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音楽活動を通じて地域社会に貢献する認定NPO法人です。第一生命ホールを拠点とし、音楽
を中心とした芸術活動と周辺地域を中心としたコミュニティ活動を2本の柱として、会員とサポーター

（ボランティア）、寄付者の皆様の支えを受けて行っています。

チケットデスク☎03-3532-5702（平日11:00〜18:00）

第一生命ホールへのアクセス

トリトン・アーツ・ネットワークとは

◇都営大江戸線「勝どき駅」A2a出口 徒歩8分
◇有楽町線・都営大江戸線「月島駅」10番出口 徒歩15分
◇都営バス「都03」・「都05」・「東15」「錦13甲」系統利用可
◇晴海ライナー（路線バス）「晴海トリトンスクエア」下車（1F直結）
◇有料駐車場あり
◆豊洲周辺にお住まいの方は、自転車も便利です!!

767席の室内楽ホール、ダイナミックな音から繊細な音まで心地よく響きます
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トリトンアーツ通信

トリトンアーツ 検索最新の情報はこちらへ！！
http://www.triton-arts.net

5月14日（土）14:00
室内楽の魅力
ブラームス第3回〜若き日の恋
■S席￥5,000　■A席￥4,500　 
■B席￥3,500　■ヤング￥1,500 
＊他セット券あり

若きブラームスの
ロマンあふれる室内楽を
堀正文と弦の名手たち＆
萩原麻未（ピアノ）

これからのオススメ公演

5月27日（金）11:00 （12:30終演予定）

雄大と行く 昼の音楽さんぽ
第5回 さすらいの詩 魂の歌
■一般￥2,000 
■お友だち割￥1,500 
　 （3枚以上同時購入で1枚あたり／電話

予約のみ取扱い）
＊他セット券あり

音楽ライター、山野雄大がご案内
与那城敬（バリトン）＆
小川里美（ソプラノ）

ミュンヘン国際コンクール優勝のトリオ・ヴァンダラーによる妙技
6月4日（土）14:00  室内楽の魅力  ブラームス第4回〜トゥーン湖畔の夏

楽器を持って集まろう！ グランドロビーコンサートNews

假屋崎省吾と聴く
児玉麻里 ベートーヴェン ピアノ・ソナタ選集Ⅰ
ピアノに造詣が深い華道家、假屋崎省吾がトークゲストで出演
7月1日（金）14：00開演

假屋崎省吾児玉麻里

P.2

P.3

P.4

インタビュー

バズファイブ結成20周年記念公演
6月12日（日）13:30  Buzz Five  20th  Anniversary  Concert

インタビュー

大人気、ロビーでよちよちコンサート申込受付開始!!News

おかげさまで15周年



【中央区】＊トリトンスクエア内〈飲食店〉 炭火焼肉トラジ、セガフレード・ザネッティ、信州そば処 そじ坊、エクセルシオールカフェ、インド料理・ボンベイカフェ、 
翠江堂、和幸、築地食堂源ちゃん、鴻星海鮮酒家、PRONTO、阿里城、SUBWAY、成城石井、TXカフェ　＊トリトンスクエア内〈その他〉トモズ、 
バイシクルセオ、ファミリーマート、HARERU、VISAGE inti、アロマブルーム、On the Desk、カラダファクトリー晴海店、JINS、中央コンタクト、晴海眼科、 
パレットプラザ、晴海トリトン歯科クリニック　＊トリトンスクエア外 ピアノアートサロン、山野楽器、中央区役所広報課、中央区内各公民館、日本橋図書館、 

トリトンアーツ通信はここに置いてあります。
配布にご協力いただける方、置いていただけるお店を大募集！

　「私たちは、ある年スイスのトゥーン湖畔
の小さな村、シュピーツでのコンサートに招
かれました。ブラームスはトゥーン湖で休日
を過ごした時、いくつかの作品を書きました
ので、それを演奏することにしました。チェ
ロ・ソナタ第2番ヘ長調 Op.99、ヴァイオ
リン・ソナタ第2番イ長調 Op.100、ピアノ
三重奏曲第3番 ハ短調 Op.101です。
　ブラームスは穏やかさが支配する場所が
好きでしたが、この湖畔で“孤独”という彼の

