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フューリンガー（ヴィオラ）

大友 肇
（チェロ）

カール＝ハインツ・シュッツ
ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団首席フルート奏者

ウェルナー・ヒンク
（ヴァイオリン）

ジークフリート・
フューリンガー（ヴィオラ）

大友 肇
（チェロ）

★お問い合わせ：
 03-5790-5560
●主催：ジャパン・カルチャー・ネットワーク㈱／カメラータ・トウキョウ
●協力：村松楽器販売株式会社／公益財団法人 関信越音楽協会
●後援：中央区 中央区在住在勤の方には割引があります。
  詳細はジャパン・カルチャー・ネットワーク㈱
  03-5645-3921までお問い合わせください。

■チケット取扱
カメラータ・トウキョウ 03-5790-5560 
 http://www.camerata.co.jp

チケットぴあ 0570-02-9999［Pコード：268-502］
 http://t.pia.jp

e+（イープラス） http://eplus.jp/

カール＝ハインツ・シュッツ

モーツァルト：フルート四重奏曲集 
CD発売記念演奏会
Karl-Heinz Schütz | flute

Werner Hink | violin

Siegfried Führlinger | viola

Hajime Otomo | violoncello

2015年

9|1火 PM 6:30開場／PM 7:00開演

●入場料（全指定席・税込） 
S6,000円／A5,000円／B4,000円
学生4,000円［学生券はカメラータ・トウキョウのみ取り扱い］

W.A.モーツァルト | W.A.Mozart

フルート四重奏曲 第1番 ニ長調 K.285
Quartet for Flute, Violin, Viola and Violoncello No.1 in D Major K.285

フルート四重奏曲 第2番 ト長調 K.285a
Quartet for Flute, Violin, Viola and Violoncello No.2 in G Major K.285a

フルート四重奏曲 第3番 ハ長調 K.Anh.171（285b）
Quartet for Flute, Violin, Viola and Violoncello No.3 in C Major K.Anh.171 (285b)

フルート四重奏曲 第4番 イ長調 K.298
Quartet for Flute, Violin, Viola and Violoncello No.4 in A Major K.298

フルート四重奏曲 ヘ長調 K.370（368b）
［原曲：オーボエ四重奏曲 ヘ長調 K.370（368b）］

Quartet for Flute, Violin, Viola and Violoncello in F Major K.370 (368b)
[original: Quartet for Oboe, Violin, Viola and Violoncello in F Major K.370 (368b)]

●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。

［東京都千代田区大手町1-3-7 日経ビル3階］

ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団首席フルート奏者

カール＝ハインツ・シュッツ／2015/09/01／日経ホール（表）
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●発売元：㈱ www.camerata.co.jp facebook.com/cameratatokyo

プロフィール | profile●カール・ハインツ＝シュッツ（フルート）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Karl-Heinz Schütz, flute
　ウィーン国立歌劇場ならびにウィーン・フィルハーモニー管弦楽団の首席フルート
奏者を2011年12月よりつとめている。2005年9月より、ウィーン・コンセルヴァトリウ
ム私立音楽大学教授。ウィーン交響楽団、シュトゥットガルト・フィルハーモニー管
弦楽団で首席を歴任。エヴァ・アムスラー、オーレル・ニコレ、フィリップ・ベルノ
ルドに師事。
　ソリストとして、ウィーン交響楽団、アカデミー室内管弦楽団、NHK交響楽団など
著名なオーケストラと、ファビオ・ルイジ、サー・ネヴィル・マリナー、尾高忠明等
の指揮で共演。室内楽にも熱心で、故ヴォルフガング・シュルツの後を継ぎ、アンサ
ンブル・ウィーン＝ベルリンとウィーン・リング・アンサンブルなどで活躍している。

●ウェルナー・ヒンク（ヴァイオリン）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Werner Hink, violin
　ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団の元第1コンサートマスター。ウィーン弦楽
四重奏団および八重奏団のリーダー。ウィーン市立音楽院でヴァイオリンを専攻した
後、ウィーン・アカデミーでフランツ・サモイル教授の教えを受け、1962年最優秀に
て卒業。1964年ウィーン・フィルの第1ヴァイオリン奏者。1968年第1ヴァイオリン
の首席奏者、1974年にコンサートマスター就任。1964年「ウィーン弦楽四重奏団」を
同オーケストラ・メンバーと結成。コンツェルトハウス弦楽四重奏団の活動を引き継
ぐ形で、ウィーン楽友協会等に定期的に出演。RCAとカメラータに多数の弦楽四重
奏の録音を残し、シューベルト『死と乙女』はレコード・アカデミー賞を受賞した。そ
の成功はヒンクのソロに負うところが大きい。

