
過去の様子（音楽と絵本「こんとあき」）　©大窪道治

過去の様子（林美智子90分の『コジ!』）　©三次真二

シューマン・クァルテット　©Kaupo�Kikkas

過去の様子（トリトン晴れた海のオーケストラ）　©上仲正寿
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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。

2017年度も注目の公演目白押し!!
“子どもといっしょに”、“より深く音楽を楽しみたい”、“音楽を身近に感じたい”…。

2017年度　第一生命ホール主催公演　ラインナップ発表！　
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News

東京都共助社会づくりを進めるための社会貢献大賞「特別賞」受賞
アウトリーチセミナー講師と受講生によるロビーコンサート開催
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【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！

三浦一馬（バンドネオン）  東京グランド・ソロイスツ 
三浦一馬が新たに挑戦する、日本のクラシック界の先頭をゆくソリストたちを選りす
ぐっての室内オーケストラ。
7月28日（金）19:00
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）
ピアソラ：フーガと神秘／ヴァルダリート／ディヴェルティメント9  他
2月28日（火）10:00〜発売開始

■一般￥6,000    ■ヤング￥1,500
■バルコニー席￥3,000（ステージの一部をご覧いただけません）

子どもといっしょにクラシック
お子さまの年齢に応じて楽しめるプログラムをご用意。1歳から3歳までは
ホールのロビーで、4歳からはホール客席でお楽しみください。
9月24日（日）14:00（15:30終演予定）

「音楽と絵本」コンサート『こんとあき』
小川典子（ピアノ）  他　※4歳以上入場可
■大人￥2,000（中学生以上）  ■子ども￥1,000（4歳以上、小学生以下）
12月10日（日）13:30／16:00 （各1時間）

クリスマス・オーケストラ・コンサート
ARCUS（管弦楽）　※4歳以上入場可
■大人￥2,000（中学生以上）  ■小学生￥1,000  ■4歳〜6歳￥1,000
2018年3月10日（土）14:00
子育て支援コンサート
高木綾子（フルート）  他　※4歳以上入場可
■大人￥2,000（中学生以上）  ■小学生￥1,000   
■未就学4〜6歳￥1,000（2018年4月1日現在）
6月／10月／2018年2月（予定）
ロビーでよちよちコンサート
■親子1組（大人1名と子ども1名）￥800
※1-3歳のお子さまと保護者の方

2017年度　第一生命ホール主催公演 ラインナップ
主催：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

　昨年15周年を迎えた第一生命ホール、たくさんのお客さまにご来場いただきありがとうございました。
　今年からバンドネオン奏者の三浦一馬による室内オーケストラのシリーズを開始。ソリストとしても活躍する男性奏者ばかりが揃い「東京グ
ランド・ソロイスツ」として登場します。メゾソプラノの林美智子が第一生命ホールの空間を活かした新演出で取り組むオペラ「フィガロの結婚」
にもご注目。また、ご好評いただいているシリーズもますます充実のラインナップでおおくりします。お子さまとごいっしょにお楽しみいただく
公演もございます。ぜひご期待ください。

室内楽の魅力 〜白井光子＆ハルトムート・ヘル リート・デュオ

645コンサート
晴海トリトンスクエアで働く方を中心にオフィスワーカーのため
のコンサート。お仕事帰りに音楽でリフレッシュしてみませんか？
9月27日（水）18:45 （19:45終演予定）

充電の60分〜WASABI（新・純邦楽ユニット）
■一般￥2,200

デュオを組んで45年、リート（歌曲）とピアノによる音楽を極めた
2人による至福の時。
10月28日（土）15:00
白井光子（メゾソプラノ）　ハルトムート・ヘル（ピアノ）
■S席￥6,000  ■A席￥5,500  ■B席￥3,500  ■ヤング￥1,500

