
小山実稚恵がアルティ弦楽四重奏団とピアノ五重奏で共演
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

今もっとも注目を集める若手クァルテット、ウェールズ弦楽四重奏団
10月10日（月・祝）14：00  ウェールズ弦楽四重奏団

第一生命ホール・オープンハウス スケジュールが決まりました
7月23日（土）11：30〜16：30（最終入場16：00）

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』（モンゴル民話／大塚勇三再話／赤羽末吉画／福音館書店）

愛され続ける名作『スーホの白い馬』を、朗読＋生演奏でじっくりと
9月10日（土）14:00開演（15:30終演予定） 過去の様子   ⓒ大窪道治

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）

假屋崎省吾が
トークゲストで出演

これからのオススメ公演

P.2

P.3

P.4

インタビュー

インタビュー

News

夏休みスペシャル!!
小学生以上のお子さまもぜひどうぞ!!

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！
■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）
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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

第一生命ホール
（晴海トリトンスクエア内）

晴
海
通
り

晴海トリトンスクエア前

晴海三丁目

晴海三丁目 晴海区民館

交番

朝潮運河動く歩道

駐車場入り口

第一生命ホール
（晴海トリトンスクエア内）

晴海トリトンスクエア前

至 銀座

黎明橋

駐車場入り口

晴海通り

勝どき
サンスクエア

勝どき駅 月島駅

豊
洲
駅

大江戸線

有
楽
町
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10番出口

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



【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！

　日本を代表する人気ピアニスト小山実稚
恵さんが「室内楽の魅力〜ブラームス」に登場、
名手たちが揃うアルティ弦楽四重奏団と初共
演します。
　「メンバーのみなさん4人とも、それぞれ
昔からごいっしょに演奏してきました。豊嶋
さん、上村さんとは、今回久しぶりでとても
楽しみです。矢部さんや川本さんとは共演の
機会も多いですし、みなさんと演奏できるの
をうれしく思います」

　舞台では圧倒
的な集中力で聴
く人を惹きつけ
る小山さんです
が、普段はおっ
とり系で柔らか

Interview
インタビュー

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』

Interview
インタビュー

ブラームスでアルティ弦楽四重奏団と共演
小山実稚恵インタビュー

な空気をまとった方。「私は空想癖があるので、
今回のように、よく知る方との共演では、リ
ハーサルの前から、この方はこういうボウイ
ング（弦楽器の弓の動き）で、こう弾くのでは
ないかしらと頭の中で曲を想像します。新幹
線での移動時間などピアノを弾かない時に、
よく空想して楽しんでいますね（笑）」
　ブラームスの室内楽については、「なぜか聴く
ほどに好きになります。好きな絵や映画を何
度か見ると、最初は見えなかったこだわりが
見えてくる、そんな感じ。決して口ずさみやす
いわけではないのですが、それは、ブラーム
スは、すべての響きを含めてはじめてブラーム
スだから。他の作曲家では、メロディと和声
がわかりやすいのですが、ブラームスの場合
は、旋律と思える部分だけ歌っても少し違和

感があって、その時
に鳴っている他の楽
器の響きがすべて一
体となって音楽とな
る。そこが、なんと
もいいんですね」
　「ブラームスとドヴォルザークの友情が
テーマのコンサートですが、演奏する音楽家
の側も深いところで信頼しあっている友だと
思います。名曲2曲で、密度の濃い午後を楽
しんでいただければ」�［聞き手・文：田中玲子］

チケット
好評発売中 

　大人気企画《子どもといっしょにクラシック
〜「音楽と絵本」コンサート》は親子で生演奏
の感動を味わえる楽しいひとときです。前半
では様々な楽器を紹介しながら、音色の違
いを豊かに実感できるステージ。後半は舞
台上のスクリーンに投影された絵本の物語を、
朗読＋生演奏でじっくりと…忘れられない贅
沢な経験です。

　今回の絵本は、
広く愛され続ける
名作『スーホの白い
馬』を。絵本の投
影に合わせて、ピ
アニストの田村緑

さんと素晴らしい音
楽家仲間のみなさん
が、北欧ノルウェー
の作曲家グリーグの
代表作〈ピアノ協奏
曲〉を演奏します。

田村：曲の冒頭から物語の世界へ連れ込ま
れるようで、弾くたびにぞくぞくするんですよ。
泣きの入ったメロディが物語の情景を思い起
こさせますし、絵本にぴったり来るだけでな
く、物語に沿う以上の力を持った音楽です。

