
〒663-8204 兵庫県西宮市高松町2-22阪急西宮北口駅南改札口スグ／JR西宮駅より徒歩15分（阪急バス7分）

※未就学児童のご入場はご遠慮ください。※やむを得ない事情により、出演者、曲目等が変更になる

場合がございます。予めご了承ください。　主催：兵庫県、兵庫県立芸術文化センター

発売日 ☎0798-68-0255 月曜休み ※祝日の場合翌日
10:00AM – 5:00PM

http://www.gcenter-hyogo.jpインターネット予約7/30（土）
※窓口での販売（残席がある場合）は7/31（日）より

2:00PM開演（1:30PM開場）
A ¥ 4,000 B ¥ 3,000 （税込／全席指定）2022. （日）10/2

芸術文化センターチケットオフィス

八重奏でツィゴイネルワイゼン
オ ク テ ッ ト

ベートーヴェン（M.ウッキ編）：交響曲 第8番

J.M.シュタウト：YATTSU（2021）　日本初演
　～ルートヴィヒ・チェンバー・プレイヤーズによる委嘱作品～　

J.シュトラウスⅡ世（M.ウッキ編）：ワルツ『ウィーン気質』

サラサーテ（M.ウッキ編）：ツィゴイネルワイゼン

Beethoven : Symphony No. 8 in F major, op. 93 for chamber octet by M.Ucki

J.M.Staud : YATTU(2021) 〔 Japan Premiere〕 

J.StraussⅡ : Wiener Blut for chamber octet by M.Ucki

Sarasate : Zigeunerweisen for chamber octet by M.Ucki

オッフェンバック（M.ウッキ編）：ジャクリーヌの涙　

ブラームス（M.ウッキ編）：交響曲 第3番 第3楽章

ピアソラ（M.ウッキ編）：キチョ

グリンカ（M.ウッキ編）：『ルスランとリュドミラ』序曲　

Offenbach : Les Larmes de Jacqueline for chamber octet by M.Ucki

Brahms : Symphony No. 3 in F major, op. 90, 3rd movement for chamber octet by M.Ucki

Piazzolla : Kicho  for chamber octet by M.Ucki

Glinka : Overture to “Ruslan and Lyudmila” for chamber octet by M.Ucki
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世界が注目する、煌めく実力派アンサンブル

2013年、欧州で活躍する日本人若手演奏家とシュトゥットガルト放送響のメンバーたちが、シュトゥットガルトで奇跡的な出会いを果
たし、尊敬する作曲家ベートーヴェンにあやかり「ルートヴィヒ・チェンバー・プレイヤーズ」としてグループが結成された。18～19世紀の室内
楽を中心に、近・現代音楽にも意欲的に取り組み、2013年 東京・春・音楽祭に出演、続く2014年はラ・フォル・ジュルネをはじめ全国6都
市のツアーを展開、2015年の日本ツアーでは、東京交響楽団ソロ・コンサートマスターの水谷晃が加わり、念願であったシューベルト
の八重奏を全国6都市で演奏。2016年10月にも6公演による全国ツアーを行い好評を得た。
2017年からは、常にシューベルトの八重奏曲を演奏できるようヴァイオリニストをひとり加えて、名称も「ルートヴィヒ・チェンバー・

プレイヤーズ・シュトゥットガルト」と改名し、さらに発展した活動をヨーロッパとアジアで展開している。
2020年の来日公演がコロナ禍で中止となったため、2022年は4年ぶり待望の来日となる。

ドイツ出身。ドルトムント歌劇場、シュトゥットガルト州立歌劇場を
経て、2004年よりシュトゥットガルト放送交響楽団の首席奏者。10
年よりバイロイト祝祭管弦楽団の首席奏者。

ホルン    ヴォルフガング・ヴィプフラー  Wolfgang Wipfler, Horn

ドイツ出身。2002年よりシュトゥットガルト放送交響楽団のソロ奏
者。多くの国でマスタークラスを開き、後進の指導にも精力的に活動
しているほか、錚々たる一流奏者と共演を重ねる。