ライフサイクルコンサート 〈人生のステップにあわせておとどけ〉

過去の様子� Ⓒ大窪道治�

「音楽と絵本」コンサート『こんとあき』

過去の様子� Ⓒ藤本史昭

WASABI

雄大と行く 昼の音楽さんぽ
音楽ライター山野雄大が軽快なトークと共にご案内する、平
日昼間の90分間。演奏家が今一番聴いてほしい極上のプロ
グラムをお届けします!
5月10日（水）11:00（12:30終演予定）

第9回　朴葵姫（パク・キュヒ） 
風の色かおるギターの幸せ
タレガ：アルハンブラの思い出  他

7月26日（水）11:00（12:30終演予定）

第10回  上野耕平　 
歌え！サクソフォンの限界へ
山中惇史（ピアノ）
ビゼー（山中惇史編）：カルメン・ファンタジー  他

2月28日（火）10:00〜発売開始
■2公演（第9・10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）

8月23日（水）11:00（12:30終演予定）

第11回  上原彩子（ピアノ）
10月4日（水）11:00（12:30終演予定）

第12回  川畠成道（ヴァイオリン）
山口研生（ピアノ）
■2公演（第11・12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）

朴葵姫�©Toshiya�Sudai

上野耕平

上原彩子� ©K.Miura

川畠成道

トリトン晴れた海のオーケストラ
第一生命ホールを拠点とする、コンサートマスター矢
部達哉率いる室内オーケストラ。
10月7日（土）14:00
晴れオケメンバーによる室内楽
矢部達哉／松浦奈 （々ヴァイオリン）   
篠崎友美（ヴィオラ）  山本裕康（チェロ）   
原田禎夫（チェロ／ゲスト）   
池松宏（コントラバス）  三界秀実（クラリネット）   
岡本正之（ファゴット）  西條貴人（ホルン）
ベートーヴェン：七重奏曲　他
単独券  ■S席￥5,000  ■A席￥4,500   
■B席￥3,500  ■ヤング￥1,500
11月11日（土）14:00
トリトン晴れた海のオーケストラ   
第3回演奏会
モーツァルト：交響曲第39番　他
単独券  ■S席￥6,000   
■A席￥5,500  ■B席￥3,500   
■ヤング￥1,500
■ セット券S  ¥10,000 
（10/7、11/11）

ウィークエンド･コンサート

白井光子＆ハルトムート・ヘル

矢部達哉� ©大窪道治

過去の様子� ©上仲正寿

ロビーでよちよちコンサート

6:45開演にリニューアル！

三浦一馬　　�©井村重人

NEW!!

NEW!!



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

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室あり、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

〒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

2017

室内楽ホールdeオペラ　林美智子の『フィガロ』！

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

大好評を博した “90分の『コジ』！”を受けて、新たに林美智子が日本語台詞台本、構成、演出に
挑むのは、モーツァルト作曲「フィガロの結婚」。
2018年3月18日（日）14:00／3月21日（水・祝）14:00
林美智子（ケルビーノ） 澤畑恵美（伯爵夫人） 加耒徹（アルマヴィーヴァ伯爵）
黒田博（フィガロ） 鵜木絵里（スザンナ） 池田直樹（バルトロ）
竹本節子（マルチェリーナ） 望月哲也（ドン・バジリオ／ドン・クルツィオ）
晴雅彦（アントーニオ） 河原忠之（ピアノ）
■S席￥6,000  ■A席￥5,000  ■B席￥2,000  ■ヤング￥1,500

2017年度　第一生命ホール主催公演 ラインナップ
主催：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

室内楽の奥深い魅力が凝縮された「弦楽四重奏」をシリーズで。若手クァルテットの登竜門、ボルドー
国際弦楽四重奏コンクール覇者（2013年シューマン、2016年アキロン）2団体の聴き比べも注目です。
6月4日（日）14:00
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
エムリン・コンセ／エリーズ・ドゥ＝ベンドゥラック（ヴァイオリン）　 
ルイーズ・デジャルダン（ヴィオラ）  ルーシー・メァカット（チェロ）
ドビュッシー：弦楽四重奏曲 ト短調 Op.10  他
2月28日（火）10:00〜発売開始

