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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

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。

クァルテット・エクセルシオ
〜アラウンド・モーツァルトvol.2　ウィーンでの素敵な出逢い
3月12日（日） 14:00

いよいよ2月28日（火）よりチケット発売開始!!
2017年度も注目の公演が目白押し
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News

サポーター（ボランティア）募集中!!　子育て支援コンサート
華やかな歌声による“グランドロビーコンサート”開催　

News
News

2月19日（日）14:00

エルデーディ弦楽四重奏団
■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）

弦楽四重奏のみに託された
ベートーヴェン最晩年の
高貴なるメッセージ

本田雅人と豪華メンバーによる
エキサイティングな夜

これからの
オススメ公演

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
線

10番出口

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−
■一般¥3,500
■バルコニー席¥2,500 

（ステージの一部が見えない場合がございます）

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、Hinagiku、晴海トリトン夢未来クリニック�＊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、

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！

人で演奏したのかもしれ
ません。これをヴィオラ
の吉田有紀子さんと演奏
するのも楽しみです」（澤
村）

　昨夏はドイツのゼーリ
ゲンシュタット音楽祭にも
招かれ、日本が誇る常設の弦楽四重奏団として
の歩みを進めるエク。もちろん「狩」など、弦楽
四重奏曲の名曲もしっかりお楽しみいただけま
す。充実のプログラムをどうぞお聴き逃しなく。

　クァルテット・エクセルシオ（以下エク）が昨
年度からスタートした、モーツァルトとその同
時代の作曲家たちに迫る「アラウンド・モーツァ
ルト」シリーズ。今回はクラリネットの澤村康
恵さんをゲストに、数ある室内楽の曲の中でも、
特に人気の高いモーツァルトのクラリネット五
重奏曲を演奏します。
　モーツァルトが生きていた当時まだあまりメ
ジャーな楽器ではなかったクラリネットですが、
名手シュタードラーに出会って感激したモー

NEWS
ニュース いよいよ2月28日（火）よりチケット発売開始!!

2017年度も注目の公演が目白押し

ツァルトは様々な傑作を生み出しました。

　「クラリネット五重奏曲は本当に名曲ですよ
ね。美しい第2楽章は、一筋光が差している
かのようなクラリネットのソロに、伴奏のよ
うな弦楽四重奏というシンプルな作りですが、
何度演奏しても飽きることない不思議な曲で
す」（山田百子／エク・第2ヴァイオリン）
　「この後、ウェーバーやブラームスが五重奏
曲などを書きましたし、今オーケストラの中に
クラリネット・パートがあるのも、モーツァル
トが素晴らしいクラリネット作品を書いてくれ
たからこそ」（澤村）

　当日は、シュタードラーが作曲したというめ
ずらしい二重奏曲も。

　「私も今回初めて楽譜を見ました。シュター
ドラーは弟もクラリネット奏者でしたから、2

Interview
インタビュー

クァルテット・エクセルシオ×澤村康恵 インタビュー
モーツァルトをめぐるプログラム　珠玉のクラリネット五重奏曲

3月12日（日）
14:00開演

クァルテット・エクセルシオ
〜アラウンド・モーツァルトvol.2　ウィーンでの素敵な出逢い
■［西野ゆか／山田百子（ヴァイオリン）　吉田有紀子（ヴィオラ）　
　大友肇（チェロ）］　
■澤村康恵（クラリネット）

モーツァルト:歌劇「フィガロの結婚」序曲（弦楽四重奏版）
シューベルト:弦楽四重奏曲 第6番 ニ長調D74
モーツァルト:弦楽四重奏曲 第17番 変ロ長調K458 「狩」
シュタードラー:二重奏曲 第1番（クラリネットとヴィオラ版）
モーツァルト:クラリネット五重奏曲 イ長調K581

