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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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（晴海トリトンスクエア内）
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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

おかげさまで15周年

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！
天才バルトークの傑作をばっちり楽しむ！

仏の巨匠ブーレーズの薫陶を受け奏でる
9月3日（土）14：00  ディオティマ弦楽四重奏団

P.2

インタビュー

1980年より故・林光作『原爆小景』を歌い継ぐ
8月9日（火）19：00  林光メモリアル  東混八月のまつり

P.3

インタビュー

第一生命ホール「オープンハウス」で音楽を楽しもう
7月23日（土）11：30-16：30（最終入場16：00）

P.4

News

金子三勇士   ⓒAyako Yamamoto

これからの
オススメ公演

7月1日（金）14:00
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
■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（25歳以下）

6月12日（日）13:30
Buzz Five
20th  Anniversary  Concert
■一般￥3,000　 
■U-25（小学生以上25歳以下）￥1,500 
※全席自由

金管五重奏団バズファイブ結成20周年 假屋崎省吾がトークゲストで出演

8月23日（火）11:00開演（12:30終演予定）
夏休み

スペシャル



【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！

　フランスを拠点に世界的に活躍するディオ
ティマ弦楽四重奏団が、9月、第一生命ホー
ルに登場します。
　一番の聴きどころは、今年1月に90歳で亡く
なった、世界的な指揮者でもあったピエール・

ブーレーズの「弦楽四
重奏のための書」で
す。ディオティマ弦楽
四重奏団は、ブーレー
ズが1962年に作曲し
たこの作品を、2011
〜12年に改訂、偉大
な作曲家と共同作業
をした最後の音楽家
となりました。

Interview
インタビュー

雄大と行く 昼の音楽さんぽ
人気ピアニスト、金子三勇士が解き明かすバルトークの魅力

Interview
インタビュー

巨匠ブーレーズの薫陶を受け奏でる「弦楽四重奏のための書」
ディオティマ弦楽四重奏団

　ブーレーズ氏は改訂作業の前に「紙の上で
読むとよい作品だが聴くとなるとよい部分が
失われてしまう」と話していましたが、改訂後
にはこう言ったそうです。「とうとう、私はこ
の作品を聴くことになった」と。
　まるで詩集のように、最初から最後まで通
して聴いても、また楽章ごとに、パートごと
に、どこから聴いても楽しめるという「弦楽
四重奏のための書」。今回演奏するのは、1
から6まであるパートの、最初の「1a」「1b」
で計8分ほど。「『現代音楽』というとなんと
なくむずかしく聴こえがちですが、そのお
もしろさを発見しようと少し努力してみると、
素晴らしいものです」とディオティマ弦楽四
重奏団。作曲家直伝の作品で、この秋は現

代音楽に挑戦してみてはいかが？
［聞き手・文：田中玲子］

6月22日（水）
発売開始

　お昼どき、素敵な演奏とトークでお届けす
る愉しい90分…「雄大と行く 昼の音楽さん
ぽ」第6回は〈夏休みスペシャル〉、ふだん平
日のお昼では行けなくて残念！という方もお
越しいただけるチャンスに、人気ピアニスト、
金子三勇士さんが登場です。金子さんお得意
のバルトーク〈ピアノ・ソナタ〉、この難曲を
お話と演奏でわかりやすく解き明かしてくだ
さる特別編です！

金子：バルトークという作曲家に「むずかし
い」という先入観をお持ちの方も多いのは
仕方ないことですが、彼の作品を階段にた
とえると、重く複雑な大作は登った一番先。
最初からそこに行くとびっくりしてしまうの

は当たり前です。一歩一歩発見を重ねてい
きながら、バルトークの世界観を理解して
いけば、いきなり当たるのと全然違ってくる
はずなんです。

　そこで今回は、パ
ワフルで濃厚多彩な
傑作〈ピアノ・ソナタ〉
の魅力へ向けて、初
めてのかたにもわか
りやすく階段を登っ
てゆきます。

金子：バルトークが
影響を受けた曲もい

ろいろ演奏します。バッハを弾いたら、バル
トークがバッハに捧げた曲を弾き…あるいは
リスト《ラ・カンパネラ》に聞こえる鐘の音と、
バルトーク《豚飼いの踊り》に聞こえるバグパ
イプの音を比べながら「音のイメージから風景
が見えてくる」その共通点と違いをみてみたり。

　さまざまなアプローチの先に開かれる〈ピ
アノ・ソナタ〉の世界。金子さんの演奏と解
説でその魅力がぐっと目覚ましくわかるはず。
これはぜひご体験を！

［聞き手・文：山野雄大（音楽ライター）］

8月23日（火）
11:00開演 

（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）

バルトーク：《ミクロコスモス》より「バッハに捧ぐ」
バッハ：平均律クラヴィーア曲集第2巻第15番 ト長調
バルトーク：《子供のために》より「豚飼いの踊り」
リスト：ラ・カンパネラ
バルトーク：ピアノ・ソナタ　他