ファゴット    ハンノ・ドネヴェーグ  Hanno Dönneweg, Bassoon

ドイツ出身。1985年よりシュトゥットガルト放送交響楽団首席クラリ
ネット奏者。ソリストとして多くの有名オーケストラとの共演、室内楽
のCD録音等、ドイツで活躍。

クラリネット    ディルク・アルトマン  Dirk Altmann, Clarinet

2007年シュトゥットガルト放送交響楽団に入団。10年よりサイトウ・キネ
ン・オーケストラのメンバーとして公演に参加。兵庫県立西宮高校音楽科
出身、15年兵庫県芸術奨励賞、神戸文化奨励賞受賞。

コントラバス    幣 隆太朗  Ryutaro Hei, Contrabass

2010年ミュンヘン国際音楽コンクールで第2位を受賞。日本の主要
オーケストラ、バイエルン放送交響楽団、ミュンヘン室内管弦楽団な
どのオーケストラと共演。

チェロ    横坂 源  Gen Yokosaka, Cello

ラトビア出身。ギドン・クレーメルが指揮を務める、“クレメラータ・バ
ルティカ”に首席ヴィオラ奏者として招かれる。2004年よりシュ
トゥットガルト放送交響楽団に在籍。

ヴィオラ    ヤニス・リールバルディス  Janis Lielbardis, Viola

アメリカ出身。2002年より、シュトゥットガルト放送交響楽団の第2
ヴァイオリン首席奏者を務める。また、ヘーゲル弦楽四重奏団の創設
メンバーとしても活躍中。

ヴァイオリン    エミリー・ケルナー  Emily Körner, Ｖiolin

2007年ミュンヘン国際音楽コンクール第2位及び聴衆賞等受賞歴
多数。ソリストとして活躍するほか、20年4月よりＮＨＫ交響楽団ゲス
ト・コンサートマスターに就任。

ヴァイオリン    白井 圭  Kei Shirai, Violin

ルートヴィヒ・チェンバー・プレイヤーズ・シュトゥットガルト

2018年、芸術文化センターに初登場した
ルートヴィヒ・チェンバーの演奏は、
躍動感溢れる音楽とエネルギーで
観客の心を鷲掴みにしました。

日本の若手を代表する奏者として頭角をあらわし、
すでに日本を牽引する存在として活躍を見せる３人
―ミュンヘン ・コンクール入賞者の白井圭（ヴァイオリン）、横坂源（チェロ）、
県立西宮高校出身で2007年からドイツの名門シュトゥットガルト放送響に
在籍する幣隆太朗（コントラバス）―と、
シュトゥットガルト放送響の名手たちが織り成す、珠玉のアンサンブル。

“ルートヴィヒ”という名からわかるように、彼らが敬愛するベートーヴェンの交響曲第8番の八重奏版をはじめ、
ウィーンの作曲家シュタウトに委嘱した新作、シュトラウスのワルツにピアソラまで、バラエティーに富んだ名曲の数々。
彼らの息づかいまで感じられる濃密な空間を存分にお楽しみください！

LUDWIG CHAMBER PLAYERS STUTTGART

《チケットご購入のお客様へお願い》 新型コロナウイルス感染予防対策にご協力をお願いします

※芸術文化センターでのご購入時には、来場者情報把握のため、先行予約会員（無料）へのご登録をお願いしております。

なお、お一人様2枚までとさせていただきます。

※37.5℃以上の発熱がある方は入場をお断りさせていただきます。

※マスクを着用されない方はご入場いただけません。（マウスシールド不可）

※感染の再拡大等により、公演の中止や、出演者、公演内容、座席配置等が変更となる場合がございます。

ご来場前にウェブサイト掲載の〈当センターをご利用のお客様へ〉をご確認ください
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