　第一生命ホールで楽しむ「室内楽の魅力」ブラームス編の第4回にはフランスから世界最高峰のトリオ・ヴァンダラーが登場します。腕利き3
人がパリ音楽院で結成、ミュンヘン国際コンクール優勝、すでにトリオとして30年近い歴史を刻む本場のグループによる妙技をお楽しみいた
だきます。プログラムは、ブラームスが1886年にスイスのトゥーン湖畔で書いた室内楽を中心としたもの。トリオ・ヴァンダラーのピアニスト、
ヴァンサン・コックからのメッセージをご紹介しましょう。

Interview
インタビュー

假屋崎省吾と聴く
児玉麻里　ベートーヴェン ピアノ・ソナタ選集Ⅰ

Interview
インタビュー

室内楽の魅力〜ブラームス第4回
トリオ・ヴァンダラーによる「トゥーン湖畔の夏」

音楽のメインテーマともいうべきものと向き
合っていたのです。我々はま
さにその場所でブラームスが
感じたことを再現することを
試み、大変な好評を得るとと
もにブラームスの音楽を深め
ることができたと確信してい
ます」

　第一生命ホールでは、このトゥーン湖で書
かれたチェロ・ソナタ第2番とピアノ三重奏
曲第3番の他、ピアノ三重奏曲第1番も演奏
します。どうぞ、130年前のトゥーン湖畔で
のブラームスに想いを馳せながらお楽しみく
ださい。 ［聞き手・文：田中玲子］

チケット
好評発売中

——ベートーヴェン、そしてベートーヴェンの
ピアノ・ソナタは児玉さんにとって、どんな
存在でしょうか。

児玉：クラッシック音楽のエヴェレスト。もっ
ともむずかしく、また弾きがいのある曲ですね。

——今回演奏していただく、「月光」「ワルトシュ
タイン」「熱情」は、どれも非常に有名で、お客様
の中にもいろいろなイメージがすでにあると思い
ますが、どのように演奏したいと思われますか。

児玉：もっとも喜びと希望にあふれる「ワルト
シュタイン」、夢のような「月光」、暗い情熱
あふれる「熱情」、それぞれの世界への旅に、
みなさまをお連れできればと願っています。

——この新年は假屋崎さんがパリの児玉さん
のご自宅に滞在されたとか。どのように過ご
されましたか。

児玉：まず大晦日の午後、ハンブルグで主人
（ケント・ナガノさん）が指揮をしたジルヴェ
スターコンサートをいっしょに聴き、最終便
でパリへ。母が用意してくれていたお蕎麦を、
ごく親しいパリとアメリカの友人たちとも
いっしょにいただき、夜中12時にバルコニー
でシャンパンで乾杯。友人たちや家族の幸
せを願いながら花火やエッフェル搭を眺め、
新しい年を迎えました。

——ステージでの共演は初めてですが、今
回の舞台ではどのようなトークが聴けるので
しょうか。

児玉：サプライズを楽しみにしていらしてく
ださい。ベートーヴェンを楽しんでいただけ
ればと願っています。

［聞き手・文：田中玲子］

7月1日（金）
14:00開演

假屋崎省吾と聴く
児玉麻里 ベートーヴェン ピアノ・ソナタ選集Ⅰ
■児玉麻里（ピアノ）  ■假屋崎省吾（トークゲスト）

ベートーヴェン： ピアノ・ソナタ第14番「月光」 
ピアノ・ソナタ第21番「ワルトシュタイン」 
ピアノ・ソナタ第23番「熱情」

■一般￥3,800
■お友だち割¥3,500 

（3枚以上同時購入で1枚
あたり／電話予約のみ取
扱い）
■ヤング￥1,500

6月4日（土）
14:00

室内楽の魅力
ブラームス第4回〜トゥーン湖畔の夏
■トリオ・ヴァンダラー
［ジャン=マルク・フィリップ=ヴァルジャベディアン（ヴァイオリン） 
ラファエル・ピドゥ（チェロ）　ヴァンサン・コック（ピアノ）］

