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大好評!! 「ロビーでよちよちコンサート」開催日決定!!News

2つのサポーター（ボランティア）募集!!
お子さま好きの方、大歓迎!!　子育て支援コンサートのサポーター
第一生命ホールの夏のお祭りオープンハウス、プロジェクトサポーター

News

重唱のみで構成されたモーツァルト「フィガロの結婚」ダイジェスト版
室内楽ホールdeオペラ～林美智子の『フィガロ』！
2018年3月18日（日）14:00開演／3月21日（水・祝）14:00開演

P.2-3

News

これからの
オススメ公演

若手チェリストの登竜門
ビバホールチェロコンクールで
1位に輝く藤原秀章の今を聴く

クリスマスにはご家族で、
オーケストラの迫力を！

12月9日（土）14:00開演
第12回ビバホールチェロコンクール
第1位受賞記念
藤原秀章チェロリサイタル
■一般前売り	 ¥2,000
■一般当日	 ¥2,500
■ペア券（前売りのみ）	 ¥3,000
■学生券（大学生以下）	¥1,000

12月10日（日）13:30開演／16:00開演
子どもといっしょにクラシック
〜クリスマス・オーケストラ・コンサート
■大人	 	￥2,000(中学生以上)
■小学生	￥1,000　■４歳〜６歳	￥1,000
※	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。
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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。

売切必至
子どもといっしょにクラシック～子育て支援コンサート『ぼくはほしのこ』
大人も子どももコンサートを楽しみたい!!
2018年3月10日（土） 14:00開演

高木綾子　©FUMI

過去の様子（第2部 音楽と絵本）　©大窪道治



【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　＊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、 

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！

　メゾソプラノ、林美智子によるセルフプロデュースでお届けする、モー
ツァルト『フィガロの結婚』。今回は、特に“聴きどころ”の重唱部分を
ピックアップ。9人のオペラ歌手とピアニストが、17世紀スペインのア
ルマヴィーヴァ伯爵家を舞台に巻き起こる人間ドラマを繰り広げます。

　オペラの重唱部分は、原語（イタリア語）でお届けしますが、字幕も
あるので大丈夫！ 日本語によるセリフで物語をつなぎ、それぞれのアリ
アのモティーフをピアノやアドリブで活かしながら進行していきます。

News
ニュース

子どもといっしょにクラシック
子育て支援コンサート『ぼくはほしのこ』

　室内楽ホールならではの音響で楽しむ、日本が誇る歌
手たちの声のアンサンブルも聴きどころ。シンプルに洗練
された舞台セット、衣装、演出によって、より広がるオ
ペラの世界をご堪能ください。

News
ニュース

室内楽ホールdeオペラ〜林美智子の『フィガロ』！　
〜どうなっちゃうの？フィガロの結婚！〜

　「子育て支援コンサート」は第1部では子ども（4〜6歳）と大人（小学1年生以上）がそれぞれに音楽を楽しめるように、また第2部
では親子いっしょに「音楽と絵本」の世界を共有できるように工夫を凝らしたコンサートです。

2018年

3月10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『ぼくはほしのこ』
■高木綾子（フルート）　■池田昭子（オーボエ）	
■濱崎由紀（クラリネット）　■河村幹子（ファゴット）	
■日高剛（ホルン）　■坂野伊都子（ピアノ）　他

■大人	 ￥2,000
　(中学生以上)
■小学生	 ￥1,000
■未就学4〜6歳
	 ￥1,000
※	4歳以上入場可、チケッ
トはお1人様1枚必要。

※	3歳以下は入場不可。託児サービス（有料／事前申込制）あり

4〜6歳のお子さま（2018年4月1日の年齢） 大人・小学1年生以上のお子さま

開場
年齢別に分けられた音楽スタジオへ。
サポーター(※)と遊びながらコン
サートの始まりを待ちます。

お子さま（4〜6歳）を音楽スタジオへ
預けて、第一生命ホールの客席へ。

第１部
30分間

音楽スタジオにオーボエ、クラリ
ネット、ファゴット、ホルンの演奏
家がそれぞれ登場。どのお部屋にど
の楽器が登場するかは当日のお楽し
み♪目の前で対象年齢に合わせたコ
ンサートを楽しみます。

