つ

「白馬国際音楽祭」は1995年
（平成7年）に開催を始めました。
途中、東日本大震災等の際には開催
を控えましたので、今夏で23年目、第20回
となります。小さな音楽祭ではありますが、
これまでに演奏家は延べ140名、入場者は海外
からの方も含めて約9,500名の参加となりました。
これも偏に関係者の皆様にお支えいただいた賜物と厚く
御礼申し上げます。 演奏家、職業を異にする運営委員の皆が
ボランティアとして活動を続けています。情趣豊かな夏の白馬村での音楽祭、皆様
と共に続けていきたいと思っておりますので、今後ともご支援を賜りますようお願い申しあげます。

高松 裕満

一般社団法人「白馬国際音楽会」 代表

●白馬国際音楽祭プログラム（変更もあり得ます）
第

1 日目● 7月 25 日（水曜日）

第

s.プロコフィエフ

Henri Duparc

H. テュバル ク

2 日目● 7月 26 日（木曜日）

（メゾソプラノとピアノ）
(mezzo-soprano & piano)

前世
La vie anterieure

2つのヴァイオリンのためのソナタハ長調作品56
Sonate for 2 violins in C major op.56

波と鐘
La vague et la cloche

チェロ ・ ソナタ第2番へ長調作品99
(チェロとピアノ）
Sonate for violincello no.2 in F major op.99(violincello & piano)

Johannes Brahms

Anton Rubinstein
（ヴィオラとピアノ）
(viola & piano)

ヴィオラ ソナタヘ短調作品49
Senate for viola in F minor op.49

R.シュ ー マン

Robert Schumann

3つのロマンス作品94
3 Romances op.94

B. ブリテン

Benjamin Britten

オヴイデイウスによる6つの変容作品49
Six Metamorphoses after Ovid op.49
E. エルガ ー

（オ

ー

ポエ）
(oboe)

Edward Elgar

ピアノ5重奏曲イ短調作品84
Piano quintet in A minor op.84
第1楽章 モデラ ー ト
第2楽章 アダー ジョ
第3楽章 アンダンテ ーアレグロ

（ピアノと弦楽4重奏）
(piano & quartet)

I . Moderate
II .Adagio
Ill. Andante-Allegro

1. 速くなく
2. 素朴に、内的に
3. 速くなく

」．ブラ ー ムス

アレクサンダー ・ ゼムソフ Alexander Zemtsov
197 8年音楽家の家系に生まれ、モスクワのグネ ーシン音楽学校でE.オゾールに師事。マ ースト
リヒト大学でM.クーゲル、ベルリンのハンス ・ アイスラ ー音楽大学でT.ツィマ ーマンにも学ぷ。15歳
からソリストとして、A.ヴェデルニコフ、V.J.ロフスキ、N.ヤルヴィらの指揮の下、欧米、アジア、オー
ストラリアなどの著名なオ ー ケストラと共演。' 95年モスクワのコンク ー ル、'97年ハンブルク(J)E
マイヤーコンク ール、2 0 01年にはブラ ームス国際コンク ールで それぞれ第1位。23歳でロンドン ・
フィルハーモニー管弦楽団の首鹿奏者に就任して9年閾務めた後は、ソロ奏者、指揮者、室内楽奏者
として活動している。チェロ(J)M. マイスキ ー、N.グ ートマン、ヴァイオリン m シトコヴェッキ ー、
●ヴィオラ
V. トレチャコフ、ピア／のP.ドノホ ー 、フル ー ト(J)p_ガロワらとは定期的に共演している。録音も多
数。ロンドンのギルドホ ール音楽演員学校、ウィーン音楽院、ロ ーザンヌ高等音楽大学などで後道の指導に当たり、'15年にはケ
）レン音楽大学のヴィオラ科教授に就任。その教え子達は数々のコンク ールで入貰し、世界中のオー ケストラで活躍している。
アンリ ・ ドウマルケット Henri Demarquette
1970年生まれ。13 歳でバリ音楽院に入学、F.ミュレルとM.ジャンドロンに箇事して満場一 致(J)
1等葺を得て卒業後は、P.フルニエやP.トルトウリエに、またアメリカで」．シュタルケルにも学ん
だ。14歳の頃から演奏活蘭を始め、 1 7 歳でバリのシャトレ覇場にリサイタルテピュ ー 。メニュ ーイ
ンに見いだされ、プラハとパリで彼の指揮の下、ドヴォルザークの協奏曲を演奏した。その後はフ
ランスのみならずロンドン、東京など世界の著名なオ ーケストラと共演、ピアノ(J)M. ダルベルト、
B. ベレゾフスキらとの共演も多い。20C6年H.デュティユ ー(!)90蔵を祝い、F.シャスラン指揮で演奏
！ されたチェロ協奏劇遥かなる遠い国へlはテレピ放映された。アコ ー ティオン奏者(J)R.ガリアーノ
●チェロ
とテュオを組んだり、タンゴのグ）レ ープとコラボするなどその活蘭は多彩で、'15年にはAデュメイ
らと4重奏団を結成し、さらにヴォ ー カ）レアンサンプル(J)Sequenza9. 3と共にrvocello」を組織し、さまざまな時代の楽曲を、
チェロと合眉という形で世に送り出している。また0グレイフやPザバロ、E.タンギなど現代音桑の演奏にも然心で、録音も
多数あリ数々の貫を受賞、'05年には芸箭アカデミ ー から表彰された。使用楽器は1725年のストラデイヴァリのワスリン。