　朗読は市橋邦彦さん。コンサート企画や
指揮、お話、合唱指導など多岐にわたって

活躍されていますが、桐朋学園小学校の音
楽専任教諭を長年務められ、幼い頃の田村
さんの恩師でもあります。

田村：先生の授業は自分の音楽の原点にも
なったような素晴らしい体験でした。このシ
リーズで『スーホの白い馬』を取り上げると決
まった時から、もう市橋先生の朗読しか想像
できませんでした。意図をわかってくださった
上でご自分の朗読を完璧にやってくださるの
で、私も自由に演らせていただいて！

市橋：この絵本はみなさんそれぞれイメージ
をお持ちの作品だと思うんですが、もう涙が
出ちゃいますからねぇ…。

田村：初めてのお子さんから絵本をご存知の
方まで、3世代くらいいっしょに楽しんでいた
だける作品です。先生の朗読される“とのさま”
役の場面も、再演されるたびに迫力を増して
すごいことに（笑）。

市橋：音楽に負けたくない、という気になっ
ちゃうんですよねぇ（笑）。

　師弟の呼吸もぴったり合った流れからこそ
生まれる感銘、ご期待ください。

［聞き手・文：山野雄大（音楽ライター）］

9月10日（土）
14:00開演 

（15:30終演予定）

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）  ■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 
 （楽器紹介もあるよ）
 モーツァルト：ホルン協奏曲第1番 より　他

【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）

■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1名につき

1枚必要
＊ 3歳以下は入場不可
（公演当日の年齢）

＊ 有料託児サービスあ
り（事前申込制）

詳細はお問い合わせく
ださい

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

　猫のララちゃん。4歳の
女の子です。これまでにも
3匹猫を飼いましたが、こ
の子は私と似ているみた
いで、身体がとても柔らか
いんですよ。何をしてもな
すがまま。こんなに抱っこ
できる猫は初めてです。順
応性がとても高くて、お腹を壊したことも1回
もありません。あんこが好きな子なんてめずら
しいですよね。

♡ 私のお気に入り

チケット
好評発売中

左より市橋邦彦、田村緑 Ⓒ山野雄大

小山実稚恵 ⒸND CHOW

アルティ弦楽四重奏団 

ララちゃんとともに

『スーホの白い馬』



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

スタディルームオメガは、
東京湾岸エリア、月島駅・バス停から徒歩１分にある

個人指導と自学自習をハイブリッドさせた
新しいタイプの学習教室です。

完全マンツーマン、オーダーメイドの個人指導

テスト対策・夏休みの勉強にぴったりの自習デスク完備！

www.studyroom-omega.com

全学年・全科目サポート
ホームページ限定の特別割引を実施中

☎03-6228-2882  中央区佃2-16-7-702

第一生命ホールを拠点に、極めるモーツァルト

トリトン晴れた海のオーケストラ

矢部達哉（コンサートマスター）
ポール・メイエ（クラリネット）

モーツァルト：
　クラリネット協奏曲 イ長調 K622
　交響曲第41番 ハ長調 Ｋ551 「ジュピター」　他
■S席￥6,500　■A席￥5,500　■B席￥4,500　■ヤング￥1,500

＜ご予約・お問い合わせ＞トリトンアーツ・チケットデスク
TEL：03-3532-5702（平日11:00～18:00）

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

チケット発売中10月30日（日）14:00開演

合奏の基礎を楽しく学び、第一生命ホールで発表！

〜JPOアンサンブル「秋の室内楽体験講座」参加者募集〜

☎03-3748-5441／E-mail: info@juniorphil.com

□発 表 会：2016年11月3日（木･祝）第一生命ホール
□講座日程：9月6日（火）〜（全7回／火曜日18時半〜）
□練習会場：第一生命ホール リハーサル室（晴海トリトンスクエア内）
□対　　象：ヴァイオリン、チェロ等弦楽器を勉強中の小･中学生。

ジュニア・フィルハーモニック・オーケストラ

9月3日（土）
14:00

ディオティマ弦楽四重奏団
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
※他セット券あり

10月15日（土）
11:00開演 

（12:30終演予定）

雄大と行く�昼の音楽さんぽ
第7回��須川展也　�
サクソフォンの明日へ
■須川展也（サックス）　■小柳美奈子（ピアノ） 
■山野雄大（ご案内）

J.S.バッハ：G線上のアリア
吉松隆：悲の鳥Op.59-2 

（サクソフォン協奏曲「サイバーバード」より）
チック・コリア：アルト・サクソフォンとピアノのための
ソナタ“Florida to Tokyo”（須川展也委嘱／初演） 他