第一線で活躍するフルート奏者、高
木綾子さんのリサイタルをお楽しみ
ください。
休憩時間になったらお子さまをお迎
えに。

第2部
40分間

親子いっしょにホールの客席で木管五重奏のコンサートと「音楽と絵本」をお楽しみください。
ご自身も3人のお子さんを育てていらっしゃる高木さんが選んだ「ぼくはほしのこ」（作／志茂田景樹 
絵／柴崎るり子）をおおくりします。高木さんが絵本にどんな音楽を合わせるのかお楽しみに♪

(※)サポーター（ボランティアスタッフ）募集中。詳しくは裏面をご覧ください。

12月12日（火）より
発売開始

2016年3月“林美智子の90分の『コジ』”公演より

©三次真二

2016年3月“林美智子の90分の『コジ』”公演より

©三次真二

©越間有紀子

©大窪道治

©越間有紀子

©小田東

©大窪道治

絵本「ぼくはほしのこ」（作／志茂田景樹 絵／柴崎るり子）より



震災の際には、甚大な被害に心を痛め、
出演料の一部を寄付して欲しいといち早
く申し出てくれたのもカルミナ四重奏団
でした。

　第2ヴァイオリンというポジションにふ
さわしく、人一倍気遣いのあるスザンヌ
さんは、終演後も多くのファンに囲まれ、
楽しくおしゃべりをしていました。今ま
での演奏に心から感謝すると共に、謹
んで哀悼の意を表します。

　癌で闘病中だったカルミナ四重奏団
（スイス）のスザン
ヌ・フランクさんが、
肺感染症のため9
月29日朝、チュー
リッヒにて息をひ
きとりました。ま
だ54歳という若
さでした。

　カルミナ四重奏団は、結成30年を超
える世界的な弦楽四重奏団ですが、私
たちの「音楽によるコミュニティの活性
化──音楽の楽しさを分かち合い、心
を豊かにする」というミッションにも共
感し、様々な活動を共にした、心温か
い演奏家であり友人です。

　第一生命ホールには、2009年から
2015年まで4度来日し、公演の他、中
央区立日本橋小学校4年生に向けたア
ウトリーチ（2009年）や晴海総合高校
吹奏楽部へのアウトリーチ（2015年）な
ど、コミュニティ活動にも積極的に参
加してくれました。2011年の東日本大

News
ニュース

カルミナ四重奏団の
スザンヌ・フランクとの想い出

スザンヌ・フランク

日本橋小学校でのアウトリーチ（2009年）

トリトンアーツ通信に
広告を掲載しませんか？

〒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、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）

●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

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

英検準会場資格登録校体験レッスン受付中！

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

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

　適材適所！ 百戦錬磨の役者たちが物語の人間関係を色
濃く表す重唱の中で、オペラ『フィガロの結婚』の楽しさを
描き出します！ まさに共同制作のオペラの醍醐味を味わっ
ていただける楽しいステージです！ 重唱の楽しい音楽によ
る物語の軽やかな展開をお楽しみください！

チケット
好評発売中 

林美智子　　　 　©Toru Hiraiwa

林美智子さんからのメッセージ
（ケルビーノ、バルバリーナ役　日本語台詞台本・構成・演出）!

2018年

3月18日（日）
14:00開演

（16:00終演予定）

3月21日（水・祝）
14:00開演

（16:00終演予定）

室内楽ホールdeオペラ〜林美智子の『フィガロ』！
モーツァルト：歌劇「フィガロの結婚」より

■S席	 ￥6,000
■A席	 ￥5,000
■B席	 ￥2,000
■ヤング	 ￥1,500
※B席は舞台が非常にご
覧になりにくい2階席
サイドです。

2016年3月“林美智子の90分の『コジ』”公演より　 　©三次真二



子どもといっしょにクラシック～子育て支援コンサート『ぼくはほしのこ』
大人も子どももコンサートを楽しみたい!!
2018年3月10日（土） 14:00開演

CommunityCommunityCommunityC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