●ジークフリート・フューリンガー（ヴィオラ）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Siegfried Führlinger, viola
　ウィーン音楽院でフランツ・サモイル教授に師事。1965年、ヴィオラに転向し、ソ
リストとしての活動を開始する。1967年ウィーン交響楽団と契約。同時にニコラウ
ス・アーノンクールの合奏団「コンツェトゥス・ムジクス」に入団。1971年よりウィー
ン国立音楽大学教授、1973年ヴィオラ科主任教授となる。1980年、ウィーン六重奏団
を結成し、ヨーロッパはもとより日本、米国、中国などに演奏旅行。ザルツブルク、
ウィーン、エディンバラ、ベルリンなどの音楽祭への出演するほか、ロンドン、パリ、
ブリュッセル、アムステルダムで毎年コンサートを行っている。2008年度、東京藝術
大学名誉教授を務め、日本通に拍車がかかった。お気に入りは、京都国立博物館収蔵
の雪舟の水墨画。

●大友 肇（チェロ)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Hajime Otomo, violoncello
　1994年桐朋学園大学在学中に結成された、日本では数少ない常設の弦楽四重奏団
「クァルテット・エクセルシオ」のチェリスト。カルテットとして、2000年第5回パオ
ロ・ボルチアーニ国際弦楽四重奏コンクール最高位を受賞、以後、様々な賞を多数受
賞。これまでサントリーホールやカザルスホール等、多くのホールに出演。また、草
津夏期国際音楽アカデミー＆フェスティヴァルなどの音楽祭にも招待される。その活
動は、文字通り全国に広がっている。自主公演では、クラシックなレパートリーを幅
広く網羅する一方、現代音楽も積極的に取り上げる。現在、東京芸術大学室内楽講
座の講師および、サントリーホール「室内楽アカデミー」でコーチング・ファカルティ
を勤め、後進の指導にもあたっている。個人として2015年第13回齋藤秀雄メモリアル
基金賞受賞。

▶東京メトロ
千代田線 「大手町駅」 神田橋方面改札より徒歩約2分
丸ノ内線 「大手町駅」 サンケイ前交差点方面改札より
  徒歩5分
半蔵門線 「大手町駅」  大手町方面改札より徒歩約5分
東西線 「大手町駅」  中央改札より徒歩約9分
 「竹橋駅」  4番出口より徒歩約2分

▶都営地下鉄
三田線  「大手町駅」 大手町方面改札より徒歩約6分

★地下鉄 「大手町駅」 下車C2b出口直結

▶無料巡回バス「丸の内シャトル」
「日経ビル」下車。12～15分間隔で運行。
（※一部時間帯を除く ※1月1日のみ運休）
下記のホームページをご覧ください
http://www.hinomaru.co.jp/metrolink/marunouchi/index.html

〒100-8066 
東京都千代田区大手町1-3-7　日経ビル 3階

アクセスのご案内新時代のウィーン・フィル名首席奏者による決定盤

モーツァルト：フルート四重奏曲集
シュッツ、ダナイローヴァ、リー、ヴァルガ
●W.A.モーツァルト：
フルート四重奏曲 第1番 ニ長調 K.285／第2番 ト長調 K.285a
第3番 ハ長調 K.Anh.171（285b）／フルート四重奏曲 第4番 イ長調 K.298
フルート四重奏曲 ヘ長調 K.370（368b）［原曲：オーボエ四重奏曲 ヘ長調 K.370（368b）］

カール＝ハインツ・シュッツ（フルート）／アルベナ・ダナイローヴァ（ヴァイオリン）
トビアス・リー（ヴィオラ）／タマーシュ・ヴァルガ（チェロ）
録音：2014年6月／ウィーン

［CD］CMCD-28313  ￥2，800（＋税）　［Blu-ray］CMBD-80008  ￥3，333（＋税）
［ハイレゾ配信］クリプトンHQMストアでダウンロード販売中
 ▶www01.hqm-store.com

ブラームス：
フルート・ソナタ 作品120
（原曲：クラリネット・ソナタ 作品120）
●J.ブラームス（編曲：K－H.シュッツ）：
 フルート・ソナタ 第2番 変ホ長調 作品120-2
 （原曲：クラリネット・ソナタ 第2番 変ホ長調 作品120-2）
 フルート・ソナタ 第1番 へ短調 作品120-1
 （原曲：クラリネット・ソナタ 第1番 へ短調 作品120-1）
●P.ゴベール：2つのスケッチ
●C.サン＝サーンス：歌劇「アスカニオ」の
 バレエ音楽より：プシュケの前に現れたアモル
 アモルとプシュケの踊り／アモルのヴァリアシオン
カール＝ハインツ・シュッツ（フルート）
赤堀絵里子（ピアノ）
［CD］CMCD-99082  ￥2，300（＋税）

プロコフィエフ：
フルート・ソナタ 作品94
●S.プロコフィエフ：フルート・ソナタ ニ長調 作品94
●P.ヒンデミット：フルート・ソナタ
●J.ラウバー：グランド・ソナタ 嬰ハ短調 作品53
●F.マルタン：フルートとピアノのためのバラード
カール＝ハインツ・シュッツ（フルート）
赤堀絵里子（ピアノ）
［CD］CMCD-99081  ￥2，300（＋税）

本公演の
演目収録

カール＝ハインツ・シュッツ／2015/09/01／日経ホール（裏）


