―速報版―
レオポルト・モーツァルト生誕３００年を迎える
２０１９年ザルツブルク・モーツァルト週間は、全公演オール・モーツァルト・プログラム！

音楽評論家 田辺 秀樹同行

ザルツブルク・モーツァルト週間
ザルツブルク・モーツァルト週間への
週間への旅
への旅
旅行中、田辺秀樹氏による
鑑賞作品解説会(上演頻度
の少ない作品中心）、ピアノ
演奏会もございます。
ザルツブルク・モーツァルト週間前半鑑賞
ザルツブルク・モーツァルト週間前半鑑賞８
週間前半鑑賞８日間コース
日間コース
◆２０１９年１月２５日(
２０１９年１月２５日(金)～２月１日(
～２月１日(金) [６泊８日]
６泊８日]

旅行代金：
お１人様 ４９８，
４９８，０００円
０００円
●１人部屋追加代金：６９，０００円（相部屋も承っております。）

[２名１室・ｴｺﾉﾐｰｸﾗｽの場合

田辺 秀樹氏プロフィール

一橋大学名誉教授
モーツァルトのほかドイツ語圏の歌曲・歌劇・芸能を研究
著書：『モーツァルト』（新潮文庫）、『モーツァルト、１６の扉』（小学館）、
『リヒャルト・シュトラウスの実像』<共著>(音楽之友社）
訳書：『グルダの真実』（洋泉社）、『オペラ対訳《ばらの騎士》』（音楽
之友社）、『やさしく歌えるドイツ語の歌』（NHK出版）他

ザルツブルク・モーツァルト週間後半鑑賞
ザルツブルク・モーツァルト週間後半鑑賞９
週間後半鑑賞９日間コース
日間コース
◆２０１９年１月２８日(
２０１９年１月２８日(月)～２月５日(
～２月５日(火) [７泊９日]
７泊９日]

旅行代金：
お１人様 ５４３，
５４３，０００円
０００円
●１人部屋追加代金：８０，０００円（相部屋も承っております。）

[２名１室・エコノミークラスの場合]

●食事：朝６回・昼２回（機内食を除く） ●最少催行人員：１０名様
●食事：朝７回・昼２回（機内食を除く） ●最少催行人員：１０名様
●添乗員：羽田または成田出発からご帰国まで同行（両コース共） ●利用予定ホテル：イムラウアー・ピッター（旧クラウンプラザ・ピッター）〔４ッ星〕（両コース共）
燃油サーチャージが別途必要となります。（目安20,000円～26,000円：２０１８年６月１日現在） ※また、羽田または成田空港使用料・保安サービス料および現地空港諸税が別途必要となります。

＊前半鑑賞８日間コースには下記６公演、後半鑑賞９日間コースには下記７公演のチケット代が旅行代金に含まれております。
＜前半鑑賞８日間コース 鑑賞公演＞
＜両コース 鑑賞公演＞
【ザルツブルク・モーツァルト週間２０１９鑑賞公演】

１／２６（土） 19:30開演 モーツァルト劇場
「ウィーン・
ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団」
フィルハーモニー管弦楽団」
指揮：B.ハイティンク
ヴァイオリン：J.ヤンセン
《ヴァイオリン協奏曲 第５番 K.219》／《交響曲 第39番 K.543》他

１／３０（水） 19:30開演 モーツァルテウム（大ホール）
「ウィーン・
ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団」
フィルハーモニー管弦楽団」
指揮＆コンサートマスター：R.ホーネック
ソプラノ：K.ストヤノヴァ
《アイネ・クライネ・ナハトムジークK.525》／オペラ・アリア／
《デヴィルティメント 第15番 K.287》

＜前半鑑賞８日間コース 鑑賞公演＞

１／２７（日） 11:00開演 モーツァルテウム（大ホール）
「カペッラ・
カペッラ・アンドレア・
アンドレア・バルカ」
バルカ」
指揮＆ピアノ：A.シフ
メゾソプラノ：C.バルトリ
《ピアノ協奏曲 第15番》／《ピアノ協奏曲 第17番》／アリア他

