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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
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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。

三浦一馬（バンドネオン）
新しい風を感じる晴海で、
夢の室内オーケストラ始動！
7月28日（金）19:00開演

P.2-3

インタビュー

第一生命ホール オープンハウスへ行こう
楽しい企画が続々決定!!

7月22日（土）12:00〜17:00（最終入場16:30）

P.4

News

7月15日（土）14:00 
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
■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）

ピアノ好きのお子さま（小学生以上）も、
ぜひごいっしょに!!

世界が注目する若手の『今』を聴く全2回

これからの
オススメ公演

［I］6月10日（土）14:00 　［II］6月17日（土）14:00 
シューマン・クァルテット

【単独券】
■一般￥5,000
■シニア¥4,500　■ヤング￥1,500

雄大と行く 昼の音楽さんぽ

上野耕平
歌え！ サクソフォンの限界へ
2017年7月26日（水）11:00開演



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！

【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、

　バンドネオン、という珍しい楽器を自在に
操り、16歳でデビューしてから昨年で10周
年を迎えた三浦一馬さん。2年前に第一生命
ホールに初出演していただいた時から、ここ
晴海で新しいことに挑戦したい、という思い
が芽生えていたのだそうです。

　「運河に囲まれた晴海が、タンゴ発祥の地
アルゼンチンのラ・プラタ川のボカ地区に似
ている、と思ったんです。ヨーロッパからの
移民が最初に到着した港町で、様々な文化
や言語が混ざり合って、その中からタンゴが
生まれました。同じように、晴海から新しい
文化が生まれるといいなと。実際、晴海は
気持ちのいい海風だけでなく、何か新しい
風を感じる場所ですよね。第一生命ホールは、
客席と舞台の距離感や、ステージの高さも
絶妙。『ここ好き』って」

　そんなわけで、このホールでと自ら立ち上
げたのが「東京グランド・ソロイスツ（TGS）」。

「これまでソロやキンテート（注：ピアソラ
が演奏していたバンドネオン、ヴァイオリン、

Interview
インタビュー

上野耕平インタビュー
雄大と行く 昼の音楽さんぽ〜上野耕平　歌え！ サクソフォンの限界へ

コントラバス、ギター、ピアノの五重奏）の
ような室内楽もやるし、オーケストラとの協
奏曲の共演もやってきましたが、その中間に
位置するものがTGS。ソロ、室内楽の強化
版であり、キンテートなどがバージョン・アッ
プしたものです」

　メンバーは信頼している仲間たちばかり。
「ソロ・ヴァイオリンの石田泰尚さんとは、
もう10年くらいのおつきあいになりますね。
17歳の時、初めて共演したオーケストラの
コンサートマスターでした。見かけはちょっ
と怖いけど、ああ見えて誰よりも繊細で、陰
で準備されている。人情味あふれる、尊敬
する先輩です。ピアノの山田武彦さんは、核
となるクラシックがありながら、現代音楽か
ら即興からジャズ、タンゴ、全方位に行け
る方。実は僕にとっては第2の父親的存在で、
いっしょにステージにいるとすごく安心しま
す。他のみなさんも昔から共演してくださっ
ている方が多く、気心が知れています。ソリ
ストとしてのみなさんといっしょに創り上げ
たいと、『ソロイスツ』と名付けました。もう

楽しみでしょうがない」

　ちなみに「グランド」はただ単に大きいとい
う意味だけでなく、音楽として目指すところ
であり、燦然と輝かしくありたいとの思いを
込めたそうです。「この新しい風を感じる晴海
の第一生命ホールで、僕たちの新しい室内
オーケストラを羽ばたかせていきたい」とい
う三浦さん。「いずれは日本だけでなく世界に
出ていく」というTGSのスタートを、ぜひそ
の目でご覧ください！

Interview
インタビュー

三浦一馬　東京グランド・ソロイスツ　インタビュー　
新しい風を感じる晴海で、夢の室内オーケストラ始動！

　《雄大と行く 昼の音楽さんぽ》第10回には
斬れ味も抜群の若き天才サクソフォン奏者、
上野耕平さんをお迎えします。スピード感に
艶も満ちた音色の魅力、磨き抜かれた歌の
美しさ…。人気の作品から最新作まで、楽
器の魅力も全開に色とりどりの興奮を味わえ
るプログラムをご用意いただきました。

　「バッハ〈G線上のアリア〉以外は再構築し
た編曲なんです。ムソルグスキー〈モスクワ
川の夜明け〉では原曲にないメロディも入っ
てきますし、和声感もかなりモダン。リムス
キー＝コルサコフ〈熊蜂の飛行〉はもう別の作
品と捉えられるくらい」という変貌もお楽し
みにしていただき…共演する山中惇史さんが
編曲したビゼー〈カルメン・ファンタジー for 
サクソフォン〉は人気オペラを素材にサクソ