（オ
I • Nicht schnell
II. Einfach innig
Ill.Nicht Schnell

ー

ポエとピアノ）
(oboe & piano)

ヽ

3 日目● 7月 27日（金曜日）

L.v.ペ ート ー ヴェン

Sergei Prokofiev

」．ブラ ー ムス

・

久宝由実 Yumi Kubo
東京都出身。5歳からヴァイオリンをはじめ、桐朋学図女子高等学校、同学園ティブロマコ ースを
経て、2 0 01年ローザンヌ音楽院に入学。'04年同音楽院ソリストデイプロマコースを首席で卒業。
' 01年第1 0回日広モ ーツァルトコンク ールで奨目賞、籟く国際モ ーツァルトコンク ール派遣者選考
演奏会で優秀賞、マックス」ジョスト財目から特別貸を受員。これまでに三瓶詠子、石井志都子、P.ア
モイヤルに師事。ソリストとして大阪センチュリーオーケストラ、シンフォニエッタ ・ ド•ローザンヌ、
シ1ピ ーツフィルハ ー モニ ー、カメラ ー タ・ ド•ロ ー ザンヌ等と共演、またピオラソロとしても、カメ
ラ ータ・ ド ・ リジ ー、シンフォこエッタ ・ ド・ ジュネ ーブ等と共演したほか、ザルツブルグ、グシュタ ー
●ヴアイオリン ド、モンペリエなど敷多くのヨ ー ロッパの音楽祭に参皿、またアジア、ロシア、インド、中東、アメリカ、
南栄など世界各国を演奏旅行。' 07年からスイス・ 日マンド管弦桑団第一 ヴァイオリンに在籟。臼馬音楽祭には'08年1こ机参加。

第

悲しき歌
Chanson triste

A. ルピンシテイン

演奏 者 紹 介

さ

あ
ご

い

ポグダン ・ ツヴォリステアヌ Bogdan Zvoristeanu
ル ー マニア ・ ブカレスト生まれ。父からヴァイオリンの手ほどきを受け，ブカレスト音楽ア
カデミー 、スイス ・ グシュタ ー ドのメニュ ーイン目際音楽アカデミー で学び、s.ゲオルギュ ーと
A. リシに箇裏ティポル ・ ヴァルガやジョルジェ ・ エネスク、ジュネ ーヴ国際など数々のコン
クールに入貸した。‘ノリスト、室内楽奏者としてヨ ーロッパは勿論、南アメリカやカナダ、そし
てアジアの音楽祭に招かれている。メニュ ー イン国際音楽アカデミー で教鞭を取るかたわら、
ドイツ、スペイン韓国などでもマスター クラスを受け持っている。2002年からはスイス•ロマ
ンド管弦楽団の第1コンサ ートマスタ ーを務め、'07年には室内楽グルー ブ「シャリ ース・ ヴィル
●ヴァイオリン トウオ ー ゾ」を仲間と結成して活勧するほか、自身もバッハのソナタやパルティ ータを 録音。
使用楽器はシャ I) ー ス財団から貸与されている1761年製ニコロ・ ガリア ーム白馬音楽祭にもたびたび出演している。

Ludwig van Beethoven

・

ジャン＝ルイ ・ カペツアリ J ean-Lou1s Capezzali
1959年フランス生まれ。9歳からピア人14歳の時P.ピエルロの弾くヴイヴァルディの協奏曲のレ
コ ードを層いてオ ーポIに目党める。バリのスコラ•カントルムで 1年周学んだのち、ヴェルサイユ
の音楽院でG.ロンガットに師稟して金メダ）レ及び名誉貴を得て、オーポエ教授資格免状を取得。

、ご悶誓こ誓喜温雪翌ぶこ\;J'il�i雪雲唸
―.