＜後半鑑賞９日間コース 鑑賞公演＞

１／３１（木） 20:00開演 モーツァルト劇場
「シャンゼリゼ管弦楽団」
シャンゼリゼ管弦楽団」
指揮：P.ヘレヴェッヘ 合唱：コレギウム・ヴォカーレ・ゲント
ソリスト：S.スタッグ、S.コールヘップ他
《ミサ曲 ハ短調 K.427》

＜前半鑑賞８日間コース 鑑賞公演＞

１／２７（日） 17:00開演 モーツァルト劇場
《救われしベトゥーリア》
救われしベトゥーリア》
指揮：C.ルセ
演奏：レ・タラン・リリック
出演予定：S.ピオー、T.イエルヴォリーノ、A.フォーサイス他

＜両コース 鑑賞公演＞

１／２８（月）20:00開演・２／１（金）15:00開演 ﾌｪﾙｾﾞﾝﾗｲﾄｼｭｰﾚ
《エジプト王タモス》
エジプト王タモス》

～指揮：A.デ・ラ・パーラ
《魔笛》
魔笛》、《ツァイーデ》
ツァイーデ》のアリアを加えた舞台付上演～
演奏：カメラータ・ザルツブルク
演出：C.パドリッサ

ソリスト：R.パーペ、F.サイード他

＜両コース 鑑賞公演＞

１／２９（火） 19:30開演 モーツァルテウム（大ホール）
「マーラー・
マーラー・チェンバーオーケストラ」
チェンバーオーケストラ」
ピアノ：内田 光子
《ピアノ協奏曲 第19番》／《ピアノ協奏曲 第20番》他

記載の鑑賞公演以外にも多数の魅力公演がございます。（下記は一部を記載）
ご希望の方にはチケット手配を承ります。[別料金］
■1/28(月)11:00～モーツァルテウム(大ﾎｰﾙ)
M.ペーター(ﾃﾉｰﾙ)リサイタル
モーツァルトの歌曲（前半ｺｰｽ対象）
■1/26(土)･2/3(日)16:00～ﾏﾘｵﾈｯﾄ劇場《ﾊﾞｽﾃｨｱﾝとﾊﾞｽﾃｨｴﾝﾇ》/《劇場
支配人》 指揮：J.ヴィニクール 演奏：ウィーン・アカデミー管（両ｺｰｽ対象)
■1/30(水)11:00～モーツァルトの住居(ﾀﾝﾂ･ﾏｲｽﾀｰｻﾞｰﾙ) モーツァルト・ヴァ
イオリン、モーツァルト・ヴァルターピアノでのヴァイオリン・ソナタ(両ｺｰｽ対象)
■1/31(木)15:00～モーツァルテウム(大ﾎｰﾙ) D.バレンボイム＆M.バレンボイム
＆Y.ディネカ＆K.ソルタニ＆D.オッテンザマー《ﾋﾟｱﾉ四重奏曲 第１＆２番》/
《ﾋﾟｱﾉ､ｸﾗﾘﾈｯﾄとｳﾞｨｵﾗのための三重奏曲 K.498》（後半ｺｰｽ対象） など

＜後半鑑賞９日間コース 鑑賞公演＞

２／２（土） 19:30開演 モーツァルト劇場
「ウィーン・
ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団」
フィルハーモニー管弦楽団」
指揮：A.オロスコ=エストラーダ
ソリスト：Ｃ．カルク、A.ブラウアー、R.ヴィラゾン、A.プラチェツカ
《フリーメイソンのための葬送音楽》／《交響曲 第25番》／
《レクイエム ニ短調》他

＜後半鑑賞９日間コース 鑑賞公演＞

２／３（日） 11:00開演 モーツァルテウム（大ホール）
「カメラータ・
カメラータ・ザルツブルク」
ザルツブルク」
指揮＆ヴァイオリン：G.アース ヴァイオリン：J.ヤンセン
ヴィオラ：H.クラッゲルード ピアノ：R.レヴィン
《交響曲 第35番》／《ｳﾞｧｲｵﾘﾝとｳﾞｨｵﾗのための協奏交響曲》／
《ﾋﾟｱﾉとｳﾞｧｲｵﾘﾝのための協奏曲（断片）K.315f》他

