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0歳児と妊婦さんのためのコンサート 12月に開催決定!!News

P.3 木嶋真優 ヴァイオリン・リサイタル 645コンサートに初登場!!
2021年2月10日（水）18:45開演

News

過去の様子過去の様子　　©池上直哉©池上直哉

音楽と絵本コンサート『銀河鉄道の夜』
2021年3月13日（土）14:00開演／18:00開演
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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 生演奏と絵本による究極の読みきかせ！ 「銀河鉄道の夜」

2021年

3月13日（土）
14:00開演 

（15:00終演予定）

子どもといっしょにクラシック 
音楽と絵本コンサート『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　玉川克　佐古健一　
三森未來子　奥田なな子　今井香織]
原きよ（朗読）
J.S.バッハ：無伴奏チェロ組曲第1番よりプレリュード
久石譲：さんぽ
ロジャース：ドレミの歌　他
音楽と絵本：「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）

■大人 ￥2,500
 (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

※託児サービス有
り（有料／事前
申込制）

2021年

3月13日（土）
18:00開演 

（19:00終演予定）

大人のための 
音楽と絵本コンサート『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　玉川克　佐古健一　
三森未來子　奥田なな子　今井香織]
原きよ（朗読）
J.S.バッハ：無伴奏チェロ組曲第1番よりプレリュード
エルガー：愛の挨拶
バーンスタイン：トゥナイト　他
音楽と絵本：「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）

■大人 ￥2,500
 (中学生以上)
■小学生 ￥1,000
※未就学児の入場
はご遠慮いただ
いております。

2021年1月7日（木）よりチケット発売開始

コンサートの構成を考えてくださった、
スーパー・チェロアンサンブル・トウキョウ
のリーダー、丸山泰雄さんからメッセージ
をいただきました！

＊＊＊＊＊
ご家族のみなさま、今回で子育て支援

コンサート出演は３回目、私も2児の親と
して非常に感慨深いものがあります。
「親子でいっしょに聴くコンサート」とい

う企画をうかがった時、わかりやすく平穏
な曲のみならず、子どもたちがその時はわ
からなくても後々何かを感じ、育っていく
過程で、家族みんなで考えていけるテーマ
を提供できればよいと思い、プログラムを
組み立てました。結果、普通のファミリー
コンサートとはだいぶ趣きの違うものに
なってしまいましたが、前回、前々回同様
たくさんのお客さまにご来場いただきた
いと考えております。

今回はコロナの影響で子どもたちと
の楽しい触れ合いの場であったワーク
ショップはできませんが、そのかわりにご
家族で素晴らしいホールの音響とチェロ
の可能性を楽しんでいただけるようなプ
ログラムを考えました。

休憩なしで行われる今回のコンサート、
前半はチェロのソロからデュオや四重奏
等、チェロの台数を増やして子どもたちに
人気の曲から大人が楽しめる本格的な作
品まで、後半には朗読と映像、音の溢れる
特別な空間で宮沢賢治の名作をたっぷり
とご堪能ください。

いつもお仕事と子育てを忙しくされて
いらっしゃるみなさまに、少しでも癒しの
時間を提供できれば光栄です。

♡ 丸山泰雄さんからのメッセージ

毎年多くの親子のみなさまにお楽しみい
ただいている「子育て支援コンサート」。ス
クリーンいっぱいに映し出される絵本と迫
力ある生演奏よる朗読つきのコンサートで、

「究極の読みきかせ！」と、ご好評いただい
ています。

今まで数々の絵本を取り上げてきましたが、
人気作「銀河鉄道の夜」を再演いたします。

現代美術家・清川あさみさんの美しく幻
想的な絵による宮沢賢治の名作「銀河鉄道
の夜」、8人のチェリストによる迫力の生演
奏と、朗読のコラボレーションです。

今回は1日2回公演
前回上演時は、チケット発売早々に完売

してしまいました。また、宮沢賢治ファンの
方から「大人だけで来場してもよいですか？」
というお声も多くいただきました。そのため、
今回は対象年齢に合わせて2回お届けする
予定です。