/J)助手を務めた後｀その後任として教授に就任、'98年からはリヨン音楽院、 2009年からはローザン
ヌ高等音楽大学、さらに毎年アメリカやフランスの音楽学校の室内楽を指導し、テルチやクールシュ
●オ ー ボエ
ヴァル、ブラ ードの音楽祭などでも若手の指導を行なっている。正紐的なフランス奏涙を代表する ＇）
口奏者として活爵するだけでなく、室内楽奏者としてもボルド ー•アキテ ーヌ管弦楽団、バリ室内管弦楽団、トゥ ー ルー ズ室内管
弦楽団などと共演、欧米を始め、アメリカ、中国、日本、韓目など世界各国から招かれて演奏、多くの作品の切演も手がけている。
マリナ ・ ヴィオッティ Marina Viotti
音楽家の両親の下に生まれ、ルクセンブルク市音楽院でフル ートを学び、ジャズやゴスペ
ル、シャンソンにも親しむ。哲学と文学の修士号を取得後、2011年ウィ ー ンでH.ブルンナ ー
について 声楽を学び、'13年ロ ー ザンヌ高等音楽大学でB. バリ ー ズに師事してソリストの
デイプロマを取得。さらにバルセロナのベルカント・ アカテミ ーのR. ヒメネスにも学ぶ。さま
ざまな財団の奨学金を得、'15年マコン国際コンク ールで優勝後、'16年ジュネーヴ国際コン
クー ルで第3位、'17年ロ ー ザンヌのカッテンブルグ財団のコンク ール優勝。日 ー ザンヌ ・ オ
ペラで、「魔笛」「ファウスト」に出演、'15年にはドイツのヴィルトバ ー トのロッシ ー ニフェス
●メゾ・ソプラノ テイヴァルで「アルジェのイタリア女」の主役を務め、'17年ルツェルン虞1場、バルセロナの
リセウ覇場にもデピュ ー 、今年もストラスブ ー ルのラン歌虜1場やルツェルン農1場に出洞が予定されている。‘ノリスト
としてもそのレパ ー トリ ー は大変幅広く、オペラ、オペレッタ、シャンソンやジャズなどの垣根を越えたショ ーも行い
ヨ ーロッパ各地の音楽祭に招かれ、「バッハからピアフまで、愛の歌」といったリサイタルを行なっている。
バスカル ・ ゴダール Pascal Godart
パリ音楽院やハノ ーファー音楽大学で学び、R.アントルモン、Y.ロリオ、Pレアク、E.ヴァル
ヴァローヴァ、V. サカロフに師鳳ミラノのD.チア ー ニ目際ピアノコンク ー ル、クリ ーヴランド
のカサドシュ国際ピアノコンク ールなど各地のコンクールで優勝後、1996年アテネのマリア ・ カ
ラス国際グランプリでは10臼のピアノ協奏曲を強いてグランプリを受賞した。その後は各地の
オ ーケストラに招かれてヨ ーロッバのみならず、韓国、日本やアメリ刀各地で演奏、イタリア、
フランス、スイスなど各地の音楽祭などにも出演している。こ こ白馬も4年連続の出演である。
室内楽にも力を入れ、アメリカン・ バレ ー・ シアタ ー、S. ゼムツオフ、R.オレグ、N.グートマン、F
●ピアノ
ラパンなど様々な楽器の奏者とも共演している。またスイスをはじめ各地のマスタ ーコ ースで
も定期的に後進の指導に当たり、2010年からはロ ーザンヌ両等音楽大学のピアノ科教授に就任。'10年にはマリア ・ カラ
ス国際グランプリの審査員、'14年にはジュネ ＿ヴ国際ピア／コンク ＿ルの事前選考委員会のメンバ＿を務めた。
川道博子 Hiroko Kawamichi
京蔀生まれ、桐朋学園大学音楽学蔀声楽科卒業。坂根豊子、美山節子に師事。東京二期会に
所属。その後口 ＿ ザンヌ高等音楽大学に入学、亡師」 ， ピ ＿ ズの助手を務めた後、同校の教授と
して確目たる地位を固め、現在も数々の若手の声楽家を送り出している。シュヴァルッコップ
フ、E. 夕ピ ＿ 、L.サルティ、Rグリスト等にも学び、スイス、フランスを中心に、ヨ ーロッパ各地
で演奏活動を続け、Mコルボの元でもしばしばソリストを務めている。オペラではフイガ
ロの結婚のスザンナ役をAジョルダンの指揮にてデピュ ＿ 、その後パミ ー ナ、パパゲ ＿ ナ、
アティ ーナ、ミミ等の役を務めた。2007年以来白馬目際音楽祭の音楽監督として自身も出演す
るほか、意欲的なプログラムを企画し、数々の素扇らしい音楽家の来日に尽力している。