フォンの持つ機動力
と溢れる色気を全開
にした傑作。「〈カルメ
ン〉は高校の通学時
にオペラ全幕をよく
聴いていました。編
曲をお願いした山中
さんも〈カルメン〉が
大好きだそうで、相
談しているうちに『これも良くない？』って入
れたい曲がどんどん増えていって（笑）」ふた
りの思い入れがぎゅっと詰まったファンタジー

（幻想曲）、ステージでの美しく冴えた炸裂
をお楽しみに。
　そして、奇抜な着想と強烈な吸引力をもっ
た音世界が人気の若手作曲家・坂東祐大さ
んが上野さんのために書いた〈エアリアル・

ダンス〉改訂版が初演されます。「サクソフォ
ン1本で吹いているとはとても思えない、音
楽的にも凄く充実した名曲です。あらゆる
特殊奏法が盛り込まれていて、管楽器の曲
なのに息を吸う場所がない（笑）」という凄ま
じい挑戦、この興奮はぜひ生演奏で体感して
いただきたいもの。お楽しみに！

[聞き手・文／山野雄大（音楽ライター）]

7月26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10回
上野耕平　歌え！ サクソフォンの限界へ
■上野耕平（サクソフォン）　■山中惇史（ピアノ）
■山野雄大（ご案内）　

ムソルグスキー（伊賀拓郎編）：モスクワ川の夜明け
リムスキー＝コルサコフ（網守将平編）：熊蜂の飛行
J.S.バッハ：G線上のアリア
テュドール：クォーター・トーン・ワルツ（無伴奏）
坂東祐大：エアリアル・ダンス（無伴奏）
ビゼー（山中惇史編）：カルメン・ファンタジー

■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）

チケット
好評発売中

三浦一馬

　上野さんのリサイタル、大人はもちろん
小学生のお子さんたちにも楽しんでいただ
ければと願っています。上野さんも「小学校
の吹奏楽を聴いて『やりたい！』と思って」
8歳で楽器を始めたとか。「はじめは楽譜も
読めなかったんですが、楽器と出会って人
生ががらっと変わりました。小4の頃、住ん
でいた東海村に須川展也先生が演奏会でい
らして『同じ楽器なのになんだこれは！ 自
分も上手くなりたい！』と本当にびっくりし
ました」とのこと。本物と出逢う強烈な体験、
人生をぐっと豊かにしてくれるタイミング
に早すぎることはありません！（遅すぎるこ
ともありません！）

？ サクソフォン（サックス）を
はじめたきっかけは？

夏休みスペシャル

上野耕平 　　　　　 ©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

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

トリトンアーツ
個人会員のお願い

私たちのビジョン“音楽でつながり、
音楽とともに生きる社会の実現“に賛同し、

活動を支えてくださる
認定NPO法人正会員を募集しています。

●1口 10,000円
●年1回ご希望の主催公演にペアでご招待
（一部の公演を除く場合がございます）
●トリトンアーツ通信のお届け　他

年 会 費
優待制度

詳しくは、ホームページ［会員・寄付］ページをご覧ください。

お問合せ先◦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

　4月3日にデュッセルドルフで、ドイツ・デ
ビューを飾った三浦一馬さん。現地の「ドグマ室
内オーケストラ」と演奏したのは、師匠ネストル・
マルコーニの〈カーメラタンゴス〉。「会場のロベ
ルト・シューマン・ザールの響きがすばらしくて。
自分で弾いていても、自分の音で包み込まれる
ような雰囲気が気持ちよく、のびのびと演奏でき
ました。お客さまも沸いて「ブラボー」も出て、ア

ンコールではソロでピアソラ作曲の〈アディオス・
ノニーノ〉を。客席も約800と、第一生命ホール
と近く、編成も似ていたので、つい考えがTGSに
行ってしまいましたよ！ いやー、楽しかったなあ」

8月23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11回
上原彩子
壮麗の先へ！ ピアノ演奏の極み
■上原彩子（ピアノ）　■山野雄大（ご案内）

ラフマニノフ：前奏曲「鐘」Op.3-2
　　　　　　 ピアノ・ソナタ第1番ニ短調Op.28

■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）10月4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12回
川畠成道 つよく優しきヴァイオリン
■川畠成道（ヴァイオリン）　■山口研生（ピアノ）
■山野雄大（ご案内）

エルガー：朝の歌Op.15-2
イザイ：子供の夢Op.14
パガニーニ（クライスラー編）：ラ・カンパネラ
ヴィエニャフスキ：華麗なるポロネーズ第1番
　　　　　　　　ニ長調Op.4　他

9月24日（日）
14:00開演

（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『こんとあき』

■小川典子（ピアノ）
■「道」クヮルテット［舘市正克／立林勉（ヴァイオリン）　
清水潤一（ヴィオラ）　林一公（チェロ）］
■森田樹優（朗読)
【第1部】いろいろな楽器の音色を聴いてみよう
小林美香編曲：クラシカル童謡メドレー（L.モーツァルト：

「おもちゃのシンフォニー」 ほか）
リスト：ラ・カンパネラ　他

【第2部】音楽と絵本「こんとあき」（作：林明子　福音館書
店刊）
絵本をスクリーンに映し出し、生演奏、朗読とともにお届
けします。

■大人　￥2,000
　（中学生以上）　
■ 子ども ￥1,000 
（4歳以上、小学生以下）

※4歳以上入場可能（公
演当日の年齢）、チケッ
トはお1人様1枚必要。
3歳以下は入場不可。

チケット
好評発売中 

三浦一馬＆ドグマ室内オーケストラ

ドイツ・デビュー大成功！!

