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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。

WASABI

新・純邦楽ユニット WASABI
第一生命ホールに初登場！
9月27日（水） 18:45開演 （19:45終演予定）

7月28日（金）19:00

三浦一馬（バンドネオン）
東京グランド・ソロイスツ
■一般　　　　¥6,000
■ヤング　　　¥ 1,500
■バルコニー席￥3,000

（舞台上の一部をご覧いただけません）

三浦一馬率いる、
クラシック界の名ソリスト揃いの

室内オーケストラ!!

若き天才、上野耕平が
美しく磨きぬく、金色の歌

これからの
オススメ公演

7月26日（水）11:00（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
■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）

上原彩子（ピアノ）
雄大と行く 昼の音楽さんぽ　壮麗の先へ！ ピアノ演奏の極み
8月23日（水）11:00開演（12:30終演予定） 

P.2

インタビュー

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』（作：林明子　福音館書店刊）

愛くるしい“こん”と“あき”の物語が、生演奏とともに!!
9月24日（日）14:00開演（15:30終演予定） 

P.2

インタビュー

第一生命ホール オープンハウス2017
感じよう、楽しもう、音楽とホールを！
7月22日（土）12:00〜17:00（最終入場16:30）
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News

残席わずか



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、

　《雄大と行く 昼の音楽さんぽ》第11回は夏
休みスペシャル。美しくパワフルな人気ピア
ニスト、上原彩子さんをお迎えして、ロシア
の憂愁と詩情も美しいラフマニノフの魅力を
じっくりたっぷり味わっていただきます。上
原さんはロシア人の先生に長く学び、チャイ
コフスキー国際コンクール・ピアノ部門で女
性としてまた日本人として史上初の第1位に
輝いた方。本場で絶賛されたロシア音楽の
解釈はいよいよ熟練を深めています。

　今回は、ラフマニノフのピアノ曲でも〈ピア
ノ・ソナタ第1番〉の魅力を徹底解剖。実は
コンサートで演奏される機会が少ない大作な

Interview
インタビュー

小川典子インタビュー　
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』

のですが「演奏時間が
長いので、聴くひとも
弾くひとも大変（笑）」
というこのソナタ、し
かし今回は、楽章ごと
に分けて弾いていただ
いて、合間にわかりや
すい解説を入れなが
ら、作品のおもしろい
ポイントをしっかりイメージしていただけると
いう特別なチャンスです。

　「私も最初に聴いたときは、むずかしい曲
だな、と思ったんです。でも何回も弾いてみ

て、身体の中にしっかり入ってきたらおもし
ろくなってきました」という上原さん。「この長
さだからこそ、最後にたどり着いたときの充
実感があります。最後までしっかり積み上げ
ていく演奏ができた時に、あぁ凄い曲を聴
いた！と思っていただける曲。これは他のラ
フマニノフ作品にはない良さです」という手応
えのあるソナタ、魅力の扉がひらけば圧倒的
な迫力から喜びと驚きが溢れてきます！

[聞き手・文／山野雄大（音楽ライター）]

Interview
インタビュー

上原彩子インタビュー
雄大と行く 昼の音楽さんぽ〜壮麗の先へ！ ピアノ演奏の極み　

チケット
好評発売中 

　舞台上のスクリーンに絵本を投影して、朗
読を交えながら生演奏も楽しんでいただくと
いう大人気《「音楽と絵本」コンサート》シリー
ズから、今秋は名作絵本『こんとあき』［作：
林明子／福音館書店］に、ピアニスト・小川
典子さんと仲間のみなさんが音楽をあわせた
回を6年ぶりにお届けします。

　小川さんは英国と日本を拠点に世界で活躍
されているピアニストです。あふれるエネル
ギーととても繊細な柔らかさと、表現の幅も
豊かなその演奏は、聴く人の胸にぐっと確か
に届く、音楽の喜びが輝いています。そんな
素敵なピアノと「道」クヮルテット（弦楽四重奏）

