チェコ・フィル首席ソリスト

ヤナ・ボウシュコヴァー
ハープ・リサイタル 2019
Jana Boušková
Harp Recital 2019
ヨゼフ・スーク：
夏の印象 Op. 22b

Josef Suk: Summer Impressions Op. 22b

アントニン・ドボルザーク：
アメリカ組曲 Op. 98

Antonín Dvořák : American Suite Op. 98

ベドルジハ・スメタナ：
連作交響詩「わが祖国」〜高い城、
モルダウ、
シャールカ
Bedřich Smetana :
Má vlast (My Country) - Vyšehrad,
Vltava (Moldau), Šárka

ハープの女王
待望の巡回公演

Queen of Harp

「 ヤナ・ボウシュコヴァー ハープ・リサイタル 2019」
公式ウェブサイト

© Jana Boušková

ヤナ

19:00 開演（18：30開場）

長野市芸術館
リサイタルホール(地下2階)

19:00, Saturday, 13 April 2019
at recital hall, Nagano City Arts Center

NAGANO

2019

4.14（日）

18:30 開演（18:00開場）

愛知県江南市

東京公演

4.13（土）

愛知公演

長野公演

2019

ハープ

永正寺 本堂
18:30, Sunday, 14 April 2019
at main hall, Eishoji Temple

AICHI

主催：KAZELFA 株式会社 特別協賛：青山ハープ株式会社 後援：駐日チェコ共和国大使館 チェコセンター 在日チェコ商工会議所
【長野公演】長野県、長野市、abn 長野朝日放送、信濃毎日新聞社 【愛知公演】江南市、永正寺、中日新聞社 【東京公演】多摩市

2019

4.15（月）

19:00 開演（18：30開場）

パルテノン多摩
小ホール

19:00, Monday, 15 April 2019
at small hall, Parthenon Tama

TOKYO

Organizer: KAZELFA Corp. Special sponsor: Aoyama Harp Co. Supported by: Embassy of Czech Republic in Japan, Czech Center, Czech Chamber of Commerce and Industry in Japan（CCCIJ）
【NAGANO】Nagano Prefecture, Nagano City, abn (Asahi Broadcasting Nagano), The Shinano Mainichi Shimbun 【AICHI】Konan City, Eishoji Temple, The Chunichi Shimbun【TOKYO】Tama City

ヤナ・ボウシュコヴァー（ハープ）
ブリュッセル王立音楽院 教授、プラハ芸術アカデミー 教授、
チェコ・フィルハーモニー管弦楽団首席 ハープ奏者
プラハ音楽院を卒業後、オストラヴァ大学のリブシェ・ヴァハロヴァ教授のクラスで指導を受け、その後
アメリカのインディアナ大学にてスーザン・ マクドナルド女史のもと学んだ。彼女は、世界で最も権威
のある数々のコンクールで賞を受けたチェコ唯一のハープ奏者であり、1992 年 USA 国際 ハープ・コン
クール優勝。同年イスラエル国際ハープ・コンクール第 2 位。2004 年にはチェコ共和国の最も優れた女
性 10 人の一人として、クラシック音楽家としては史上初となる女性プロフェッショナル賞を受賞。
授賞式はプラハ城にて、当時のヴァーツラフ・クラウス大統領臨席の下行われた。2000 年よりプラハ
芸術アカデミー及びチェコ・フィルハーモニー管弦楽団の芸術委員会の一員である。国内外のレーベル
から 20 枚を超える CD をリリースしており、ラジオやテレビ局向けにも多数の録音を行っている。

Jana Boušková (Harp soloist)

Professor at the Royal Conservatory in Brussels, Professor at the Academy of Performing Arts in Prague
Principal Harpist of the Czech Philharmonic Orchestra
Jana Boušková graduated from the Prague Conservatory and Ostrava University where she studied in the class of prof. Libuše
Váchalová. She continued studying at the prestigious Indiana University with prof. Susann McDonald.
Jana Boušková is the only Czech harpist who won the world’ s most important and acknowledged international harp competition – in
1992 in the USA. In the same year she was awarded the 2nd prize in the competition with the oldest tradition in the world in Israel as
the only Czech artist to be invited ever. In 2004 she was awarded the female professional award out of ten most outstanding women
of the Czech Republic, which was the first award given to classical musician. The awards ceremony was held in Prague Castle with
attendance of the President at the time Mr. Václav Klaus.
Since 2000 she has been a member of the Artistic Board of the Academy of Performing Arts in Prague and the Czech Philharmonic
Orchestra. She has recorded more than twenty CDs for Czech and international labels, radios and television companies.
Jana Boušková official website: www.jana-bouskova.com/

長野公演

長野市大字鶴賀緑町1613番地
Tel. 026-219-3100

長野市芸術館 リサイタルホール (地下2階) 全席指定 4,000円(税込)

インターネット

http://eplus.jp

Access

長野市芸術館チケットオンライン http://www.nagano-arts.or.jp/

JR「長野駅」
徒歩15分

電話・窓口
長野市芸術館チケットセンター Tel. 026-219-3191【10:00〜19:00 / 火曜定休】
ホクト文化ホール(長野県民文化会館) Tel. 026-226-0008【10:00〜17:00 / 月曜定休】

長野電鉄
「市役所前駅」
徒歩5分

窓口

ヒオキ楽器 本店シャコンヌ Tel. 026-291-6438【10:00〜19:00 / 月曜定休】
ヒオキ楽器 上田店 Tel. 026-875-7744【10:00〜19:00 / 月曜定休】

愛知公演

愛知県江南市

永正寺 本堂 自由席 4,000円(税込)

愛知県江南市高屋町中屋舗46 Tel. 0587-56-2584

インターネット

http://eplus.jp

Access

アイ・チケット http://clanago.com/i-ticket

名鉄犬山線
「江南駅」
より
車で7分

電話・窓口
アイ・チケット Tel. 0570-00-5310【10:00〜17:00 / 日祝日定休】
芸文プレイガイド Tel. 052-972-0430【10:00〜19:00 / 月曜定休】

駐車場有り

窓口

(収容台数約150台)

栄プレチケ92 Tel. 052-953-0777【10:00〜19:30 / 不定休】
江南 永正寺 本堂事務所 Tel. 0587-56-2584

東京公演

パルテノン多摩 小ホール 全席指定 4,000円(税込)

東京都多摩市落合2-35 Tel. 042-375-1414

インターネット
窓口

Access

http://eplus.jp

京王線・小田急線・
多摩モノレール
「多摩センター駅」
徒歩5分

チケットパルテノン Tel. 042-376-8181【休館日・定休日を除く毎日10:00-18:00】

ココリア
イオン
シネマ

お問合せ

Tel: 042-372-8860

KAZELFA(カゼルファ)株式会社

〒206-0011 東京都多摩市関戸4-10-11
Email: info@kazelfacorp.com Web: https://kazelfacorp.com
※都合により予告なく出演者・曲目などが変更になる場合があります
※公演中止の場合を除き、
ご予約・ご購入後のチケットの払い戻し・変更・キャンセルはお受けしていません
※未就学児不可

