
トリトン晴れた海のオーケストラ　©大窪道治

過去の様子：「5ひきのすてきなねずみ　おんがくかいのよる」過去の様子：「5ひきのすてきなねずみ　おんがくかいのよる」　　©池上直哉©池上直哉

過去の様子：東京グランド・ソロイスツ　過去の様子：東京グランド・ソロイスツ　©藤本史昭©藤本史昭

過去の様子：クァルテット・エクセルシオ過去の様子：クァルテット・エクセルシオ　　©大窪道治©大窪道治

トリトン・アーツ・ネットワーク／第一生命ホール20周年

2021年度　公演ラインナップ発表!!　注目の公演目白押し!!
P.4

行ってきました！ 弦楽四重奏でアウトリーチ・コンサート
アウトリーチセミナー講師と受講生によるロビーコンサート開催!!

News

News
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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

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。



　昨年度は、様々な公演、コミュニティ活動が中止、延期となりました。ようやく夏にホールでの公演、地域でのコミュニティ活動が再開でき
た時、改めて強く感じたのは、演奏家、お客さま、多くの人が、同じ場所で同じ空気の振動を感じながら音楽を楽しむという行為はなんとす
ばらしいのだろう！ということ。私たち人間にとって、それは不要ではなく必要不可欠なことなのです。
　2021年度はトリトン・アーツ・ネットワーク／第一生命ホール20周年です。コロナ禍がどうなっていくのか予想もできませんが、子どもたち
にはそれぞれの年齢でしかできない体験を、夜は外出しづらいという方へは昼間にほっと一息つける公演を…トリトン・アーツ・ネットワークが
ビジョンに思い描くとおり、どんな状況でもみなさまと音楽を分かち合う工夫をしていきたいと思います。
　生誕250周年は過ぎましたが、ベートーヴェンの作品は引き続き演奏していきます。貴族社会から市民社会へ転換する時代に「世界の人すべ
ては兄弟となる！」と謳う詩を用いて革新的な交響曲「第九」を書いたベートーヴェンが、新しいものを生み出そうとしたパワーは、今私たちが
もっとも必要とするものかもしれません。
　私たちも激動の時代を音楽とともに乗り越えていきましょう！

［トリトン・アーツ・ネットワーク　プロデューサー 田中玲子］

2021年度　第一生命ホール主催公演ラインナップ
主催：認定NPO法人トリトン・アーツ・ネットワーク／第一生命ホール

コンサートマスター矢部達哉率いる 
指揮者を置かない室内オーケストラ

三浦一馬（バンドネオン）率いる 
夢の室内オーケストラ

トリトン晴れた海のオーケストラ　第9回演奏会
6月5日（土）14:00
ベートーヴェン：ピアノ協奏曲 第4番 Op.58　他

小山実稚恵（ピアノ）

4月発売予定

トリトン晴れた海のオーケストラ　 
ベートーヴェン・チクルスⅤ「第九」
11月27日（土）14:00
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）

10月発売予定

東京グランド・ソロイスツ（TGS） 第5回演奏会
7月3日（土）14:00
東京グランド・ソロイスツ［三浦一馬（バンドネオン）　 
石田泰尚（ソロ・ヴァイオリン）　他］