●音楽総監督

第

4 日目● 7月 28 日（土曜日）

H. ペルリオ ーズ

Hector Berlioz

ヴァイオリン ソナタ第2番イ長調作品12-2 (ヴァイオリンとピアノ）
Senate for violin no.2 in A major op.12-2
(violin & piano)

バラの精歌曲集「夏の夜」作品7より第2曲
（メゾソプラノとピアノ）
Le spectre de la rose from Les nu its d'ete op. 7 (mezzo-soprano & piano)

F. メンテルスゾーン

M.ラヴェル

Felix Mendelssohn
（オ

無言歌集より
from Songs without words
第1曲
第10曲
第13曲
第17 曲
第30曲
第34 曲

ポエとピアノ）
(oboe & piano)

op.19-1
op.30-4
op.38-1
op.38-5
op.62-6
op.67-4

甘い思い出
さすらい人
宵の明星

情熱

春の歌

紡ぎ歌

0. レスピー ギ

ー

Ottorino Respighi

メゾソプラノと弦楽4重奏のための連作歌曲「夕暮れ」
II tramonto

Maurice Ravel

孔雀歌曲集「博物誌」より第 1 曲
Le Paon from Histoires naturelles no.1
Francis Poulenc

F.プ ーランク

ホテル歌曲集「平凡な話」より第2曲
Hotel from Banalites no.2
愛の小径付随音楽「レオカデイア」より
Les chemins de I'amour from Leocadia
F.シュ ー ペルト

Franz Schubert

アルペッジオ ー ネ ・ ソナタイ短調D821
(チェロとピア ノ）
Senate for arpeggione & piano in A minor D821 (violincello & piano)

Johannes Brahms

(アルト、ヴィオラとピアノ）
アルトのための2つの歌作品91
2 songs for alt,viola &piano op.91
(alto,viola & piano)
1. ひめたる憧れ
Gestille Sehnsucht
2. 宗教的な子守歌
Geistliches Wiegenlied
W.A. モ ー ツァルト

W.A.Moza『t

オ ー ポエ4奏曲へ長調K370 (オ ー ポ工、ヴァイオリン、ヴィオラとチェロ）
Quartet for oboe in F major K370(oboe,violin,viola & violincello)
I .Allegro
第1楽章 アレグロ
II. Adagio
第2楽章 アダー ジョ
Ill.Rondo Allegro
第3楽章 ロンドアレグロ

W.A.Mozart

Wolfgang Amadeus Mozart

ピアノ4重奏曲第2番変ホ長調K.493 (ピア人ヴァイオリン、ヴィオラとチェロ）
Quartet for piano no.2 in Eb major K493 (piano,violin,viola&violincello)
第1楽章 アレグロ
第2楽章 ラルゲット
第3楽章 アレグレット

I .Allegro
II .Larghetto
Ill.Allegretto

R. シュ ー マン

Robert Schumann

3つのロマンス作品94
3 Romances op.94
1. 速くなく

2. 素朴に、内的に
3. 速くなく

E. エルガー

（オ ー ポエとピアノ）
(oboe & piano)
I . Nicht schnell
II. Einfach innig
Ill. Nicht schnell

