
This concert is presented by AKITA Prefectural Government.
アトリオン音楽ホール 12月の秋田県主催事業

主催／秋田県、ABS秋田放送

2017.12.13（水）
アトリオン音楽ホール
18：30開演（18：00開場／20：30終演予定）

※学生券の対象は25歳までの学生で、ご入場の際は学生証の提示が必要です。
●前売りにてチケットが完売した場合、当日券の販売はありません。
●未就学児のご入場は出来ません。小学１年生以上のお客様は入場券が必要です。
　また、ご入場には一人一枚のチケットが必要です。

一般前売／4,000円
（当日￥4,500）

学生／2,000円
（エリア限定100席）

全席
指定
9／14㈭
チケット
発売

ディートマル・
キューブルベック
（ウィーン・フィル／首席トロンボーン奏者）
Dietmar Küblböck

ガボール・タルケヴィ
（ベルリン・フィル／首席トランペット奏者）
Gábor Tarkövi

アレクサンダー・
フォン・プットカマー
（ベルリン・フィル／テューバ奏者）
Alexander von Puttkamer

ギヨーム・イェル
（ベルリン・フィル／トランペット奏者）
Guillaume Jehl

トーマス・イェプストル
（ウィーン・フィル／ホルン奏者）
Thomas Jöbstl

世界二大名門オーケストラによる夢のブラスアンサンブル

ウィーン=ベルリン
ブラス・クインテット
Wien-Berlin Brass Quintet

モンテヴェルディ：歌劇『オルフェオ』より「トッカータ」
ホルボーン：エリザベス王朝のダンス組曲
J . S . バッハ：コラール「われ 汝に 呼ばわる、主イエス・キリストよ」BWV639
　　　　　　　クリスマス・オラトリオ BWV248 より「われ主のためにのみ生きん」
モーツァルト：アダージョとフーガ ハ短調 K.546

ドヴォルザーク：ユモレスク
バ ル ト ー ク：ルーマニア民俗舞曲 Sz.56
ラルフ・ブレイン：あなたに楽しいクリスマスを
バーンスタイン：ダンス組曲
ピ ア ソ ラ：コラールとタンゴ　　ほか

Program



人気・実力ともに常に世界トップのウィーン・フィルとベルリン・
フィル。黄金の歴史を誇る二大名門オーケストラの金管奏者５名が、
世界中を飛び回るオーケストラの超過密スケジュールの合間を縫って
秋田に集います。
ベルリン・フィルからはオーケストラの花形・トランペットのタルケヴィ
（首席奏者）とイェル、最低音でアンサンブルの土台を支えるテューバの
プットカマー。そしてウィーン・フィルからは、いぶし銀のホルン
奏者イェプストルとトロンボーンのキューブルベック（首席奏者）。
まさに音楽ファン垂涎の豪華な顔ぶれ。歴史と伝統に培われた極上の
ブラス・サウンドに酔いしれてください。
アトリオン音楽ホールが贈る、一足早い贅沢な音楽のクリスマス・
プレゼント。お聴き逃しなく！

ガボール・タルケヴィ	 Gábor Tarkövi / Trumpet
1969年ハンガリーのエステルゴム生まれ。代々の音楽一家に生まれ、ピアノとクラリネットを学び、やがてトランペットに魅せられ、
父親のイシュトヴァーン・タルケヴィに手ほどきを受ける。早くからオーケストラ奏者を目指すほどトランペットに打ち込むように
なる。ジェール音楽学校、フランツ・リスト音楽学校を経て、フランツ・リスト音楽院を卒業。ジェルジ・ガイガー、ハンス・ガンシュ、
ジェルジ・クルタークなどに師事し、大きな影響を受ける。ベルリン交響楽団ソロ奏者、ヴュルテンベルク・フィルハーモニー
管弦楽団首席奏者、バイエルン放送交響楽団ソロ奏者を経て、2005年よりベルリン・フィル首席奏者を務めている。オーケストラで
の活動に加え、〈プロ・ブラス〉、〈オーストリア・ブラス・コネクション〉などのアンサンブルのメンバーとしても活躍している。
ソリストとしてもヨーロッパ各地、アメリカなどで多く出演しており、ベルリン・フィル、ミュンヘン・バッハ管弦楽団、バイエルン
放送響室内管、中国フィル、バッハ・コレギウム・ミュンヘン、オーケストラ・アンサンブル金沢などと共演。日本では、2010年
５月に東京で開催されたリサイタルが、NHK-BSでも放送され、大きな反響を呼んだ。ヨーロッパ、アジアなど世界各地でマスター
クラスを開催し、2005年以降ベルリン・カラヤン・オーケストラ・アカデミーでも教鞭をとっている。http://www.tarkoevigabor.com/

ギヨーム・イェル
Guillaume Jehl / Trumpet

８歳でフランスのアルザスでトランペットを
始める。ミュルーズ音楽院を卒業後、パリ音楽院
を首席卒業。1998年、ボルドー・アキテーヌ
管弦楽団第２トランペット奏者に就任。その後、
2000年にフランス国立管弦楽団の第２奏者、2001年
には、バーゼル交響楽団のソロ・トランペット
奏者、2006年には、フランス国立管弦楽団のソロ・
トランペット奏者を経て、2009年に、ベルリン・
フィルハーモニー管弦楽団に入団。近年は、
バーゼル交響楽団、フランス国立管弦楽団の
ソリストとして出演する他、室内楽奏者としても
活躍している。

