
 

山梨国際音楽祭実行委員会 

2017 年 7 月 6 日    
ブランデンブルグ国立管弦楽団をはじめドイツの一流オーケストラのトップメンバーによる公演 

クラシック音楽と山梨ワインを楽しむ 「山梨国際音楽祭」開催のお知らせ 

「保健農園ホテル フフ山梨」・「山梨市花かげホール」・「山梨市民会館ホール」にて 

2017年 8月 4日（金）～6日（日）、高校生以下は入場料無料 

 

山梨国際音楽祭実行委員会は、2017年 8月 4日（金）から 8月 6日（日）の 3日間、ドイツ・ブランデ

ンブルグ国立管弦楽団のメンバーおよびドイツのオーケストラで活躍するトップ奏者を招き、山梨市の 3会場（保健

農園ホテル フフ山梨、山梨市花かげホール、山梨市民会館ホール）で、第 2回目となる「山梨国際音楽祭」

(www.Fruitfufu.jp)を開催いたします。 

山梨国際音楽祭は、音楽により青少年の感性の育成にも貢献したいという想いからスタートしており、本年は、3

会場とも高校生以下の入場料を無料にし、多くの子どもたちに一流奏者による生の演奏を聴いていただく機会にい

たします。 

また、各会場には山梨県の勝沼地区、笛吹市、山梨市のワイナリーから数十種類のワインを取り揃える予定で、

山梨産のワインを味わいながら、クラシック音楽をお楽しみいただけます。 
 

【2017年「山梨国際音楽祭」の概要】 

◆開催日時・場所 

8月 4日（金） 開場 15:00、開演 17：00 

（会場）保健農園ホテルフフ山梨 野外テラス（山梨市牧丘町倉科 7190 番地） 

      ※山梨市駅・会場間シャトルバスを運行。 山梨市駅発（15:10／16：10）⇔フフ山梨発（19:00／20：00） 

8月 5日（土） 開場 14:00、開演 15：00 

（会場）山梨花かげホール（山梨市牧丘町窪平 453-1） 

8 月 6日（日） 開場 14:00、開演 15：00 

（会場）山梨市民会館ホール（山梨市万力 1830） 

◆コンサート料金： 2000円、3会場とも同額（消費税込）チケットぴあ/CN プレイガイドでご購入いただけます 

  ※高校生以下の学生は無料でご招待いたします。（お問い合わせは実行委員会まで） 

  ※ワインは有料 (グラス 300円～500円) 

◆主催： 山梨国際音楽祭実行委員会、株式会社ポマト・プロ 

◆協賛： ソニービデオ＆サウンドプロダクツ株式会社、勝沼ワイナリーズクラブ、笛吹市ワイン会、山梨ワイン振興

会、翠会ヘルスケアグループ 

◆後援： ドイツ連邦共和国大使館、山梨県、山梨市、山梨市教育委員会 

※詳細は「山梨国際音楽祭」のＨＰ(www.Fruitfufu.jp)をご覧ください。 

 

 

 

 

Press Release 

ソニーの技術協力でハイレゾ録音した昨年開催の第1回「山梨国際音楽祭」の演奏を、ハイレゾ対応ヘッ

ドホンで視聴できるコーナーを各会場に設けます。 音質の追及の先にある音楽の感動を余すことなく届け

ることを目指した、Signature Series(シグネチャーシリーズ)のウォークマン®、ヘッドホン、ヘッドホンアンプ

で臨場感あふれる演奏も合わせてお楽しみください。 

 

http://www.fruitfufu.jp/
http://www.fruitfufu.jp/


 

◆「山梨国際音楽祭」音楽監督・浮ヶ谷孝夫氏プロフィール 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆「保健農園ホテル フフ山梨」では、富士山をバックに設置した特設ステージで野外コンサートを行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ドイツから来たトップ演奏者と本物の音楽に触れてもらう機会を作りたい！ 

山梨国際音楽祭に高校生以下の方々を無料招待するためのクラウドファンディングのプロジェクトをスタートしていま

す。 https://readyfor.jp/projects/fruitfufu 

 

◆2017年山梨国際音楽祭 奏者 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※演奏曲目は別紙のとおりです。 

 