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

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
■東京グランド・ソロイスツ（室内オーケストラ）

［三浦一馬（バンドネオン）
石田泰尚（ソロ・ヴァイオリン）　
塩田脩／鈴木浩司／須山暢大／双紙正哉／丹羽洋輔／
山本翔平（ヴァイオリン）　大島亮／萩谷金太郎（ヴィオラ）
辻本玲／向井航（チェロ）
黒木岩寿／髙橋洋太（コントラバス）　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

■一般　￥6,000
■バルコニー席
　　　　￥3,000
■ヤング￥1,500
※バルコニー席は舞台上

の一部をご覧いただけ
ません。

夏休みスペシャル
5月30日（火）発売開始

5月30日（火）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

1979年開設　　　　０才から大人まで

ピアノ科　 ヴァイオリン科　 オカリナ科
歌 唱 科　 クラリネット科　 リコーダー科
  ０才からの楽器演奏コース（リトミック）
日曜日教室　　　 チケット制レッスン教室
   ヤマハ音楽教室 （後援 銀座山野楽器）

＜一流音楽大学出身の講師陣が指導＞

●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

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。

　第一生命ホールを1日開放して音楽を楽しんでいただく、年に1度のお祭り「オー
プンハウス」を今年も開催します。ご家族連れでも大人だけでも楽しめる様々な音
楽プログラム、ミニコンサートや事前申込不要の音楽体験プログラムなど盛りだく
さん。次号7・8月合併号でも詳しくご紹介します。どうぞお楽しみに。
　ここでは、事前募集するプログラムを、いち早くご紹介します。申込は、6月30日

（金）10：00から先着順にて受付開始。

第一生命ホール オープンハウス2017
7/22（土）開催！ 今年の内容の一部をご紹介

■日時：7月22日（土）12:00〜17:00
　　　（最終入場16:30）

■会場：第一生命ホール
　　　（晴海トリトンスクエア内）

■出演者：中川賢一（ピアノ）
　　　　 大森智子（ソプラノ）
　　　　 ダックスくんとらっぱのがっそう団
　　　　　（金管五重奏）

■入場無料、一部年齢制限あり

■事前申込の方法：6月30日（金）10：00より先着
順にて受付。ウェブサイトよりお申込みください。

■詳細・お申込み先：
　ウェブサイト［トリトンアーツ］で検索
　　　　　　　または、こちらから

▲

みんなで作る
『好きです、トリトン！』

歌詞募集中

　「舞台の上で歌ってみよう」と、オープン
ハウスのフィナーレ（16:20〜予定）にてみ
んなで歌う「好きです、トリトン！」の歌詞
をみなさんから大募集しています（6月15
日応募締切）。応募方法はホームページを
ご覧ください。
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第一生命ホール オープンハウス2017

バックステージツアー
（過去の様子）
 ©越間有紀子

News

小さなお子さまと楽しめるコンサート（過去の様子）　 ©越間有紀子

《どなたでも》（小学3年生以下は要保護者同伴）

■時間：①13:00〜13:30
　　　 ②15:10〜15:40
■講師：大森智子
　　　（ソプラノ、藤原歌劇団団員）
■定員：各回30名（事前または当日申込制）

舞台の上で歌ってみよう！
「好きです、トリトン！」
　プロのオペラ歌手に教えてもらいながら、
響きの良いコンサートホールの舞台で歌って
みましょう。取り組む曲は、小川聡作曲「好き
です、トリトン！」。歌詞をつけたこの曲の初
演にあなたも参加しませんか。

大森智子（過去の様子）　　　　　　　　　　©大窪道治

《小学3年生〜大人対象》

■時間：①14:00〜14:45
　　　 ②15:30〜16:15
■講師：ムラマツ・フルート・レッスン
　　　 センター講師
■定員：各回20名（事前または当日申込制）
※別に、小さなお子さまからどなたでも参加できる
「フルートをさわってみよう」も開催！

フルートはじめて体験
　憧れのフルートを体験するチャンスです！ 
不安な方も、専門スタッフがていねいに教え
るので大丈夫。自分で音が出せた感動をぜひ
味わってください。大人のみでも、親子の参加
でも大歓迎です！

過去の様子 
©越間有紀子

《小学4〜6年生対象》

■時間：12:10〜12:50
■講師：第一生命ホール、舞台スタッフ
■定員：20名（事前申込制）

裏方の仕事を見てみよう
　ホールを支える裏方スタッフの仕事は魅力
がいっぱい。音響・照明などの仕事を舞台の上
で体験してみましょう。夏休みの自由研究に
もどうぞ！

過去の様子
©越間有紀子

事前募集あります！


