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おすすめコンサート!!

仲道郁代のモーツァルトⅠ＆Ⅱ

ますます進化発展する
「仲道郁代のモーツァルト」
5月と7月の2回にわたっておおくりする
「仲道郁代のモーツァルト」
。
第一生命ホールならではの特別な企画の内容をうかがいました。

モーツァルトの個人的な想いが
込められた数少ない短調の作品
——1回目は、モーツァルトの短調に焦点
をあてたプログラムです。
モーツァルトの短調作品は、曲数は多く
ありません。当時は好まれる調性が限られ
ていて、短調はあまり書かれなかったため
です。ですからモーツァルトがあえて短調
を書く時、そこにはきわめて個人的な想い
が込められています。母の死、父の死、親し
かった伯爵の死……。依頼されたのではな
く、書きたくて書いているから心に残りま
す。暗いけれど、その中に明るさが見える
「透明な暗さ」
。悲しみさえも突き抜けたよ
うな美しさが、
モーツァルト独特ですね。
——共演は、ヴァイオリンの川久保賜紀さ
んです。
きっかけは、
2011年の第一生命ホールの
10周年記念ガラ・コンサートです。ごいっ
〈ウィークエンドコンサート〉

音楽のある週末

しょに、モーツァルトのピアノ
三重奏曲を演奏させていただ
いて、
またぜひやりましょうと。

作曲家が本来思い描いて
いた音楽を探求

仲道郁代

——2回目は、モーツァルトの時代のフォ
ルテピアノ
「シュタイン」
と現代のピアノ
を弾き比べていただきます。
シュタインは1790年製のモデル。フォルテ
ピアノは、
以前第一生命ホールでも演奏した
ショパンの時代の
「プレイエル」
の他、ベー
トーヴェン時代の
「ブロードウッド」
（1816年
製）
も手に入れました。
フォルテピアノの前に
演奏されていたチェンバロも買ったので、自
宅がまるで博物館のようになってしまって
（笑）
。やはり手元にあって楽器を触ることで
わかることがたくさんあり、作曲家が本来思
い描いていた音楽を探求できるのがおもし
ろい。曲は、シュタインのおもしろさ、軽やか

2月26日
（水）
発売
（発売初日のみ10:00〜受付開始）

5月18日
（日）
14:00

第18回 仲道郁代のモーツァルトⅠ 〜ヴァイオリンと奏でるメロディの哀しみ
仲道郁代
（ピアノ） 川久保賜紀
（ヴァイオリン）
ヴァイオリン・ソナタ第35番 ト長調K379／ヴァイオリン・ソナタ第28番 ホ短調K304／ピ
アノ・ソナタ第8番 イ短調K310／
「泉のほとりで」
によるクラヴィーアとヴァイオリンのため
の6つの変奏曲 ト短調K360／ピアノ・ソナタ第12番 ヘ長調K332

7月5日
（土）
14:00

第19回 仲道郁代のモーツァルトⅡ 〜フォルテピアノと現代ピアノの聴き比べ
仲道郁代
（ピアノ／フォルテピアノ）
フランスの歌
「ああ、
お母さん聞いて」
による12の変奏曲 ハ長調K265
（きらきら星変奏曲）
／
ピアノ・ソナタ第11番 イ長調トルコ行進曲K331／ロンド イ短調K511／ピアノ・ソナタ第8
番 イ短調K310／ロンド ニ長調K485
幻想曲 ニ短調K397／ピアノ・ソナタ第3番 変ロ長調K281

■S席¥5,000 A席¥4,500 B席¥3,500 ヤング¥1,500 セット券S¥9,000〔第18・19回〕

ⓒKiyotaka Saito

川久保賜紀（5月18日のみ出演）ⓒYuji Hori

さを聴いていただける曲を選びました。小さ
な楽器なのですが、表情が豊かで、意外にと
てもドラマチックなのです。音の音量の幅は
現代の楽器より少ないのですが、表情の幅
は広いくらい。もしかしたら現代の楽器より
心に響くように感じる曲もあります。
2台の楽
器を並べて同じ曲を弾き比べますので、
違い
を感じていただけるのではないでしょうか。
ピッチ
（音の高さ）
も、
タッチも違うので、交互
に弾くのはけっこう大変なのですが。
それから、シュタインは音が小さく繊細
で、大きな会場で
は聴いていただ
くのが難しいの
で、今回の企画は
どこででもできる
わけではありま
せん。第一生命
ホールの音響が
あるからこそでき 使用フォルテピアノ：J.A.シュタインモデル
※1790年頃の楽 器を複製。鍵 盤61鍵   
ることなのです。 ツッカーマン社製（山本宣夫改造 仲道
郁代蔵）

