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TRITON ARTS

話題沸騰!!
晴れオケ のベートーヴェン・チクルス

2019年 2 月

三浦一馬 ©藤本史昭

三浦一馬率いる
東京グランド・ソロイスツ

6 月29 日（土）14:00開演／11 月30 日（土）14:00開演
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2019年度公演、
2月チケット発売開始

トリトン晴れた海のオーケストラ ©大窪道治
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8 月4 日（日）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
News

News
Report

日本を代表するクァルテットと次世代クァルテットとの共演
3月9日（土）14:00開演

第一生命ホールのおまつり「オープンハウス」をいっしょに盛り上げませんか？
プロジェクト・サポーター（ボランティア）募集します
小・中・高校生向け、公開リハーサルを開催しました！
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

トリトン・アーツ・ネットワークとは

至 銀座

チケットデスク☎03-3532-5702（平日11:00～18:00）

朝潮運河

第一生命ホール

（晴海トリトンスクエア内）
駐車場入り口

晴海三丁目
交番

晴海通り
晴海三丁目

検索

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。

晴海区民館

豊洲駅

トリトンアーツ

動く歩道

晴海トリトンスクエア前

◇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!!

最新の情報はこちらへ！！

黎明橋

月島駅

10番出口

有楽町線

第一生命ホールへのアクセス

大江戸線

勝どき駅
晴海通り

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。

勝どき
サンスクエア

2月27日
（水）
よりチケット発売開始!!
話題の“晴れオケ”や、三浦一馬の
東京グランド・ソロイスツを発売

三浦一馬（バンドネオン）
石田泰尚（ヴァイオリン）他
上野耕平（サクソフォン／ゲスト）
8月4日（日）14:00開演

［Ⅲ］6月29日（土）14:00開演
交響曲第4番／交響曲第7番

［Ⅳ］11月30日（土）14:00開演
交響曲第6番
「田園」／交響曲第8番

■ 一般￥6,000

■ヤング￥1,500

■2公演セット券S￥11,000
■B席￥3,500

トリトンアーツ・チケットデスク
TEL：03-3532-5702（平日11:00〜18:00）
http://www.triton-arts.net

今年も完売必至!!
三浦一馬が信頼を寄せる選りすぐりの
ソリストたちと結成した室内オーケストラ

2020年に生誕250年を迎えるベートーヴェン
の交響曲全9曲を3年間にわたり5公演で

■S席¥6,000

ご予約・
お問い合わせ

三浦一馬率いる東京グランド・ソロイスツ

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
ベートーヴェン・チクルスⅢ＆Ⅳ

単独券

※発売初日のみ10：00から受付開始

■A席￥5,500

矢部達哉

■ヤング￥1,500

トリトン晴れた海のオーケストラ

©大窪道治

■バルコニー席￥3,000

※バルコニー席は舞台が非常にご覧になりにくい

三浦一馬	 ©井村重人

2階席サイドです

©大窪道治

東京グランド・ソロイスツ	 ©藤本史昭

上野耕平

雄大と行く 昼の音楽さんぽ
気軽に本格的な演奏を楽しんでいただく好評シリーズ。11:00〜ご案内役の山野雄大
（音楽ジャーナリスト）
によるプレトークあり。

第17回

6月3日（月）11:15開演（12:15終演予定）

第18回 8月8日（木）
11:15開演（12:15終演予定）

上野由恵（フルート） 曽根麻矢子（チェンバロ）

デンハーグピアノ五重奏団

（古楽器アンサンブル）

■2公演
（第17・18回）
上野由恵

©Akira Muto

曽根麻矢子

単独券

©神尾典之

■ 一般￥2,000

セット券￥3,000
デンハーグピアノ五重奏団

クァルテット・ウィークエンド
（SQW） 全5公演
弦楽四重奏の深遠な世界を、シリーズを通してご堪能ください

ウェールズ弦楽四重奏団
9月14日（土）14:00開演

ベートーヴェン：
弦楽四重奏曲第11番 ヘ短調
Op.95「セリオーソ」他

ベートーヴェン：
弦楽四重奏曲第13番 変ロ長調 Op.130
他



11月24日（日）14:00開演

ベートーヴェン：
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」他



ウェールズ弦楽四重奏団
©Satoshi Oono

チャイコフスキー：
弦楽四重奏曲第1番 ニ長調 Op.11 他

©成澤稔

クァルテット・エクセルシオ×タレイア・クァルテット
2020年3月15日（日）
14:00開演

■SQW5公演セット券

一般¥17,500／シニア¥15,000

アマリリス弦楽四重奏団

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！

エルデーディ弦楽四重奏団

演奏曲未定

アマリリス弦楽四重奏団
9月28日（土）14:00開演

トリトンアーツ通信はここに置いてあります。

エルデーディ弦楽四重奏団
2020年2月2日（日）14:00開演

※各単独券は5月および9月発売

クァルテットエクセルシオ

