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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
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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

室内楽の魅力 モーツァルト 第1回
第一生命ホール15周年記念ガラ・コンサート
豪華アーティストが集結
11月20日（日）14:00

J.S.バッハ国際コンクール優勝の若き俊英　
岡本誠司が、昼・夜あわせて登場！
11月2日（水）11:00  雄大と行く 昼の音楽さんぽ〜ヴァイオリンが歌うロマンス
11月2日（水）18:30  630コンサート〜充電の60分〜フランスのエスプリ〜

P.2-3

P.4

インタビュー

11月の“夜のグランドロビーコンサート”開催決定！
第一生命ホールオープンハウスへのご来場ありがとうございました

News
Report

10月10日（月・祝）14:00
ウェールズ弦楽四重奏団
■一般￥4,000
■シニア￥3,500
■ヤング￥1,500

今、もっとも勢いのある
若手クァルテット

これからの
オススメ公演

須川展也が紡ぐ、
サクソフォンの輝く響き

ジャズの巨人チック・コリアの
新作初演も！

10月15日（土）11:00（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
■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7・8回）セット券￥3,000
※第8回岡本誠司（詳細は中面をご覧ください）



【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、Hinagiku　＊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、�

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！

　豊かな音楽と楽しいトークでお届けする、
お昼どきの90分…《雄大と行く 昼の音楽さ
んぽ》第8回は若き俊英、岡本誠司さんをお
迎えします。〈ヴァイオリンが歌うロマンス〉
と題して、クライスラー《愛の喜び》からエル
ガー《愛のあいさつ》までおなじみの人気作は
もちろん「ギリシャ神話をもとに想像を広げ
たシマノフスキの《神話》は漂う空気感など
本当に魅力的。日常味わうことのできない
感覚を楽しんでいただきたいですね」（岡本、
以下同）。

　しかもこの昼公演に続いて、同じ日の午
後6時半からは《630コンサート〜充電の

60分〜》でフランスの作
曲家を中心に美しく深い
傑作の数々を。超絶技巧
も鮮やかに冴えるラヴェ
ル《ツィガーヌ》など「フ
ランスの作曲家を中心に

Topics
トピックス

第一生命ホール15周年記念ガラ・コンサート
豪華アーティストが集結

お届けします。プーランクのソナタのよう
に、彼らのスペイン趣味も聴ける作品も並べ
て、華やかさとお洒落さ、深い精神性も味
わえます」と聴きごたえある1時間、昼・夜あ
わせてお聴きいただくと楽しみも深まるはず。
J.S.バッハ国際コンクール優勝ほか、いよい
よ飛翔する岡本さんの、鮮やかな音楽を右
から左から味わっていただけるチャンスです。

　ちなみに岡本さんは東京藝大在学中。リサ
イタルや協奏曲などで賞賛を浴びつつ、着々
と広がるレパートリーを深くていねいに勉強
し続ける多忙な日々を送っています。もとも
と「3歳になろうかという頃、近所に住んでい
た子が楽器を習っていると聞いて、かっこい
いなぁ、と思ったのがきっかけでヴァイオリ
ンを始めました」と、それが世界の覇者へと
駆けのぼるから人生わからないものですが…

「最初に習ったスズキ・メソードの先生がとて
も親身に教えてくださって、楽器も音楽も楽

しいものとしてずっと近くにあったこともラッ
キーでした」と振り返りつつ、「人前で楽器を弾
きたい！というのが続けるモチベーションだっ
たかも（笑）」というあたりはやはり天才肌。「今
でも、お客様に聴いていただけることが一番
の幸せです」と微笑む岡本さん。その温かい
人柄に満ちた音楽をお楽しみに！