のみなさん、朗読
の森田樹優さんが

「音楽と絵本」の楽
しさをホールいっ
ぱいに広げ響かせ
てくださいます。

　「イギリスでも
学校でのコンサー
トは多いのですが、

このように《絵本と音楽》という機会はトリト
ンならではですね！」　という小川さん。「この

『こんとあき』は優しくもあり、もの悲しくも
あり、懐かしさもあり…大人も子どももそれ

ぞれ心の中に持っているいろんなものを喚
起させるお話になっています。それをますま
す盛り上げるために、ぴったりの音楽を」と、
ご自身で選曲された音楽は、モーツァルトの
ソナタや（ピアノを習っているお子さんにもお
なじみ！）ブルグミュラーの〈25の練習曲〉か

ら、はたまたドヴォ
ルザークの傑作〈ピア
ノ五重奏曲〉から…と、
耳になじみやすくも
感情の豊かな作品が
絵本を彩ります。

　「前回の公演でも、
朗読の森田さんが表
現される虹色の声に

本当に驚きました。とても楽しかったですし、
生演奏が子どもたちにも強いインパクトを残
したと思います。朗読のテンポにも合わせ
ながら、お話が淋しくなってきたら弦楽器の
ヴィブラートもそれらしくなってきたり。音
楽も感情に合わせていきますから、それを
実際に体験していただけます。その舞台をも
う1度、と言っていただけるのは私たちにも
本当にうれしいことなんです！」

[聞き手・文／山野雄大（音楽ライター）]

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（楽器紹介もあるよ）
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」 他）
　　　　　　 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、モーツァルトのピアノ・ソ
ナタなどの生演奏、朗読とともにおおくりします（構成：
小川典子）

■大人　   ¥2,000
  （中学生以上）
■ 子ども　￥1,000
  （4歳以上、小学生以下）
※チケットはお1人様1
枚必要。3歳以下は入場
不可（公演当日の年齢）
※有料託児サービスあ
り（事前申込制／定員
20名）

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
　　　　　　 （楽章ごとの解説つき）

■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）
■ 2公演（第11・12回）

セット券　 ￥3,000
※第12回10月4日川畠成道

（ヴァイオリン） 詳細は右
ページをご覧ください。

上原彩子　　　　 ©山野雄大

　上原さんは、チャイコフスキー〈くるみ
割り人形〉をピアノ独奏用に編曲したり、ロ
シア音楽が本当にお得意。喜びや悲しみを
ぐっと深く歌いこむメロディーなど、ロシア
独特の表現をしっかりと学んできた方です。
コンクールなどでロシアの大地を踏んで、美
味しい食べ物を食べて…音楽の生まれた土
地を知っているからこそ、わかることも多い
はず。そんなお土産話もコンサートでは聞け
るかも？

？ 上原さんとロシア

夏休みスペシャル

小川典子　　　　　　　　 ©武藤章

こんとあき
（作：林明子 福音館書店刊）

残席わずか



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

サマースクール開催！ 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

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。

おりWASABIの音楽はポップでパワフル。躍
動的なそのステージは、まるでロックのライヴ
のようです。「伝統的な古典音楽のフレーズを
土台にしながら、音楽はキャッチー。それが
WASABIの特徴なんです」（吉田）。

　今回のコンサートでは、和楽器に実際触れ
られる体験コーナーも設けられる予定。「和楽
器に触れられる機会はなかなかないので貴重
なチャンスかと」（美鵬）、「尺八はなかなか
ハードルが高いけど、強引に吹かせてみせます

（笑）」（元永）、「それにくらべて箏は指ではじ
けば音が出るので楽しいですよ（笑）」（市川）。

「とにかく、楽しくわかりやすく和楽器の魅力
をお伝えしたいと思います。WA（和）＋SABI

（サビ＝曲の盛り上がりの部分）のユニット名ど
おり盛り上げますので、みなさんぜひいらして
ください！」

[聞き手・文／藤本史昭]