■一般￥4,000
■シニア￥3,500
■ヤング￥1,500

発売初日のみ（10:00〜受付開始）

　日本の学校では吹奏楽部が盛んですよね。中で
もクラリネットは人数も多いので、ケースを持って
歩いていると、「私も以前クラリネットをやってい
ました」という人に出会う確率が高い（笑）。おかげ
で管楽器奏者の裾野は広いのですが、熱中しすぎ
て、吹奏楽の世界だけで完結しているのは残念だ
と思うことも。たとえば、クラリネットをやっている
のに、このモーツァルトの五重奏曲や協奏曲など
の名曲を知らないのはもったいない。よい演奏を
聴くと演奏も変わります。ぜひ生で聴いてみてくだ
さいね。

♡ 澤村さんからクラリネットを
吹いている方へ

澤村康恵

クァルテット・エクセルシオ ©Naoko�Ogura

5月10日（水）
11:00開演

（12:30終演予定）

第9回
朴
パク・キュヒ

葵姫（ギター）
タレガ：アルハンブラの思い出
バリオス：森に夢見る
アルベニス：「スペイン組曲Op.47」より第5曲「アストゥリアス（伝説）」／
第3曲「セビリヤ」　他　

［セット券］
■ 2公演セット券¥3,000

［単独券］
■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）

7月26日（水）
11:00開演

（12:30終演予定）

第10回
上野耕平（サックス）　山中惇史（ピアノ）

リムスキー＝コルサコフ（網守将平編）：熊蜂の飛行
坂東祐大：エアリアル・ダンス（上野耕平委嘱作品／改訂版初演／無伴奏）
ビゼー（山中惇史編）：カルメン・ファンタジー　他

7月15日（土）
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Ⅱ
■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20番／第8番「悲愴」／
第29番「ハンマークラヴィーア」

■ 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）

■ヤング￥1,500

雄大と行く 昼の音楽さんぽ （ご案内：山野雄大）

假屋崎省吾と聴く

朴葵姫

假屋崎省吾

上野耕平

児玉麻里

Ⓒ Toshiya�Suda

チケット好評発売中 

協賛：アフラック



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

送迎サービス
実施中！

＜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

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）中央区内各公民館、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

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「春の室内楽体験講座」参加者募集〜

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

□発 表 会：2017年4月23日（日）第一生命ホール「CLASSIC�for�KIDS」
□講座日程：3月2日（木）〜（全7回／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（初級〜）を勉強中の小･中学生。

上級者のためのコースも開講予定です。詳しくはお問い合わせください。

ジュニア・フィルハーモニック・オーケストラ

トリトンアーツ通信に
広告を掲載しませんか？

トリトンアーツのコンサート、コミュニティ活動の情報を毎月年
10回（除く1・8月）発行しています。

発行部数

広告料金

配布先

お問合せ先

35,000部

75,000円（税別）1枠半期５回／16,000円（税別）1枠1回

◦�新聞折込み：�主要3紙各回、ホール周辺地域�
（中央区晴海・月島・勝どき・佃等、江東区豊洲）

◦備付：晴海トリトンスクエア内、中央区役所、中央区民館等
◦配布：�第一生命ホール主催公演、アウトリーチ実施�

先小学校、幼稚園、保育園等

トリトン・アーツ・ネットワーク　担当：植田
TEL：03-3532-5701　Email：ueda@triton-arts.net

7月28日（金）
19:00開演

三浦一馬（バンドネオン）
東京グランド・ソロイスツ
■三浦一馬（バンドネオン）
■石田泰尚（ソロ・ヴァイオリン）率いる弦楽
　アンサンブル総勢13名
■山田武彦（ピアノ）　■大坪純平（ギター）　
■石川智（パーカッション）

■ 一般￥6,000
■バルコニー席

￥3,000
■ヤング￥1,500
＊バルコニー席は、ステー

ジの一部が見えない場
合がございます

いよいよ2月28日（火）よりチケット発売開始!!
2017年度も注目の公演が目白押し

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

2月19日（日）
14:00開演　

エルデーディ弦楽四重奏団
〜弦楽四重奏のみに託されたベートー
ヴェン最晩年の高貴なるメッセージⅢ
■[蒲生克郷／花崎淳生（ヴァイオリン）　桐山建志（ヴィオラ）
　花崎薫（チェロ）]

