
過去の演奏会より　©池上直哉

P.4 行ってきました！特別編
中央区立豊海小学校アウトリーチレポートReport

小山実稚恵＆川本嘉子　ピアノ＆ヴィオラ・デュオ Ⅰ
12月22日（土）14:00開演

P.3

Interview

子どもといっしょにクラシック
子育て支援コンサート「銀河鉄道の夜」
2019年3月3日（日） 14:00開演

これからの
オススメ公演

6月の第1回は
各方面で大絶賛！

12月15日（土）
14:00開演
小菅優＆石坂団十郎　
ベートーヴェン：
チェロ・ソナタ全曲演奏会Ⅱ
■S席 ￥5,000　■A席 ￥4,500
■B席　￥3,500　■ヤング　￥1,500

P.4 お子さまが好きな方、ボランティアに興味がある方
子育て支援コンサートのサポーター（ボランティア）募集しますNews

1月22日（火）より受付開始！

2019年

2月13日（水）・2月14日（木）
10:00～/11:30～/13:30～
各回45分

6ヶ月から3歳児対象、
ロビーでよちよちコンサート
※詳細は、本紙4ページやホームページをご覧く
ださい。
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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

第一生命ホール
（晴海トリトンスクエア内）
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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。



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「銀河鉄道の夜」

12月5日（水）10:00 
チケット発売開始

　毎年多くの親子にお楽しみいただいてい
る「子育て支援コンサート」。今回は2012年
3月に清川あさみさんの幻想的な作品と音
楽のコラボレーションで感動を呼んだ『銀河
鉄道の夜』を再演いたします！ 演奏はスー
パー・チェロ・アンサンブル・トウキョウの
8名のチェリストたち。第2部の「音楽と絵本
コンサート」の絵本や曲の選定、編曲など構
成をしてくださった丸山泰雄さん（チェロ）に
お話をうかがいました。

丸山泰雄

——子育て支援コンサートでは、子どもたち
に伝えたい「絵本」と音楽のコラボレーショ
ンに取り組んでいますが、宮沢賢治の「銀河
鉄道の夜」を選ばれたのは？

　2011年3月11日に東日本大震災があり、
たくさんの方々が亡くなりました。仙台出身
の私も津波で親戚を失い、あらためて命の
大切さや人生を考えるようになり、子育て
世代の親御さんと子どもたちにもそのよう
なことをいっしょに考える機会があったらと
考えました。

——「銀河鉄道の夜」はさまざまな形で出版
されていますが、その中で、清川あさみさ
んの作品を選ばれたのは？

　清川さんの作品は刺繍やビーズ、ボタン、
スパンコール等といった素材で宇宙の星々
や様々な具象を表している点に非常にオリ
ジナリティを感じました。その絵をホール
に投射したらとても美しくなると感じたので
す。実際、前回の公演の最終リハーサルで
舞台の背景に大きく映し出された各シーン
は非常に幻想的で、私のイメージにあるジョ
ヴァンニとカムパネルラの旅の物語にぴっ
たりな、素晴らしい空間を創り出していまし
た。

——音楽はどのように選ばれましたか？

　以前から交流があったイタリアの作曲家
ジョヴァンニ・ソッリマ氏の〈ヴィオロンセル、
ヴィブレ！〉という作品を取り上げたのです
が、この曲は親友のチェリスト二人が、今
は亡き自分たちの先生をチェロで会話する
ように演奏して偲ぶというもので、「銀河鉄

道の夜」を取り上げようと決めた瞬間、メイ
ンの音楽はこの曲でなければならないと私
の頭の中で構想が完成されていました。

——第１部の「小学生〜大人のためのコン
サート」では、丸山さんお一人のチェロ（無
伴奏）の演奏を聴いていただきますが、聴き
どころを教えてください。

　バッハ、コダーイ、ソッリマの3つの無伴
奏チェロ作品を取り上げ、この300年間で
チェロ演奏がどのように進歩してきたか俯
瞰できるように配慮しました。いずれも作
曲された当時は演奏不可能とまで言われた
超絶技巧曲によって、チェロの技術や音色
がどのように発展したかお客様と楽しみた
いと思います。

　4〜6歳のお子さまは、第1部では、別室
の「音楽スタジオ」で年齢に合わせたチェロ
のコンサートを楽しみます。第１部はたまに
は大人だけでゆっくりと、第2部は親子いっ
しょに「音楽と絵本」の世界をお楽しみくださ
い。

2019年

3月3日（日）
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「銀河鉄道の夜」
■スーパー・チェロ・アンサンブル・トウキョウ
［丸山泰雄／渡邉辰紀／植木昭雄／金子鈴太郎／玉川克／
三森未來子／佐古健一／矢口里菜子］
■原きよ（朗読）　■森和子（チェロ/音楽スタジオ）