■ 2公演（第7・8回）
セット券￥3,000

■一般￥2,000
■ お友だち割￥1,500 
（同一公演3枚以上同
時購入で1枚あたり／
電話予約のみ取扱い）

11月2日（水）
11:00開演 

（12:30終演予定）

雄大と行く�昼の音楽さんぽ
第8回��岡本誠司　�
ヴァイオリンが歌うロマンス
■岡本誠司（ヴァイオリン）　■上田晴子（ピアノ） 
■山野雄大（ご案内）

クライスラー：愛の喜び／愛の悲しみ
クララ・シューマン：3つのロマンスOp.22
シベリウス：ロマンスOp.78-2
エルガー：愛のあいさつ Op.12 他

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

　結成10周年のウェールズ弦楽四重奏団が、
「クァルテット・ウィークエンド（SQW）」に初登
場します。
　桐朋学園大学の学生4人で結成、2年後には、
ミュンヘン国際音楽コンクールで第3位、日本
のクァルテットとしては、東京クヮルテット以来
38年ぶりの入賞と話題に。「東京クヮルテット
のレッスンを受講するために、大学生の時に
結成しました」（富岡）、「当時はソリスト志向で
曲もあまり知らなかったのですが、集中して弦
楽四重奏を練習した時間は楽しかった」（﨑谷）、
その喜びを味わうべくスイス留学を決めたが
「小さい頃からN響に入るために勉強してきて、
その道が見えた」という横溝が一度抜けること
に。同じく留学を断念した第2ヴァイオリンには、
団の誕生時は高校生だった三原が「クァルテッ
トをやれるならとすぐに大学を辞めて」参加し
ました。

Interview
インタビュー

今もっとも注目を集める若手クァルテット
ウェールズ弦楽四重奏団　第一生命ホール初登場

チケット
好評発売中

10月10日（月・祝）
14:00

ウェールズ弦楽四重奏団
■ ウェールズ弦楽四重奏団 
［﨑谷直人／三原久遠（ヴァイオリン）　 
横溝耕一（ヴィオラ）　富岡廉太郎（チェロ）］
シューベルト：弦楽四重奏曲第13番 イ短調 「ロザムンデ」
ベートーヴェン：弦楽四重奏曲第12番 変ホ長調Op.127

■一般 ￥4,000
■ シニア￥3,500
■ヤング￥1,500
※ 他クァルテット・

ウィークエンド5公演
セット券あり

ウェールズ弦楽四重奏団 ⒸSatoshi Oono

　ヨーロッパでひたすら弦楽四重奏に没頭、
日本に帰国後、N響のヴァイオリニストとなっ
ていた横溝が再び加入、今のメンバーになって
3年。第一生命ホールでは、シューベルトの後
期の作品を取り上げます。今回組み合わせた
ベートーヴェンの弦楽四重奏曲第12番は、結
成して初めて演奏した曲。「10年ぶりの演奏で、
もちろん懐かしさもありますが、音楽的にも技
術的にも当時とまるで違うことが、クァルテッ
トを継続して良かったと思えることの1つです」
（富岡）。この10年間の集大成となるプログラム
での、3年シリーズのスタートをぜひお聴き逃
しなく。

サタデースペシャル
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３6年の実績　　　　０才から大人まで
＜ ピ ア ノ 教 室 ＞

4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）
・子供のヴァイオリン教室・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

第一生命ホールオープンハウス2016スケジュールが決まりました

　いよいよ「第一生命ホー
ルオープンハウス」が迫って
きました。当日のタイムスケ
ジュールと各コーナーの内容
をお知らせします。コンサー
トホールで過ごす夏の1日を
どうぞお楽しみください。

News

7月13日（水）開催決定！  晴海トリトンスクエア  夜のグランドロビーコンサート

　身近に上質な音楽をお届けしている、晴海トリトンスクエア・グランドロビーコンサート。昨年、トリトンスクエア内
にある第一生命ホールを拠点とする“トリトン晴れた海のオーケストラ”が誕生。そのコンサートマスターを務める矢
部達哉率いるクァルテットが、グランドロビーコンサートに再登場します。お仕事帰りに、ぜひお立ち寄りください。