タレイア・クァルテット

【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、

チケット好評発売中

クァルテット・エクセルシオ×クァルテット奥志賀

News
ニュース

日本を代表するクァルテットと次世代クァルテットとの共演

ヴァイオリン２本、ヴィオラ、チェロの4
つの楽器で演奏する「弦楽四重奏団（クァル
テット）」。高音から低音までバランスがよく
美しい響きが得られ、様々な表現が可能と
なるこの編成のために、ハイドンをはじめ多
くの作曲家たちが名曲を書いています。この
クァルテットを専門に演奏する、日本で唯一
といってもよい常設の弦楽四重奏団が、クァ
ルテット・エクセルシオ（以下エク）
です。第
一生命ホールでは毎年公演を行っているだ
けでなく、近隣の小学校などに音楽を届け
る活動をしています（11月には、江東区立
豊洲北小学校に行ってきました！）。
この３月から、エクが次世代の若手クァル
テットを紹介する企画がはじまります。第１
回の共演者として選ばれたのは「クァルテッ
ト奥志賀（以下奥志賀）」。あの、世界的指
揮者の小澤征爾さんが主宰する「小澤国際
室内楽アカデミー奥志賀」
で生まれたクァル
テットで、小澤さん自身が、町に「奥志賀」
の名前の許可をもらってくれたそうです。
これまでセミナーなどで奥志賀の個々のメ
ンバーを見てきたエクが「みなさん、それぞ
れソロも素晴らしいのですが、さらにアンサ
ンブルの能力があり、それを楽しんで演奏し
ている。ですから、クァルテットも間違いな

く素晴らしい」
と絶賛すれば、奥志賀も「クァ
ルテットといえば誰もが知るあこがれのエク
と、結成5年目の私たちが共演させていただ
けるのは光栄です」
と受けて立ちます。

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

クァルテット・エクセルシオとクァルテット奥志賀のみなさん

第1部は、奥志賀がモーツァルト、エクが
ヤナーチェクと、それぞれの団体による弦楽
四重奏曲を同じ舞台で聴き比べられるのもポ
イント。そして第2部の2団体共演によるエ
ネスコの弦楽八重奏曲は、第1ヴァイオリン
を務める会田莉凡さんが「今まで出会った中
で一番むずかしい楽譜かもしれません…」
と
もらすほどの難曲。なかなか実演で聴くチャ
ンスがない曲だけに、実力派クァルテット2
団体がそろっての今回の演奏は、貴重な機
会となることでしょう。
若さいっぱいのクァルテット奥志賀、熟練
のクァルテット・エクセルシオ、それぞれの
個性と、２団体の共演をお楽しみください。
※インタビューをホームページに掲載しております。ぜひご覧ください。

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
・4か月〜親子クラス（Mom＆Me）
・週1〜週5日までのプリスクール
送迎サービス
（1日4時間以上）
実施中！
・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

プログラミング in English スタート！ 英検準会場資格登録校

＜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

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）

ピアノ・アート・サロン音楽教室
☎ 3533-8963

中央区月島3-32-1 ユニハイツ勝どき1F

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

グランドピアノ7台設備、貸スタジオ可

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／双紙正哉（ヴァイオリン）
吉田有紀子（ヴィオラ） 大友肇（チェロ）］

3月9日（土）

14:00開演

※山田百子（ヴァイオリン）
が健康上の理由により出演できなくなりました。
■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

■一般
■シニア
■ヤング

￥4,000
￥3,500
￥1,500

（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

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

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

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）］
月
日（土）
モーツァルト：弦楽四重奏曲第21番 ニ長調K575
14:00開演
「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」

2 23

■一般
￥4,000
■シニア ￥3,500
■ヤング ￥1,500

（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。

〒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。
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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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ミュニティ活動
N
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プロジェクト・サポーター募集
スタッフといっしょに
オープンハウス2019を作りませんか？