■一般￥4,000  ■シニア￥3,500  ■ヤング￥1,500

2013年ボルドー国際弦楽四重奏コンクール
シューマン・クァルテット（全2回）
エリック・シューマン（第1ヴァイオリン）  ケン・シューマン（第2ヴァイオリン）   
リザ・ランダル（ヴィオラ）  マーク・シューマン（チェロ）

［ I ］6月10日（土）14:00
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

［ II ］6月17日（土）14:00
ベートーヴェン：弦楽四重奏曲 第13番 変ロ長調 Op.130　他
2月28日（火）10:00〜発売開始

単独券  ■一般￥5,000  ■シニア￥4,500  ■ヤング￥1,500

10月29日（日）14:00
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）

2018年2月18日（日）14:00
エルデーディ弦楽四重奏団
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）

2018年3月11日（日）14:00
クァルテット・エクセルシオ
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）

■6公演セット券  一般¥23,000  シニア¥20,000
■ボルドー3公演セット券  一般¥13,000 シニア¥11,500（6/4、6/10、6/17）

クァルテット・ウィークエンド

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

クァルテット・エクセルシオ�

ウェールズ弦楽四重奏団�

ウィークエンド･コンサート

世界が認める児玉麻里のベートーヴェンのピアノ・ソナタから選りすぐりの3曲を、ステージ
を彩る華道家、假屋崎省吾の作品とともに。ふたりのトークもお楽しみに！
7月15日（土）14:00
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 ト長調 Op.49-2／ 
第8番 ハ短調 Op.13 「悲愴」／ 
第29番 変ロ長調 Op.106 「ハンマークラヴィーア」

2月28日（火）10:00〜発売開始
■一般￥3,800  ■ヤング￥1,500  ■お友だち割¥3,500（3枚以上同時購入で1枚あたり）

児玉麻里 假屋崎省吾

ご予約・
お問い合わせ

エルデーディ弦楽四重奏団
Ⓒ成澤稔

ⒸSatoshi�Oono

ⒸNaoko�Ogura

トリトンアーツ・チケットデスク TEL：03-3532-5702（平日11:00〜18:00）
http://www.triton-arts.net ※オンライン予約からも座席を選択してご予約いただけます。

※スマートフォン、タブレット等でもご利用いただけます。
※演奏プログラムや発売日等の詳細につきましては、決まり次第、HPにて随時公開いたします。

NEW!!

2月28日（火）10:00〜発売開始

過去の様子　　　　　　©三次真二

【セット券（特典あり）】



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
「東京都共助社会づくりを進めるための社会貢献大賞」
「特別賞」を受賞!!

　このたび認定NPO法人トリトン・アーツ・ネットワークは、「東京都共助社会づくりを
進めるための社会貢献大賞」の「特別賞」を受賞しました。1月22日に小池都知事出席
のもと贈呈式がおこなわれました。
　本賞は、2020年東京オリンピック・パラリンピック大会を契機として、ボランティア
文化の定着を図り、共助社会づくりを進めるために、ボランティア活動の継続的、先
進的取組をおこなっている企業・団体を表彰するもので、今回が第1回となります。
　創設時よりサポーター（ボランティア）を組織化して立ち上げ、サポーターは事業
の運営サポート等を個人の能力・経験・ネットワークを活かして、スタッフと共に実施
しています。こうした取組みが評価され受賞に至りました。

