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ポール・メイエ ©Shin Yamagishi

TRITON ARTS Vol.

153
2016 年 9 月

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
メールニュース登録者には、先行予約などのご案内をお送りしています。

おかげさまで15周年

トリトン晴れた海のオーケストラ  第2回演奏会
コンサートマスター矢部達哉
クラリネットの匠ポール・メイエを迎えて
10月30日（日）14:00

トリトン晴れた海のオーケストラ第1回演奏会より　©大窪道治

チック・コリアによる、須川展也のための新作初演も！
10月15日（土）11:00  雄大と行く 昼の音楽さんぽ〜須川展也  サクソフォンの明日へ
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インタビュー

スーパーホルン奏者、バボラークによるモーツァルトのホルンの名作
11月26日（土）14:00  室内楽の魅力  モーツァルト 第2回  バボラーク〜ホルンの室内楽

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!!
夜のグランドロビーコンサート　9月26日（月）開催決定！

News
News

9月10日（土）14:00（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』

■大人￥2,000（中学生以上）
■子ども￥1,000（4歳以上、小学生以下）
＊3歳以下入場不可（公演当日の年齢）

生演奏と共におくる感動の名作
『スーホの白い馬』

これからのオススメ公演

小山実稚恵とアルティ弦楽四重奏団が
待望の初共演

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
■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）

トリトン・アーツ・ネットワーク
2016年通常総会のご報告



【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！

　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7回は天才サクソフォン奏者、須川展
也さんの登場です。クラシック音楽にもジャ
ズにもポップスにも見事に融ける楽器・サク
ソフォン、その魅力を全開にする名手をお迎
えして、なんとジャズの巨人チック・コリア
による新作の世界初演も！

　「もともと僕はチック・コリアさんの大ファ
ンで〈セクステットのための抒情組曲〉などク
ラシックの薫りも漂う曲が大好きでした。お
会いして、ぜひ新作を、とお願いしました。

彼はジャンルを
越えた“チック・
コリアの音楽”を
創っている、世
界の音楽シーン
のリーダー。そう
いう方に新曲を
書いていただい
たのはとてもうれ
しいことです。今
回はまず名曲〈ア
ルマンドのルン

Topics
トピックス

信頼する仲間と最高の音楽を奏でたい
「トリトン晴れた海のオーケストラ」 コンサートマスター 矢部達哉

Interview
インタビュー

ジャズの巨人チック・コリアによる新作の世界初演も！
須川展也インタビュー

バ〉を聴いていただいて、心の用意ができた
ところで新作を披露します」

　〈アルト・サクソフォンとピアノのためのソ
ナタ“Florida to Tokyo”〉を世界初演してい
ただきます。

　「スタンダード・ナンバーの薫りとはまた
違った、今の彼のスタイルが存分に盛り込ま
れている曲で、彼の大ファンの方にも、おお
お…来た！ と思っていただける作品です」

　ふたりで相談しながら新作の細かい表現
まで練りこんでいるとのこと、これは聴き逃
せません。

　「新作といっしょに演奏する曲もギリギリ
まで考えました。バッハやマルチェッロもソ
プラノ・サックスで聴くとまたいいんですよ。
そして吉松隆さんの〈悲の鳥〉。これは〈サイ
バーバード協奏曲〉からご自身が編曲してく
ださった、なにしろ泣ける名曲です。そして
最後には、ジャズとクラシックを結びつけて
ジャンルを問わずファンがいるガーシュウィ
ンのメドレーを！」

　高く自由に羽ばたくからこそ体験できる歓
び…どうぞお楽しみに！

［聞き手・文：山野雄大（音楽ライター）］

チケット
好評発売中 

　昨年6月、モーツァルトの調べとともに新
しいオーケストラが出帆しました。発足しま
した、でも、結成されました、でもなく、出帆
です。なぜなら名前が＜トリトン晴れた海の
オーケストラ＞だからです。晴れた日のオー
ケストラではありません。「コンサートの日、
お天気が今ひとつだったらどうするの？　僕
のせい？」と心配した愛すべきヴァイオリニス
ト（後述）がいましたが、ご心配なく。晴れた
海、そう晴海がネーミングされているのです。
　今年15周年を祝っている認定NPO法人ト
リトン・アーツ・ネットワーク／第一生命ホー
ルから、音楽の大海原に向かって、音楽好
きの声援、いえ、素敵な風をいっぱいにうけ
て＜トリトン晴れた海のオーケストラ＞は出
帆しました。漕ぎ出した、という響きもいい
かも知れません。ただちょっと長い名前なの