　津軽三味線
の兄弟ユニット

「吉田兄弟」の
兄、吉田良一
郎さんの発案
で結成された

WASABI。邦楽界を代表する4人の奏者が生
み出す新感覚のグルーヴは、ジャンルを超え
て今大きな注目を集めています。第一生命ホー
ルへの初登場に向けて、メンバーのみなさん
に抱負などをうかがいました。

　「今の子どもたちは和楽器の音をほとんど知
らないんです。そんな彼らに学校公演を通じ
て生の和楽器の音を届けたかった。でも古典
をそのままやってもなかなか興味を持っても
らえない。それならカジュアルな衣装でわか
りやすい曲をきかせてあげれば、というのが
ユニット結成の動機です」（吉田）。その言葉ど

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

■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）
■ 2公演（第11・12回）

セット券　￥3,000
※第11回 8月23日上原彩
子（ピアノ）詳細は左ペー
ジをご覧ください。

10月7日（土）
14:00開演

トリトン晴れた海のオーケストラ
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）　篠﨑友美（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 変ホ長調Op.20
シューベルト：弦楽五重奏曲 ハ長調D956

■2公演セット券S
　　　　 ￥10,000

【10/7単独券】
S席　　　 ￥5,000
A席　　　 ￥4,500
B席　　　 ￥3,500
ヤング　　￥1,500

【11/11単独券】　
S席　　　 ￥6,000
A席　　　 ￥5,500
B席　　　 ￥3,500
ヤング　　￥1,500

11月11日（土）
14:00開演

トリトン晴れた海のオーケストラ
第3回演奏会
■トリトン晴れた海のオーケストラ（コンサートマスター：
  矢部達哉）　■広田智之（オーボエ）
〈オール・モーツァルト・プログラム〉
歌劇「フィガロの結婚」序曲K492
セレナータ・ノットゥルナ ニ長調K239
オーボエ協奏曲 ハ長調K314
交響曲第39番 変ホ長調K543

Interview
インタビュー

WASABIインタビュー
話題の新・純邦楽ユニットが第一生命ホールに初登場！

9月27日（水）
18:45開演

（19:45終演予定）
18:00開場

645コンサート〜充電の60分〜WASABI
■新・純邦楽ユニット WASABI
［吉田良一郎（津軽三味線）　美鵬直三朗（太鼓・鳴り物）
元永拓（尺八）　市川慎（箏・十七絃）］
吉田良一郎：烈光
市川慎：イレブン
日本民謡：KOKIRIKO　他

■一般　¥2,200

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

WASABI

チケット好評発売中 
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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「秋の室内楽体験講座」参加者募集〜

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

□発 表 会：2017年11月5日（日）第一生命ホール
□講座日程：9月13日（水）～（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。

ジュニア・フィルハーモニック・オーケストラ

　第一生命ホールの年に一度のお祭り「オープンハウス」の開催が迫ってきました。当日のタイムスケジュー
ルと各コーナーの内容をお知らせします。コンサートホールで過ごす夏の1日をどうぞお楽しみください。

感じよう、楽しもう、音楽とホールを！
第一生命ホールオープンハウス2017

■日時：7月22日（土）12:00〜17:00（最終入場16:30）
■入場無料／一部年齢制限あり ※ベビーカーは入口にてお預かりします

■お問い合わせ：チケットデスク
　TEL：03-3532-5702（平日11:00-18:00）
※詳細はホームページをご覧ください。
　［トリトンアーツ］で検索またはQRコードから。
※やむを得ず、各コーナーの内容が変更になる場合がございます。
　予めご了承ください。

第一生命ホール オープンハウス2017

News

きいてみよう！

〈ホール〉

「好きです、トリトン！」とは？
「音楽・晴海・第一生命ホール」をテーマにした
小川聡さん（ダックスくんとらっぱの合奏団）
作曲のイメージソング。一般募集した歌詞を
のせて、オープンハウスで客席のみなさんと
いっしょに初演します。

