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。

本紙掲載4公演

お得な4公演共通券

9,000円

一般

河口湖円形ホール ウィーンの香り2013 vol. 2

ウィーンピアノトリオ演奏会

※会員料金はステラシアターフレンドリー
クラブ会員のみ
※未就学児童のご入場はご遠慮願います。

〜陽子・フォゥグと元ウィーン・フィルハーモニーの
仲間たちを迎えて〜

ヴァイオリン

●モーツァルト

ダニエル・ゲーデ

ピアノ三重奏曲 ト長調 K.564

Daniel Gaede, violin
チェロ

W.A.Mozart: Piano trio No.7 K.564

Joergen Fog, cello

ピアノ三重奏曲 第7 番 変ロ長調〈大 公〉op.97

ヨァゲン・フォゥグ

●ベートーヴェン
L.v
L.v.Beethoven: Trio for piano, Violin and Violoncello No.7 "Archduke" op.97

※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。
①公演チケットを河口湖オルゴールの森美術館
にお持ちになると公演日の前日から翌日まで
3 日間入館料が 300 円特別割引となります。
②公演チケット提示で、富士観光開発各レジャ
ー施設
（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
が特別割引になります。詳しくは、ス
休暇村）
テラシアターホームページにて
③公演チケットを富士急ハイランドにお持ち
になると公演日の前日から翌日までの 3 日間
のうち１回限り入園料が1300 円→1200 円に
なります。また、
フリーパスは以下の特別料金
になります。
大人 5000 円→4400 円
中高生 4500 円→4000 円
（3 歳以上）
3700 円→3300 円
子供

●シューベルト

音楽の都ウィーン。世界中の音
楽ファンが 訪 れるウィーンは、
様々な場所から音楽のやさしい
音色が聞こえて来る。河口湖円
形ホールでは、
毎年ウィーンの素
敵な香りを皆さんにお届けして
います。

ピアノ三重奏曲 第１番 変ロ長調 op.99
F.Schubert: Piano trio No.1 op.99

ピアノ

陽子・フォゥグ

2013
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（土）

Yoko Fog, piano

開場 16:30 開演 17:00
●入場料［全席自由］

一般:3,000円［会員:2,700円］
★お得な「4
4 公演共通券」
！
公演共通券 あり！

個性あふれる音楽ステージ

高校生以下:1,500円［会員:1,300円］
（1ドリンク、お菓子付）

★好評発売中！
！

※未就学児童の入場はご遠慮願います。

●チケット取扱先
＜店頭販売＞

河口湖ステラシアター
0555-72-5588
内藤楽器 0555-23-6955
お近くのローソン各店舗ロッピーにて
12/14（Ｌコード：37691）
12/21（Ｌコード：37692）
＜電話予約＞

河口湖ステラシアター
0555-72-5588
ローソンチケット
0570-000-407
ローソンチケット24時間Lコード
予約専用0570-084-003
12/14（Ｌコード：37691）
12/21（Ｌコード：37692）
＜インターネット予約＞

河口湖ステラシアター
http://www.stellartheater.jp/
イープラス http://eplus.jp/
（パソコン＆ケータイ、送料0円）

河口湖円形ホール 2013
クリスマスコンサート

河口湖円形ホール

ミハウ
ソブコヴィアク

●アクセス

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
●問合せ先

河口湖ステラシアター

0555-72-5588

http://www.stellartheater.jp/
stellar@town.fujikawaguchiko.lg.jp

ピアノリサイタル

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

●ドビュッシー

月の 光

●リスト

愛の夢

円形ホール

ポーランドの 音 楽 家 の 家 庭 に生まれる。10 歳 で テレビ番 組
zna（
（アカデミア・ムジチナ）
」
に出演しピアニ
「Akademia muzyczna
ストとしてデビュー。その 後、ポーランド国立フィルハーモニー・ホー
ル等多くのコンサート・ホールで 演奏し、海外の国際音楽祭にも多
数参加する。作曲家、ジャズ・ピ アニストとしても活躍。ワルシャ
ワ・ショパン音楽院(現・ ショパン 音 楽大学)ピアノ科卒業後、チュ
留 学 。アンジェイ
・ヤシンスキ、テレサ・マナ
ーリッヒ音楽院研究科留
995
5 年 、フランツ・リスト国際ピアノコ
ステルスカの各氏に師事。199
賞。199
996
6 年、
フレデリック・ショパ ン 協会
ンクール
（ポーランド）
入賞
金を得る。1997
ーロッパ・ピ アノフォ
（ワルシャワ）
より奨学金
997 年、ヨー
ーラム (ベ ルリン)に出
出 演 。2002
2002 年 、 第 3 6 回 モントル ー・ジャ
ズ・フェスティバル(スイス
ス ) に 参 加 。現
現 在、福島学院大学教 授、
ヨーロ
ン 国 際ピ ア
ヨーロッパ 国 際ピ アノコンクール in Japan
Japan、ショパン
ノコンクール in ASIA
ASIA の 各審査員。
各審査

河口湖

幻 想ポロネーズ
F.Chopin: Polonaise No.7 "Polonaise-fantasy" op.61
2013
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本栖湖

R139

ショッピング
センター

河口湖 I.C.

ベル

富士吉田 I.C.

ステラ
シアター ★

ほか

御殿場

■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

（土）開場 16:00

●入場料［全席自由］

大月

河口湖駅

F.Chopin: Polonaise No.7 "Polonaise-fantasy" op.61

クリスマスソング

S

河口湖大橋

F.Liszt: Love-dreams

● ショパン

N

★

C.Debussy: Moonlight

開演 16:30

一般:2,500円［会員:2,200円］
★お得な「4
4 公演共通券」
！
公演共通券 あり！

高校生以下:1,000円［会員:900円］
（1ドリンク、お菓子付） ※4歳以上入場可

★好評発売中！
！

コンサートの後は、1泊して温泉でリフレッシュ！ ★ お泊まりは
［河口湖温泉旅館協同組合］
加盟旅館へ

■後援
オーストリア大使館
（12/14） ほか
■特別協力
アサヒ飲料（株）
■協力
富士河口湖ふるさと振興財団/富士河口湖町観光連盟
富士急行（株）
/富士観光開発（株）
河口湖オルゴールの森美術館/ＣＡＴＶ河口湖
※都合により曲目の一部が変更になる場合がございます。
予めご了承ください。

富士河口湖観光総合情報

お問合わせ、お申込み：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/ ※河口湖ステラシアターでもご案内いたします。

検索

魅力ある観光情報が満載！