モーツァルトのピアノ・ソナタ全曲演奏
をし、
CDの全集も発売している仲道さん
ですが、
「まだまだ現在進行形」
とのこと。
シュタインはもちろん、モーツァルトの前
後の時代の楽器や研究から貪欲に吸収し
て、ますます進化発展する
「仲道郁代の
モーツァルト」
をどうぞお聴き逃しなく。
［聞き手／文 田中玲子］

最新の情報はこちらへ！！

トリトンアーツ

検索

NPO法人トリトン・アーツ・ネットワーク／第一生命ホール 主催公演

2014-2015シーズン ラインナップ

ライフサイクルコンサート
昼の音楽さんぽ［平日お昼の60分、気軽に上質な音楽を］
第17回

佐藤美枝子ソプラノ・リサイタル

子どもを連れてクラシック

［お子さまとご家族で楽しんでいただける公演］

8月7日
（木）
11:30（12:30終演予定）

北村朋幹ピアノ・リサイタル

ショパン：ノクターン第16番変ホ長調Op.55-2 他

9月23日
（火・祝）
14:00（4歳から入場可）

佐藤美枝子

ⓒ武藤章

12月10日
（水）
11:30

第20回

2015年2月20日
（金）
11:30

12月14日
（日）
13:00／16:00（4歳から入場可）
クリスマス・オーケストラ・コンサート
ARCUS
（管弦楽）

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

北村朋幹

きりく・ハンドベルアンサンブル

「音楽と絵本」
コンサート
『おふろだいすき』

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

■一般¥2,000 
お友だち割¥1,500
（同一公演3枚以上で1枚あたり）

2公演
（第17・18回）
セット券¥3,000
2月26日
（水）
発売開始
第19回

［室内楽ホールで愉しむオペラの世界］

詳細未定

6月6日
（金）
11:30（12:30終演予定）

共演：河原忠之
（ピアノ）
山田耕筰
（詩：北原白秋）
：からたちの花 他
第18回

オペラの楽しみ

2015年3月開催予定（詳細未定）
（4歳から入場可）
子育て支援コンサート

ARCUSの
「四季」

■一般¥2,000  お友だち割¥1,500
（同一公演3枚以上で1枚あたり）
2公演
（第19・20回）
セット券¥3,000

630コンサート〜充電の60分〜

［仕事帰りに音楽でリフレッシュ!!］

10月22日
（水）
18:30（19:30終演予定）

7月／12月／2015年2月
（予定）

ロビーでよちよちコンサート

※1〜3歳のお子さまとその保護者の方向けの、ロビーで行う45分
間の小さなコンサート。
「音楽と絵本」
コンサート
『おふろだいすき』

クリスマス・オーケストラ・コンサート

本田雅人ジャズ・ナイト

本田雅人
（サックス）
■一般¥2,200  トリトンポイントカード会員¥2,000
過去の様子

ⓒ大窪道治

昨年の様子

本田雅人

ⓒ大窪道治

子育て支援コンサート

2015年2月18日
（水）
18:30（19:30終演予定）

ロビーでよちよちコンサート

ヴァイオリニストが選ぶ大人のためのクラシック
松原勝也
（ヴァイオリン）他
■一般¥2,200  トリトンポイントカード会員¥2,000

過去の様子

ⓒ池上直哉

過去の様子

ⓒ藤本史昭

松原勝也

ウィークエンドコンサート
音楽のある週末
第18回

5月18日
（日）
14:00

第19回

7月5日
（土）
14:00

［室内楽に最適なホールで定期的に楽しむ演奏会］
第20回

仲道郁代のモーツァルトⅠ
〜ヴァイオリンと奏でるメロディの哀しみ
共演：川久保賜紀
（ヴァイオリン）
仲道郁代のモーツァルトⅡ
〜フォルテピアノと現代ピアノの聴き比べ
■S席¥5,000  A席¥4,500  B席¥3,500  
ヤング¥1,500  セット券S¥9,000
〔第18・19回〕
2月26日
（水）
発売開始

仲道郁代

かわら版はここに置いてあります。

ⓒKiyotaka Saito

ブラームス
（髙橋知己編）
：ハイドンの
オイロス・アンサンブル
主題による変奏曲Op.56a 他
■S席¥4,000  A席¥3,500  B席¥2,500  
ヤング¥1,500
2月26日（水）発売開始