■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）

9月3日（土）
14:00

6月22日（水）チケット発売開始

ディオティマ弦楽四重奏団
■ディオティマ弦楽四重奏団
［ユン・ペン・ヂァオ／コンスタンス・ロンザッティ（ヴァイオリン） 
フランク・シュヴァリエ（ヴィオラ）  ピエール・モルレ（チェロ）］
ベートーヴェン：弦楽四重奏曲第14番 嬰ハ短調Op.131
ブーレーズ：「弦楽四重奏のための書」より1a・1b（改訂版）
シェーンベルク：弦楽四重奏曲第1番 ニ短調Op.7

■一般￥5,000　
■シニア￥4,500　
■ヤング￥1,500　
ほかセット券あり

　バルトークはハンガリー出身の作曲家。ハ
ンガリー民謡を集めて研究し、自身の作曲に
活かしたことで有名です。ピアニストでもあ
り、今回金子さんが演奏する《ミクロコスモ
ス》《子供のために》といったピアノ教材も
残してくれました。6歳の頃からハンガリー
で生活し、小さな頃からバルトークを弾きな
がら育ってきたという、自他ともに認めるバ
ルトーク・マニアの金子三勇士さんならでは
のプログラム・演奏にご期待ください！

？ バルトークってどんな人？

　改訂作業が終わった日に、ブーレーズ氏
の住むバーデンバーデンでごいっしょした
ディナーを思い出します。街のとても良い
レストランに私たちを招待してくれたので
す（そのレストランでは、皆が親しみを込め
て「ブーレーズさん」と呼びかけていました）。
彼は食欲旺盛なところを見せ、私たちは素晴
らしいひと時を過ごしました。4時間ものあ
いだ、私たちは音楽や政治について話し、た
くさんのジョークで笑いました。彼は偉大な
音楽家であり、偉大な指揮者でしたが、また
非常に鋭い政治家でもありました！

♡ ピエール・ブーレーズ氏との
思い出

チケット
好評発売中

金子三勇士 Ⓒ山野雄大

ディオティマ弦楽四重奏団

ブーレーズと共に（メンバー交代前）

ⒸVerena Chen



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

児玉麻里  ベートーヴェン
ピアノ・ソナタ選集I

国際的な名声を確立している児玉麻里がおくる、ベートー
ヴェンのピアノ・ソナタ選集。さらに、トークゲストには、公私
ともに親しく、ピアノにも造詣が深い華道家、假屋崎省吾が
出演。ピアノ・ソナタの魅力に迫ります！

7月1日（金）14:00開演  会場：第一生命ホール
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 嬰ハ短調 Op.27-2「月光」
第21番 ハ長調 Op.53「ワルトシュタイン」／第23番 ヘ短調 Op.57「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（小学生以上、25歳以下）

児玉麻里 假屋崎省吾

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

假屋崎省吾と聴く チケット発売中

9月10日（土）
14:00

（15:30終演予定）

6月22日（水）発売開始
子どもといっしょにクラシック
〜「音楽と絵本」コンサート

『スーホの白い馬』
■田村 緑（ピアノ）  ■沼田絵恋（フルート）   
■西尾郁子（クラリネット）  ■小川正毅（ホルン）   
■神田佳子（打楽器）   
■ 弦楽四重奏［野口千代光／千葉純子（ヴァイオリン）   

安藤裕子 （ヴィオラ）  中田有 （チェロ）］  
■市橋邦彦（朗読）

第1部：いろいろな楽器の音色を聴いてみよう
第2部：音楽と絵本「スーホの白い馬」（モンゴル民話／
大塚勇三再話／赤羽末吉画／福音館書店）
スクリーンに投影した絵本を朗読と生演奏と共にお楽し
みいただきます。

■ 大人￥2,000 
（中学生以上）

■ 子ども￥1,000 
（4歳以上、小学生以下）

※ チケットはお1人様1枚
必要。3歳以下（公演当
日の年齢）は入場不可。

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

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

　「東混　八月のまつり」は1980年より作曲
家の林光さんを指揮に迎え、氏の作品『原
爆小景』を歌い継ぐコンサートとしてスタート
し、林さん亡き後も「林光メモリアル」として
開催を継続しております。今年は指揮に大
谷研二さんを迎え、『原爆小景』と、今年生
誕120年の宮沢賢治の詩に作曲した林さん
の作品に加え、新実徳英さんが広島原爆を
扱って書いた作品「祈りの虹」を演奏いたしま
す。新実さんよりメッセージが届きました。

＜祈りの虹＞について
　…選ばれた３篇の詩は、いずれも第２次大
戦とその結末となった原爆投下を経て書か
れたものである。人間世界に絶望し怒り、ま
た消え行かんとする自分の命を見つめつつこ
れらの詩が書かれた。詩人たちの強靭な精

神、慈愛と汚れない祈りの心が私の作曲を
見守ってくれた。…私たち人類の智は、果た
して地球を何十回も滅ぼすことのできるほど
の核兵器保有量を減らし、やがて零にするこ
とができるのだろうか。…（出版譜序文より）
　このように記してから30年の歳月が過ぎた。
残念ながら事態はご存知の通りである。東
混の貴重な「八月のまつり」の持続、その場で
この曲を演奏してくださるのを心よりうれしく、
また意義深いことと思います。（新実徳英）