1回目は4歳以上のお子様からご入場可能。
2回目は小学生以上がご入場可能です。大
人の方には2回目がおススメです！

60分間休憩なし。チェリストが8人集ま
ると…どこまでも深く、迫力のある音がしま
す！ チェロの豊かな響きと宮沢賢治の世界
をお楽しみください！

過去の様子　©池上直哉

「銀河鉄道の夜」（作：宮沢賢治　絵：清川あさみ/リトルモア）

丸山泰雄　©池上直哉

【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　＊ 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、築地社会教育会館、�

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！



お仕事帰りに気軽にコンサートをお楽しみ
いただける「645コンサート」。今年は、昨
年のNHK紅白歌合戦に出演されたり、現在、
TBS朝の情報番組「グッとラック！」の火曜日
コメンテーターとして活躍されているヴァイオ
リニストの木

き

嶋
しま

真
ま ゆ

優さんの登場です。テレビ
での楽しいおしゃべりはご存知の方も多いか
と思いますが、木嶋さんのヴァイオリンの演
奏を聴かれたことはありますか？

フランクで身近に感じる木嶋さんですが、
10代で巨匠ロストロポーヴィッチに「世界で
最も優れた若手ヴァイオリニスト」と絶賛され、
国際的に活躍をする素晴らしいアーティスト
です。

晴海近辺でお仕事をされているみなさま。
「感動するような体験、最近していないな…」
「仕事帰りにどこか遠くへは立ち寄りにくいけ
ど…」「在宅勤務でずっと家もなんだか疲れる。

けど、電車に乗ってどこか出かけるのも…」と
いう方は「645コンサート」へお越しください。
コンサートホールという空間で演奏家が奏で
る生の音楽を共有いたしましょう！

News
ニュース

木嶋真優 ヴァイオリン・リサイタル
645コンサートに初登場!!

12月9日（水）
11:15開演
  （12:15終演予定）
※11:00〜 
   プレトーク

望月哲也＆青山 貴　テノール＆バリトン
雄大と行く 昼の音楽さんぽ　第24回
■望月哲也（テノール）　■青山貴（バリトン）　
■河原忠之（ピアノ）　■山野雄大（プレトーク）
ヴェルディ：歌劇≪ドン・カルロ≫より「我らの胸に友情を」

　他

■一般 ￥2,500

12月12日（土）
14:00開演

小山実稚恵の室内楽 第4回
ヴィオラ＆ピアノ・デュオII　 
川本嘉子とともに
■小山実稚恵（ピアノ）　■川本嘉子（ヴィオラ）
ブラームス：ヴィオラ・ソナタ第2番Op.120-2　他

■S席 ￥5,000
■A席 ￥4,500
■B席 ￥3,500
■U25 ￥1,500

2021年

1月15日（金）
19:00開演

ウェールズ弦楽四重奏団 
～ベートーヴェン・チクルスⅣ
■﨑谷直人／三原久遠（ヴァイオリン）　横溝耕一（ヴィオラ）
富岡廉太郎（チェロ）
ベートーヴェン：弦楽四重奏曲第14番Op.131　他

■一般 ￥4,000
■シニア￥3,500
■U25 ￥1,500

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

木嶋真優木嶋真優　　©TANKA.©TANKA.

2021年1月7日（木）よりチケット発売開始

A・B席残りわずか!!

