‼

昨シーズンはニューヨークやロンドンをはじめヨーロッパ各地で︑
ムーティ指揮ウィーン・フィルとソリストとして7 回ものドヴォルジャークの
チェロ協奏曲を共演し︑いまやソリストとして歩みつつある

タマーシュ
・ヴァルガ

グルダ以来のウィーンの伝統を受け継ぐピアニスト︑

クリストファー・ヒンターフーバー の名サポートを得て︑

待望のデュオ・リサイタル
‼

タマーシュ
・ヴァルガ& デュオ・リサイタル
クリストファー・ヒンターフーバー
Tamás VARGA & Christopher HINTERHUBER || Duo Recital

11｜12

2019年

19:00開演（18:30開場）

［都営大江戸線 築地市場駅 A2出口 徒歩3分］

￥5,000（税込）

■ 全席指定：

ベートーヴェン

チェロ・ソナタ 第4番 ハ長調 作品102-1

モール

チェロ・ソナタ 第1番 ハ短調 作品22

シューマン

アダージョとアレグロ 作品70

Beethoven (1770–1827)
Moór (1863–1931)

Schumann (1810–1856)

■ 協賛：株式会社クリプトン

Sonata for Piano & Violoncello No.1 in C Minor, op.22

Adagio and Allegro op. 70

メンデルスゾーン チェロ・ソナタ 第2番 ニ長調 作品58
Mendelssohn (1809–1847) Cello Sonata No. 2 in D Major, op.58

★チケット取扱い：
カメラータ・
トウキョウ

■ 主催：㈱

Cello Sonata No.4 in C Major, op.102 No.1

03-5790-5560
http://www.camerata.co.jp
朝日ホール・チケットセンター 03-3267-9990（日・祝除く10:00−18:00）
イープラス（e+）
http://eplus.jp/

●やむを得ない事情で曲目等が変更になる場合がありますのであらかじめご承知おき下さい。 ●未就学児の入場はご遠慮下さい。

タマーシュ・ヴァルガ｜ チェロ

Tamás Varga | violoncello
1969年ブダペストに生まれ、7歳からチェロを学ぶ。リスト音楽院でラースロー・メゼー、フェレンツ・ラド
シュ、ジェルジー・クルタークらに師事し、ミクロシュ・ペレーニ、メナヘム・プレスラー、ウズィ・ヴィーゼル
などからも多大な影響を受けた。
ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団およびウィーン国立歌劇場管弦楽団の首席チェロ奏者。ソリストとし
てウィーンフィルとも定期的に協演し、ジュゼッペ・シノーポリ、ズービン・メータ、小澤征爾、マイケル・ティ
ルソン=トーマス、クリストフ・エッシェンバッハ、アダム・フィッシャーの指揮で演奏。2003年にはロイヤル・
アルバートホールでのBBCプロムスにデビュー、また2009年のウィーン・フィルハーモニー管弦楽団の日本ツ
アーで演奏したR.シュトラウス ドン・キホーテ のソロが絶賛されたことは､記憶に新しい。
ソロ、室内楽奏者としても積極的かつ精力的に活動しており、ヨーロッパを中心に、カナダ、南アフリカ、日
本などで数多くの演奏会を行うほか、アンサンブル・ヴィエナ・コラージュおよびウィーン室内合奏団のメン
バーとしても定期的に演奏し、ウィーン・コンツェルトハウス、ザルツブルク音楽祭やヨーロッパのコンサート
ホールにたびたび登場している。ヒルデガルト・ベーレンス、フェレンツ・ボーグナー、フィリップ・アントル
モン、ゾルタン・コチシュ、カール・ライスター、マリヤーナ・リポヴシェク、ヴォルフガング・シュルツ、タ
マーシュ・ヴァーシャリ、バルトーク弦楽四重奏団らとも共演している。
後進の指導にも意欲的に取り組んでおり、オーストリア、ハンガリー、イタリア、日本、オーストラリア、南
アフリカなどでマスタークラスを開催しているほか、G. マーラー・ユーゲント・オーケストラやアッターガウ国
際オーケストラ・インスティテュートでも数年にわたり講師を務めている。
25タイトルを超えるCDがカメラータ・トウキョウ、NAXOS他のレコード会社よりリリースされている。

▶アクセス

クリストファー・ヒンターフーバー ｜ ピアノ

Christopher Hinterhuber | piano
オーストリア生まれ。ウィーン国立音楽大学にて、アレックス・パペンベルク、ルドルフ・ケーラー、ラザー
ル・ベルマン、アヴォ・クユムジャン、ハインツ・メジモレックらに学び、イモラ国際ピアノ・アカデミーにて
オレグ・マイセンベルク、ウラディーミル・アシュケナージの指導を受けて更なる芸術性を身につけ､バッハ国
際コンクールをはじめ、ザールブリュッケン国際バッハ・ピアノ・コンクール、プレトリア国際コンクール、
チューリッヒのゲザ・アンダ国際コンクール、国際ベートーヴェン・コンクール等で、最高位ならびに高い栄誉
を得ている。
ザルツブルクのモーツァルト週間、シューベルティアーデ・シュヴァルツェンベルク、プラハの秋音楽祭等、
多くの音楽祭に出演し､日本では草津音楽祭に招待されている。アルミンク、アシュケナージ、カンブルランら
の指揮のもと主要オーケストラと共演。室内楽ではウィーン・フィルハーモニー管弦楽団のコンサートマスター
のライナー・ホーネックやそのほかのメンバーとたびたび共演している。
また日本、南アフリカ、ヨーロッパ各地で精力的にマスタークラスを開催するほか、2010年からはウィーン国
立音楽演劇大学にて教授を務めている。
録音は C.P.Eバッハ：ソナタとロンド集 や フンメル：ピアノとオーケストラのための作品集 で高評を
得ており、 リース：ピアノ協奏曲 全曲録音を行い、2012年完結盤となる第5巻をリリース。2001年カンヌ映
画祭にて審査員特別グランプリを受賞した映画 ピアニスト では劇中の音楽を担当し、シューベルト、ラフ
マニノフ、シェーンベルクを演奏している。