［聞き手・文：山野雄大（音楽ライター）］

Interview
インタビュー

J.S.バッハ国際コンクール優勝の若き俊英
岡本誠司（ヴァイオリン）が、昼・夜あわせて登場！

　トリトン・アーツ・ネットワークと第一生
命ホールが15周年を迎える今年、ホール誕
生月の11月に、「第一生命ホール15周年ガ
ラ・コンサート」を開催します！ 

● ガラ・コンサートの「ガラ」って 
どういう意味？

　ガラ（gala）とは、「祝祭」「祭典」という意
味で、「ガラ・コンサート」は、豪華アーティス
トが大勢登場して様々な曲を披露する演奏会
のことを指します。

● どんなアーティストが出演するの？

　これまで第一生命ホールの様々な主催公
演に出演してこられた演奏家ばかりです。代
表的な公演を挙げると、吉野直子さんや佐久

間由美子さんは「子育て支援コンサート」で音
楽と絵本による企画を構成してくださいまし
た。矢部達哉さんは、第一生命ホールを拠
点とする室内オーケストラ「トリトン晴れた海
のオーケストラ」のコンサートマスター。横坂
源さんは、全日本ビバホールチェロコンクー
ル第1位受賞記念でホールに出演しています。
ウェールズ弦楽四重奏団は、クァルテットの
シリーズに今年から３年連続の出演が決まっ
ています。

　ホール周辺のコミュニティで演奏してくだ
さっている方も多く、仲道郁代さんはフォルテ
ピアノ聴き比べなどのホール公演のかたわら、
小学校で３日間にわたるアウトリーチ＊を実施。
松原勝也さんは、若手演奏家育成を目的と

したセミナーをプロデュースし、小学校など
でのアウトリーチも数多く行っています。伊藤
慧さん、西山健一さんは、そのセミナー出身。
矢部さんと同じアルティ弦楽四重奏団のメン
バー、川本嘉子さんは、小学校だけでなく病
院でのアウトリーチも行っています。

●ガラならではの組み合わせ

　二重奏、三重奏、五重奏は、他では聴
けない組み合わせばかり。東京混声合唱団
からの選抜メンバーによる東混ゾリステンは、
ウェールズ弦楽四重奏団との共演が決定！ 

「アヴェ・ヴェルム・コルプス」ほかの名曲を、
合唱と弦楽器の美しいハーモニーで心ゆくま
で味わってください。

11月20日（日）
14:00

室内楽の魅力
モーツァルト 第1回 
〜第一生命ホール15周年記念ガラ・コンサート
■仲道郁代（ピアノ）　■佐久間由美子（フルート）　 
■吉野直子（ハープ）　■松原勝也／矢部達哉（ヴァイオリン） 
■川本嘉子／伊藤 慧（ヴィオラ）　■横坂 源／西山健一（チェロ） 
■ウェールズ弦楽四重奏団　■東混ゾリステン（合唱）

弦楽四重奏曲 ハ長調K465「不協和音」より第1・4楽章
（ウェールズ弦楽四重奏団）
ピアノ・ソナタ ハ長調K545（仲道） 
ディヴェルティメント 変ホ長調K563より第2楽章 

（松原、伊藤、西山）
アダージョとロンドK617（吉野、佐久間、矢部、川本、横坂）
モテット「アヴェ・ヴェルム・コルプス」K618（東混ゾリ
ステン、ウェールズ弦楽四重奏団）　他
※ 演奏者の希望により、当初発表したプログラムが変更となりました。

詳細はホームページをご覧ください。

■S席￥6,000　
■A席￥5,500　
■B席￥4,500　
■ ヤング￥1,500
■ セット券S

￥10,000〔第1・2回〕
※ 第2回　バボラーク　 

ホルンの室内楽

チケット
好評発売中

岡本誠司  Ⓒ山野雄大

？
　ホールに来られない方のもとへ音楽をお
届けする活動をアウトリーチ（outreach）と
呼んでいます。小学校や周辺の介護施設、病
院などに演奏家とうかがう活動です。

＊アウトリーチってどんな活動？

アウトリーチ活動の様子

　両公演で共演するピアニス
トは、パリ在住の上田晴子さん。
変化に富んだ精妙な音色ととも
に、聴き手の身体にすっとしみる美しい響き
を創る名匠──しかも、絶妙な呼吸で共演者
の良き持ち味を自然に引き出す至芸が絶賛
を集めるベテランです。経験豊富な上田さん
が若き岡本さんの音楽にどのような可能性を
ひらいて下さるか…注目です！

素晴らしき共演ピアニスト！
上田晴子

上田晴子

!



