴァキアのテレ
ビでライブ放送もされた。また1997年にはチェコのラジオ・プラハに
も出演する。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"
2011年までウィーン・フィルハーモニー管弦楽団のメンバーとして活
躍。現在、チェコを中心に数々の演奏活動を行う。

中島 剛［ピアノ］ Go Nakajima, piano
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。ウィーンでのピアノ・リサイタ
ルなどを経て、2002年ウィーンを訪問された天皇皇后両陛下の歓迎
レセプションで、ウィーンの若き音楽家の一人として紹介された。坂本
龍一プロデュース「ロハスクラシック・コンサート2006」などへの参加
をはじめ、多くのリサイタルを開催し常に好評を博している。またジョ
ン・健・ヌッツォ、ウィーン・フィル コンサートマスター ライナー・キュッ

ヘル、ソプラノ唐澤まゆ子、マリンバ池上英樹、ウィーン・フィルトーマス
ウィ゙ンクラット、神奈川フィル ソロコンサートマスター石田秦尚の各氏
などとの共演するほか、2008年には自身のFirst Album「SUM-
MER SKETCH」をリリースしている。日本各地での演奏活動のほか、
2010年10月ウィーンでピアノリサイタルを開催。またJ-WAVE『ロ
ハストーク』に出演するなど、多岐に亘る活動を展開、今後ますます期待
される注目のアーティストである。
公式ウェブサイト http://www.go-nakajima.com

津田真理［ピアノ］ Mari Tsuda, piano
東京生まれ。全日本学生音楽コンクール1位。桐朋女子高校音楽科、
桐朋学園大学で学び、オーストリア、ザルツブルグのモーツァルテウム音
楽院に留学。ハンス・ライグラフ氏に師事。1983年、第34回ヴィオッ
ティ国際コンクールにて1位特賞を獲得。８６年ボルドー音楽祭で金賞
を受賞。同年同音楽院を最優秀で卒業。その後、パリのエコール・ノル
マル音楽院にて、ジェルメーヌ・ムニエ氏に師事し、89年帰国。以来、
リサイタル、オーケストラとの共演やCD録音等で活躍。すでに、6枚
のソロアルバムを出し、評価されている。近年は、N響メンバーとの室
内楽や子供向けコンサートの開催、また、親しみやすい曲を自身の解説
を交えて演奏するサロンコンサート等も各地で行っており、各地で好評
を得ている。

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

伊藤ひろこ 川井綾子 ウィーンピアノトリオ（左から ヨァゲン・フォゥグ、陽子・フォゥグ、ペーター・シュミードル） 中島 剛 トーマス･ヴィンクラット 津田真理 ミハウ・ソブコヴィアク
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検索河口湖温泉旅館協同組合

★公演日を挟み3日間、河口湖オルゴールの森の●入館料が300円特別割引。
★富士観光開発各レジャー施設が特別割引に。※詳しくは、ステラシアターホームページにて
●富士スバルランドドギーパーク ●地ビールレストラン・シルバンズ
●富士眺望の湯・ゆらり ●ふじてんリゾート・リリーパーク ●富士緑の休暇村
★公演日とその翌日に富士急ハイランド●入園料（1200円）が無料に。
フリーパスは特別料金に。●大人5000円→3500円　

●中高生4500円→3200円
●子供（3歳以上）3700円→2600円

お泊まりは

★ご宿泊のお問合せ、お申込みは

■ＪＴＢ関東トラベルサロン甲府 055-222-7182（水曜・祝日休）
■るるぶトラベル富士五湖地区の宿　http://rurubu.travel/hotel-photo/1903/ 