ブラームス：ピアノ三重奏曲第1番 ロ長調Op.8 
チェロ・ソナタ第2番 ヘ長調Op.99 
ピアノ三重奏曲第3番 ハ短調Op.101

■S席￥5,000　
■A席￥4,500　
■B席￥3,500　
■ヤング￥1,500 

（小学生以上、25歳以下）
■セット券  S￥13,500
〔第3・4・5回〕

＊ 第3回：5月14日　堀正文と
名手たち＆萩原麻未による弦
楽六重奏曲とピアノ四重奏曲

＊ 第5回：9月25日　小山実稚
恵とアルティ弦楽四重奏団に
よるピアノ五重奏曲ほか

　ご主人が世界的指揮者、ケント・ナガノ
さん、ご自身も妹の児玉桃さんもピアニス
ト、お嬢様（カリン・K・ナガノさん）もピ
アニストとしてデビューされています。ご家
族のあいだでは、やはり音楽について話さ
れることが多いのでしょうか？ 音楽以外に
も、最近何か凝っている趣味や余暇の過ご
し方をうかがってみました。
　「音楽の話は圧倒的に多いですが、ほか
にも今読んでいる本のこと、おもしろい出
来事、娘の学校の噂話など食事時の話題
は毎日いろいろ。最近はアメリカ大統領選
挙の話題が多いですね。家族全員がそろっ
た時は、朝早くブーローニュの森へ自転車
に乗りに行きます。お天気が悪い時には、
映画を見に行くことが多いです」

♡ 私のお気に入り

　ベートーヴェンのピアノ・ソナタから選りすぐった傑作を3年にわたっておおくりするシリーズ。児玉麻里さんにメールでお話をうかがいました。

チケット
好評発売中

2016年新年、パリの児玉邸にて

トリオ・ヴァンダラー

トゥーンで散歩する詩人クラウス・グロート
とブラームス。グロートの詩による歌曲
「雨の歌」の主題は、ヴァイオリン・ソナタ
第1番の第3楽章にも使用されました。



アウルインターナショナル
プリスクール＆アフタースクール・学童保育

外国人講師によるオールイングリッシュにこだわった英語スクール

・4か月～親子クラス（Mom＆Me） 
・週1～週5日までのプリスクール
 （1日4時間以上）
・週5日のキンダークラス
・園児向けアフタースクール・キッズクラブ
・小学生向けアフタースクール・帰国子女クラス・
　オールイングリッシュ学童保育
・大人向けクラス

日本橋校
オープン！

＜月島校＞
中央区月島3－30－3  平成ビル6F（月一小前）
03－3532－5220
＜日本橋校＞
日本橋人形町3－5－9 山喜ビル3F
（人形町駅徒歩1分）　
03－3532－5220（月島校TEL）

体験レッスン受付中！ 英検準会場資格登録校

日本橋校
オープン！

http://www.harumi-triton.jp
Tel.03-5144-8100

コンサートの before & after にご利用ください。

60のショップ＆レストラン　晴海トリトン
物販店　11:00～21:00
飲食店　11:00～23:00 ※一部店舗除く

土・日・祝は各店により異なる

〒104-6005 東京都中央区晴海1-8-10
晴海アイランドトリトンスクエアオフィスタワーX棟5階
TEL. 03-3532-5701　FAX. 03-3532-5703
■編集・発行／認定NPO法人トリトン・アーツ・ネットワーク
■禁無断転載 ・ 複写　■年10回発行
※特に記載のないものは第一生命ホールでの公演となります。
※表示価格は消費税を含みます。
※シニアは60歳以上。 ヤングは小学生以上25歳以下。
※やむをえず出演者・曲目・曲順等が変更となる場合がございます。