＜後半鑑賞９日間コース 鑑賞公演＞

２／３（日） 18:00開演 モーツァルテウム（大ホール）
「モーツァルテウム管弦楽団」
モーツァルテウム管弦楽団」
指揮：I.ボルトン ソプラノ：O.ペレチャッコ ホルン：F.クライスラー
《 交響曲 第20番》／《ホルン協奏曲 第３番》／オペラ・アリア他

～詳細日程は裏面をご覧ください～
詳細パンフレットは８月上旬頃に完成予定です。 下記宛にご請求ください。 《お申込みは先着順！お早めにご予約ください。》
お申込みは先着順！お早めにご予約ください。》

旅行企画・実施：郵船トラベル株式会社 音楽・美術ツアーデスク

〒１０１－８４２２ 東京都千代田区神田神保町２－２ 波多野ビル８F

フリーダイヤル：０１２０－３１９－１０５ TEL：０３－５２１３－６２４０
：０３－５２１３－６２４０ FAX：０３－５２１３－８４９４
：０３－５２１３－８４９４
平日＝9:30～17:30 土曜・日曜・祝日は休業となっております。
Ｅﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ： tst@ytk.co.jp

◆ザルツブルク・モーツァルト週間 前半鑑賞８日間コース ◆ザルツブルク・モーツァルト週間 後半鑑賞９日間コース

日数

地名

現地時刻 （摘要：◎入場観光、○下車観光）

日数

地名

現地時刻 （摘要：◎入場観光、○下車観光）

①
①
1/25 羽田または成田 午前又は午後 航空便にて、ザルツブルクへ（ヨーロッパ内乗り継ぎ）
羽田または成田 午前又は午後 航空便にて、ザルツブルクへ（ヨーロッパ内乗り継ぎ）
1/28
※ミュンヘン空港着の航空便利用の場合もございます。その場合、ミュン （月）
※ミュンヘン空港着の航空便利用の場合もございます。その場合、ミュン
（金）
ヘンからザルツブルクまでは専用バス利用となります。
ヘンからザルツブルクまでは専用バス利用となります。

ザルツブルク 夕刻又は夜 専用バスにて、ホテルへ（所要約30分）
ザルツブルク 夕刻又は夜 専用バスにて、ホテルへ（所要約30分）
食事=〔―〕 〔機〕 〔機〕 【ザルツブルク泊】
食事=〔―〕 〔機〕 〔機〕 【ザルツブルク泊】
② ザルツブルク 9:00～10:15頃 ★田辺秀樹氏による鑑賞作品解説会
② ザルツブルク 9:00～10:15頃 ★田辺秀樹氏による鑑賞作品解説会
1/26
1/29
（土）
10:15～13:30頃 <ご希望者のみ>
（火）
10:15～13:30頃 <ご希望者のみ>
ザルツブルク観光（○ミラベル庭園、◎モーツァルトの住居、
ザルツブルク観光（○ミラベル庭園、◎モーツァルトの住居、
◎モーツァルトの生家、◎大聖堂など）
◎モーツァルトの生家、◎大聖堂など）
13:30頃 ご昼食。
13:30頃 ご昼食。
15:00頃～ ご昼食後、ご自由にお過ごしいただきます。
15:00頃～ ご昼食後、ご自由にお過ごしいただきます。
19:30～

③ ザルツブルク
1/27
11:00～
（日）

＜モーツァルト劇場＞

食事=〔朝〕 〔昼〕 〔×〕 【ザルツブルク泊】

＜モーツァルテウム（大ホール）＞
「カペッラ・アンドレア・バルカ」

終演後、ご自由にお過ごしいただきます。
17:00～

19:30～

「ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団」

③ ザルツブルク
1/30
（水）

食事=〔朝〕 〔昼〕 〔×〕 【ザルツブルク泊】
午前 ご自由にお過ごしいただきます。
※ご希望者にはモーツァルト週間公演のチケット手配を承ります。
13:30頃 ご昼食。

15:30～16:30頃 ★田辺秀樹氏によるピアノ演奏会

19:30～

＜モーツァルト劇場＞

《救われしベトゥーリア》
救われしベトゥーリア》

20:00～

20:00～

＜フェルゼンライトシューレ＞
食事=〔朝〕 〔×〕 〔×〕 【ザルツブルク泊】
⑤ ザルツブルク
ご自由にお過ごしいただきます。
2/1
※ご希望者にはモーツァルト週間公演のチケット手配を承ります。 （金）

