元ウィーン・フィルハ−モニー管弦楽団 第2Violin 首席奏者

ウィ
ーン
の風

真夏の
夜の夢 コンサート
7/6 (土) 18:45開演 (18:15開場)
第一夜

©酒寄克夫

第二夜

久元祐子 (Piano)と奏でるデュオの夕べ
Peter Wächter (Violin) ・ Yuko Hisamoto (Piano)

シュ−ベルト : ヴァイオリンとピアノのためのソナチネ 第２番 D385 イ短調
Schubert : Sonatine für Violine & Klavier Nr.2, D385 a-moll

ベートーヴェン : ヴァイオリンソナタ第10番 ト長調 作品96
Beethoven : Violin Sonata No.10, G-Dur, Op.96

フランク : ヴァイオリン・ソナタ イ長調 FWV 8

7/16

(火)

18:45開演 (18:15開場)

弦楽四重奏の夕べ

Cesar Franck : Sonate für Violine & Klavier A-Dur

Peter Wächter (1.Violin)
Bernhart Hartog (2.Violin)
Cynthia Liao (Viola)
Jonáš Krejčí (Cello)

©Abbe Libansky

ベートーヴェン : 弦楽四重奏曲 第12番 変ホ長調 作品127
Beethoven : Streichquartett op.127 Es-Dur

シュ−ベルト : 弦楽四重奏曲 第14番「死と乙女」ニ短調 D810

Schubert : Streichquartett D 810, op.post d-Moll "Der Tod und das Maedchen"

神戸市立東灘区民センター ５階うはらホール

入場料：

前売り

指定席

4000円

自由席 大人 3500円

当日

指定席

4500円

自由席 大人 4000円

第一夜＆第二夜セット 指定席
割引

自由席のみ

学生

6000円

2000円

＊セット券は前売り、指定席のみとなります。
＊割引券をお求めの際は身分証明書のご提示をお願い致します。

障がい者

2000円

共 催 ：神戸市東灘区民センター チケット 【ケイ・ムジークフロイデ】
TEL: 080-4765-3811 (NAGAOKA) keikaiser@docomo.ne.jp
の
TEL: 090-9873-9733 ( 秋山 ) Fax: 078-521-1587
大阪・神戸ドイツ総領事館
後 援 ： オーストリア大使館
ご予約
*電話にでられない場合は折り返しご連絡致します。
神戸市、神戸市教育委員会、大阪音楽大学同窓会《幸楽会》、NPO法人国際音楽協会 ご 購 入 【うはらホール】TEL: 078-822-8333
主 催 ：kei-Musikfreude (ケイ・ムジ−クフロイデ)

＊窓口で自由席チケットのみ購入できます ( 予約不可 )

久元 祐子

ぺーター・ヴェヒター

Yuko Hisamoto (Piano)

Peter Wächter (Violin)