2019年7月20日（土）に開催する「第一生命ホールオープン
ハウス2019」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、年に一度の第一生命ホー
ルのお祭りです。
■活動時期：2019年3月下旬〜7月20日（土）
■申込締切：2019年2月22日（金）

※お申込みはメールで受付いたします。
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小・中・高校生向け、 晴れオケ
公開リハーサルを開催しました！

Rep

ort

今年から、ベートーヴェン交響曲全曲演奏会を継続している
トリトン晴れた海のオーケストラ 。11月に小・中・高校生対象
の公開リハーサルを行い、約50名が参加しました。
見学前に、
トリトンアーツのスタッフから、
「どんな楽器がある
の？」
「どうやって、タイミングやテンポをあわせるの？」などのポ
イントを聞いた後に、ホールに移動。リハーサルでは、交響曲第5
番「運命」を聞きました。
「タタタタン」のモチーフがたくさん聞
こえること、コンサートマスターの矢部達哉さんがヴァイオリン
を弾きながら合図をしているだけでなく、話をしながらリハーサ
ルを進める様子などがわかりました。見学の後には、たくさんの
質問が飛び出し、子どもたちの観察力にスタッフもびっくりさせ
られました。

参加条件等、詳しくはホームページを
ご覧ください。
■お問い合わせ：

TEL：03-3532-5701（平日10:00〜18:00）
メール：tan-supporter@triton-arts.net

行ってきました！
（コミュニティ活動記録）
11月19日（月） 中央区立明石幼稚園アウトリーチ

▎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）
韮澤有（チェロ） 佐々木大輔（コントラバス）

11月20日（火） 中央区立晴海こども園アウトリーチ

▎松原勝也／松谷萌江（ヴァイオリン） 鶴友見（ヴィオラ）
饗庭萌子（チェロ）

11月27日（火） 文化教養学園アウトリーチ

▎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）
韮澤有（チェロ） 佐々木大輔（コントラバス）

11月30日（金） 中央区立京橋築地小学校 4・6 年生アウトリーチ

▎松原勝也／松谷萌江（ヴァイオリン） 鶴友見（ヴィオラ）
饗庭萌子（チェロ）

12月14日（金） 中央区立月島第一小学校 4 年生アウトリーチ

▎Meet the 和楽器／日本音楽集団［米澤浩（尺八） 熊沢栄利子（箏）］
12月18日（火） 中央区立月島第三小学校 4 年生アウトリーチ

▎Meet the 和楽器／日本音楽集団［米澤浩（尺八） 熊沢栄利子（箏）］
12月20日（木） 介護老人保健施設「リハポート明石」アウトリーチ

▎吉川健一（バリトン） 石野真穂（ピアノ）

12月21日（金） 晴海総合高校吹奏楽部アウトリーチ

▎Buzz Five（金管五重奏）

1月12日（土）チャレンジジュニア育成事業「演奏家になりたい」
（主催：埼玉県）

▎上田じん（トランペット） 加藤直明（トロンボーン）
浜まゆみ（マリンバ） 新居由佳梨（ピアノ）

1月18日（金）中央区立明正小学校 4 年生アウトリーチ

▎TANBRASS（金管五重奏+打楽器）

12月6日
（木） 品川区立品川児童学園アウトリーチ

▎中川直子（ヴァイオリン） 田中愛（チェロ） 桃原健一（オーボエ）
髙橋朋子（ホルン） 齋藤綾乃（打楽器）

合奏の基礎を楽しく学び、第一生命ホールで発表！

12月10日（月）
・11日
（火） 江東区立豊洲小学校 4 年生アウトリーチ

▎Meet the 和楽器／日本音楽集団［米澤浩（尺八） 熊沢栄利子（箏）］
12月12日（水） 江東区立越中島小学校 4 年生アウトリーチ

▎Meet the 和楽器／日本音楽集団［米澤浩（尺八） 熊沢栄利子（箏）］
12月13日（木） 中央区立中央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）

＊ホームページにレポートを随時更新しております。
「コミュニティ活動レポート」
をご覧ください。

～「春の室内楽体験講座」参加者募集～
□発

表 会：2019年4月28日（日）第一生命ホール
□ 講座日程：3月6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
☎03-3748-5441／E-mail: info@juniorphil.com

過去の様子