【第1部】（約30分）
●丸山泰雄チェロ・リサイタル（小学生〜大人）【ホール】
　J.S.バッハ：無伴奏チェロ組曲第1番よりプレリュード　他
●音楽スタジオ（未就学4-6歳）【リハーサル室他】
　4つの部屋に分かれ、チェロ奏者によるミニコンサート

【第2部】（約40分）（みんないっしょ）【ホール】
　「音楽と絵本」：絵本「銀河鉄道の夜」
（作：宮沢賢治絵：清川あさみ出版：リトルモア刊）

※4歳以上入場可能（2019年4月1日時点の年齢）、チケットは
お1人様1枚必要。
※3歳以下は入場不可。託児サービス（有料/事前申込制）有り。

■大人 ￥2,000
　（中学生以上）
■小学生￥1,000
■未就学4〜6歳

￥1,000

　写真に刺繍を施した美術作品「美女
採集」「男糸」など多くの作品を発表する
アーティスト。
　絵本「銀河鉄道の夜」では、ビーズや布、
クリスタル、糸で織りなす宇宙。水素より
も透明な銀河の水、サファイアやトパー
ズの河原、眼もさめるような白い十字架、
真っ赤な蠍……。宮沢賢治が言葉で描い
た空前絶後の情景が、ページをめくるた
び、目の前に鮮烈に広がります。

♡ 清川あさみの世界

絵本「銀河鉄道の夜」

過去の様子　©池上直哉

親子いっしょに「音楽と絵本」を
過去の様子（子どもスタジオ）　©越間有紀子

子どもたち（4〜6歳）だけで音楽体験

【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、 
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、 

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！



　ヴィオラという楽器を知っていますか？ 
姿はヴァイオリンと同じで、ヴァイオリンよ
りもひと回り大きく、ヴァイオリンよりも少
し低い音がします。ヴァイオリンが高い音
でメロディーを歌っている時、ヴィオラは
少し低い音で、メロディーに寄り添ったり、
合いの手を入れたりします。そんな盛り立
て役の多いヴィオラですが、時には主役に
なることもあります。
　12月22日のコンサートでは、日本を代
表するヴィオラ奏者の一人である川本嘉子
さんが登場し、ブラームスのヴィオラ・ソ
ナタ第1番などで、ヴィオラの魅力を披露
します。ヴィオラは人の声に最も近いとい
われる楽器。温かくて落ち着いた音がしま
す。ヴィオラの川本さんとともに演奏する
のは、ピアノの小山実稚恵さん。小山さん

はチャイコフスキー国際コンクールやショパ
ン国際コンクールで入賞し、国際的に活躍
する名ピアニストです。二人の素晴らしい演
奏家が出会うと、1＋1が2以上のものを生
み出すことがわかるでしょう。

　［文／山田治生（音楽評論家）］

News
ニュース

小山実稚恵（ピアノ）＆川本嘉子（ヴィオラ）
日本を代表する名手2人がお届けするヴィオラの魅力

チケット
好評発売中

2019年

2月23日（土）
14:00開演

エルデーディ弦楽四重奏団
■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）］
モーツァルト：弦楽四重奏曲第21番ニ長調K575

「プロイセン王第1番」
イベール：弦楽四重奏曲ハ長調
ベートーヴェン：弦楽四重奏曲第8番ホ短調Op.59-2

「ラズモフスキー第2番」

■一般 ￥4,000
■シニア￥3,500
■ヤング￥1,500

2019年

3月9日（土）
14:00開演

クァルテット・エクセルシオ×クァルテット奥志賀
■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）］
■クァルテット奥志賀［会田莉凡／小川響子（ヴァイオリン）　
石田紗樹（ヴィオラ）　黒川実咲（チェロ）］
モーツァルト：弦楽四重奏曲第16番変ホ長調K428（クァ
ルテット奥志賀）
ヤナーチェク：弦楽四重奏曲第1番「クロイツェル・ソナタ」
（クァルテット・エクセルシオ）
エネスコ：弦楽八重奏曲ハ長調Op.7

■一般 ￥4,000
■シニア￥3,500
■ヤング￥1,500

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

12月22日（土）
14:00開演

小山実稚恵の室内楽　第2回
ヴィオラ＆ピアノ・デュオⅠ　
川本嘉子とともに
■小山実稚恵（ピアノ）　■川本嘉子（ヴィオラ）
J.S.バッハ：ヴィオラ・ダ・ガンバ・ソナタ第2番

ニ長調BWV1028
ベートーヴェン：チェロ・ソナタ第3番イ長調Op.69
ブラームス：「F.A.E.ソナタ」より「スケルツォ」
ブラームス：ヴィオラ・ソナタ第1番ヘ短調Op.120-1

