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4歳 でチェロを始める=1995年 10月 、13歳 でクリーヴランド管弦

楽団にデビューしチャイコフスキーの「ロココの主題による変奏

曲Jを 演奏.06年、レナード バーンスタイン賞受賞.08年、優秀

な演奏に対 して贈らオ■るリンカーンセンターのマーティン E
セーガル賞受賞。2010年 、ベルリン・フィルのヨーロッパ コン

サートのソリストとして、イギリスのロンドン、オクスフォードでダ

ニエル バレンボイ′、指揮の ド、エルガーの「チェロ協奏曲Jを

i寅奏.ま たオクスフォードのコンサートは1性 界中(1テ レビでライブ技送されまたDVD化 もされ

る.09年 11月 、オバマ大統領夫人主催のホワイトハウス クラシンク音楽 イベントの演奏者に

選ばれ、オバマ大統領と招待客の前で演奏する.10年 8月 、オスモ ヴアンスカ指揮 ミネソタ

交響楽団とBBCプロムスに登場 しショスタコーヴィチの「チェロ協奏曲第1番 Jを 演奏、続い

て11年 春、ユーリー テミルカーノフ指揮/サ ンクトペテルブルク フィルハーモニー交響楽団

とニューヨークのカーネギーホールなど14の 都市でこの協奏曲を演奏。これまでにベルリン

フィル、シカゴ交響楽団、ニューヨーク フィル、ボストン交響楽団、フィラデルフィア管弦楽

団、クリーヴランド管弦楽団、サンフランシスコ交響楽団、パリ管弦楽団、シュターツカペレ

ベルリン、チューリヒ トーンハレ管弦楽回、イスラエル フィル等と共:寅 =共演指揮者は、ダニ

エル バレンボイム、ロリン マゼール、グスターヴ
= ド●グズル、ズービン メータ、ヘスス ロ

ペス=コ ボス、パーヴォ ヤルヴィ、クリストフ エッシェンバ ノハ、イツ‐―ク パールマン、など

鈴々たる顔ぶれである.2013年 1月 、デンカ移著第 1弾アルバ
`、

、エルガー&カ ーター :チ ェロ

協奏曲 (バ レンボイム指揮シュターツカベレ ベル1'ン を
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テル アヴィヴ生まれ。3歳 でピアノを

始める。11歳でオーケストラと協奏曲

デビュー.ヴィクトール デレヴィヤン

コ、クリストファー エルトン、レオン

フライシャーのもとで研鑽を積む。

2006年からニューヨーク在住.2006年、クリーヴランド管弦楽

団、サンフランシスコ交響楽団等と共演デビューを果たし、ま

たニューヨークのカーネギーホール、メトロポリタン美術館等

でコンサートを行う。2009年、名誉あるエイヴリー・フイッ

シャー キャリア グラント受賞。2011/12年 シーズンは、リン

カーンセンターの「グレートパーフォーマーズ シリーズJでの

ソロ リサイタル、リンカーンセンター室内楽協会のツアーで
ニューヨークとアメリカ各地で演奏.2012年 2月 、チェロのアリ

サ ワイラースタインとヨーロッパ8都 ‖jの ツアーを行う。室内

楽にも熱心で、2008年、2年ごとに特に優れた室内楽ピアニスト

に与えられるアンドリュー・ヴォルフ メモリアル アワードを受

賞。これまでにスポーレート(USA)音楽祭、アスペン音楽祭、

サンタフェ青楽祭、シアトル楽音楽祭等に招待される。2006

年、デビュー ソロCD「 シューベルト:ピアノ作品集」を、2012年

セカンド ソロCD「 ラヴェル:夜のカスパールイ也Jを リリース。
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