Sérgio Carolino

Shimpei Tsugita

ヤマハチューバ・デュオライブ
セルジオ・カロリーノと次田心平が繰り広げる
想像を遥かに超える魅惑のデュオライブ、
2017年冬再び実現。
日本に旋風を巻き起こす！

2017 年 12月 21日（木）
東京公演

ヤマハ銀座ビル地下2F

ヤマハ銀座スタジオ

【開 演】19時00分（18時30分開場）

【主 催】株式会社ヤマハミュージックジャパン
【後 援】日本ユーフォニアム・テューバ協会（JETA）
【入場料】一般4,000円／学生2500円 ※学生の方は当日学生証をご提示ください
JETA会員は500円割引
（割引チケットのお求めはヤマハアトリエ東京まで）
【チケット購入、お問い合わせ】
オーパス・ワン Tel.042-313-3213 info@opus-one.jp
アトリエ東京 Tel.03-3574-0619（土日祝を除く平日10:30〜17:00）

リサイタルプログラム
◎ユーリコ・カラパトソ： チューバッハ（2016）* 日本初演
【編成】
チューバ2 本、
ピアノ

◎マルコ・ガット： ユーモレスク（2015）** 世界初演
【編成】
チューバ・ソロ、
ピアノ

◎ユーリコ・カラパトソ： チューバとピアノのためのソナタ（2017）* 日本初演
【編成】
チューバ・ソロ、
ピアノ

◎アンドリュー・バターハム： コヨーテとロードランナー（2017）*** 世界初演

2017 年 12月 18日（月）
大阪公演

三木楽器開成館サロン

【開 演】18時30分（18時00分開場）

【主 催】三木楽器Low Brass Center
【協 賛】株式会社ヤマハミュージックジャパン
【入場料】3,000円 ※当日券は500円増し
【チケット購入、お問い合わせ】
三木楽器Low Brass Center Tel.06-6343-1360 lowbrass@miki.co.jp
三木楽器Wind Forest
Tel.06-6251-4596

2017 年 12月 22日（金）
名古屋公演

宗次ホール

【編成】
チューバ2 本、
ピアノ

【開 演】18時45分（18時00分開場）

【編成】
チューバ2 本、
ドラム

【主 催】宗次ホール
【企画協力】
株式会社ヤマハミュージックジャパン
【入場料】一般3,500円／学生2,100円
［A列、B列中央23席限定］
：3,850円／ハーフ60：2,100円
チャリティーシート
【チケット購入、お問い合わせ】
宗次ホールチケットセンター Tel.052-265-1718（毎日10:00〜18:00）

◎マイク・フォーブス：フルティルト（2016）**** 日本初演
◎アストル・ピアソラ/編曲：マイク・フォーブス：リベルタンゴ 日本初演
【編成】
チューバ2 本、
カホン

◎マイク・フィッツパトリック： エス・キューブド（2017）* 世界初演
【編成】
チューバ2 本、
ピアノ

◎ジム・セルフ： ポケットチェンジ（2014/2016編）世界初演
【編成】
チューバ2 本、
ピアノ、
ドラム

* セルジオ・カロリーノ委嘱作品 以下同様
** 次田心平のために書かれた作品
*** セルジオ・カロリーノと次田心平のために書かれた作品
****トランスアトランティック・チューバ・コネクションのために書かれた作品
※都合により曲目が変更となる場合がございます。

【出 演】セルジオ・カロリーノ
（チューバ）

次田心平（チューバ）

※未就学児の入場はご遠慮ください

オーケストラ奏者としてだけではなく、
ビッグバンドやジャズ、
様々なジャンルでの活動で常に世界中のファンを驚かせてきたセルジオ・カロリーノ。
日本を代表するチューバ奏者で長年に亘る盟友・次田心平との迫力満点、魅惑のセッションを繰り広げます。
衝撃的な2015年の初ライブツアーから2年、更にパワーアップして再び登場。
想像を超える圧倒的なパフォーマンスは見逃せない！！
＜プロフィール＞

セルジオ・カロリーノ（チューバ）

染谷太郎（ドラム）

Sérgio Carolino

Taro Someya

1973年、ポルトガル出身。今最も注目を集めるチューバ奏者・指導者

の一人である。11歳でチューバを始め、
リスボン音楽院、
ジュネーブ

音楽院で学ぶ。
ピエール・ピルー氏（スイス・ロマンド管）、
シュムエル・

千葉県出身。10歳より打楽器

を始める。東京コンセルヴァト

アール尚美打楽器専攻卒業。

ヘルシュコ氏（イスラエル・フィル）
らに師事。古典曲からジャズ・即興

これまでに菅原淳、北野圭威

Trio、2tUBAS & friends、Mr.SC& The Wild Bones Gang等

「ロバの音楽座」他、オーケス

に至るまで、すべてをこなすマルチプレイヤー。EuropeanTuba

様々なスタイルの音楽グループ、ユニットを主宰。革新的な音楽を発

信し続けている。
ソロプレイヤーとしての演奏経験も豊富で、数々の
一流大学や音楽学校、世界数十カ国のフェスティヴァルでもマスター

クラスを実施。
これまでに浜松国際管楽器アカデミー＆フェスティヴァルのチューバ講師を務め、12年第44回
日本吹奏楽指導者クリニックにおいてはチューバ講座とソロリサイタルに加え大阪市音楽団（現在Osaka