■S席 ￥5,000
■A席 ￥4,500
■B席 ￥3,500
■ヤング￥1,500

小山実稚恵＆川本嘉子　©大窪道治

〒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、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

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

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プログラミング in English スタート！

トリトンアーツ通信に
広告を掲載しませんか？

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（税別）

配 布 先

お問合せ先

35,000部

1枠半期５回 75,000円／1枠1回 16,000円

◦  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

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）

●グランドピアノ7台設備、貸スタジオ可

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



子どもといっしょにクラシック
子育て支援コンサート「銀河鉄道の夜」
2019年3月3日（日） 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
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行ってきました！ 中央区立豊海小学校「4年生 はじめてのクラシック」
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き

いてもらったりと、アンサンブルの成
な

り立
た

ちを実
じっかん

感してもらいます。
　そして今

こんかい

回のハイライトは、子
こ

どもたちに呼
こきゅう

吸で合
あ い ず

図を出
だ

してもらい、指
し き

揮者
しゃ

なしでどう
やって合

あ

わせるのかを実
じっ

際
さい

に体
たいけん

験してもらうコーナー。息
いき

を短
みじか

く吸
す

ったあとはテンポが速
はや

く
なったり、ゆっくりたっぷり吸

す

ったあとは遅
おそ

くなったりするのを見
み

て、みんなはびっくりした
り感

かんしん

心したり。最
さ い ご

後はファルカシュ作
さっきょく

曲〈17世
せ い き

紀の古
ふる

いハンガリー舞
ぶきょく

曲〉を鑑
かんしょう

賞し、木
もっかん

管
アンサンブルのおもしろさ、美

うつく

しさをじっくりと味
あじ

わいました。

Report
親子でいっしょに読んでね！

行ってきました！（コミュニティ活動記録）
10月25日（木）中央区立久松小学校4年生アウトリーチ

▎ Buzz Five（金管五重奏）
11月8日（木）中央区立晴海幼稚園アウトリーチ

▎ 吉野駿／北見春菜（ヴァイオリン）　福田道子（ヴィオラ）　
伊藤七生（チェロ）

11月13日（火）江東区立豊洲北小学校4年生アウトリーチ
▎ クァルテット・エクセルシオ
※  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。

いよいよ1月22日より受付開始!!
「ロビーでよちよちコンサート」

News

　6ヶ月から3歳児を対象とし
た「ロビーでよちよちコンサー
ト」。ホールのロビーで輪になっ
て、輪の中をよちよちしたり、手
を叩いたり、演奏家といっしょに
お楽しみください。

子どもといっしょにクラシック
～第27回ロビーでよちよちコンサート
■ 日時：2019年2月13日（水）／2月14日（木）
10:00～10:45／11:30～12:15／13:30～14:15
　各回25組限定／回によって対象年齢が異なります
■出演： 北見春菜（ヴァイオリン）　海老澤洋三（チェロ）　

井上紗織（フルート）　佐々木匡史（トロンボーン）
富田真以子（打楽器）

■会場：第一生命ホール ロビー
■料金：親子１組￥1,000
■ 申込方法：1月22日（火）11：00より　　
トリトンアーツホームページ
（http://www.triton-arts.net）の
フォームよりお申込みください。　　　
■ 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

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

　子育て中のパパやママにも、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、大人が
ホールで演奏を聴いているあ
いだ、4～6歳のお子さまは年
齢順に分かれ「子どものため
の音楽スタジオ」で音楽体験
をします。
　本公演で活躍していただく
サポーター（ボランティア）を
募集しています。

News

■ 日時：2019年3月3日（日）10:30～16:30頃
　  〔事前説明会〕 2月23日（土）10:30～11:30にも必ずご参加
ください。（会場は晴海・勝どきを予定）
■ 募集人数：60名　
※交通費の支給なし。昼食あり。
　〔お手伝いいただきたい事〕
　①   子どもスタジオ班：「音楽スタジオ」での音楽体験補助や開

場中のお子さまとの遊び等（チェロ経験者大歓迎!!）
　②   受付班：受付やプログラム配布等
　③   設営＆ご案内班：準備や片付け、お客さまのご案内等
■ 申込方法：
トリトンアーツホームページ
（http://www.triton-arts.net）の
フォームよりお申込みください。
■申込締切：2月8日（金）
　※定員に達した場合は、期日前でも締切ります。
■ お問い合わせ：　
TEL：03-3532-5701（平日11:00～18:00）

※詳細は、HPをご覧ください。　

開場中にお子さまと遊ぶサポーター
過去の様子　©大窪道治

教室にあちこちから素敵な木管の響きが
　©藤本史昭

呼吸に合わせて演奏がはじまります
　©藤本史昭