　37年目の「東
混　八月のまつ
り」。今年も祈
りの場“第一生
命ホール”で開
催いたします。

Interview
インタビュー

1980年より故・林光作『原爆小景』を歌い継ぐ
林光メモリアル  東混八月のまつり37

チケット
好評発売中

〈トリトンアーツ共催公演〉

8月9日（火）
19:00

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）
　 水ヲ下サイ （1958）／日ノ暮レチカク （1971）／夜 （1971）／

永遠のみどり （2001）
新実徳英：混声合唱とピアノのための“祈りの虹”（1984）
　 炎（詩：峠三吉）／“業火”より（詩：金子光晴）／Vocalise／ヒロ

シマにかける虹（詩：津田定雄）
林光：宮沢賢治の詩による混声合唱曲集（2004-08）
　 無声慟哭（2006-08）［1.鳥のように栗鼠のように／2.二疋の

大きな白い鳥が／3.蜂が一匹…／4.きょうのうちに］／わたくし
という現象は（2006）／北上川はケイ気をながしィ（2004）／
冬と銀河ステーション（2004）

[全席自由]
■一般 ￥4,500
■ 学生（大学生以下）

￥3,500　
■ シニア（60歳以上）

￥3,500

東京混声合唱団



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
＜ヴァイオリン教室＞

３才くらい～大人の方まで  随時入会可能
無料体験レッスン受付中

・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・子供の歌唱教室 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

聴く／見る
♪コンサートホールで音楽を聴いてみよう
　トリトンアーツが小学校等で展開する音楽プログラムを大公開
　3つの編成でおおくりします
　◦�金管五重奏（トランペット2名、ホルン、トロンボーン、テューバ）+打楽器
　◦尺八とお箏
　◦弦楽四重奏（ヴァイオリン2名、ヴィオラ、チェロ）
♪ステージで写真撮影
　楽器を持ってポーズ！�アーティスト気分で記念写真を撮ろう
♪バックステージツアー
　今年は小学生自由研究向けの特別回も実施予定
♪音楽クイズラリー
　館内をめぐってクイズに挑戦しよう

体験する（一部年齢制限あり）
♪フルートを吹いてみよう
　音が出るか心配という方にも、ていねいにお教えします
♪お箏を弾いてみよう
　日本の伝統楽器お箏を、2名1組になって体験をしていただきます
♪ミュージックベル体験
　誰でもかんたんに参加可能！�合奏の楽しさを体験しよう
※�一部、事前申込を受け付ける体験もございます。詳しいスケジュール等は�
「トリトンアーツ通信７・８月号」またはホームページをご覧ください。

第一生命ホールオープンハウス2016
家族みんなでコンサートホールを体感してみませんか？ 

　第一生命ホールを1日開放して音楽を楽しんでいただく、年に1度のお祭り「オープンハウス」を今年も7月に開催します。夏のひととき、ご家族
連れでも大人だけでも楽しめる、様々な音楽体感プログラムをご用意してお待ちしています！

アウトリーチレポート
おさんぽ応援団  お花見散歩と音楽会

News

　桜が満開の4月2日、「お花見散歩と音楽会」が開催されました。お客様は高齢者福祉施設の
利用者や介助の方などで、桜並木を眺めてお散歩しながら、会場のアートはるみにやってきます。
　出演はマリンバの浜まゆみさんと金丸寛さん。滝廉太郎「花」などの桜にちなんだ曲や、美
空ひばりの名曲「川の流れのように」、モーツァルト「トルコ行進曲」など、バラエティに富ん
だプログラムが演奏されました。音楽会の最後にはみなさんで「ふるさと」を合唱して会場
内が一つになり、さらに終演後には、マリンバの体験会も楽しんでいただきました。
　また、今回参加されたボランティアの中のお1人は「会場へ来る時のお散歩ではあまり反
応のなかった高齢者の方が、帰り道ではいろいろとお話ししてくださって、音楽のパワーを
感じました」と語ってくれました。

【主催：おさんぽ応援団（中央区市民団体）　協力：トリトン・アーツ・ネットワーク】

第一生命ホールオープンハウス2016
■日　時：7月23日（土）11:30〜16:30（最終入場16:00）
■会　場：第一生命ホール（晴海トリトンスクエア内）
■出演者：�T

た ん ぶ ら す

ANBRASS（金管五重奏＋打楽器）���
米澤浩（尺八）��熊沢栄利子（箏）��弦楽四重奏

■入場無料、一部年齢制限あり
■�お問い合わせ：チケットデスク　�
TEL：03-3532-5702（平日11:00-18:00）

　オープンハウスは「プロジェクトサポーター」と呼
ばれる、公募で集まったボランティアと共に4月か
ら準備を進めています。Facebookでは準備の様子
やサポーターによるおススメポイントなどを紹介。
オープンハウスがさらに楽しくなるかも！
　当日のみのサポーターも募集しています。

昨年の様子（ミュージックベル体験） ⓒ越間有紀子昨年の様子（ステージでのTANBRASS） ⓒ大窪道治

Report

〜プログラム〜

Facebookはじめました