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）日本橋図書館、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

子どもといっしょにクラシック
クリスマス・オーケストラ・コンサート

12月10日（土）
1回目13:30／2回目16:00（各1時間・休憩なし）
チャイコフスキー：バレエ音楽「くるみ割り人形」より
アンダーソン：クリスマス・フェスティバル
ベートーヴェン：交響曲第7番 イ長調より第1楽章　他
■大人￥2,000　■小学生￥1,000　■4～6歳￥1,000

●ステージで聴いてみよう！（各回先着40名様）
「クリスマス・フェスティバル」をオーケストラの近くで聴きます。

●ステージで歌ってみよう！（各回先着20名様）
オーケストラをバックに「きよしこの夜」を歌います。
＊お申し込み方法など詳細はホームページをご覧ください。

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

＜9月27日より発売＞

毎年、家族揃ってお楽しみいただけると、大人気の
ARCUSによるクリスマス・コンサート。小学生限定の
2つの体験もございます（要申込）。ご希望の方はお早
めにお求めください。（3歳以下は入場不可）

ア ル ク ス

小学生限定、2つの体験！！

12月10日（土）
[1回目] 13:30

（14:30終演予定）
[2回目] 16:00

（17:00終演予定）

子どもといっしょにクラシック
クリスマス・オーケストラ・コンサート
■A

ア ル ク ス
RCUS（管弦楽）

バルトーク：ルーマニア民族舞曲
チャイコフスキー：バレエ音楽「くるみ割り人形」より
アンダーソン：クリスマス・フェスティバル
ベートーヴェン：交響曲第7番イ長調より第1楽章
グルーバー：きよしこの夜　他

■ 大人￥2,000 
（中学生以上）

■ 小学生￥1,000
■ 4〜6歳￥1,000
※ チケットはお1人様 

1枚必要。3歳以下は
入場不可。（有料託児
サービス有/事前申込制）

＊ 小学生限定のステージ
上での体験付チケット
も発売（詳細はホーム
ページをご覧ください）

2017年

2月8日（水）
18:30 

（20:00終演予定）

630コンサート〜充電の90分〜
本田雅人B.B. STATION 
−Big Band Night−
■本田雅人（サックス）　 
■ 本田雅人B.B. STATION［エリック宮城（トランペット）　 

中川英二郎（トロンボーン）　則竹裕之（ドラムス）　 
井上陽介（ベース）　梶原順（ギター）　 
秋田慎治（ピアノ）　他］
本田雅人：THEME FOR B.B.S.／CONDOLENCE／
FAIR AFFECTION　他

■一般￥3,500　
■ バルコニー席

￥2,500 
（舞台上の一部をご覧
いただけません）

2017年

2月19日（日）
14:00

エルデーディ弦楽四重奏団
ブラームス：弦楽四重奏曲第2番 イ短調Op.51-2
ベートーヴェン：弦楽四重奏曲第13番 変ロ長調
Op.130/133「大フーガ付」

■一般￥4,000　
■シニア￥3,500　
■ヤング￥1,500

2017年

3月12日（日）
14:00

クァルテット・エクセルシオ
■澤村康恵（クラリネット）

モーツァルト：弦楽四重奏曲第17番 変ロ長調K458 「狩」
モーツァルト：クラリネット五重奏曲 イ長調K581　他

■一般￥4,000　
■シニア￥3,500　
■ヤング￥1,500

チケット
好評発売中 

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／音楽ライター）

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
ラフマニノフ：2つのサロン風の小品Op.6
シベリウス：ロマンスOp.78-2
シマノフスキ：神話-3つの詩Op.30
エルガー：愛のあいさつOp.12　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）