Edward Elgar

ピアノ5重奏曲イ短調作品84
（ピアノと弦楽4重奏）
Piano quintet in A minor op.84
(piano & quartet)
I . Moderato
第1楽章 モデラ ー ト
II .Adagio
第2楽章 アダー ジョ
Ill.Andante-Allegro
第3楽章 アンダンテ ーアレグロ

つ
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（平成7年）に開催を始めました。
途中、東日本大震災等の際には開催
を控えましたので、今夏で23年目、第20回
となります。小さな音楽祭ではありますが、
これまでに演奏家は延べ140名、入場者は海外
からの方も含めて約9,500名の参加となりました。
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1 日目● 7月 25 日（水曜日）

第

s.プロコフィエフ

Henri Duparc

H. テュバル ク

2 日目● 7月 26 日（木曜日）

（メゾソプラノとピアノ）
(mezzo-soprano & piano)

前世
La vie anterieure

2つのヴァイオリンのためのソナタハ長調作品56
Sonate for 2 violins in C major op.56

波と鐘
La vague et la cloche

チェロ ・ ソナタ第2番へ長調作品99
(チェロとピアノ）
Sonate for violincello no.2 in F major op.99(violincello & piano)

Johannes Brahms

Anton Rubinstein
（ヴィオラとピアノ）
(viola & piano)

ヴィオラ ソナタヘ短調作品49
Senate for viola in F minor op.49

R.シュ ー マン

Robert Schumann

3つのロマンス作品94
3 Romances op.94

B. ブリテン

Benjamin Britten

オヴイデイウスによる6つの変容作品49
Six Metamorphoses after Ovid op.49
E. エルガ ー

（オ

ー

ポエ）
(oboe)

Edward Elgar

ピアノ5重奏曲イ短調作品84
Piano quintet in A minor op.84
第1楽章 モデラ ー ト
第2楽章 アダー ジョ
第3楽章 アンダンテ ーアレグロ

（ピアノと弦楽4重奏）
(piano & quartet)

I . Moderate
II .Adagio
Ill. Andante-Allegro

1. 速くなく
2. 素朴に、内的に
3. 速くなく

」．ブラ ー ムス

アレクサンダー ・ ゼムソフ Alexander Zemtsov
197 8年音楽家の家系に生まれ、モスクワのグネ ーシン音楽学校でE.オゾールに師事。マ ースト
リヒト大学でM.クーゲル、ベルリンのハンス ・ アイスラ ー音楽大学でT.ツィマ ーマンにも学ぷ。15歳
からソリストとして、A.ヴェデルニコフ、V.J.ロフスキ、N.ヤルヴィらの指揮の下、欧米、アジア、オー
ストラリアなどの著名なオ ー ケストラと共演。' 95年モスクワのコンク ー ル、'97年ハンブルク(J)E
マイヤーコンク ール、2 0 01年にはブラ ームス国際コンク ールで それぞれ第1位。23歳でロンドン ・
フィルハーモニー管弦楽団の首鹿奏者に就任して9年閾務めた後は、ソロ奏者、指揮者、室内楽奏者
として活動している。チェロ(J)M. マイスキ ー、N.グ ートマン、ヴァイオリン m シトコヴェッキ ー、
●ヴィオラ
V. トレチャコフ、ピア／のP.ドノホ ー 、フル ー ト(J)p_ガロワらとは定期的に共演している。録音も多
数。ロンドンのギルドホ ール音楽演員学校、ウィーン音楽院、ロ ーザンヌ高等音楽大学などで後道の指導に当たり、'15年にはケ
）レン音楽大学のヴィオラ科教授に就任。その教え子達は数々のコンク ールで入貰し、世界中のオー ケストラで活躍している。
アンリ ・ ドウマルケット Henri Demarquette
1970年生まれ。13 歳でバリ音楽院に入学、F.ミュレルとM.ジャンドロンに箇事して満場一 致(J)
1等葺を得て卒業後は、P.フルニエやP.トルトウリエに、またアメリカで」．シュタルケルにも学ん
だ。14歳の頃から演奏活蘭を始め、 1 7 歳でバリのシャトレ覇場にリサイタルテピュ ー 。メニュ ーイ
ンに見いだされ、プラハとパリで彼の指揮の下、ドヴォルザークの協奏曲を演奏した。その後はフ
ランスのみならずロンドン、東京など世界の著名なオ ーケストラと共演、ピアノ(J)M. ダルベルト、
B. ベレゾフスキらとの共演も多い。20C6年H.デュティユ ー(!)90蔵を祝い、F.シャスラン指揮で演奏
！ されたチェロ協奏劇遥かなる遠い国へlはテレピ放映された。アコ ー ティオン奏者(J)R.ガリアーノ
●チェロ
とテュオを組んだり、タンゴのグ）レ ープとコラボするなどその活蘭は多彩で、'15年にはAデュメイ
らと4重奏団を結成し、さらにヴォ ー カ）レアンサンプル(J)Sequenza9. 3と共にrvocello」を組織し、さまざまな時代の楽曲を、
チェロと合眉という形で世に送り出している。また0グレイフやPザバロ、E.タンギなど現代音桑の演奏にも然心で、録音も
多数あリ数々の貫を受賞、'05年には芸箭アカデミ ー から表彰された。使用楽器は1725年のストラデイヴァリのワスリン。

