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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。

雄大と行く 昼の音楽さんぽ 第9回

朴 葵 姫（ギター）〜風の色かおるギターの幸せ
5月10日（水） 11:00開演（12:30終演予定）

アキロン・クァルテット来日公演
2016年ボルドー国際弦楽四重奏コンクール優勝

バズ・ファイブ コンサート“What’s the Buzz?”
楽器をもって、いっしょに演奏しよう!!
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今年もやります“ロビーでよちよちコンサート”!!　
新規サポーター（ボランティア）を募集します!!

4月28日（金）19:00
〈トリトンアーツ共催公演〉
東京混声合唱団第243回定期演奏会
■一般￥4,500　
■学生￥1,500（大学生以下）
※全席自由

新進気鋭とベテラン、
 ２人の指揮者の競演でおくる、

新たな合唱芸術の神髄

開場時、ロビーにて
「室内楽体験講座」受講生による

演奏を予定
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4月23日（日）15:00（14:15開場）
〈トリトンアーツ共催公演〉
第66回住友商事ヤング・シンフォニー
CLASSIC for KIDS 2017
■一般￥1,000
■4歳以上高校生以下￥500 
※チケットは1名につき1枚必要

パク キ ュ ヒ



【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、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、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！

えていくような音楽になっています」。

　ギターといえば！という人気作、タレガ《アル
ハンブラの思い出》やバリオス《森に夢見る》をは
じめ、「躍動感のあるリズムに惹き込まれる曲な
のでぐっと熱くなると思います！」というディアン
ス作品、そして「感情ではなく〈色〉で表現され
ている、芸術映画のような…自分を成長させて
くれた作品」というバークリーの傑作《ソナチネ》
…演奏とお話で想像を広げていただく音の旅、
お楽しみに！

［聞き手・文／山野雄大（音楽ライター）］

　テレビドラマでも今話題の、ヴァイオリン２
人、ヴィオラ、チェロの４人で演奏する「クァル
テット（弦楽四重奏）」。3年に一度フランスで行
われる、若い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」で、昨年5月に優勝し
たアキロン・クァルテットが６月に初来日、第一
生命ホールで優勝記念コンサートを行います。

　幸せを、ごいっしょに。《雄大と行く 昼の
音楽さんぽ》第9回でお迎えする朴葵姫さんは、
若手ギタリストの中でもずば抜けた逸材です。
優しい響きにもエネルギーが美しく満ち、パワ
フルな表現力に鋭敏な感性が溢れ…。

　韓国生まれの朴さんは少女時代に日本でギ
ターをはじめ、東京音大を経てウィーン、スペ
インへ留学。「スペインへの〈明るくて愉しい国〉
という印象は、住んでみて〈もっともっと素晴ら
しい国だな！〉という印象になりました」とのこと。
今回も後半でスペインの作曲家アルベニスの
名作たちを弾いてくださいます。《アストゥリア
ス（伝説）》は「山岳地帯でもありながら海もあっ

　「コンクールの結果が発表された時は、びっ
くりしてうれしかったのと、同時に恐いような、
様々な気持ちが交錯しました」。（以下カッコ内、
アキロン・クァルテット）

　優勝以来、イタリアやスペインでのツアーの
他、イギリス室内楽の殿堂ウィグモア・ホール
へのデビュー、ベルギー、オーストリア、もちろ
ん母国フランスなど、ヨーロッパ中で公演を重
ね、弦楽四重奏としての熟成度を高めている彼
女たち。「ツアーをすればするほど、公私ともに
得られるものが多く、ツアーが大好きになる」
そうです。

　第一生命ホールでは、コンクールでも評価の
高かったモーツァルトと、母国フランスの作曲
家、ドビュッシーとデュティユーを演奏します。

「モーツァルトは、お互い愛し合っている音を組

たり」という自然豊か
な街で「霧がかった
山の上で雨がだんだ
ん強くなって暴風に
なっていくイメージ」
を作品が見事に表
現。《カタルーニャ
奇想曲》は「地中海
の緩やかな波」、《コ
ルドバ》は「とても古い街で、曲も渋い中にお洒
落さを感じます。歳を取ったおじさんが口ずさ
む歌声のような」。《セビリヤ》は「南国の光を浴
びて街がほんとうに明るくて優雅。…4曲それ
ぞれ、人の感情よりも景色それぞれの色を伝
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アキロン・クァルテット　インタビュー
2016年ボルドー国際弦楽四重奏コンクール優勝ツアーで初来日

朴 葵姫インタビュー
雄大と行く 昼の音楽さんぽ〜風の色かおるギターの幸せ

6月4日（日）
14:00開演

アキロン・クァルテット
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）］

モーツァルト：弦楽四重奏曲 第5番 ヘ長調K158
デュティユー：弦楽四重奏曲 「夜はかくの如し」
モーツァルト：弦楽四重奏曲 第6番 変ロ長調K159
ドビュッシー：弦楽四重奏曲 ト短調Op.10