4月発売予定

トリトン晴れた海のオーケストラ
ⒸⒸ大窪道治大窪道治

「雄大と行く 昼の音楽さんぽ」
音楽ライター山野雄大によるプレトーク（11:00～）つきで聴く

第25回　ザ・レヴ・サクソフォン・クヮルテット
（サックス四重奏）
5月14日（金）11:15
4月発売予定

第26回　アンサンブル・ミクスト 
（木管五重奏）
8月25日（水）11:15
4月発売予定

第21回　牛田智大　 
ピアノ・リサイタル（延期公演）
9月9日（木）11:15
7月発売予定

第27回　小倉貴久子＆川口成彦　 
フォルテピアノ・デュオ
10月8日（金）11:15
7月発売予定

第28回　クァルテット・エクセルシオ 
（弦楽四重奏）
12月8日（水）11:15
10月発売予定

牛田智大
ⒸⒸAriga TerasawaAriga Terasawa

ザ・レヴ・サクソフォン・クヮルテット
ⒸⒸOhsugiOhsugi

クァルテット・エクセルシオ

川口成彦
ⒸⒸFumitaka SaitoFumitaka Saito

小倉貴久子

アンサンブル・ミクスト
矢部達哉

ⒸⒸ大窪道治大窪道治

三浦一馬
ⒸⒸ井村重人井村重人

室内楽ホールdeオペラ～林美智子の『ドン・ジョヴァンニ』！
2022年3月19日（土）14:00／3月21日（月・祝）14:00
黒田博（ドン・ジョヴァンニ）　澤畑恵美（ドンナ・アンナ）　 
望月哲也（ドン・オッターヴィオ）　林美智子（ドンナ・エルヴィーラ） 
池田直樹（レポレッロ）　加耒徹（マゼット）　 
鵜木絵里（ツェルリーナ） 
妻屋秀和/後藤春馬/山田大智（騎士長）　 
河原忠之（ピアノ）

12月発売予定

バボラーク・アンサンブル
10月9日（土）14:00

9月発売予定

小山実稚恵の室内楽  
第5回
12月4日（土）14:00
小山実稚恵（ピアノ）　 
アルティ弦楽四重奏団　 
池松宏（コントラバス）

10月発売予定

重唱のみで構成されたモーツァルト 
「ドン・ジョヴァンニ」ダイジェスト版

世界的人気ホルン奏者 
ラデク・バボラークによる
室内楽

人気、実力ともに日本が誇るピアニスト
小山実稚恵による室内楽シリーズ

ラデク・バボラーク池松宏 アルティ弦楽四重奏団

小山実稚恵
ⒸHiromichi UchidaⒸHiromichi Uchida

過去の様子 
ⒸⒸ池上直哉池上直哉

【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！



2021年度　第一生命ホール主催公演ラインナップ
主催：認定NPO法人トリトン・アーツ・ネットワーク／第一生命ホール

ご予約・
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）
http://www.triton-arts.net 
※演奏プログラムや発売日等の詳細につきましては、決まり次第、HPにて随時公開いたします。

子どもといっしょにクラシック
主に未就学のお子さまと一緒に、ご家族そろってお楽しみください

クァルテット・ウィークエンド
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

音楽と絵本コンサート「もりのピアノ」（4歳から入場可）
9月20日（月・祝）14:00
金子三勇士（ピアノ）　他

7月発売予定

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

10月発売予定

音楽と絵本コンサート「5ひきのすてきなねずみ  
おんがくかいのよる」（4歳から入場可）
2022年3月5日（土）14:00
浜まゆみ（マリンバ）　中川賢一／田村緑（ピアノ）　 
大森智子（ソプラノ・朗読）　礒絵里子／神谷未穂（ヴァイオリン）　 
エマニュエル・ジラール（チェロ）

12月発売予定

赤ちゃんと保護者のためのロビーコンサート
乳幼児のお子さまと保護者向けの、第一生命ホール「ロビー」で行う 
小さなコンサート
年3回開催予定

マルメン弦楽四重奏団 
～ボルドー国際弦楽四重奏コンクール優勝記念ツアー
6月26日（土）14:00
5月発売予定

ミロ・クァルテット～オール・ベートーヴェン・プログラム
【Ⅰ】 10月30日（土）14:00
【Ⅱ】 10月31日（日）14:00
【Ⅲ】 11月3日（水・祝）14:00

9月発売予定

ウェールズ弦楽四重奏団 
～ベートーヴェン・チクルスⅤ＆Ⅵ

【Ⅴ】 2022年2月12日（土）14:00
【Ⅵ】 2022年3月13日（日）14:00

12月発売予定

エルデーディ弦楽四重奏団
2022年2月20日（日）14:00
12月発売予定

金子三勇士
ⒸⒸAyako YamamotoAyako Yamamoto

過去の様子
ⒸⒸ大窪道治大窪道治

過去の様子
ⒸⒸ池上直哉池上直哉

過去の様子
ⒸⒸ藤本史昭藤本史昭

マルメン弦楽四重奏団
ⒸⒸMarco BorggreveMarco Borggreve

ミロ・クァルテット
ⒸⒸJeff WilsonJeff Wilson

ウェールズ弦楽四重奏
ⒸⒸSatoshi OonoSatoshi Oono

エルデーディ弦楽四重奏団
ⒸⒸ成澤稔成澤稔

※ 2021年2月26日現在の情報です。出演者、公演日、内容などが変更する場合がございます。 
予めご了承ください。

〒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。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、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