1941 年、ウィーンに生まれる。1964 年ウィーン国立歌劇場管弦

楽団に入団、同年 9 月より早くも第 2ヴァイオリン首席奏者を務

東京藝術大学音楽学部 ( ピアノ専攻 ) を経て同大学大学院修士課程を修了。

ウィーン放送響、
ラトビア国立響、神奈川フィル、読響、新日本フィル、
ウィーン・サ

める。1965 年にはウィーン・フィルハーモニー管弦楽団に入団、

ロン・オーケストラ、
ベルリン弦楽四重奏団など、
内外のオーケストラと多数共演。

オーケストラ活動の傍ら、キュッヒル弦楽四重奏団、ウィーン弦

製 )、エラール (1868 年製 ) などのオリジナル楽器を所蔵し歴史的楽器を用いて

以降 40 年間第 2ヴァイオリンの首席奏者を務めていた。多忙な

ブロードウッド(1820 年製 ) ベーゼンドルファー (1829 年製 )、プレイエル (1843 年

楽四重奏団のメンバーを務める他、ウィーン・フィルハーモニア・

の演奏会や録音にも数多く取り組む。
ショパン生誕 200 年には軽井沢・大賀ホー

室内楽奏者としても活躍している。これらの多彩な演奏活動に対

ベーゼンドルファー・アーティストの称号を受ける。
2012 年、14 年、17 年イタリア

トリオやウィーン・フィル・ハーモニアカルテットを創設する等、

ルにおいて天皇皇后両陛下ご臨席のもと御前演奏を行う。2011年日本人で唯一

し、オーストリア大統領からは、功績ある学者・芸術家などに贈

国際モーツァルト音楽祭に招かれリサイタルを開催。
優雅なるモーツァルト」
（毎日

られるプロフェッサー称号を授与され、ウィーン・フィル管弦楽団
からは、モーツアルト賞ならびに名誉リングが与えられている

新聞 CD 特薦盤、
レコ芸特選盤）
などCD13 作をリリース。
「モーツァルトのピアノ音

楽研究」
（音楽之友社）など著書多数。
国立音楽大学・大学院教授。

https://www.yuko-hisamoto.jp/

ベルンハルト・ハルトーク
Bernhart Hartog (Violin)

ドイツ、ビーレフェルト生まれ。
ヴェルナー・ホイトリンクとアンドレ・ゲルトラーの両氏に師事。
ハノーファー音楽大学を卒業

後、
ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団に第 1ヴァイオリン奏者として入団。
その後1980 年より、
ベルリン・ドイツ交響楽団

の第 1コンサートマスターを務め、
1987 年からバイロイト祝祭管弦楽団のコンサートマスターを務めている。
ソリストとしても、

ウラジミール・アシュケナージ、ケント・ナガノ、リッカルド・シャイー、インゴ・メッツマッハー、ゲルト・アルブレヒトなどの

指揮者と共演。
室内楽でも活躍し、ベルリン・フィル弦楽六重奏団のメンバーとして活躍するほか、自ら結成したハルトーク

弦楽四重奏団では、
ハイドン、
シューベルトの弦楽四重奏曲全曲を複数回にわたり演奏している。
また、
長年にわたりベルリン

芸術大学で教鞭を執っており、
ドイツ、
イタリア、
日本、
オーストラリアなどでも後進の指導にあたっている。

ヨナーシュ・クレイチ
Jonáš Krejčí (Cello)

ロンドンで生まれプラハで育つ。プラハ音楽院で学んだ後ロンドンのウィリアム・プリースに師事。南カリフォルニア大学

から奨学金を得て4 年間アメリカで研鑽を積みカーネギーホール等に出演。現在、ウイーン室内オーケストラ第 1首席奏者

であり、ウイーン・フィルハーモニー管弦楽団でも演奏している。ソリストとして活躍する他、ロンドン英国王立音楽院、
スイスウィンターシュ- 音楽院やアメリカでもマスタークラスを持ち指導にあたっている。

シンシア・リョウ

Cynthia Liao (Viola)
台湾、台北生まれ。
台湾においてヴィオラと作曲の指導を受け渡墺。ウィーン国立音楽大学でトーマス・カクシュカに

ヴィオラを師事し 2000 年に卒業。
アルティス・カルテット、ウィーン四重奏団、2004 年にはブルックナーオーケストラの
トップ奏者、2005 年から現代音楽のウイ ーン「アンサンブルレコンシル」のメンバー。ベルリン・ジャズ音楽祭、ダブリ
ンジャズ音楽祭などヨーロッパで多くのコンサートに出演している。

SUMIYOSHI

●JR・六甲ライナー「住吉駅」南側 徒歩3分
●市バス35・37・38・39系統・阪神バス「住吉駅前」 徒歩5分

住吉

東灘区総合庁舎

住吉駅前バス停

東灘区民センター

大阪→

OSAKA

魚崎

神戸市東灘区 住吉東町 5-1-16 TEL : 078-822-8333

←三宮

SANNOMIYA

JR東海道本線

六甲ライナー

神戸市立東灘区民センター
うはらホール （5F 大ホール）

住吉

住吉

阪神電鉄

魚崎

