
P.3
三浦一馬（バンドネオン）率いる
東京グランド・ソロイスツ 
第4回演奏会
8月23日（日）14:00開演

News

P.4 夏の音楽イベント“第一生命ホール 
オープンハウス2020”
サポーター（ボランティア）大募集!!

News

P.4 小さなお子さまとご一緒に
「ロビーでよちよちコンサート」

News

雄大と行く 昼の音楽さんぽ　第22回

横坂源 
チェロ・リサイタル
共演：北村朋幹（ピアノ）
10月7日（水） 11:15開演
（12:15終演予定）
11:00～山野雄大によるプレトーク

横坂源
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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。東京都中央区晴海にある第一生命
ホールを拠点とし、ホールの主催公演である芸術活動と、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）、寄付者の支えを受けて実施しています。

チケットデスク☎03-3532-5702（平日11:00～17:00）
※状況により営業時間を変更させていただく場合がございます。

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。



News
ニュース

感情も知性も揺さぶる辣腕デュオ
横坂源（チェロ）×北村朋幹（ピアノ）

チケット好評発売中

〈雄大と行く昼の音楽さんぽ（以下、昼
さんぽ）〉とは、平日昼間の60分、選りす
ぐりの音楽家が磨きこんだ“こだわりの音
楽”を肩ひじ張らずに「楽しく！」「しかも 
深く！」お楽しみいただくシリーズです。

博識かつ柔らかな語り口でわかりやすく
お話くださる音楽ライターの山野雄大さん
のプレトーク付きでお届けします。

10月の〈昼さんぽ〉に登場するチェリス
ト・横坂源さんは、国内外の様々なコン
クールで優勝し、2010年には最難関のひ
とつといわれる世界的に権威のあるコン
クール、ミュンヘン国際音楽コンクールで
第2位を受賞したことは大きな話題になり
ました。

アマチュアのチェリストでもある山野さ
んが「聴き手をはっと捉える明晰で魅力的
な音色をもち、優れた技巧と表現力に鋭い
感性を生き生きと熱く響かせる、チェロ界
希望の星！」と熱く語る、素晴らしいアー
ティストです。

横坂さんが第一生命ホールに初登場した
のは17年前のこと。兵庫県養

や ぶ

父市で開催
されるチェロの登竜門、ビバホールチェロ
コンクールの覇者として、第一生命ホール
で優勝記念リサイタルを行いました（現在
でも、東京での優勝記念リサイタルは、第
一生命ホールで開催）。

名実ともに日本を代表するチェリストの
ひとりとなって第一生命ホールに戻ってき
てくださる、横坂さんの演奏にご期待くだ
さい！

今回、横坂さんと共演するのは、14歳
の時に東京音楽コンクールで優勝して以来、
注目をあび続けるピアニスト、北村朋幹さ
ん。
「深い知性と感性を音楽表現に昇華して

みせる卓越した俊才」（山野さん談）で、現
在はベルリンでさらなる研鑽を積みながら、
ソリストとしても活躍しつつ、多くの演奏
家から室内楽奏者として共演のオファーも
絶えない人気ピアニストです。

北村さんに〈昼さんぽ〉へご出演いただ
くのは今回で2回目。前回の公演では、音
楽の核心を深く、鋭く、時にやわらかく探
求する北村さんの演奏に、会場中のお客さ
まが固唾を飲んで没入し、ホールに別世界
が広がっているようでした。

そして、横坂さんと北村さんという名手
2人の豪華共演でお届けするこのたびのコ
ンサート。愁いを帯びたメロディーが持ち
味のピアソラに、ベートーヴェンの自由な
発想に富んだ幻想的なソナタ、そしてクラ
シック好きの方にはおなじみの名曲、フラ
ンクの詩情溢れる優美なヴァイオリン・ソ
ナタのチェロ・バージョンをご披露くださ
います。

1時間という短いひとときではあります
が、素晴らしい音楽にたっぷりと浸ってい
ただき、しあわせな一日のスタートとなれ
ば、うれしく思います。

耳をとらえる深み、心をつかむ熱さ――
感情も知性も揺さぶる辣腕デュオによる演
奏を、お楽しみに！

横坂源

北村朋幹　©Taka Mayumi

10月7日（水）
11:15開演

（12:15終演予定）
※ 11:00～ 

プレトーク

雄大と行く 昼の音楽さんぽ　第22回
横坂源 チェロ・リサイタル 
共演：北村朋幹（ピアノ）
■横坂 源（チェロ）　 
■北村朋幹（ピアノ） 
■山野雄大（プレトーク）