News

〜プログラム〜

第一生命ホールオープンハウス
■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
■出演：�T

た ん ぶ ら す

ANBRASS［松木亜希／永井綾子（トランペット）  髙橋朋子（ホルン）  小篠亮介（トロンボーン） 
仁藤雄貴（テューバ）　五田詩朗（打楽器）]  米澤浩（尺八）  熊沢栄利子（箏）
Q
か る て っ と

uartet  M
み や び

IYABI［前田奈緒／北見春菜(ヴァイオリン)  髙橋梓(ヴィオラ)  印田陽介(チェロ)]
■入場無料（一部、年齢制限あり。下記イベントスケジュールの対象年齢をご参照ください。）
■お問い合わせ：チケットデスク　TEL：03-3532-5702（平日11:00〜18:00）

■日時：7月13日（水）18：10〜18：50　■会場：晴海トリトンスクエア  グランドロビー
■出演：弦楽四重奏［矢部達哉／双紙正哉（ヴァイオリン）  村田恵子（ヴィオラ）  山本裕康（チェロ）］
＊入場無料／予約不要

＜コンサートホールで音楽を聴いてみよう＞ ＜バックステージツアー＞

12：20〜12：40／15：10〜15：40 弦楽四重奏
2つのヴァイオリンにヴィオラとチェロ、同じ形をした大小
4つの楽器の音だからこそ聴こえる素敵な響き！ これを味
わったらもうあなたも弦楽四重奏のとりこ！

13：00〜13：20／16：00〜16：30 金管五重奏＋打楽器
迫力あるトランペットのファンファーレ。ハーモニーをつく
るホルンにトロンボーン。リズムを軽やかに刻むドラム。全
体をしっかり支えるテューバ。楽しかったら手拍子でも踊り
出してもOK！

13：40〜14：10 尺八とお箏
繊細で色彩感あふれる箏に、風合い豊かな尺八。みんながよ
く知っているあの曲から伝統的な曲まで、日本固有の音と音
楽を楽しんで！

ステージで聴いてみよう　　 ●当日申込
4歳から中学生までの方はステージに上がって、目の前で演
奏を聴くこともできますよ！
対象： 4歳以上中学生まで（4〜6歳のお子さまに限り、お子さ

ま1名につき、保護者1名の同伴可能）
定員：各回50名

＜フルートを吹いてみよう＞

★事前申込  または ●当日申込

①12：00〜12：45／②13：30〜14：15 対象：小学1年生以上
③15：00〜15：45 対象：小学4年生以上
めったに触れないオーケストラの花形楽器フルートにみんなで挑
戦しましょう！ 美しい音色のフルートに魅了されてみませんか？
定員：各回20名
協力：株式会社村松フルート製作所

＜お箏を弾いてみよう＞

★事前申込  または ●当日申込

①12：00〜12：45／②15：00〜15：45 対象：小学1年生以上
日本の弦楽器であるお箏。実は龍を模した形なのをご存じです
か？ この龍の楽器で「さくら」を演奏するとどんな響きがする
のでしょう？　先生：米澤浩　熊沢栄利子
定員：各回ペア20組（おひとりでの申込可）

＜ミュージックベル体験＞

11：30〜16：00（所要時間約10分）
振るだけできれいな音が出るミュージックベルで、みんなと合
奏してみましょう！＜監修：田村緑＞

＜音楽クイズラリー＞

第一生命ホールの中を巡ってヒントを集めて、クイズに挑戦しましょう！

昨年の様子

●当日申込

11：40〜14：00／14：50〜16：00
（所要時間20分／10分間隔）
普段見ることのできない第一生命ホー
ルの裏側へご案内します。オープンハウ
スだからこそ体験できる年に1度のこの
機会をお見逃しなく！
定員：各回15名

裏方の仕事をみてみよう
★事前申込

14：00〜14：50　対象：小学4年生〜6年生
ホールを支える裏方スタッフの仕事は
魅力がいっぱい。どんな仕事があるのか
のぞいてみましょう。夏休み自由研究に
もどうぞ！
定員：10名

●当日申込 ：当日会場にて先着順で受付
★事前申込 ： 7/1（金）よりホームページにて

先着順で受付

※ やむを得ず、イベント内容や出演者が変更に
なる場合がございます。予めご了承ください。

11：30〜12：00／14：20〜14：50 ステージで写真撮影
コンサート以外の時間はステージ上で写真撮影ができます。
楽器を弾いたことのない人もステージ上にある楽器を手に
とって構えてみましょう！ あこがれのステージでポーズを
決めてパシャリ！