2021年

2月10日（水）
18:45開演

645コンサート～充電の60分
木嶋真優 ヴァイオリン・リサイタル
■木嶋真優（ヴァイオリン）　■坂野伊都子（ピアノ）
エルガー：愛の挨拶
カッチーニ：アヴェ・マリア
プロコフィエフ：ロメオとジュリエット組曲　他

■一般 ￥2,500

〒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）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、WASH&FO LD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

無料体験レッスン受付中！
♪0 才からの楽器演奏コース/キッズパーカッション
♪ピアノ　　♪ヴァイオリン　　♪クラリネット
♪歌唱/ヴォイストレーニング　　♪リコーダー
♪お試しレッスン　　♪チケット制レッスンほか

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



Community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
0歳児と妊婦さんのためのコンサート　12月に開催決定!!

　0歳児とその保護者、そしてお腹に赤ちゃんのいる妊婦さん向けに、第一
生命ホールのロビーでコンサートを開催します。演奏者とお客様のあいだ
は充分に距離を取り、出演者・スタッフともに感染症対策を行った上で、1席
ずつ間隔を空けた椅子席をご用意してお待ちしています。赤ちゃんは保護
者の膝の上で親子いっしょにゆったりと生演奏をお楽しみください。

アウトリーチ活動を再開しています！

　ホール近隣の小学校や幼稚園、福祉施設などへ生の音楽をお届けする、アウトリーチ。新型コロナウイルス感染拡大の影響によ
り上半期は延期・自粛が続いておりましたが、アウトリーチ用の感染拡大予防ガイドラインを作り、受け入れ先の施設の方々と綿
密な打ち合わせを行った上で活動を再開しています。
　日常生活の中で様々な我慢を強いられるこんな時だからこそ、ひと時でも生の音楽をお届けし、楽しんでいただけたらうれし
く思います。

過去の様子過去の様子

　特別養護老人ホーム マイホーム新川へは、マルシェ弦楽四重奏団のみ
なさんと。
　演奏中も、曲と曲のあいだのトーク中も、マスクを着用して行いました。

　月島第二小学校、月島第三小学校へは、浜まゆみさん（マリンバ）と小林
拡史さん（打楽器）のコンサートをお届けしました。
　いつもは音楽室で行っていますが、感染症対策に必要な距離を保つた
めに、体育館で実施しました。

Report

「おうちでよちよちコンサート」新動画を配信
します！
　毎回大好評の乳幼児のための「ロビーでよちよ
ちコンサート」は、新型コロナウイルス感染症対
策のため開催を見合わせていますが、無観客で撮
影したコンサートをYouTubeで配信します。お
うちで、親子いっしょに、好きな時間にコンサー
トをお楽しみください。
■ 日時：12月16日（水）15:00～　 

トリトンアーツのYouTubeにて無料配信開始
予定

■日時：�12月16日（水） 
1回目 11:00～11:30　 
2回目 13:00～13:30　

■�対象：0歳児とその保護者1名、または妊娠中の方
　※ お子様は0歳児のみ入場可（年齢は公演当日の年齢）。1歳以上の兄弟姉

妹の同伴不可（感染症対策のため）。
　※ 各回12組限定
■出演：�松谷萌江（ヴァイオリン）　田中愛（チェロ）　桃原健一（オーボエ）　

永井綾子（トランペット）　齋藤綾乃（打楽器）
■�会場：第一生命ホール ロビー
■�料金：親子1組（大人1名と0歳児1名）￥1,000／妊娠中の方1名￥1,000
■申込方法：�11月30日（月）11:00より発売開始 

（オンライン予約または電話予約）
【チケット発売窓口】　トリトンアーツ・チケットデスク
TEL：03-3532-5702（平日11:00～17:00）

News
11月30日（月）より

発売開始

※�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。

11月19日（木）中央区立明石幼稚園アウトリーチ
▎�鈴木絵由子／加藤美菜子（ヴァイオリン）　山田健史（チェロ）　
▎�佐々木大輔（コントラバス）

行ってきました！行ってきました！（コミュニティ活動記録）
11月16日（月）中央区立晴海こども園アウトリーチ
▎�鈴木由美／山本有莉（ヴァイオリン）　大森悠貴（ヴィオラ）　
▎�和泉景子（チェロ）