ピアソラ：３つの小品 
ベートーヴェン： チェロ・ソナタ 第4番 ハ長調 

Op.102-1 
フランク： ヴァイオリン・ソナタ イ長調 

（チェロとピアノ編） ■ 2公演（第21・22回） 
セット券 ￥4,500

■一般 ￥2,500

5月22日（金）
11:15開演

（12:15終演予定）
※ 11:00～ 

プレトーク

雄大と行く 昼の音楽さんぽ　第21回
牛田智大　ピアノ・リサイタル
■ 牛田智大（ピアノ）
■山野雄大（プレトーク）
《オール・ショパン・プログラム》
　4つのマズルカ（第14～17番）Op.24
　24の前奏曲 Op.28　
　舟歌 嬰ヘ長調 Op.60

【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、PRONTO、阿里城、SUBWAY、成城石井、TXカフェ、麻辣大学　＊トリトンスクエア内〈その他〉トモズ、ファミリーマート、
VISAGE inti、アロマブルーム、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、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、日本橋社会教育会館、 

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！



「最初に第一生命ホールで演奏した時に、
ホールの音響、客席との距離感が絶妙で“こ
こ、好き！”と思ったんです」という人気バン
ドネオン奏者の三浦一馬さん。「水辺のホー
ルという立地も、タンゴが生まれたアルゼン
チンのラ・プラタ川流域に似ている」とピンと
来て、ここを拠点にピアソラの作品を演奏す
る室内オーケストラ「東京グランド・
ソロイスツ（TGS）」を立ち上げました。
毎年満場の客席を大いに沸かせ、今
年4年目を迎えます。

編成は、バンドネオンに弦楽器5部
（ヴァイオリン2部、ヴィオラ、チェロ、
コントラバス）、ピアノ、パーカッション、
ギターで、コンサートマスターの石田
泰尚はじめ、メンバーみんながソリスト

（ソロイスト）として活躍する逸材ばか
り。

今年は浜田均（ヴィブラフォン）をゲスト
に、ピアソラ自身が自作を伝説のヴィブラフォ
ン奏者ゲイリー・バートンと録音している「ミ
ロンガ・イズ・カミング」「ビブラフォニシモ」

「リトル・イタリー」など、なかなか生で聴け
ないレアな名曲の数々もお届けします。TGS
の熱い夏をお楽しみください！

News
ニュース

三浦一馬　東京グランド・ソロイスツ
オール・ピアソラ・プログラムで4年目！

6月20日（土）
14:00開演

6月22日（月）
19:00開演

トリトン晴れた海のオーケストラ　
ベートーヴェン交響曲全曲演奏会V「第九」
■矢部達哉（コンサートマスター）
■澤畑恵美（ソプラノ）
■林美智子（メゾソプラノ）
■福井敬（テノール）
■黒田博（バリトン）
■東京混声合唱団（合唱）

ベートーヴェン：交響曲 第9番 ニ短調 Op.125《合唱付》

■S席 ￥8,500
■A席 ￥7,000
■B席 ￥4,500
■U25 ￥1,500

6月28日（日）
14:00開演

ボルドー国際弦楽四重奏コンクール2019優勝記念ツアー
マルメン弦楽四重奏団
■マルメン弦楽四重奏団
［ヨハネス・マルメン／ゴウ 理紀也（ヴァイオリン）　
ブライオニー・ギブソン=コーニッシュ（ヴィオラ）　
ステファン・モリス（チェロ）］
ハイドン：弦楽四重奏曲 変ロ長調 Op.50-1 Hob.III-44
リゲティ：弦楽四重奏曲 第1番 「夜の 変容」
メンデルスゾーン：弦楽四重奏曲 第6番 ヘ短調 Op.80

■一般 ￥4,000
■シニア ￥3,500
■U25 ￥1,500

※他セット券あり

Schedule
スケジュール

チケットデスク TEL：03︲3532︲5702（平日11:00～17:00）
http://www.triton-arts.net

過去の様子　©藤本史昭

チケット好評発売中

8月23日（日）
14:00開演

三浦一馬（バンドネオン）　
東京グランド・ソロイスツ 第4回 演奏会
■ 東京グランド・ソロイスツ（室内オーケストラ）
［ 三浦一馬（バンドネオン）　

石田泰尚（ソロ・ヴァイオリン）
大坪純平（ギター）　
石川智（パーカッション）　
山田武彦（ピアノ）　他］

■浜田均（ゲスト：ヴィブラフォン）
ピアソラ：ミロンガ・イズ・カミング／ビブラフォニシモ

　他

■一般 ￥6,000
■バルコニー席
 ￥3,000
■U25 ￥1,500

※ バルコニー席は
舞台上の一部を
ご覧いただけま
せん。

〒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。U25は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）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、リバーシティイングリッシュスクール、こども元気！！クリニック、
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、W A S H & F O L D 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