（つづき）日本橋社会教育会館、築地社会教育会館、月島社会教育会館、銀座中央会館、晴海グランドホテル、マイホームはるみ、マイホーム新川、 
アートはるみ、タイムドーム明石、勝どき児童館、晴海児童館、シルヴァーウィング、協働ステーション中央、こども元気！！クリニック、 
リバーシティイングリッシュスクール、パン・ムラカミ、K音楽教室、バイオリン・アート、月島ピアノ＆リトミック、WASH&FOLD晴海店

【中央区以外】 松尾楽器商会、江戸東京博物館、弦楽器工房高崎

堀正文と弦の名手たち
＆萩原麻未

室内楽に最適な第一生命ホールで、一人の作曲家に焦点
をあて、その生涯を振り返りながら室内楽の名曲をおおくり
する「室内楽の魅力」。第3回は、ブラームスの青春を彩る
室内楽の傑作を、N響名誉コンサートマスターの堀正文ら
弦の名手たちと、ジュネーブ国際コンクールの覇者、萩原麻
未が共演します。

5月14日（土）14:00開演　
堀 正文／森田昌弘（ヴァイオリン） 佐々木 亮／中村翔太郎（ヴィオラ）
木越 洋／宮坂拡志（チェロ） 萩原麻未（ピアノ）
ブラームス：弦楽六重奏曲第1番変ロ長調Op.18

ピアノ四重奏曲第1番ト短調Op.25
■S席¥5,000　
■A席¥4,500　
■B席¥3,500　
■ヤング¥1,500
＊ほかセット券あり

堀正文 Ⓒ青柳聡 萩原麻未 ⒸAkira Muto
トリトンアーツ・チケットデスク
TEL：03-3532-5702（平日11:00～18:00）

ご予約・お問い合わせ

室内楽の魅力
ブラームス第3回～若き日の恋

チケット発売中

〈トリトンアーツ共催公演〉

8月9日（火）
19:00

5月13日（金）発売開始

林光メモリアル
東混八月のまつり－東京混声合唱団 
特別定期演奏会37
東混創立60周年記念連続定期演奏会－1
■大谷 研二（指揮）  ■斎木ユリ（ピアノ）   
■東京混声合唱団  ■立川直也（照明）

林光（詩：原民喜）：原爆小景（1958-2001）
新実徳英：混声合唱とピアノのための祈りの虹（1984）
林光：宮沢賢治の詩による混声合唱曲集（2006-2008）