川久保賜紀

※上記2公演の詳細については、
表面をご覧ください。

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！

10月25日
（土）
14:00

オイロス・アンサンブル2014
〜トリオから十四重奏まで
変幻するオイロスの小宇宙

ⓒYuji Hori

第21回

12月21日
（日）
14:00

第22回

2015年1月31日
（土）
14:00

若林顕ピアノで聴く
「第九」

千住真理子イザイ無伴奏ヴァイオリン・ソナタ全曲演奏会

【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、カルメン、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、飛賀屋、PRONTO、阿里城、SUBWAY ＊トリトンスクエア内〈その他〉トモズ、バイシクルセオ、BOOKS 書原、
ローソン、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

ミロ・クァルテット
公演延期ならびに再発売のお知らせ

http://www.triton-arts.net

※出演者や演奏曲目など、
詳細が決まり次第、
ホームページなどでお知らせいたします。

クァルテット・ウィークエンド

［深遠なる弦楽四重奏の醍醐味］

古典四重奏団 ムズカシイはおもしろい!!
〜古典四重奏団のモーツァルト全曲

2014の1 9月27日
（土）
14:00レクチャー／14:45本公演
2014の2 10月10日
（金）
19:00レクチャー／19:20本公演
2014の3 10月26日
（日）
14:00レクチャー／14:45本公演

《クァルテット・ウィークエンド》
ミロ・クァルテット
2014年5月10日
（土）
14：00
オール・ベートーヴェン・プログラム

ⓒ藤本史昭

古典四重奏団

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」
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」
弦楽四重奏曲第9番 ハ長調Op.59-3「ラズモフスキー第3番」

11月30日
（日）
14:00

シューマン・クァルテット

■一般¥4,000
シニア¥3,000
ヤング¥1,500

シューマン・クァルテット

2015年2月14日
（土）
14:00

エルデーディ弦楽四重奏団
〜弦楽四重奏のみに託された
ベートーヴェン最晩年の高貴なるメッセージ

ⓒ大窪道治

エルデーディ弦楽四重奏団

2015年3月15日
（日）
14:00

ミロ・クァルテット

Information

ⓒNathan Russell

チケット & インフォメーション

クァルテット・エクセルシオ〜Quartet+
（プラス）
共演：小坂圭太
（ピアノ）
  柳瀬省太
（ヴィオラ）
  
遠藤真理
（チェロ）
  石川滋
（コントラバス）

ⓒNaoko OGLA

クァルテット・エクセルシオ

■単独券  一般¥4,000  シニア¥3,000  ヤング¥1,500
■セット券  SQW6公演セット券一般￥21,000  SQW6公演セット券シニア￥15,000

特別コンサート

去る2月1日に開催予定の公演は、メンバーが家
族の健康上の事情により急遽アメリカに帰国せざ
るを得なくなったため、公演を延期いたしました。公演
を楽しみにしてくださっていたお客さまには、大変ご迷
惑、
ご心配をおかけして申し訳ございませんでした。
振替公演は以下の通り第一生命ホールにて開
催。
チケットは再発売中です。

［人気ソリストと室内オケの華やかなプログラム］

トリトン・アーツ・ネットワーク・チケットデスク

☎03-3532-5702

（平日11:00〜18:00）
http://www.triton-arts.net

＊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。

第一生命ホールへのアクセス

都
 営大江戸線勝どき駅A2a出口より徒歩8分

12月6日
（土）
14:00 モーツァルト・ガラ・コンサート

工藤重典
（フルート） 小菅優
（ピアノ） チャールズ・ナイデック
（クラリネット）
N響メンバーによる室内オーケストラ
（管弦楽）
◎オール・モーツァルト・プログラム
フルート協奏曲第2番 ニ長調K314
ピアノ協奏曲第8番 ハ長調
「リュッツォウ」
K246
クラリネット協奏曲 イ長調K622 他
工藤重典
小菅優
チャールズ・ナイデック
■S席¥6,000  A席¥5,500  B席￥4,500  ヤング¥1,500

ⓒ武藤章 ⓒMarco Borggreve 
ⓒKevin Hart

TAN's Amici Concert
4月18日
（金）
19:00

発売中

11月29日
（土）
14:00

世界を翔る若き泰斗山田和樹、東混音楽監督就任記念

日本音楽集団創立50周年・伊福部昭生誕100周年
第213回特別記念定期演奏会

8月8日
（金）
19:00

12月4日
（木）
19:00

東京混声合唱団第234回定期演奏会

林 光 メモリアル
東混 八月のまつり-東京混声合唱団
特別定期演奏会35

11月1日
（土）
14:00開演

中島康晴テノール・リサイタル
トリトンスクエアより徒歩3分!
皆様の憩いの空間を演出いたします。

ご宿泊
ゆとりの24m2。
「かわら版見た」
でお一人様1,000円引きの
特典もあります。
（2014年3月末まで）

客室デイユース
平日、
土曜日 11:00〜17:00 休日
（休前日を除く）
12:00〜22:00
詳しくはお問合せください。
ドリンクバー ネプチューン
コーヒー・紅茶・お茶・各種ジュースが300円で飲み放題。
毎日7:00〜24:00
（休業日あり。詳しくはお問い合わせ下さい）