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！

1979年開設　　　　０才から大人まで

●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

ヤマハ音楽教室（後援 銀座山野楽器）
＜５月開講クラス 募集中！＞
無料体験レッスン受付中！

● おんがくなかよし（３才児対象）
● 幼 児 科（４才～５才児対象）　

～曜日、時間等詳細はお問い合わせください～

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



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
第一生命ホール オープンハウス2020を一緒に盛り上げてくれる
当日サポーター（ボランティア）大募集！

News

　「オープンハウス」は、第一生命ホールを1日開放して、入場無料で大人も子ど
もも気軽に音楽を楽しめる、年に一度のイベントです。新型コロナウイルス感染
症の拡大が1日も早く収まることを願いつつ、安全・安心に音楽体験プログラム
にご参加いただけるように企画の準備を進めています。そして、毎年オープンハ
ウスの成功に欠かせないのが、たくさん
のサポーター（ボランティア）の方の存在
です。
　音楽が好き、イベントが好き、お友だち
を作りたいなど、参加してくださる方の
理由は様々です。一緒にイベントを盛り
上げていただけませんか？きっと日常と
は違った体験ができるはず。ご応募お待
ちしております！

■日時：7月4日（土）10:00～18:00
■会場：  第一生命ホール（晴海トリトンスクエア内）
■活動内容：  会場準備／お客さま案内／

ステージ補助など

【事前説明会】（こちらにもご参加ください）
■日時：6月27日（土）10:30～12:00
■会場：中央区晴海周辺
■  申込締切：6月12日（金）　
　※  応募多数の場合は、期日前でも締切らせ

ていただきます
■  お申込み・お問い合わせ：
メール　tan-supporter@triton-arts.net 
TEL　03-3532-5701（平日11:00～17:00）※

詳しくはこちら

「ロビーでよちよちコンサート」　5月に開催決定!!

　毎回大好評の「ロビーでよちよちコンサート」。第
一生命ホールのロビーで輪になって、クラシックの名
曲を聴いたり、楽器を近くで見たり、みんなで演奏
に参加したりと、盛りだくさんのコンサートです。
　新型コロナウイルス感染症拡大防止対策として、2
月の開催は中止させていただきました。その際、次
回は参加できない年齢
になるので残念という
お声をいただき、今回
のみ対象年齢を、0歳
6ヵ月～4歳6ヵ月児と
させていただきます。

News

■日時： 5月18日（月）　13:30～14:15
5月19日（火）　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： 市川友佳子（ヴィオラ）　福原明音（チェロ）　井上紗織（フルート）　

佐々木匡史（トロンボーン）　海老澤幸二（ドラムス）
■会場：第一生命ホール ロビー
■料金：親子1組￥1,000
■ 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。（5月初旬頃を予定しております）
　先着順、定員になり次第締切り。
■ 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11:00～17:00）※

過去の様子　©藤本史昭

認定NPO法人としての
有効期間が更新されました
　トリトン・アーツ・ネットワークは、2014年11月
に認定NPO法人に認定されました。
　認定の有効期間は5年間ですが、皆さまのお陰を
もちまして、このたび認定の更新が認められました。
これまでのご支援に心より御礼申し上げます。これ
からも公益性、信頼性あるアートNPOとしてさら
に創意工夫あるホール公演事業、地域に密着したコ
ミュニティ事業を実施してまいります。なお、ご寄付
につきましては、引き続き税制優遇措置＊が適用に
なります。
　今後ともご支援の程よろしくお願い申し上げます。
 理事長　長浜力雄

＊寄付税制優遇措置につきましてはHPをご覧ください。

Newsワークショップ「東混と第九をうたってみよう」

　“トリトン晴れた海のオーケストラ”「第九」公演に出演する、東京混声合
唱団（東混）の精鋭メンバーによる「第九」合唱指導のほか、楽しく声を出し
てみるワークショップ（ミニコンサートもあり）を開催します。東混と一緒に
「第九」を歌ってみませんか？

※ 上記に記載の「電話でのお問い合わせ」につきましては、状況により受付時間短
縮または一時停止とさせていただく場合がございます。
ご迷惑をおかけしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

News

■ 日時：6月13日(土)　14:00～16:00
　※ 参加者は、6月18日（木）夜“トリトン晴れた海のオー
ケストラ”「第九」公演の、リハーサル見学もできます。

■  会場：中央区内施設を予定
■  料金： 小・中・高校生500円／大人（大学生以上）1,000円
■ 対象： 小学生以上　50名様（小学1～3年生は保護者同伴要）
■ 申込方法：5月13日（水）12:00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。先着順、定員になり次第締切り。

■ 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11:00～17:00）※

過去のワークショップの様子

　Ⓒ大窪道治

◎  笑顔でお客さまをご案内（過去の様子）
初めていらっしゃるお客さまにも、分
かりやすく笑顔でご案内いただきます。