[全席自由]
■一般￥4,500
■ 学生￥3,500 
（大学生以下）

■ シニア￥3,500 
（60歳以上）

8月23日（火）
11:00

（12:30終演予定）

雄大と行く 昼の音楽さんぽ
第6回  金子三勇士 
バルトーク！ピアノの魔法を解き明かす！
■金子三勇士（ピアノ）  ■山野雄大（ご案内）

リスト：ラ・カンパネラ
バルトーク：《子供のために》より「バラード」
ショパン：バラード第1番 ト短調 Op.23
バルトーク：ピアノ・ソナタ

■一般￥2,000　
■お友だち割￥1,500

（3枚以上同時購入で1枚あ
たり／電話予約のみ取扱い）
■ 2公演（第5・6回）

セット券￥3,000
＊ 第5回　5月27日与那城敬（バ

リトン）＆小川里美（ソプラノ）

9月25日（日）
14:00

室内楽の魅力
ブラームス第5回〜音楽家たちとの友情Ⅱ
■小山実稚恵（ピアノ） 
■ アルティ弦楽四重奏団［豊嶋泰嗣/矢部達哉（ヴァイオリン）  

川本嘉子（ヴィオラ）  上村昇（チェロ）］
ドヴォルザーク：ピアノ五重奏曲 イ長調Op.81
ブラームス：ピアノ五重奏曲 ヘ短調Op.34

■S席￥5,000
■A席￥4,500
■B席￥3,500
■ヤング￥1,500
■ セット券  S￥13,500 
〔第3・4・5回〕　

＊ 第3回：5月14日　堀正文と名
手たち＆萩原麻未による弦楽
六重奏曲とピアノ四重奏曲

＊ 第4回：6月4日　トリオ・ヴァ
ンダラーによるピアノ三重奏曲
ほか

Schedule
スケジュール

チケットデスク TEL：03-3532-5702（平日11:00〜18:00）
http://www.triton-arts.net

　今年結成20周年を迎える金管五重奏団Buzz Five（バズファイブ）。第一生命ホールで行
う定期演奏会の意気込みをうかがいました。

Buzz Five（以下BF）：大学の同級生で結
成したグループがこんなに長く続いたのは、
我々を支えてくださったみなさまのおかげで
す。20年にわたって演奏の機会を与えてく
ださったすべての方々にお礼の気持ちを込め
て演奏したいと思います。
——ホール開館翌年からご出演いただいてい
るので、15年のお付き合いになりますね。
BF：第一生命ホールで何度も演奏させても
らっているだけではなく、中央区の小学校で
もアウトリーチを行っています。Buzz Five
のコンサートは第一生命ホールの持つ高い

ホスピタリティー
ととてもマッチす
ると確信していま
すし、気心の知れ
たスタッフといっ
しょにコンサート
を作っていけるのも大変楽しみです。
——今回の公演の聴きどころは？
BF：今回もカッコいい金管五重奏の作品を
集め、楽しいトークをはさみながら、リラッ
クスできる時間をみなさまにご提供したいと
思っております。ぜひ足をお運び下さい。

Interview
インタビュー

金管五重奏団BuzzFive結成20周年記念
Buzz Five  20th  Anniversary  Concert

チケット
好評発売中

〈トリトンアーツ共催公演〉

6月12日（日）

13:30

Buzz Five  20th  Anniversary  Concert
■Buzz Five（金管五重奏）
［ 砂川隆丈（ゲスト・トランペット*）  小川 聡（トランペット）  

友田雅美（ホルン）  加藤直明（トロンボーン）   
石丸薫恵（テューバ）］＊上田じんに代わり、砂川隆丈が出演します。

■北村源三（トランペット／スペシャルゲスト）
E.イウェイゼン： ウェスタンファンファーレ 

コルチェスターファンタジー
福田洋介：オアシス
プッチーニ：ムゼッタのアリア
カッチーニ：アヴェマリア　他

[全席自由]
■一般￥3,000　
■25歳以下￥1,500
※ 5月18日（水）晴海トリト

ンスクエア・グランドロ
ビーコンサートでBuzz 
Fiveといっしょに演奏
する方を募集していま
す！（詳細は4ページ目
に掲載）

Buzz Five

夏休み
スペシャル



Community音楽で地域をつなぐトリトン・アーツ・ネットワーク

N e es sro&w tpRコミ ニテ 活動ュ ィ

３6年の実績　　　　０才から大人まで

「子供の歌唱教室」（４才～小学生）
日曜日クラス（月2回）個人/グループ
歌が好きなお子様のための教室です。

・0才からの楽器演奏コース（リトミック）
・子供のピアノ教室・子供のヴァイオリン教室ほか

●貸スタジオは6室、9時～21時

ピアノアートサロン音楽教室
☎ 3533-8963
http://www.piano-art-salon.co.jp
中央区月島3-32-1 ユニハイツ勝どき1F

2017

行ってきました！（コミュニティ活動記録）
3月2日（水） 損保ジャパン日本興亜日本橋ビル

▎ 東北3県復興支援マルシェ（主催：SOMPOホールディングス、第一生命）
▎ TANBRASS（金管五重奏+打楽器）
4月2日（土） アートはるみギャラリー

▎ 第1回 おさんぽ応援団 お花見散歩と音楽会
▎ 浜まゆみ／金丸寛（マリンバ）
※�ホームページにレポートを随時更新しております。�
「コミュニティ活動」の「コミュニティ活動レポート」をご覧ください。