お子さま好きの方大歓迎
「子育て支援コンサート」サポーター（ボランティア）大募集

News

　子育て中は、なかなかコンサートに行くことができないという声を耳にします。忙しい日々を過ごす、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～
大人と、4～6歳のお子さまとが、分かれて音楽を楽しんでいただくのが特徴で、毎年ご好評いただいており
ます（コンサートについては、中面をご覧ください）。
　そこで、お子さまだけでの音楽体験をサポートしていただくサポーター（ボランティア）を募集いたしま
す。開場中の子どもたちとの遊びや、音楽体験のサポートなど、お子さまが好きな方に向いている活動です。

■日時：2018年3月10日（土）10:30～16:00頃
　※ 事前説明会：3月3日（土）10:30～12:00（予定）にも
ご参加ください。

■募集人数：70名　※交通費の支給なし。昼食あり。
■申込締切：2018年2月9日（金）
　※定員に達した場合は、期日前でも締切ます。
■内容等、詳しくはホームページをご覧ください。
　http://www.triton-arts.net/ja/community/
■お申し込み・お問い合わせ
　TEL：03-3532-5701（平日11:00-18:00）
　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。

行ってきました！（コミュニティ活動記録）
11月14日（火）文化教養学園アウトリーチ

▎ 松原勝也／今高友香（ヴァイオリン）　岩下恵美（ヴィオラ）
▎福原明音（チェロ）

11月17日（金）中央区立晴海こども園アウトリーチ
▎ 鈴木絵由子（ヴァイオリン）　加藤美菜子（ヴァイオリン/ヴィオラ）
▎城戸春子（チェロ）　佐々木大輔（コントラバス）
＊ 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。

プロジェクト・サポーター（ボランティア）募集
スタッフといっしょにオープンハウス2018を
作りませんか？

　2018年7月21日（土）に開催予定の「第一生命ホールオープ
ンハウス2018」で、準備・制作に携わっ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。オープンハウスは、毎年夏に
ホールを1日開放して、コンサート、
音楽体験、バックステージツアーな
ど様々な企画を展開する、年に1度
の第一生命ホールのお祭りです。

スタッフといっしょにオープンハウス2018をスタッフといっしょにオープンハウス2018を

News

■活動時期：2018年3月～7月21日（土）
■申込締切：2018年2月16日（金）
■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/
■お問い合わせ　担当：杉野
　TEL：03-3532-5701（平日11:00-18:00）
　メール　tan-supporter@triton-arts.net

【参加した方の声】
● いろいろと学ぶことも多く、とても良い経験になりました。大盛況に
終わってうれしかったです！

● 子どもたちの笑顔や元気な歌声、興味を持って話を聞く姿は印象的で、
やりがいを与えてくれました。

大好評!!　6ヵ月～3歳児対象
「ロビーでよちよちコンサート」開催日決定!!
お申し込みは1月31日（水）より受付開始
「ロビーでよちよちコンサート」開催日決定!!「ロビーでよちよちコンサート」開催日決定!!

News

　季節柄、おうちで過ごすことが多くな
る2、3月に、今年も「ロビーでよちよちコ
ンサート」を開催します。ロビーで輪に
なって、身振り手振りでリズムをとったり、
演奏家といっしょに演奏したり、音楽を
お子さまといっしょにお楽しみください。

子どもといっしょにクラシック
～第24回ロビーでよちよちコンサート
■日時：2018年2月28日（水）
①10:00～10:45（6ヵ月～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）
■日時：2018年3月1日（木）
①10:00～10:45（6ヵ月～1歳児対象）
②11:30～12:15（1～2歳児対象）
※各回25組限定
■会場：第一生命ホール ロビー
■出演： 内藤歌子（ヴァイオリン）　海老澤洋三（チェロ）

桃原健一（オーボエ）　佐々木匡史（トロンボーン）
五田詩朗（打楽器）

■料金： 親子1組（大人1名と子ども1名）￥800
■申込開始： 2018年1月31日（水）午前11:00から

受付開始（先着順）
■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。※定員になり次第締め切り。
■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）

過去の様子 ⓒ藤本史昭

キックオフミーティングを終え
て、やる気に満ちあふれています

みんなで準備した音楽の実験室アイディアを出し合ってのチラシ作成

先着順

過去の様子 ⓒ越間有紀子

ⓒ越間有紀子