晴 海グランドホテル
〒104-0053 東京都中央区晴海3-8-1
TEL：03-3533-7111 FAX：03-3532-5315
http://www.maxpart.co.jp/harumi/

東京混声合唱団第235回定期演奏会
-三善晃追悼-

2015年2月11日
（水・祝）
14:00

びわ湖ホール声楽アンサンブル東京公演vol.7

J.S.バッハ作曲
「ヨハネ受難曲」

キッズ空手スクール
3月 3日・10日・24日・31日（月）
幼 児 ク ラ ス：１５:００〜１５:４５
小学生クラス：１６:００〜１７:００
体験会のご予約・お問合せは･･･

スポーツクラブNAS 勝どき

体験料

￥1,575

※お電話にてご予約下さい

０３−５５６０−９１０１

〒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／特定非営利活動法人トリトン・アーツ・ネットワーク
■禁無断転載・複写 ■年10回発行
音楽活動を通じて地域社会に貢献する特定非営利活動法人（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。

住まいづくり体験セミナー

わたしのおうちの未来予想図

〜戸建て住宅編〜
住まいづくりのプロ
「住まいのナビゲーター」
と一緒に
ご自分のおうち予想図を作ってみませんか？
日時３月２１日（金・祝）

13:00〜14:30

参加無料
先着予約12名様

お問い合わせ・ご予約

TEL：03−5166−8300

受付時間／9:30〜17:45（土・日・祝10:15〜18:30）水曜定休

［新築・建替］や［リフォーム］は 住まいづくりのプロ に相談
東京都中央区晴海1-8-12晴海トリトンスクエア

詳しくはHPで

オフィスタワーZ 1F

住まいづくりナビセンター

＊トリトンスクエア外のお店 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、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、NAS勝どき、バイオリン・アート、月島ピアノ＆リトミック【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
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音楽で地域をつなぐトリトン・アーツ・ネットワーク

m
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サポーター（ボランティア）募 集!!
音楽が好きな方、仲間をつくりたい方、コミュニティ活動
にご興味のある方など、TANの活動内容にご賛同・ご協力
頂ける方ならどなたでもご参加頂けます。
詳細についてはホームページをご覧ください。
ご不明な点やご質問はお気軽にどうぞ。
メール：tan-supporter@triton-arts.net
TEL：03-3532-5701（平日10 : 00～18 : 00）
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室内楽アウトリーチセミナー講師と受講生による
第一生命ホール ロビーコンサート開催

New

今 年 で 3 回 目 と な る『 室 内 楽 ア ウト
リーチセミナー』は、講師と受講生が弦
楽四重奏を組み、小学校でのアウトリー
チを実施しています。対象となる子ども
たちが音楽に興味を持ってもらえるよ
室内楽アウトリーチセミナー講師と受講生
うに、楽器紹介の内容や進行についてア による「4年生はじめてのクラシック」
イディアを出しあいリハーサルを重ね
ました。
セミナーの一環として、第一生命ホー
ルでのロビーコンサートを実施します。
このロビーコンサートでは、本格的な室
内楽の演奏をみなさまにお届けします。 昨年の様子
アウトリーチを体験した小学生のみなさんもぜひどうぞ。

次世代を担う演奏家が「コミュニティの中でどう生きていく
か」を、実践を通して考えるセミナー。講師と弦楽四重奏を組み、
東京都中央区を拠点に活動するトリトン・アーツ・ネットワーク
主催の幼稚園や小学校でのアウトリーチを企画し、出演します。
■講師：松原勝也（ヴァイオリン）／柳瀬省太（ヴィオラ）
■実施期間：2014年6月〜2015年3月（アウトリーチ3回、第一生
命ホールロビーコンサート1回）
■受講料：無料（交通費、食費等の実費は自己負担）
■応募資格：すでに演奏家として活動をしている、または演奏家
を目指す大学卒業以上の方（大学院生、研究生可）
■募集楽器：ヴァイオリン3名、ヴィオラ1名、チェロ2名
■申込方法：募集要項を取り寄せ必要事項を記入の上郵送（要項
は、ホームページからもダウンロード可）
■申込締切：4月18日（金）必着／
演奏オーディション：5月2日
（金）
17:00〜
（予備日5/3）
■お問合せ：TEL:03-3532-5701 室内楽アウトリーチセミナー担当