で、晴れオケと呼
ぶことにしましょう。
　この晴れオケ、
音楽ファンの相次
ぐアンコールの声
に 導 か れ、10月
30日日曜 の 午 後
に第2回演奏会を
開催することにな
り ま し た。 壮 麗
な 交 響 曲 第41番

「ジュピター」を含
むオール・モーツァルト・プログラムで、し
かも世界最高峰のクラリネット奏者ポール・
メイエさんが協奏曲を奏でるという豪華版で
す。第一生命ホールを仲立ちに、いよいよ
定期的な活動が始まる、と音楽評論家っぽ

く記しておきましょうか。
　指揮者はいません。弦楽四重奏団があた
かも翼を大きく広げたかのような晴れオケで
は、メンバーひとりひとりが主役を演じるの
で、指揮者のみなさんからお叱りを受けそう
なことを言いますが、指揮者を必要としない
のです。
　そうなりますと、コンサートマスター、つ
まりリーダーの役割がいつも以上に重要に
なってくるわけですが、晴れオケにはこの人
がいます。日本を代表するヴァイオリニストで、
東京都交響楽団のソロ・コンサートマスター
を務めている矢部達哉さんです。お天気のこ
とを心配した前述のヴァイオリニスト氏です。
晴れオケは、矢部さんの夢を叶えるべく、出
帆したオーケストラでもあるのです。信頼す
る仲間と最高の音楽を奏でたい、という彼
の夢が昨年実現したのです。
　「メンバーのアイコンタクト、表情、息づか
いも魅力です。音楽のいろいろな風景を僕も
楽しみたいと思っています」
　夢の、憧れのモーツァルト尽くしを10月
30日に第一生命ホールで体感したいものです。

［文：奥田佳道（音楽評論家）］

10月30日（日）
14:00開演

トリトン晴れた海のオーケストラ  
第2回演奏会
■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）

＜オール・モーツァルト・プログラム＞
交響曲第35番 ニ長調K385 「ハフナー」
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」

■S席￥6,500　
■A席￥5,500　
■B席￥4,500　
■ ヤング￥1,500 
（小学生以上、25歳以下）

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”【世界初演／須川展也委嘱作品】
ピアソラ：アヴェ・マリア　他

■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）

■ 2公演（第7・8回）
セット券￥3,000

※ 第8回11月2日岡本誠司
（ヴァイオリン） 
詳細は右ページをご覧
ください

チケット
好評発売中

矢部達哉� Ⓒ藤本史昭

サタデースペシャル

須川展也� Ⓒ山野雄大



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

小・中学生向け
文法クラス
スタート！

＜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）　
03－6231－1766

体験レッスン受付中！ 英検準会場資格登録校

小・中学生向け
文法クラス
スタート！

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

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

2016年9月3日（土）14:00開演

■一般￥5,000　■シニア￥4,500（60歳以上）
■ヤング￥1,500（小学生以上、25歳以下）

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

ブーレーズ直伝、改訂版「書」を含む、話題のプログラム

チケット発売中

10月10日（月・祝）
14:00

ウェールズ弦楽四重奏団
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　 
（60歳以上）

■ ヤング￥1,500 
（小学生以上、25歳以下）

11月2日（水）
11:00 

（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

■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）

■ 2公演（第7・8回）
セット券￥3,000

※ 第7回10月15日 
須川展也（サックス） 
詳細は左ページをご覧
ください

11月2日（水）
18:30 

（19:30終演予定）

630コンサート〜充電の60分〜
岡本誠司　ヴァイオリン・リサイタル 
〜フランスのエスプリ〜
■岡本誠司（ヴァイオリン）  ■上田晴子（ピアノ）

ファリャ（クライスラー編）：スペイン舞曲第1番
プーランク：ヴァイオリン・ソナタ
ショーソン：詩曲
ラヴェル：ツィガーヌ

■一般￥2,200

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

　絶大な人気から「バボちゃん」の愛称で親し
まれるバボラークさんが、第一生命ホールに
登場します。弦楽四重奏にコントラバスを加え
た室内楽版によるホルン協奏曲は必聴です。
　「モーツァルトの時代の演奏風景をお届けし
たいのです。当時はコンサートホールではな
く、アパートの一室などに音楽家たちが集まり、
ボーリングやビリヤードの合間にいろいろと演
奏して楽しんでいました。今回もオーケストラ
ではなく少人数のアンサンブルで、同じような
雰囲気を味わっていただければ」
　プラハ音楽院の同級生が核となるアンサン
ブルで皆親友、チェロ奏者は奥様。
　「ドイツで子どもも生まれアンサンブルの時
間がなかったのですが、ベルリン・フィルをや
めてから、やはり自分にとってこのアンサンブ
ルは何より大事だと実感しました。真剣にレ
パートリーを考え始めて5、6年。その延長に