やってみよう！
[どなたでも（一部推奨年齢あり）]

体験しよう！
[要申込・年齢制限あり]

いよいよ7月22日（土）開催
入 場 無 料

6/30（金）11:00〜先着順で予約を受け付けま
す。下記のQRコード、または［トリトンアー
ツ］で検索して、オープンハウス2017のペー
ジよりお申込みください。
※「体験しよう！」のコーナーはお申込みが必要です。
体験できる人数には限りがございます。

〈グランドロビー〉

■中川賢一
　ピアノの魔法！コンサート

暗やみの中できいたり、図形で出来た
楽譜を見ながらきいてみたり、種も仕
掛けも盛りだくさんなコンサート！
　ドビュッシー：月の光　他

　　 ①13：40-14：00［4歳以上向き］
②15：50-16：20［小学生以上向き］

■裏方の仕事をみてみよう
［事前申込のみ］
［小学4〜6年生対象／定員20名］
照明を操作したり、舞台で使う機材を
準備したり…コンサートホールの裏方
の仕事は魅力がいっぱい。実際に体験
してみましょう。

12：10-12：50

■弦楽器をさわってみよう
［4歳以上向き］
ヴァイオリンからコントラバスまで、
様々な大きさの弦楽器をご用意しまし
た。憧れの弦楽器を、触って、鳴らして
みましょう！

■フルートをさわってみよう
［4歳以上向き］
フルートってどうやって吹くの？本物
のフルートをさわって体感しましょう。
フルートを持って写真も撮れます！

■音楽の実験室　
身近な材料で楽器を作ってみません
か？ 「音の不思議」の解説ショーもあ
ります。夏休みの自由研究にもどうぞ。
（親子のくつろぎスペースもご用意し
ています）

12：00-15：30

■舞台の上で歌ってみよう！
　「好きです、トリトン！」

［事前申込および当日申込］
［どなたでも（ただし小学3年生未満は要保護者
同伴）／定員各回30名］
響きの良いコンサートホールの舞台
で歌う貴重な機会！ プロのオペラ歌手
の指導のもと「好きです、トリトン！」を
練習しましょう。

①13：00-13：30 ②15：10-15：40

■フルートはじめて体験
［事前申込および当日申込］
［小学3年生〜大人対象／定員各回20名］
人気の楽器フルートを体験するチャンス
です！ フルートの先生がていねいに教え
るので初めての方でも大丈夫。音が出
せた感動をぜひ味わって！

①14：00-14：45 ②15：30-16：15

■大森智子（ソプラノ）＆中川賢一（ピアノ）
　ソプラノコンサート

［4歳以上向き］
オペラ歌手の大森智子さんによる、ワ
クワクがいっぱいのコンサート！
　メンデルスゾーン：歌の翼に　他

14：20-14：50

■フィナーレ『みんなで歌おう！』
［4歳以上向き］
ピアノや金管五重奏といっしょに、みん
なで「翼をください」と「好きです、ト
リトン！」を歌いましょう！

16：20-16：50

■ダックスくんとらっぱの合奏団（金管五重奏）

　ファミリーコンサート
　 [どなたでも]

ワンちゃんたちが紡ぎ出す音楽は、聴
くと身体を動かしたくなるものばかり。
赤ちゃんから大人まで、心と身体で音
楽を楽しみましょう！

　①13：00-13：20 ②15：00-15：20

フルート体験（過去の様子）　　　　　　　©越間有紀子 バックステージツアー　　　　　　　　　　©越間有紀子

■バックステージツアー
ふだんは入ることができないホールの
裏側をご案内します。どんな発見があ
るか、さあ、みんなで探検してみよう！

12：30-15：30

■音楽クイズラリー
第一生命ホールの中を巡ってヒントを
集めて、クイズに挑戦しましょう！

12：00-17：00