19:30～

⑥ ザルツブルク
1/30
（水）

＜モーツァルテウム（大ホール）＞

午前
15:00～

食事=〔朝〕 〔×〕 〔×〕 【ザルツブルク泊】
ご自由にお過ごしいただきます。
※ご希望者にはモーツァルト週間公演のチケット手配を承ります。

＜フェルゼンライトシューレ＞
《 エジプト王タモス》
エジプト王タモス》

「マーラー・チェンバーオーケストラ」

食事=〔朝〕 〔×〕 〔×〕 【ザルツブルク泊】
⑥ ザルツブルク
午前 ご自由にお過ごしいただきます。
2/2
※ご希望者にはモーツァルト週間公演のチケット手配を承ります。 （土）
13:30頃 ご昼食。

15:30～16:30頃 ★田辺秀樹氏によるピアノ演奏会

19:30～

＜モーツァルト劇場＞

「シャンゼリゼ管弦楽団」

《エジプト王タモス》
エジプト王タモス》

⑤ ザルツブルク
1/29
（火）

＜モーツァルテウム（大ホール）＞

「ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団」

食事=〔朝〕 〔昼〕 〔×〕 【ザルツブルク泊】
ご自由にお過ごしいただきます。
※ご希望者にはモーツァルト週間公演のチケット手配を承ります。

食事=〔朝〕 〔×〕 〔×〕 【ザルツブルク泊】
④ ザルツブルク
1/31
ご自由にお過ごしいただきます。
※ご希望者にはモーツァルト週間公演のチケット手配を承ります。 （木）

④ ザルツブルク
1/28
（月）

＜モーツァルテウム（大ホール）＞

「マーラー・チェンバーオーケストラ」

＜モーツァルテウム（大ホール）＞

食事=〔朝〕 〔×〕 〔×〕 【ザルツブルク泊】
ご自由にお過ごしいただきます。
※ご希望者にはモーツァルト週間公演のチケット手配を承ります。
19:30～

＜モーツァルト劇場＞

「ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団」

食事=〔朝〕 〔×〕 〔×〕 【ザルツブルク泊】
⑦ ザルツブルク
食事=〔朝〕 〔昼〕 〔×〕 【ザルツブルク泊】 2/3
11:00～
＜モーツァルテウム（大ホール）＞
⑦ ザルツブルク 午前 専用バスにて、ザルツブルク空港へ。（所要約３０分）
（日）
「カメラータ・ザルツブルク」
1/31
（木）
午前又は午後 航空便にて帰国の途へ。（ヨーロッパ内乗り継ぎにて）
ご自由にお過ごしいただきます。
※ミュンヘン発の航空便利用の場合もございます。その場合、ザルツブル
※ご希望者にはモーツァルト週間公演のチケット手配を承ります。
クからミュンヘン空港までは専用バス利用となります。
食事=〔朝〕 〔×〕 〔機〕 【機内泊】
18:00～
＜モーツァルテウム（大ホール）＞
⑧
「モーツァルテウム管弦楽団」
「モーツァルテウム管弦楽団」
2/1 羽田または成田 午前又は午後 お疲れ様でした。
（金）
食事=〔朝〕 〔×〕 〔×〕 【ザルツブルク泊】
食事=〔機〕〔―〕〔―〕 ⑧ ザルツブルク 午前 専用バスにて、ザルツブルク空港へ。（所要約３０分）
2/4
※地方発着の国内航空券の手配も承ります。
（月）
午前又は午後 航空便にて帰国の途へ。（ヨーロッパ内乗り継ぎにて）
「ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団」

前半と後半を通しての全１２日間コース[１／２５(金)
～２／５(火）］のご参加も承ります。

※ミュンヘン発の航空便利用の場合もございます。その場合、ザルツブル
クからミュンヘン空港までは専用バス利用となります。

⑨
2/5 羽田または成田 午前又は午後 お疲れ様でした。
（火）

食事=〔朝〕 〔×〕 〔機〕 【機内泊】
食事=〔機〕〔―〕〔―〕