東京都中央区築地5-3-2 朝日新聞東京本社 新館2階
℡ 03-5541-8710
築地市場駅 都営大江戸線（A2出口）
すぐ ※エレベーターはA3出口

タマーシュ・ヴァルガ／ヒンターフーバーのアルバム ● 好評発売中

J.S.バッハ
：
無伴奏チェロ組曲全曲

タマーシュ
・ヴァルガ

カサド：無伴奏チェロ組曲

● G.カサド：無伴奏チェロ組曲
● J.イベール：ギルラルツァーナ〜無伴奏チェロのための
● H.ガル：無伴奏チェロ組曲 作品109b
● J.シベリウス
：無伴奏チェロのための主題と変奏
● P.ヒンデミッ
ト：無伴奏チェロのためのソナタ 作品25-3a

8|25
発売新譜

● J.S.バッハ：無伴奏チェロ組曲

タマーシュ
・ヴァルガ（チェロ）

［CD］CMCD‑28340 ￥2,800（＋税） ★ レコード芸術 2016年12月号【特選】

第1番ト長調 BWV1007／第2番 ニ短調 BWV1008
第3番 ハ長調 BWV1009／第4番 変ホ長調 BWV1010
第5番 ハ短調 BWV1011／第6番 ニ長調 BWV1012

タマーシュ
・ヴァルガ（チェロ）

［CD］CMCD‑15153〜4（2枚組）

コダーイ
：無伴奏チェロ
・
ソナタ
● Z.コダーイ
：無伴奏チェロ・ソナタ 作品8
● G.リゲティ
：無伴奏チェロ・ソナタ
● H.ガル：無伴奏チェロ・ソナタ 作品109a

￥3,000（＋税）

タマーシュ
・ヴァルガ（チェロ）

ツェムリンスキー&
・
ソナタ
モール：チェロ

［CD］CMCD‑28201 ￥2,800（＋税）
［Blu-ray］CMBDM‑80003 ￥3,333（＋税）

コダーイ、
ゴルトマルク、
R.シュトラウス
：チェロ
・
ソナタ

タマーシュ
・ヴァルガ &
クリストファー・ヒンターフーバー

● Z.コダーイ
：チェロ・ソナタ 作品4
● C.ゴルトマルク：チェロ・ソナタ ヘ長調 作品39
● R.シュトラウス
：チェロ・ソナタ ヘ長調 作品6

● A.v.ツェムリンスキー：チェロ・ソナタ イ短調
● E.モール：アリア 作品40／チェロ・ソナタ 第1番 ハ短調 作品22

タマーシュ
・ヴァルガ（チェロ）
（ピアノ）
クリストファー・ヒンターフーバー

（ピアノ）
タマーシュ
・ヴァルガ（チェロ）／フェレンツ・ボーグナー

［CD］CMCD‑28266 ￥2,800（＋税）

［CD］CMCD‑28286 ￥2,800（＋税）

ブラームス
：雨の歌

〜チェロのためのソナタ名曲集

アレス
・
ワルツァー！

● J.ブラームス
：ソナタ ニ長調（原曲：ヴァイオリン・ソナタ 第1番ト長調 作品78 雨の歌 ）
● F.シューベルト
：アルペッジョーネ・ソナタ イ短調 D.821
● L.v.ベートーヴェン
（またはホルン）
：チェロ
・ソナタ ヘ長調 作品17

ヒンターフーバー プレイズ ワルツ

（ピアノ）
タマーシュ
・ヴァルガ（チェロ）／フェレンツ・ボーグナー

● F.シューベルト
： 17のレントラー D.366 より 第12，13，10番
12のドイツ舞曲（レントラー）作品171 D. 790 より 第10，8，7，11番
クペルヴィーザー・ワルツ D.Anh.I,14（R.シュトラウス採譜）
●C.チェルニー：シューベルトの 悲しみのワルツ による変奏曲 作品12
●J.シュトラウス Ⅱ
：新ピッツィカート・ポルカ 作品449
（シュールホーフ： ヨハン・シュトラウスのモティーフによる3つの編曲
）O.シュールホーフ編曲）
作品9より 第2番 ピッツィカート・ポルカ （
仲良しのワルツ 作品367（E.v.ドホナーニ編曲）
皇帝円舞曲 作品437（A.グリュンフェルト編曲［作品62］）
●R.シューマン： ウィーンの謝肉祭の道化 作品26
●O.シュールホーフ：仕掛時計のポルカ

［CD］CMCD‑28233 ￥2,800（＋税）

グリーグ&ショパン：チェロ
・
ソナタ
● E.グリーグ：チェロ・ソナタ イ短調 作品36
● F.ショパン：チェロ・ソナタト短調 作品65

タマーシュ
・ヴァルガ（チェロ）／浅野真弓（ピアノ）

［CD］CMCD‑28319 ￥2,800（＋税） ★ レコード芸術 2015年7月号【特選】

〜Ｊ.シュトラウスのモティーフによる3つの編曲 作品9 より 第3番

●M.ラヴェル：ラ・ヴァルス
（作曲者自身による編曲）

（ピアノ）
クリストファー・ヒンターフーバー

［CD］CMCD‑28325 ￥2,800（＋税）
★ レコード芸術 2015年10月号【特選】

●発売元：㈱

www.camerata.co.jp

cameratatokyo