■一般￥4,000
■シニア￥3,500
■ヤング￥1,500
＊他、6公演セット券・
3公演セット券あり

（特典あり）

5月10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9回
朴葵姫（パク・キュヒ）
〜風の色かおるギターの幸せ〜
■朴葵姫（ギター）　■山野雄大（ご案内）

タレガ：アルハンブラの思い出
バークリー：ソナチネOp.52-1
バリオス：森に夢見る
ディアンス：ワルツ・アン・スカイ／リブラ・ソナチネより第3楽章
アルベニス：アストゥリアス（伝説）Op.47-5／カタルーニャ奇想曲
Op.165-5／コルドバOp.232-4／セビリヤOp.47-3　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）

■2公演セット券
（第9・10回）
　　￥3,000

＊第10回7/26上野耕平
（サクソフォン）

　ボルドー・コンクール優勝で、彼女たちが一番
喜んだのは、「優勝者ツアーで日本に行けること」
だそう。実はヴィオラのルイーズは、２年前の東京
国際ヴィオラ・コンクールでも第３位に入賞して
おり、唯一日本を知るメンバー。「日本での滞在
は、信じられないほど豊かな体験でした。親切なお
もてなし、集中力あるお客様、日本の習慣、豊富な
料理！」とルイーズ。これから世界にはばたく彼女
たちにとって、ヨーロッパ外での初の演奏国となる
日本でのツアーにぜひご期待ください。

　朴葵姫さんがはまっているのは、写真。カメラ愛
好家なら「おっ！」と唸るローライフレックスなど愛
機でていねいに撮影した写真は、どれもアマチュ
ア離れした素晴らしい美しさです。何度も訪れた
スペインでの写真など、写真に込められたその空
気感や親密な時間…はたまた音楽家ならではの
リズム感を魅せる構図の巧みなど、しなやかに歌
い熱く響くギターと共に、その写真も深化し続け
ています。ビジュアル表現と音楽表現の豊かな響
きあい…写真展なども拝見したいものです。

♡ 来日を楽しみにしています！

♡ 朴さんのお気に入り

アキロン・クァルテット 　　　　　　　　　　　　　© Agnès Chanut

朴葵姫 　　　　　　　 ©山野雄大

み合わせることがハーモニーだと言っていまし
た。フランス人のドビュッシーとデュティユーは、
特定のハーモニーを探すことで色彩を見つけて
いった作曲家です。フランス人の私たちとして
は、彼らの音楽的話法は自然でよく理解できま
す」。パリジェンヌ4人組の色彩感あふれる演奏
をお楽しみに。

［聞き手・文／田中玲子］

パク キ ュ ヒ

左からエムリン・コンセ、ルイーズ・デジャルダン、エリーズ・ドゥ＝ベ
ンドゥラック、ルーシー・メァカット　　　　  Ⓒ Damien Richard

チケット
好評発売中 

チケット
好評発売中 



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）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

ゆとりの24m2。
2013年に誕生した人気のコンセプトルーム「The Relax」は
バストイレ別、禁煙フロアあり。
その他、ユニットバスのリーズナブルなスタンダードルームもございます。

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
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バズ・ファイブ コンサート “What’s the Buzz?”
楽器をもって、バズ・ファイブといっしょに演奏しよう!!

バズ・ファイブ

　金管五重奏団バズ・ファイブが、今年も6
月に第一生命ホールで定期演奏会を行います。

　コンサートの中では、第一生命ホールの
舞台でバズ・ファイブとお客様がいっしょに
演奏できる企画を予定。演奏曲は《好きです
トリトン！》（作曲：小川聡）。この曲は、昨
年5月に晴海トリトンスクエア・グランドロ
ビーで実施した“楽器を持って集まろう！”コ
ンサートで、バズ・ファイブがトリトンスクエ
アにお勤めの方や、近隣の中高生といっしょ
に演奏するために作曲された曲です。バズ・
ファイブは近隣の小学校や高校でもアウト
リーチを行っているので、メンバーが勝どき
界隈を歩いていると「あ、トランペットの人！」
と声を掛けられることも。第一生命ホールに
縁の深いバズ・ファイブの演奏を堪能し、そ

していっしょに《好きですトリトン！》を演奏し
てみませんか？演奏や楽譜はホームページで
ぜひチェックしてみてください！

　今年、結成21年目となる金管五重奏団バ
ズ・ファイブは、新メンバーに松山萌（トラン
ペット）を迎え、新たな一歩を踏み出します。
進化し続けるバズ・ファイブにどうぞご期待
ください。

6月3日（土）
18:30開演

〈トリトンアーツ共催公演〉

バズ・ファイブ　コンサート2017
“What’s the Buzz?”
■バズ・ファイブ（金管五重奏団）
［上田じん／松山萌（トランペット）　友田雅美（ホルン）
加藤直明（トロンボーン）　石丸薫恵（テューバ）］

プレトリウス：テレプシコーレ
マイケル・ティルソン・トーマス：ストリートソング
織田英子：街路樹ソング
ガーシュウィン：組曲「ポーギーとベス」
小川聡：好きですトリトン！　他