共演者募集！ 
晴海トリトンスクエア・グランドロビーコンサートで
金管五重奏団Buzz Five（バズファイブ）といっしょに 
演奏してみませんか？

第一生命ホールオープンハウス2016
当日サポーター大募集

News

News

　5月18日（水）に行う晴海トリトンスクエア・グランドロビーコンサート
の最後（18:40〜19:00頃）に、金管五重奏団Buzz Five（バズファイ
ブ）といっしょに演奏する方を募集しています！

　第一生命ホール夏の風物詩「オープンハウ
ス」は、ホールを1日開放して、入場無料で大人
も子どもも楽しめる、年に一度のお祭りです。た
くさんの笑顔が生まれるオープンハウスの当日
に、お手伝いをしていただけるサポーター（ボラ
ンティアスタッフ）を募集しています。

大人気！ 
1〜3歳のお子さまとごいっしょに

「ロビーでよちよちコンサート」
申込受付開始！

News

子どもといっしょにクラシック
〜第19回ロビーでよちよちコンサート
■日時：2016年7月8日（金）

①10:00〜10:45（1歳児対象）
②11:30〜12:15（1〜2歳児対象）
③13:30〜14:15（2〜3歳児対象）
各回20組様限定　※応募者多数の場合は抽選

■会場：第一生命ホール ロビー
■出演：�北見春菜（ヴァイオリン）  小澤剛（コントラバス）   

井上紗織（フルート）  佐々木匡史（トロンボーン）   
五田詩朗（打楽器）

■料金：�親子1組（大人1名と子ども1名）¥800　 
※料金は当日会場でお支払いください。 
※ 兄弟姉妹同伴希望者は、未就学児に限り1人

￥800で参加可能。0歳児の弟妹のみの同伴
は無料。いずれの場合も事前にお申し出く
ださい。

■申込方法
トリトンアーツホームページ（http://www.triton-
arts.net）の「ロビーでよちよち応募フォーム」より
お申し込みください。6月15日（水）締切。
※ 応募者多数の場合は抽選とさせていただきます。

抽選結果は、当選者のみに6月27日（月）までにハ
ガキにてお知らせいたします。

■お問い合わせ：チケットデスク　
TEL：03-3532-5702（平日11:00〜18:00）

　開放感のある第一生命ホールの
ロビーで行う「ロビーでよちよちコ
ンサート」。毎回、多くのお子さまが
リズムにのって、輪の中をよちよち
しながら音楽を楽しんでいます。 過去の様子� ⓒ藤本史昭

■日時：�7月23日（土）10:00〜17:30   
＊7月9日（土）午前に事前説明会を予定

■内容：会場準備／お客様案内／ステージ補助／楽器体験補助など
■募集人数：100名　＊交通費の支給なし。昼食あり。
■申込締切：�6月28日（火）＊定員に達した場合は、期日前でも締切らせ

ていただきます
■お申込み・お問い合わせ：

TEL：03-3532-5701（平日11:00〜18:00） 
メール　tan-supporter@triton-arts.net

※その他詳細はホームページでご確認ください。

過去に参加したサポーターの声
◦ 小さなお子さんとふれあえて楽しかった。（ロビーなどにいて

も）音楽が聞こえてきて雰囲気がとても良い。
◦ 自分自身も知らないことを学べ、入ったことのない舞台裏を見

ることができてとても勉強になりました。

■日時：2016年5月18日（水）18:10〜19:00
　※Buzz Fiveとの共演は18:40〜19:00頃
■会場：晴海トリトンスクエア・グランドロビー
■参加条件：中学生以上
■募集楽器：音階の出る楽器なら何でもOK
■定員：60名（事前申込制 定員になり次第締切）
■曲目：小川聡（Buzz Five）作曲「好きです トリトン！」（新曲）
■お申込：�トリトンアーツホームページ　 

http://www.triton-arts.net/　にて受付中！
※その他詳細はホームページでご確認ください。

オープンハウス・サポーター�ⓒ越間有紀子

Buzz Five