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

3月18日（土）
14:00開演

子どもといっしょにクラシック
〜子育て支援コンサート『ぴっぽのたび』
■松原勝也（ヴァイオリン）　
■弦楽アンサンブル
■染谷麻衣（朗読）

【第1部】（約30分）
●大人のためのコンサート（小学生以上）

モーツァルト：ヴァイオリンとヴィオラのための二重奏曲ト長調
K423より第1楽章　他

●子どものための音楽スタジオ（４〜６歳のお子さま）
年齢順に4部屋に分かれて楽しい音楽体験をします。

【第2部】（約40分）
◎音楽と絵本：「ぴっぽのたび」[刀根里衣 作/NHK出版]

ステージ上のスクリーンに絵本を投影し、絵本の朗読をまじえ、
クラシックの名曲をたっぷりお届けします。（構成・編曲：松原
勝也／演奏曲：ドビュッシー「月の光」「パスピエ」ほか）

■大人￥2,000
　（中学生以上）　
■小学生￥1,000
■未就学4歳〜6歳

￥1,000
＊チケットは1名に

つ き 1 枚 必 要 、 3
歳以下は入場不可
（2017年4月1日
の年齢）

＊有料託児サービス
　¥1,000（事前申込

制）詳細はお問い
合せください

　みなさまに音楽を身近に感じていただけるような、さまざまなコンサートを
お届けいたします。ぜひご期待ください!!

6月4日（日）
14:00開演

2016年ボルドー国際弦楽四重奏
コンクール優勝ツアー
アキロン・クァルテット

ドビュッシー：弦楽四重奏曲
ト短調Op.10　他

［3公演セット券］
■一般¥13,000
■シニア¥11,500

［単独券］
（6/4）
■一般￥4,000
■シニア￥3,500
■ヤング￥1,500

（6/10・17）
■一般￥5,000
■シニア￥4,500
■ヤング￥1,500
＊他6公演セット券あり
（詳細はホームページを
ご覧ください）

6月10日（土）
14:00開演

シューマン・クァルテットⅠ
ベートーヴェン：弦楽四重奏曲
第7番 ヘ長調Op.59-1

「ラズモフスキー第1番」　他

6月17日（土）
14:00開演

シューマン・クァルテットⅡ
ベートーヴェン：弦楽四重奏曲
第13番 変ロ長調Op.130　他

クァルテット・ウィークエンド

三浦一馬新プロジェクト発進

三浦一馬
写真提供：ビクターエンタテインメント（株）

アキロン・クァルテット
Ⓒ Agnès�Chanut

シューマン・クァルテット
Ⓒ Kaupo�Kikkas



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

2017

３7年の実績　　　　０才から大人まで
♪ピアノ科（子供/大人）♪歌唱科（子供/大人）　
♪ヴァイオリン科（３才～大人）
♪０才からの楽器演奏コース（リトミック）
♪クラリネット科　♪オカリナ科　♪リコーダー科
♪日曜日クラス（リトミック、歌唱、ヴァイオリン）
♪ヤマハ音楽教室 （後援 銀座山野楽器）

●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

3月18日（土）「子育て支援コンサート」
サポーター（ボランティア）大募集中!!

　子育て中のパパやママにも、演奏を楽しん
でいただきたいと企画している「子育て支援
コンサート」。第1部で、小学生〜大人の方が
ホールで演奏を聴いているあいだ、4-6歳の
お子さまは年齢順に分かれ「子どものための
音楽スタジオ」で音楽体験をします。
　そこで大活躍するのがサポーター（ボラン
ティア）のみなさん。お子さまと開場中に遊
んだり、「音楽スタジオ」ではいっしょに歌っ
たり、リズム遊びなどをすることも。お子さま
の笑顔が見たいと、毎年参加する方も多くい
らっしゃいます。事前説明会もありますので
初めての方もぜひご参加ください。　