（オ
I • Nicht schnell
II. Einfach innig
Ill.Nicht Schnell

ー

ポエとピアノ）
(oboe & piano)

ヽ

3 日目● 7月 27日（金曜日）

L.v.ペ ート ー ヴェン

Sergei Prokofiev

」．ブラ ー ムス

・

久宝由実 Yumi Kubo
東京都出身。5歳からヴァイオリンをはじめ、桐朋学図女子高等学校、同学園ティブロマコ ースを
経て、2 0 01年ローザンヌ音楽院に入学。'04年同音楽院ソリストデイプロマコースを首席で卒業。
' 01年第1 0回日広モ ーツァルトコンク ールで奨目賞、籟く国際モ ーツァルトコンク ール派遣者選考
演奏会で優秀賞、マックス」ジョスト財目から特別貸を受員。これまでに三瓶詠子、石井志都子、P.ア
モイヤルに師事。ソリストとして大阪センチュリーオーケストラ、シンフォニエッタ ・ ド•ローザンヌ、
シ1ピ ーツフィルハ ー モニ ー、カメラ ー タ・ ド•ロ ー ザンヌ等と共演、またピオラソロとしても、カメ
ラ ータ・ ド ・ リジ ー、シンフォこエッタ ・ ド・ ジュネ ーブ等と共演したほか、ザルツブルグ、グシュタ ー
●ヴアイオリン ド、モンペリエなど敷多くのヨ ー ロッパの音楽祭に参皿、またアジア、ロシア、インド、中東、アメリカ、
南栄など世界各国を演奏旅行。' 07年からスイス・ 日マンド管弦桑団第一 ヴァイオリンに在籟。臼馬音楽祭には'08年1こ机参加。

第

悲しき歌
Chanson triste

A. ルピンシテイン

演奏 者 紹 介

さ

あ
ご

い

ポグダン ・ ツヴォリステアヌ Bogdan Zvoristeanu
ル ー マニア ・ ブカレスト生まれ。父からヴァイオリンの手ほどきを受け，ブカレスト音楽ア
カデミー 、スイス ・ グシュタ ー ドのメニュ ーイン目際音楽アカデミー で学び、s.ゲオルギュ ーと
A. リシに箇裏ティポル ・ ヴァルガやジョルジェ ・ エネスク、ジュネ ーヴ国際など数々のコン
クールに入貸した。‘ノリスト、室内楽奏者としてヨ ーロッパは勿論、南アメリカやカナダ、そし
てアジアの音楽祭に招かれている。メニュ ー イン国際音楽アカデミー で教鞭を取るかたわら、
ドイツ、スペイン韓国などでもマスター クラスを受け持っている。2002年からはスイス•ロマ
ンド管弦楽団の第1コンサ ートマスタ ーを務め、'07年には室内楽グルー ブ「シャリ ース・ ヴィル
●ヴァイオリン トウオ ー ゾ」を仲間と結成して活勧するほか、自身もバッハのソナタやパルティ ータを 録音。
使用楽器はシャ I) ー ス財団から貸与されている1761年製ニコロ・ ガリア ーム白馬音楽祭にもたびたび出演している。

Ludwig van Beethoven

・

ジャン＝ルイ ・ カペツアリ J ean-Lou1s Capezzali
1959年フランス生まれ。9歳からピア人14歳の時P.ピエルロの弾くヴイヴァルディの協奏曲のレ
コ ードを層いてオ ーポIに目党める。バリのスコラ•カントルムで 1年周学んだのち、ヴェルサイユ
の音楽院でG.ロンガットに師稟して金メダ）レ及び名誉貴を得て、オーポエ教授資格免状を取得。

、ご悶誓こ誓喜温雪翌ぶこ\;J'il�i雪雲唸
―.