Shion Wind Orchestra）
との共演を果たし大盛況に終わったことは記憶に新しい。13年にはポルトガル作家
協会によるSPAアワードのクラシック音楽部門を受賞。現在、ポルト高等音楽芸術院にてチューバと室内楽の教

授として更新の指導にあたる。02年よりポルト国立交響楽団首席チューバ奏者を務めている。今回が次田心平
氏とのヤマハチューバDUOによる2回目の日本ツアーとなる。

【使用楽器】YCB-826S、YFB-822Sライトウェイトモデル 【使用マウスピース】BB-CAROLINO

秩 、河 野 玲 子 各 氏 に 師 事 。

トラ、吹奏楽、各種アンサンブル、劇伴、
サポート、ゲスト出演

など活躍は多岐に渡る。
ドラムス、
コンサート＆ラテンパー

カッションの他、ニッチと分類される民族楽器をも操り、多
彩な音色とバランス感覚を持ち合わせている。

橋本礼奈（ピアノ）
Rena Hashimoto

東 京 都出身。東 京 音 楽 大 学

ピアノ専 攻 卒 業 。ピアノを小

山泰子、岡藤由希子の各氏に
師事。ピアノ専攻による卒業

次田心平（チューバ）

演奏会に出演。2001年ソレ

Shimpei Tsugita

イユ新人オーディションに合

1979年京都府生まれ。京都市立音楽高校（現・京都堀川音楽高校）

クール（フィンランド）1次予選、2013、2014年テューバマ

を経て京都市立芸術大学を首席で卒業。同時に音楽学部賞、京都音
楽協会賞を受賞。第24回日本管打楽器コンクールにおいて満場一

致の第1位を獲得。2008年3月まで日本フィルハーモニー交響楽団

に在籍。その後読売日本交響楽団テューバ奏者となる。
これまでに日

格、新人演奏会に出演。2001年ラハティユーフォニアムコン

ニア国際フェスティバル（タイ）、2014年 International
Tuba Euphonium Conference（アメリカ）
、済州島国
際 管 楽 器 コンクー ル（ 韓 国 ）テュー バ 部 門 、2 0 1 5 年

Northeast Regional Tuba & Euphonium Conferenc

本フィルハーモニー交響楽団、読売日本交響楽団とテューバ協奏曲

（アメリカ）
にて公式ピアニストを務める。2014年、
日本セン

際テューバ・ユーフォニアム大会、ポルトガルのローブラスの音楽祭"

ク」、大植英次プロデュース
「大阪クラシック〜街にあふれる

を共演。オーストリアのリンツ、
アメリカのインディアナ、テネシーの国

グラヴィッシモ！"にそれぞれゲストアーティストとして参加。演奏会や

マスタークラスを開催する。2015年にはセルジオ・カロリーノ氏とデュオコンサートのツアーも行なった
（東京公

演のライブ録音が「Yamaha Tuba Duo/ Super Live!」
としてオクタヴィア・レコードよりリリースされている）。

また、侍Brass、
ワーヘリ、The Tuba band、
なにわ
《オーケストラル》
ウィンズのメンバーとしても演奏活動およ

びCD録音を行なっている。これまでにDVD「テューバマスター」、CD「TuBest!」
（レコード芸術特選盤）

「Mr.Tuba!」
をリリース。
テューバを鹿島三嘉、武貞茂夫、
ダニエル・ペラントーニ、
ロジャー・ボボの各氏に師事。
洗足学園音楽大学准教授、東京音楽大学講師、尚美ミュージックカレッジ専門学校コンセルヴァトアールディプ

ロマコース講師として後進の育成にも力を注いでいる。

【使用楽器】YCB-826S、YFB-821S 【使用マウスピース】ROMERABRASS Shimpei38”忍”

ヤマハ銀座スタジオ

ヤマハスタジオ

ヤマハ銀座ビル地下2F

アトリエ東京

チュリー交響楽団と豊中市による「豊中まちなかクラシッ
音楽〜」
に出演。2015年 Italian Brass Week（イタリア）
参加。ʻ99年シドニーテューバマニア国際コンクール（オース

トラリア）、ʻ01年リエクサ国際テューバコンクール（フィンラ

ンド）、ʻ03年フィリップ・ジョーンズ管楽器コンクール（フラ
ンス）、ʻ02、ʻ04、ʻ06、ʻ10、ʻ12年済州島国際管楽器コン
クール（韓国）、ʻ12年マルクノイキルヒェン国際音楽コン
クールテューバ部門（ドイツ）
に伴奏者として参加。国内外で
のコンクール、
リサイタル、カンファレンスにおいて、上位入
賞者、著名な演奏家と多数共演している。

三木楽器開成館サロン

宗次ホール