------------------------- この件に関する報道関係からのお問い合わせ先 ---------------------------- 

山梨国際音楽祭実行委員会（保健農園ホテルフフ山梨内）  

TEL: 0553-35-4422   E-mail: info@fufuyamanashi.jp  

浮ヶ谷 孝夫（Takao Ukigaya） マエストロ 

1953 年埼玉県川口市生まれ。世界の最前線でタクトを振る、日本を代表する指揮

者の一人。1978 年に渡独してベルリン芸術大学指揮科のヘルベルト・アーレンドルフ

教授に師事。1986 年にはポメラニアン・フィル（ポーランド）のドイツ演奏旅行の指揮

者に抜擢され、欧州でデビューを果たす。2003 年にはブランデンブルク州フランクフルト

国立管弦楽団の首席客演指揮者に就任。現在は日本の交響楽団にも招聘され、

多くのファンを持つ指揮者。 

302 号室

号室 

 302号室 

浮ヶ谷順子 フルート 

ステファン・フンガー  バイオリン 

山城裕子 ピアノ 

写真上左から：西山雄太／クリスチャン・クレッヒ クラリネット／ウラジミール・セドラック ファゴット／エッカート・

シュルツェ ホルン／元井美幸 ピアノ 

下段左から：シュテファン・ギーグルベルガー チェロ／ビオラルート・フントシュタイン オーボエ／バレニー・ムーン 

ヴァイオリン／辻田薫り ヴァイオリン 

 

https://readyfor.jp/projects/fruitfufu


【公演スケジュール・演奏曲】 

 

8月 4日（金） 保健農園ホテル フフ山梨 ・ テラスコンサート(ピクニックコンサート） 

◆サラサーテ：序曲とタランチュラ ｜ 辻田薫り バイオリン/山城裕子 ピアノ 

◆サンサーンス：“白鳥””動物の謝肉祭”より ｜ ステファン・ギグルベルガー チェロ/山城裕子 ピアノ 

◆ドビッシー：アラベスク 1 番 ｜ 元井美幸 ピアノ 

◆マスネ：タイスの瞑想曲 ｜ ステファン・フンガー バイオリン/山城裕子 ピアノ 

◆モーツアルト：”ロマンス” ホルンコンチェルト３番より ｜ エッカート・シュルツェ ホルン/元井美幸 ピアノ 

◆ガーシュイン：”パリのアメリカ人”  ｜ クリスチャン・クレッヒ クラリネット/元井美幸 ピアノ 

◆ショパン：ノクターン２０番  ｜ バレニー・ムーン バイリン/山城裕子 ピアノ 

◆ピアツォラ：”タンゴ”  ｜ ルート・フントシュタイン オーボエ/元井美幸 ピアノ 

◆ヴュータン ：無伴奏ヴィオラのための奇想曲 「パガニーニへのオマージュ」 ハ短調 op. 55｜ 西山雄太 ビオラ   

◆エルガー：ファゴットとピアノの為の”ロマンス” ｜ ウラジミール・セドラック ファゴット/元井美幸 ピアノ 

◆リスト：”愛の夢” 第 3 番  ｜ 山城裕子 ピアノ  

◆ドンジョン：夜のウグイス、リムスキーコルサコフ：”熊蜂の飛行” ｜ 浮ヶ谷順子 フルート/元井美幸 ピアノ 

◆ロッシーニ：”セビリアの理髪師” 序曲 ｜ 浮ヶ谷順子 フルート/ルート・フントシュタイン オーボエ/エックハート・シュ

ルツェ ホルン/ウラジミール・セドラック ファゴット/クリスチャン・クレッヒ クラリネット 

 

 

 

8月 5日（土） 山梨市花かげホール 

◆ショスタコビッチ：2 本のバイオリンとピアノの為の 3 っのピース ｜辻田薫り 1 バイオリン/

ステファン・フンガー 2 バイオリン/元井美幸 ピアノ 

◆トゥイレ：ピアノ 6 重奏 ｜元井美幸 ピアノ/浮ヶ谷順子 フルート/ルート・フントシュタ

イン オーボエ/クリスチャン・クレッヒ クラリネット/ウラジミール・セドラック ファゴット/エックハ

ルト・シュルツェ ホルン 

◆ドボルザーク：ピアノ 5 重奏 第 2 番 ｜山城裕子 ピアノ/ステファン・フンガー １バイ

オリン/バレニー・ムーン 2 バイオリン/西山雄太 ビオラ/ステファン・ギグルベルガー チェロ 

 

 

 

 

8月 6日（日）山梨市市民会館 

◆ハイドン：ロンドン 3 重奏 第 1番 ｜浮ヶ谷順子 フルート/バレニー・ムーン バイオリン  

/ステファン ギグルベルガー チェロ 

◆モーツアルト：ピアノ4重奏 ケッヘル478 ｜山城裕子 ピアノ/ステファン フンガー バイ

オリン/西山雄太 ビオラ/ステファン ギグルベルガー チェロ 

◆ヘンデル-ハルホルゼン：パッサカリア ｜ステファン フンガー バイオリン/西山雄太 ビオラ 

◆ムソルグスキー：「展覧会の絵」 ｜浮ヶ谷順子 フルート/ルート フントシュタイン オーボ

エ/クリスチャン クレッヒ クラリネット/ウラジミール セドラック ファゴット/エックハルト シュルツ

ェ ホルン 

  