/J)助手を務めた後｀その後任として教授に就任、'98年からはリヨン音楽院、 2009年からはローザン
ヌ高等音楽大学、さらに毎年アメリカやフランスの音楽学校の室内楽を指導し、テルチやクールシュ
●オ ー ボエ
ヴァル、ブラ ードの音楽祭などでも若手の指導を行なっている。正紐的なフランス奏涙を代表する ＇）
口奏者として活爵するだけでなく、室内楽奏者としてもボルド ー•アキテ ーヌ管弦楽団、バリ室内管弦楽団、トゥ ー ルー ズ室内管
弦楽団などと共演、欧米を始め、アメリカ、中国、日本、韓目など世界各国から招かれて演奏、多くの作品の切演も手がけている。
マリナ ・ ヴィオッティ Marina Viotti
音楽家の両親の下に生まれ、ルクセンブルク市音楽院でフル ートを学び、ジャズやゴスペ
ル、シャンソンにも親しむ。哲学と文学の修士号を取得後、2011年ウィ ー ンでH.ブルンナ ー
について 声楽を学び、'13年ロ ー ザンヌ高等音楽大学でB. バリ ー ズに師事してソリストの
デイプロマを取得。さらにバルセロナのベルカント・ アカテミ ーのR. ヒメネスにも学ぶ。さま
ざまな財団の奨学金を得、'15年マコン国際コンク ールで優勝後、'16年ジュネーヴ国際コン
クー ルで第3位、'17年ロ ー ザンヌのカッテンブルグ財団のコンク ール優勝。日 ー ザンヌ ・ オ
ペラで、「魔笛」「ファウスト」に出演、'15年にはドイツのヴィルトバ ー トのロッシ ー ニフェス
●メゾ・ソプラノ テイヴァルで「アルジェのイタリア女」の主役を務め、'17年ルツェルン虞1場、バルセロナの
リセウ覇場にもデピュ ー 、今年もストラスブ ー ルのラン歌虜1場やルツェルン農1場に出洞が予定されている。‘ノリスト
としてもそのレパ ー トリ ー は大変幅広く、オペラ、オペレッタ、シャンソンやジャズなどの垣根を越えたショ ーも行い
ヨ ーロッパ各地の音楽祭に招かれ、「バッハからピアフまで、愛の歌」といったリサイタルを行なっている。
バスカル ・ ゴダール Pascal Godart
パリ音楽院やハノ ーファー音楽大学で学び、R.アントルモン、Y.ロリオ、Pレアク、E.ヴァル
ヴァローヴァ、V. サカロフに師鳳ミラノのD.チア ー ニ目際ピアノコンク ー ル、クリ ーヴランド
のカサドシュ国際ピアノコンク ールなど各地のコンクールで優勝後、1996年アテネのマリア ・ カ
ラス国際グランプリでは10臼のピアノ協奏曲を強いてグランプリを受賞した。その後は各地の
オ ーケストラに招かれてヨ ーロッバのみならず、韓国、日本やアメリ刀各地で演奏、イタリア、
フランス、スイスなど各地の音楽祭などにも出演している。こ こ白馬も4年連続の出演である。
室内楽にも力を入れ、アメリカン・ バレ ー・ シアタ ー、S. ゼムツオフ、R.オレグ、N.グートマン、F
●ピアノ
ラパンなど様々な楽器の奏者とも共演している。またスイスをはじめ各地のマスタ ーコ ースで
も定期的に後進の指導に当たり、2010年からはロ ーザンヌ両等音楽大学のピアノ科教授に就任。'10年にはマリア ・ カラ
ス国際グランプリの審査員、'14年にはジュネ ＿ヴ国際ピア／コンク ＿ルの事前選考委員会のメンバ＿を務めた。
川道博子 Hiroko Kawamichi
京蔀生まれ、桐朋学園大学音楽学蔀声楽科卒業。坂根豊子、美山節子に師事。東京二期会に
所属。その後口 ＿ ザンヌ高等音楽大学に入学、亡師」 ， ピ ＿ ズの助手を務めた後、同校の教授と
して確目たる地位を固め、現在も数々の若手の声楽家を送り出している。シュヴァルッコップ
フ、E. 夕ピ ＿ 、L.サルティ、Rグリスト等にも学び、スイス、フランスを中心に、ヨ ーロッパ各地
で演奏活動を続け、Mコルボの元でもしばしばソリストを務めている。オペラではフイガ
ロの結婚のスザンナ役をAジョルダンの指揮にてデピュ ＿ 、その後パミ ー ナ、パパゲ ＿ ナ、
アティ ーナ、ミミ等の役を務めた。2007年以来白馬目際音楽祭の音楽監督として自身も出演す
るほか、意欲的なプログラムを企画し、数々の素扇らしい音楽家の来日に尽力している。