無料体験レッスン受付中！
♪キッズパーカッション（リトミック）
♪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
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行ってきました！行ってきました！（コミュニティ活動記録）
1月14日（木）  中央区立晴海幼稚園アウトリーチ

▎ 鈴木由美／内藤歌子（ヴァイオリン）　大森悠貴（ヴィオラ）　
▎和泉景子（チェロ）
1月26日（火）  中央区立有馬小学校アウトリーチ

▎ 金子三勇士（ピアノ）
1月27日（水）  中央区立泰明小学校アウトリーチ

▎ 田村緑（ピアノ）
1月29日（金）  中央区立常盤小学校アウトリーチ

▎ Meet the 和楽器／日本音楽集団［米澤浩（尺八）　熊沢栄利子（箏）］
※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。

行ってきました！
アウトリーチセミナーの取り組み

Report第一生命ホール　
ロビーコンサート開催（入場無料／事前申込制）
～アウトリーチセミナー講師と受講生による

News

　小学校アウトリーチの実践（右側のコラムをご覧くださ
い）を通して「子どもたちの心に本当に残る音楽とは？」を
考える「アウトリーチセミナー」。若手演奏家支援事業とし
て、松原勝也さん（ヴァイオリン）を講師にお迎えし、およそ
1年にわたって、演奏家としての今後の活動に役立つスキル
を身につけることを目的として行いました。
　本ロビーコンサートでは、セミナー受講生と、修了生がそ
れぞれにアウトリーチで取り組んだ弦楽四重奏曲をお届け
します。

■日時：�3月22日（月）�
12:15（11:45開場／13:30終演予定／休憩なし）

■会場：�第一生命ホールロビー
■出演：松原勝也（講師/ヴァイオリン）
　受講生：�保手浜朋子（ヴァイオリン）　�

重松彩乃（ヴィオラ）　広瀬直人（チェロ）
　セミナー修了生：�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）
■プログラム：
　コルンゴルト：弦楽四重奏曲�第2番�Op.26
　ベートーヴェン：�弦楽四重奏曲�第7番�Op.59-1�

「ラズモフスキー第1番」
■申込方法
　3月1日（月）11:00～
　トリトンアーツホームページより�
　お申込みください。
　※先着順で受付。定員になり次第締め切り（定員30名）
　※入場無料／未就学児の入場はご遠慮ください
■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11:00-17:00）

　昨年11月、トリトン・アーツが主催するアウトリーチセミ
ナー（左記事参照）の一環として、中央区立京橋築地小学
校の4年生を対象に「弦楽四重奏のコンサート」が行われ
ました。コンサートに出演したのは、セミナー受講生の保
手浜朋子さん、重松彩乃さん、広瀬直人さん、そして講師
の松原勝也さんの4人です。ベートーヴェンの弦楽四重奏曲
「ラズモフスキー第１番」より、まずは第１楽章を題材に、4
人の音が重なって生まれる響きが様々に変化しながら広
がっていく様子を味わってもらいました。続く第４楽章では
音楽を聴きながら「旅」に出ていることを想像してみます。
子どもたちからは「野原で家族とピクニックをしていた」
「りんごを食べてみたらすっぱかった」などの感想が出て、
音楽に心をゆだね自由に想像を膨らませながら聴いてく
れました。感染症対策のため例年よりも距離が離れていま
したが、生の演奏に接する体験を通して、子どもたちはア
ンサンブルの楽しさや奥深さの一端にふれたようでした。

小学校でのアウトリーチ・コンサート
（中央区立京橋築地小学校）

　アウトリーチセミナー（上記事参照）を修了した演奏家
で弦楽四重奏を組んで、幼稚園や保育園、こども園でのア
ウトリーチ・コンサートを行っています。昨年11月には、鈴
木由美さん、山本有莉さん、大森悠貴さん、和泉景子さん
の4名で、第一生命ホールのすぐそばにある晴海こども園
を訪問、０～５歳児に向けて演奏をお届けしました。曲のリ
ズムやダイナミクスを感じて手拍子をしたり、出演者が曲
を聴いてイメージした絵を見て音楽を聴いたりと、工夫を
凝らしたプログラムで構成。元気いっぱいの子どもたちは
全身で音楽を感じながら楽しんでいました。

幼稚園、保育園、こども園での 
アウトリーチ・コンサート（晴海こども園）

過去の様子過去の様子