トーマス・イェプストル
Thomas Jöbstl / Horn

1978年ヴォルクスベルク生まれ。ウィーンの音楽
大学にて、ローランド・ベルガーの元で学ぶ。
1992年ウィーン楽友協会にソリストとして出演。
1997年ウィーン・フォルクスオーパー管弦楽団の
首席奏者に就任。1999年にはBunkamura
オーチャードホール賞を受賞。2000年より
ベルガーのアシスタントとして後進の指導に
あたる。2001年よりウィーン国立歌劇場管弦楽団
第２ホルン奏者として活動。その他、ソリスト
として、また室内楽奏者としても活動し、ウィーン・
ホルン・アンサンブルやウィンナ・ホルンズの
創立メンバーでもある。2004年よりウィーン・
フィルハーモニー管弦楽団に在籍。

アレクサンダー・フォン・プットカマー
Alexander von Puttkamer / Tuba

当初はトランペットを希望するが、地元の音楽学校に
トランペットの空きは無く希望は叶わず。そこへ、
家族ぐるみの友人であったテューバ奏者からテューバが
与えられる。プットカマーはこの楽器をすっかり
気に入り、それ以来テューバ一筋。早くからドイツ連邦
青少年管弦楽団、ユンゲドイツフィルハーモニー、
EUユース管弦楽団などの多くのユースオーケストラ
にて活躍。ハンブルク音楽演劇大学にてワルター・
ヒルガースに師事した後、1996年ハンブルク北ドイツ
放送交響楽団に入団。1998年〜2004年バイエルン国立
管弦楽団、2004〜2007年バイエルン放送交響楽団を経て、
現在ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団メンバー。
1999年以来、バイロイト祝祭管弦楽団メンバーとしても
活躍している。

ディートマル・キューブルベック
Dietmar Küblböck / Trombone

1963年６月８日リンツ生まれ。父親のホルスト・
キューブルベックにトロンボーンを学び、1982年から
1989年までウィーン交響楽団、1999年よりウィーン
国立歌劇場管弦楽団およびウィーン・フィルハーモニー
管弦楽団の首席トロンボーン奏者を務めている。
グラーツ音楽大学教授を務めた後、2001年よりウィーン
音楽大学教授を務める。コンツェントゥス・ムジクス・
ウィーン、ウィーン・トロンボーン四重奏団、アンサンブル・
コントラプンクテ、ウィーン・ヴィルトゥオーゼンなど
多くのアンサンブルでも活躍。また、ソリストとしても
ヨーロッパ、ニューヨーク、ロシア、アジアでリサイタル
を行う。

Member Profile

Wien-Berlin Brass Quintet

ウィーン=ベルリン
ブラス・クインテット

〇やむを得ない事情により、出演者・曲目などが変更になる場合がございます。
〇お買い求めいただきましたチケットのキャンセル、変更はできません。
〇演奏中は入退場できません。
〇未就学児のご入場はできません。小学１年生以上のお客様は入場券が必要です。また、ご入場には１人１枚チケットが必要です。
〇場内での写真撮影・録音・録画・携帯電話の使用は固くお断りいたします。
〇ネットオークションなどによるチケットの転売は、トラブルの原因となりますのでお断りいたします。

次のことを
あらかじめご承知の上、
チケットをお求め下さい。

※	 広小路、仲小路、中央通りは終日一方通行です。（ 印）
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●	アトリオンに無料駐車場はございませんので、
最寄りの有料駐車場をご利用ください。

●	当日はアトリオン南駐車場のサービス券・100円
分（後日利用可）を進呈いたします。

 アトリオン音楽ホール 検  索

電話予約できます
※会員登録が必要です（無料）。
※お一人様１公演につき５枚まで
ご予約可。

年中無休  10：00～17：00
※ただし全館休館日、年末年始を除く

アトリオン主催
コンサートチケットは 秋田アトリオン事業部

☎018-836-7803

生後５ヶ月～小学３年生のお子さまをお預かりします。お申し込みは公演10日前までどうぞ。託児サービス（無料）

秋田市	 ヤマハミュージックリテイリング秋田店	 ☎018(835)5091
秋田市	 県消生協(県庁売店)	 ☎018(860)3570
秋田市	 細 川 レ コ ー ド 店	 ☎018(845)0020
秋田市	 さきがけニュースカフェ	 ☎018(874)8171

秋田市	 c a o c a広場(トピコ)	 ☎018(889)3580
秋田市	 カワイ楽器秋田ショップ	 ☎018(834)2137

大仙市	 タカヤナギ		イーストモール	 ☎0187(62)1001
由利本荘市	 ミュージックショップ	ササヤ	 ☎0184(23)3511
横手市	 イオンスーパーセンター横手南店	 ☎0182(35)2340
湯沢市	 お び き ゅ う	 ☎0183(73)1121

チケット
受付電話
お問合せ

秋田市中通2-3-8		アトリオンビル4F
［HP］http://www.kosei-buil.co.jp/atorion/

アトリオン
音楽ホール

プレイガイド 9／14㈭  チケット発売
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