行ってきました！（コミュニティ活動記録）
1月26日（木）中央区立明正小学校
▎�4年生はじめてのクラシック／TANBRASS（金管五重奏＋打楽器）
2月9日（木） 中央区立中央小学校
▎はじめてのクラシック
▎松原勝也／大庭絃子（ヴァイオリン）��市川友佳子（ヴィオラ）��松本亜優（チェロ）
2月14日（火） 中央区立常盤小学校
▎�4年生はじめてのクラシック��
▎杵屋五司郎／日吉静永（三味線）��内田ゆう子（ピアノ）��盧�慶順（打楽器）
2月21日（火）中央区立福祉センター
▎�中川直子（ヴァイオリン）��海老澤洋三（チェロ）��髙橋朋子（ホルン）��
▎五田詩朗（打楽器）
＊�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。

小池都知事を囲んで
後列右が理事長

長浜力雄

贈呈式の様子

行ってきました！
弦楽四重奏でアウトリーチ・コンサート

「4年生はじめてのクラシック」

第一生命ホール  ロビーコンサート
〜アウトリーチセミナー講師と受講生による〜
開催

　若手演奏家支援事業として、松原勝也（ヴァイオリン）を講師に
迎え、約1年間おこなってきた「アウトリーチセミナー」。このセミ
ナーは、「子どもたちの心に本当に残る音楽とは？」を幼稚園や小
学校でのアウトリーチの実践を通して考え、演奏家としての今後
の活動に役立つスキルを身につけることを目的としています（ア
ウトリーチの様子は、左覧でご紹介しています）。
　ロビーコンサートでは、本格的な弦楽合奏をおおくりします。

News
Report

■日時：3月30日（木）12:15〜（11:45開場）
■会場：第一生命ホール ロビー
■�出演：

　　講師：松原勝也（ヴァイオリン） 
　　受講生： 大庭絃子（ヴァイオリン）  市川友佳子（ヴィオラ）   

松本亜優（チェロ）
　ゲスト：柳瀬省太（ヴィオラ）  伊藤七生（チェロ）
■曲目：
　スメタナ：弦楽四重奏曲第1番 ホ短調「わが生涯より」
　ブラームス：弦楽六重奏曲第2番 ト長調 Op.36
■入場無料／予約不要
※ 来場者多数の場合は、入場をお断りさせて頂く場合がござい

ます／未就学児の入場はご遠慮ください

News

　昨年10月20日、江東区立豊洲西小学校において4年生2ク
ラスを対象にアウトリーチ・コンサート「4年生 はじめてのク
ラシック」が実施されました。演奏をおこなったのは、松原勝
也さん、大庭絃子さん（以上ヴァイオリン）、市川友佳子さん

（ヴィオラ）、松本亜優さん（チェロ）の4人。本格的な弦楽四
重奏によるミニ・コンサートです。
　会場となった音楽室に登場したメンバーは、まずこの日の
メイン曲であるスメタナ〈わが生涯より〉の冒頭部分を演奏。
次に実際に音を出しながらそれぞれの楽器についてわかりや
すく紹介していきます。続いておなじみの〈エーデルワイス〉

をみんなで歌ったあと、今
度は弦楽四重奏用に編曲
した同曲を披露。この編
成ならではのアンサンブ
ルの魅力にふれた子ども
たちからは「違う曲みた
い」「音が重なってよく響
いていた」など様々な感
想がきかれました。

　さらにメンバーは、それぞれが音楽から得たインスピレー
ションをもとに描いたり選んできた絵や写真を見せながら、そ
こから受けた印象を音楽で表現。楽しそうだったり悲しそう
だったり、明るかったり暗かったり…イメージによって演奏の
表情が変わっていく様に、みんな興味津々の様子です。そして
プログラムの最後はスメタナ〈わが生涯より〉から第1楽章。楽
器ごとの音の違いやそれがいっしょになった時の豊かで複雑
な響き、そしてその時々の
気持ちによって演奏が変
化することなど、この日学
んだことを踏まえて、子ど
もたちは熱心に演奏に聴
き入っていました。

楽器の大きさをくらべて、その違いをわかりやすく解説

Ⓒ藤本史昭

子どもたちからも様々な感想が

Ⓒ藤本史昭

［取材／文　藤本史昭］