■一般￥3,500
■学生（大学生以下）
  　　￥2,500
＊全席自由
＊日本トランペット協会、
日本ホルン協会、日本ト
ロンボーン協会、日本ユ
ーフォニアム・テューバ
協会、各会員は当日券
のみ¥500割引
主催：バズ・ファイブ

※コンサートの最後に舞台でバズ・ファイブといっしょに演奏しませんか？ 詳細はホームページをご確認ください。
http://www.triton-arts.net/ja/concert/2017/06/03/2345/

6月10日（土）
14:00開演

シューマン・クァルテットI
■シューマン・クァルテット
［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）］
ハイドン：弦楽四重奏曲 変ロ長調Op.76-4 Hob.III-78
　　　　 「日の出」
バルトーク：弦楽四重奏曲 第2番Op.17 Sz.67 BB75
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」

［単独券］
■一般￥5,000
■シニア￥4,500
■ヤング¥1,500
＊他、6公演セット券・
3公演セット券あり

（特典あり）

6月17日（土）
14:00開演

シューマン・クァルテットⅡ
■シューマン・クァルテット［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）］
モーツァルト：弦楽四重奏曲 第23番
　　　　　　ヘ長調K590「プロイセン王第3番」
武満徹：ランドスケープ I （1960）
ベートーヴェン：弦楽四重奏曲 第13番 変ロ長調Op.130

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 ト長調Op.49-2
ピアノ・ソナタ 第8番 ハ短調Op.13「悲愴」
ピアノ・ソナタ 第29番 変ロ長調Op.106「ハンマークラヴィーア」

■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）

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

2013年ボルドー
国際弦楽四重奏
コンクール優勝



Community音楽で地域をつなぐトリトン・アーツ・ネットワーク
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行ってきました！（コミュニティ活動記録）
2月23日（木） 聖路加国際病院アウトリーチ
▎�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）

サポーター活動に賞をいただきました!!
　トリトンアーツが設立時よりサポーターと協同した活動が評価され、「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。
　本賞は、東京都が、2020年開催の東京オリンピック・パラリンピック競技大会
開催を契機にボランティア文化の定着化および推進を中心とした共助社会の実
現を目指し、ボランティア活動に関する継続的取組や先進的な取組を行う企業・
団体を表彰し、その気運を盛り上げようという目的を持ち創設され、今回が第1回
となります。

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！

　毎回多くの方にご応募いただいている“ロ
ビーでよちよちコンサート”。今年度も、小
さなお客様といっしょに音楽を楽しみたいと
思っています。第一生命ホールのロビーで輪に
なって、演奏家といっしょに音楽をお楽しみく
ださい。

2017年度、新規サポーター（ボランティア）募集します。
興味のある方、ぜひ説明会にご参加ください

News
News

　音楽活動を通じてトリトンアーツが、ビジョンとしてかかげる"音楽でつな
がり、音楽とともに生きる社会の実現"を目指して、いっしょに活動してくだ
さい。とは言っても、むずかしく考えずに、「サポーターってどんなことをす
るの？」「ボランティアって興味があるけど初めてで不安」という方は、ぜひ

『サポーター説明会』にご参加ください。私たちの活動の内容や、サポーターが
実際にどのような活動・活躍をしているのかをお話しします。
　すでにサポーター登録をされている方との交流会も予定しています。

子どもといっしょにクラシック
〜第22回ロビーでよちよちコンサート
■ 日時：6月9日（金）

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：北見春菜（ヴァイオリン）

小澤剛（コントラバス）
井上紗織（フルート）
松木亜希（トランペット）
海老澤幸二（ドラムス）

■ 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。5月17日（水）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5月29日

（月）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）

サポーター説明会
■ 日時：4月22日（土）10：00〜12：00

※サポーター説明会にご参加いただけない場合も、個別面談・登録は年間通じて行って
おります。お気軽にお問合せください。

■ 会場：中央区立晴海区民館
■ 参加の申込・お問い合わせ

参加希望の方は、電話またはメールにてお申込みください。
TEL：03-3532-5701（平日10:00〜18:00）
メール：tan-supporter@triton-arts.net
※タイトルに「サポーター説明会参加」とご記入ください。
※サポーター説明会終了後、登録希望の方は個別面談を行い、後日結果をお知らせいた
します。

※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。

◎サポーターの登録要件
　・ビジョン・ミッション・事業の内容に共感される方
　・18歳〜70歳までの方（新規登録時のご年齢）
　・Eメールでの連絡が可能な方
　　  ほか、詳しくはホームページなどもご覧ください。
◎サポーターの主な活動
トリトンアーツの活動を広める／音楽を広める活動の支援／親子の音楽体験支
援／第一生命ホール公演サポート／アウトリーチ活動サポート　など

プログラムをお渡しします ©越間有紀子

お客さまをお迎えするための研修です

過去の様子 ©藤本史昭