オープンハウス2017
プロジェクト・サポーター募集
半年にわたっていっしょに活動しませんか？

春の訪れを歌声と共に
晴海トリトンスクエア グランドロビーコンサート開催

News

News

News

　「音楽が大好き!!」「イベントの制作・運営を学びたい!」「仕事以
外で社会に何か貢献したい!」と思っている方、いっしょにオープン
ハウスを創ってみませんか？
　オープンハウスは、毎年夏に第一生命ホールを１日無料開放す
るイベントで、コンサート、楽器体験、バックステージツアーなど、
様々な企画を行います。
　オープンハウスに向けて、トリトンアーツのスタッフといっしょに
制作・準備をしていただくプロジェクト・サポーター(ボランティア)
を募集します。

　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。春の訪れを感じながら、軽やかなソプラノの
歌声をお楽しみください。

■お申し込み
メールで受付いたします。
参加条件等、詳しくはホームページをご覧ください。
http://www.triton-arts.net/ja/community/

■申込締切：2月17日(金)
■お問い合わせ

TEL：03-3532-5701（平日10:00〜18:00）担当：杉野

■日時：3月13日（月）12:10〜12:50
■会場：晴海トリトンスクエア　グランドロビー
■出演：大森智子（ソプラノ）　吉川健一（バリトン）
　田村 緑（ピアノ）
　＊入場無料／予約不要

■日時：3月18日（土）10:30〜16:00頃
　＊3月4日（土）10:30〜12:00事前説明会あり。
■募集人数：70名　＊交通費の支給なし。昼食あり

〔お手伝いいただきたい事〕
①子どもスタジオ班：「音楽スタジオ」での音楽体験補助や
　開場中のお子さまとの遊び等
②受付班：受付やプログラム配布等
③設営＆ご案内班：準備や片付け、お客さまのご案内等

■申込締切：2月24日（金）
＊定員に達した場合は、期日前でも締切
■お申込み・お問い合わせ

TEL：03-3532-5701（平日10:00〜18:00）
メール： tan-supporter@triton-arts.net
＊タイトルに「子育て支援コンサートサポーター」とご記入ください。

過去の様子 ©越間有紀子

過去の様子 ©越間有紀子

行ってきました！（コミュニティ活動記録）
11月22日（火）中央区立佃島小学校
▎�4年生はじめてのクラシック／浜まゆみ/金丸寛（マリンバ）
12月1日（木） 品川区立品川児童学園（主催：第一生命保険�保険金部）
▎�中川直子（ヴァイオリン）　田中愛（チェロ）　髙橋朋子（ホルン）
▎五田詩朗（打楽器）
12月2日（金） 中央区立月島第一小学校
▎�Meet�the�和楽器／日本音楽集団［米澤浩（尺八）�熊沢栄利子（箏）］
12月12日（月）中央区立阪本小学校
▎�4年生はじめてのクラシック／浜まゆみ/金丸寛（マリンバ）
12月15日（木）中央区立日本橋小学校
▎�4年生はじめてのクラシック／江崎浩司（リコーダー）　伊藤一人（ピアノ）
12月16日（金）がん研有明病院
▎�がん研ホスピタルコンサート／中井智弥（二十五絃箏）

12月19日（月）・20日（火） 江東区立豊洲小学校
▎�Meet�the�和楽器／日本音楽集団［米澤浩（尺八）�熊沢栄利子（箏）］
12月21日（水）介護老人保健施設「リハポート明石」アウトリーチ
▎�TANBRASS（金管五重奏+打楽器）
1月12日（木） 江東区立豊洲幼稚園
▎�中井智弥（二十五絃箏）　堀米綾（ハープ）
1月16日（月） 中央区立月島第二小学校
▎�4年生はじめてのクラシック／浜まゆみ/金丸寛(マリンバ）
1月18日（水） 中央区立有馬小学校
▎�4年生はじめてのクラシック／中川賢一（ピアノ）
＊�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。

大森智子