Interview
インタビュー

ラデク・バボラークインタビュー
世界最高のホルン奏者によるモーツァルト

チケット
好評発売中

11月26日（土）
14:00

室内楽の魅力
モーツァルト 第2回 
〜バボラーク  ホルンの室内楽
■ラデク・バボラーク（ホルン）　バボラーク・アンサンブル

＜オール・モーツァルト・プログラム＞
ホルン五重奏曲 変ホ長調K407
ホルン協奏曲全4曲（室内楽版）

■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）
■ほかセット券あり

このモーツァルト・プロジェクトがあります」
　名手ならではのこの企画、バボラークさん以
外には不可能では、との質問には「モーツァル
トは驚くほど楽器の性能に精通しており、ホ
ルンに合わせて作曲していますからむずかしく
ありません」
　ホルンの申し子によるモーツァルト、どうぞ
お楽しみください。

ラデク・バボラーク



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
０才からの楽器演奏コース（リトミック）

金曜日（月３回）、日曜日（月２回）
０才児～小学生まで各クラス募集中！

・ピアノ科・ヴァイオリン科・歌唱科ほか
各コース無料体験レッスン受付中！

●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
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行ってきました！（コミュニティ活動記録）
6月6日（月） 東京都立晴海総合高校吹奏楽部アウトリーチ

▎ Buzz Five（金管五重奏）
7月5日（火） 中央区立日本橋幼稚園アウトリーチ

▎ Quartet MIYABI
▎ ［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）］
7月11日（月） 中央区立有馬小学校音楽鑑賞会

▎ 大森智子（ソプラノ） 菊本和昭（トランペット） 新居由佳梨（ピアノ） 
▎ 浜まゆみ（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。

トリトン・アーツ・ネットワーク
2016年通常総会のご報告

9月26日（月）開催！!
晴海トリトンスクエア 
夜のグランドロビーコンサート

News

　2016年通常総会が6月23日に行われ、第1号議案として
2015年度事業報告および収支決算が承認されました。第
2号議案として役員の選任が承認され、理事7名、監事2名
が再任されました。角田裕一理事が退任し、新任理事とし
て江川友浩（住友商事株式会社 環境・CSR部　社会貢献
チーム長）が就任し、また15周年以降に向け、役員体制の
強化を図り、理事1名を増員し、田中玲子（認定NPO法人
トリトン・アーツ・ネットワーク　エグゼクティブ・プロデュー
サー）が就任しました。総会後の理事会にて、長浜力雄が
理事長に互選され就任いたしました。
　また、所管庁の東京都へ事業報告書、役員変更届の提出
を行いました。引続き
みなさまのご支援、ご協
力を何卒よろしくお願
い申し上げます。

　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。

「トリトン晴れた海のオーケス
トラ」首席オーボエ奏者の広
田智之さんが仲間のミュージ
シャンと共に、クラシックの名
曲に加え、青春時代に聴き込
んできたロック・バラードの名
曲をお届けします。お仕事帰り
に、ぜひお立ち寄りください。

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20回ロビーでよちよちコンサート
■日時：2016年11月30日（水）

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25組限定　※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：�中川直子（ヴァイオリン）  田中愛（チェロ） 

北岡羽衣（クラリネット）   
松木亜希（トランペット）  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。
11月7日（月）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、

当選者にハガキにて11月18日（金）までにお知らせいたします。
■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）

　開放感のある第一生命ホールのロ
ビーでおこなう“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：9月26日（月）18：30〜19：10
■会場：晴海トリトンスクエア　グランドロビー
■出演：�広田智之（オーボエ）  大久保治信（キーボード、編曲）   

池田邦人（ギター）  望月研吾（ベース）   
内田AIZØ藍（ドラムス）

■プログラム：サン・サーンス：白鳥／ジョン・レノン：イマジン 他
＊入場無料／予約不要

広田智之

Report