●音楽総監督

第

4 日目● 7月 28 日（土曜日）

H. ペルリオ ーズ

Hector Berlioz

ヴァイオリン ソナタ第2番イ長調作品12-2 (ヴァイオリンとピアノ）
Senate for violin no.2 in A major op.12-2
(violin & piano)

バラの精歌曲集「夏の夜」作品7より第2曲
（メゾソプラノとピアノ）
Le spectre de la rose from Les nu its d'ete op. 7 (mezzo-soprano & piano)

F. メンテルスゾーン

M.ラヴェル

Felix Mendelssohn
（オ

無言歌集より
from Songs without words
第1曲
第10曲
第13曲
第17 曲
第30曲
第34 曲

ポエとピアノ）
(oboe & piano)

op.19-1
op.30-4
op.38-1
op.38-5
op.62-6
op.67-4

甘い思い出
さすらい人
宵の明星

情熱

春の歌

紡ぎ歌

0. レスピー ギ

ー

Ottorino Respighi

メゾソプラノと弦楽4重奏のための連作歌曲「夕暮れ」
II tramonto

Maurice Ravel

孔雀歌曲集「博物誌」より第 1 曲
Le Paon from Histoires naturelles no.1
Francis Poulenc

F.プ ーランク

ホテル歌曲集「平凡な話」より第2曲
Hotel from Banalites no.2
愛の小径付随音楽「レオカデイア」より
Les chemins de I'amour from Leocadia
F.シュ ー ペルト

Franz Schubert

アルペッジオ ー ネ ・ ソナタイ短調D821
(チェロとピア ノ）
Senate for arpeggione & piano in A minor D821 (violincello & piano)

Johannes Brahms

(アルト、ヴィオラとピアノ）
アルトのための2つの歌作品91
2 songs for alt,viola &piano op.91
(alto,viola & piano)
1. ひめたる憧れ
Gestille Sehnsucht
2. 宗教的な子守歌
Geistliches Wiegenlied
W.A. モ ー ツァルト

W.A.Moza『t

オ ー ポエ4奏曲へ長調K370 (オ ー ポ工、ヴァイオリン、ヴィオラとチェロ）
Quartet for oboe in F major K370(oboe,violin,viola & violincello)
I .Allegro
第1楽章 アレグロ
II. Adagio
第2楽章 アダー ジョ
Ill.Rondo Allegro
第3楽章 ロンドアレグロ

W.A.Mozart

Wolfgang Amadeus Mozart

ピアノ4重奏曲第2番変ホ長調K.493 (ピア人ヴァイオリン、ヴィオラとチェロ）
Quartet for piano no.2 in Eb major K493 (piano,violin,viola&violincello)
第1楽章 アレグロ
第2楽章 ラルゲット
第3楽章 アレグレット

I .Allegro
II .Larghetto
Ill.Allegretto

R. シュ ー マン

Robert Schumann

3つのロマンス作品94
3 Romances op.94
1. 速くなく

2. 素朴に、内的に
3. 速くなく

E. エルガー

（オ ー ポエとピアノ）
(oboe & piano)
I . Nicht schnell
II. Einfach innig
Ill. Nicht schnell

Edward Elgar

ピアノ5重奏曲イ短調作品84
（ピアノと弦楽4重奏）
Piano quintet in A minor op.84
(piano & quartet)
I . Moderato
第1楽章 モデラ ー ト
II .Adagio
第2楽章 アダー ジョ
Ill.Andante-Allegro
第3楽章 アンダンテ ーアレグロ