ort

新しい年の幕開けは、『和の調べ』と
題し、第一生命ホールのコンサートでも
お馴染みの日本音楽集団の方々に三味線、箏、小鼓、笛を演奏し
ていただきました。「六段の調」「勧進帳」など、誰しも聞き覚え
のある曲で、わかりやすい解説もあり、新春ならではの雰囲気を
お楽しみいただけたことと思います。年配のお客様が多く見ら
れたのは、歳を重ねるにつれ自然に和の響きが懐かしく感じら
れるということかもしれませんね。
ロビーからのエスカレーターを2回上ると、そこには音響の素
晴らしい第一生命ホールがみなさまを待っています。このグラ
ンドロビーコンサートが、ホールで音楽を楽しむ1つのきっかけ
になりますように…。 ［レポート／TANサポーター児玉玲子］
次回開催予定
■日時：3月7日（金）12:20〜13:00
■会場：晴海トリトンスクエア グランドロビー
■出演：イリーナ・メジューエワ（ピアノ）
■ショパン：ノクターン嬰ハ短調（遺作）／幻想即興曲Op.66／
小犬のワルツOp.64-1／ワルツ嬰ハ短調Op.64-2／ノクター
ン変ホ長調Op.9-2／バラード第3番変イ長調Op.47 他
■入場無料／事前予約不要

■日時：3月26日（水）12:15〜14:00終演予定
■会場：第一生命ホールロビー
■出演：講師：松原勝也（ヴァイオリン） 柳瀬省太（ヴィオラ）
●セミナー受講生：中
 村ゆか里／原実和子／吉野駿
（ヴァイオリン）
宇野友里亜
（ヴィオラ） 和泉景子／山澤慧
（チェロ）
■ドビュッシー：弦楽四重奏曲 ト短調Op.10
ショスタコーヴィチ：弦楽四重奏曲第3番 ヘ長調Op.73
メンデルスゾーン：弦楽八重奏曲 変ホ長調Op.20
■入場無料／予約不要 ※未就学児の入場はご遠慮ください

室内楽アウトリーチセミナー2014受講生募集

Rep

晴海トリトンスクエア
グランドロビーコンサート
「邦楽の調べ」
を開催しました。

s

行ってきました！（コミュニティ活動記録）
1月27日（月） 中央区立日本橋小学校アウトリーチ

▎4 年生はじめてのクラシック／マルシェ弦楽四重奏団
1月28日（火） 江東区立有明小学校アウトリーチ②

▎4 年生はじめてのクラシック／室内楽アウトリーチセミナー講師と受講生による
▎中
 村ゆか里・原実和子
（ヴァイオリン）
  柳瀬省太
（ヴィオラ）
  山澤慧
（チェロ）
1月31日（金） 中央区立佃島小学校アウトリーチ

▎4 年生はじめてのクラシック／ミロ・クァルテット（弦楽四重奏）
1月31日（金） 中央区立日本橋幼稚園アウトリーチ

▎井
 上紗織
（フルート）
  岡田啓
（ファゴット）
  松井裕子
（ピアノ）
2月5日（水） 中央区立晴海幼稚園アウトリーチ

▎鈴
 木由美・福崎雄也
（ヴァイオリン）
  山口真
（ヴィオラ）
  海老澤洋三
（チェロ）
2月6日（木） 中央区立有馬小学校

▎4 年生はじめてのクラシック／クァルテット・エクセルシオ（弦楽四重奏）
2月18日（火） 中央区立豊海小学校アウトリーチ③

▎4 年生はじめてのクラシック／室内楽アウトリーチセミナー講師と受講生による
▎松
 原勝也・吉野駿
（ヴァイオリン）
  宇野友里亜
（ヴィオラ）
  和泉景子
（チェロ）

音楽教室生徒さん募集中！
リトミック教室
・幼児科（4〜5才）5月/11月開講
・0才〜小学生まで各クラス
・打楽器合奏クラス
（小学生以上）・エレクトーン科（小学生〜大人）

幼児〜大人の教室

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

ピアノ、ヴァイオリン、クラリネット、
歌唱（オペラ〜ミュージカル）他

＜無料体験レッスン受付中＞
貸しスタジオ：2台ピアノ、管、弦、声、
ミニコンサートなどに

ピアノ アート サロン

中央区月島3-32-1 ユニハイツ勝どき1F

TEL 3533-8963

http://www.piano-art-salon.co.jp

コンサートの before & after にご利用ください。
http://www.harumi-triton.jp

Tel.03-5144-8100