■ 2公演（第7・8回）
セット券￥3,000

※ 第7回須川展也　サクソ
フォンの明日へ

11月2日（水）
18:30開演 

（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

認定NPO法人トリトン・アーツ・ネットワーク／第一生命ホール主催公演
チケットデスク�TEL：03-3532-5702（平日11:00〜18:00）

http://www.triton-arts.net
9月27日（火）10：00より、チケット発売開始



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

３7年の実績　　　　０才から大人まで

★ヤマハ音楽教室（後援 銀座山野楽器）
「幼児科」（4～5才児）無料体験レッスン日程表
月曜日クラス  10/3,10/17,10/31（15：00～16：00）
木曜日クラス  9/29,10/20,10/27（15：30～16：30）
土曜日クラス  10/8,10/22,10/29（12：00～13：00）

●ピアノ、ヴァイオリン、歌唱等各教室あり

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）
9月2日（金） 中央区立豊海小学校
▎�4年生はじめてのクラシック／TANBRASS（金管五重奏+打楽器）
9月6日（火） 中央区立久松小学校
▎�4年生はじめてのクラシック／Buzz�Five（金管五重奏）
9月16日（金） 特別養護老人ホーム「マイホーム新川」アウトリーチ
▎�大森智子（ソプラノ）　高江州愛（ハープ）
9月21日（水） 中央区立晴海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）］
※�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。

第一生命ホールオープンハウスへの
ご来場ありがとうございました!!

　さる7月23日に開催した「第一生命ホールオープンハウス」。今年も多
くの方にご来場いただき、素敵な音楽をお楽しみいただきました。ご来
場いただいたみなさまの夏の想い出のひとつとして、心に深く刻まれる
体験であればうれしく思います。

11月24日（木）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

News

　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。「原信夫とシャープス&フラッ
ツ」や「T-SQUARE」メンバーとしても活躍した、日本を代
表するサックスプレーヤーの本田雅人さんと、キーボードの
秋田慎治さんによるジャズの演奏をお届けします。

■日時：11月24日（木）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：�本田雅人(サックス)　秋田慎治(キーボード)
＊入場無料／予約不要

本田雅人さん率いるBig Band、
第一生命ホールでの公演決定!!

本田雅人さん、秋田慎治さんのほか、トランペットの 
エリック宮城さんや、トロンボーンの中川英二郎さん、 
ドラムス則竹裕之さんなど、豪華メンバーが出演。 
ぜひご期待ください。
2017年2月8日（水）18：30　＊詳細は中面をご覧ください

本田雅人 秋田慎治

Report

音がでたかな？
金色に輝くフルートを体験

フルートを吹いてみよう

Ⓒ越間有紀子

【来場者の声】
フルートに息をふくところがうまくふ
けてうれしかった。（8歳／男の子）

緋毛氈の上に正座で、本格的に
お箏を弾いてみよう

Ⓒ越間有紀子

【来場者の声】
お箏がおもしろかったので、来年もや
りたいです。（9歳／女の子）

演奏中のステージをのぞけます
バックステージツアー

Ⓒ越間有紀子

【来場者の声】
ふだん入ることのできないバックス
テージに行くことができて勉強になり
ました。

小さなお子さまから、ご家族そろって
ミュージックベル体験

【来場者の声】
ぼくがいちばん楽しかったところはベ
ルでした。キーボードとあわせて、すご
くいい音がした。（8歳／男の子）Ⓒ越間有紀子

普段は演奏している舞台の上で
聴いてもらいました

ステージで聴いてみよう！
【来場者の声】
ステージで生演奏を聴けたのがとても
良い機会だった。20分という1ステー
ジの 時 間も、飽きっぽい 子どもには
ちょうど良いと思う。きれいな音とす
てきな演奏で癒されました。 Ⓒ大窪道治
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