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2022/2023 SEASON［前期］
時代をつくり、未来を志向する
世界最先端の感性を揃えて
Artist Interview

 トーマス・ヘル（ピアノ）
ピアノの才人、3度目の伝説

  ［ Schedule 2022.7〜12 ］
 ［ Information ］
Trio Rizzle［毛利文香（ヴァイオリン）、田原綾子（ヴィオラ）、笹沼 樹（チェロ）］
リズルと楽しむ、弦楽トリオの夏祭り！
ランチタイムコンサート Vol.117 谷口知聡（ピアノ）

読響アンサンブル・シリーズ 第34回《日下紗矢子リーダーによる室内合奏団》

アレクサンドル・トラーゼ（2018.5.23）©藤本史昭
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2022/2023 SEASON［前期］
時代をつくり、未来を志向する
世界最先端の感性を揃えて

2022/23シーズン前期は、久しぶりの人気企画〈歌曲の森〉で重厚

にスタート。主催公演をともにかたちづくってきた大切な仲間や新風

を吹き込む初登場組、音楽家としての歩みを見守ってきた若手の注

目公演など、新シーズンもトッパンホールらしさ満点の熱量の高い

企画を揃えました。

〈歌曲の森〉さらなる深奥へ
日本のコンサートシーンに一石を投じ、歌曲人気の先駆けとなっ

た〈歌曲の森〉シリーズに欠かせない存在と言えば、クリストフ・プ

レガルディエン（テノール）＆ミヒャエル・ゲース（ピアノ）の名コン

ビ（10月）。歌曲の持つ本質を誰よりも鮮やかに抉り出し、どの舞台で

も得難い名演を刻んできた彼らが今回お贈りするのは、シューベル

トの三大歌曲。《冬の旅》は意外にもトッパン初披露です。円熟味を増

すプレガルディエン＆ゲースの、絶妙かつ巧みな構成でお届けする

全3夜に、ご期待ください。

胸に迫る名唱を聴かせてくれた錚々たる顔ぶれに新たに名を連ね

るのが、メゾ・ソプラノのアンナ・ルチア・リヒター（2月）。可憐で

清らかな歌声と、音楽の本質に肉薄する現代的かつドラマティック

な表現力で、特に歌曲の分野で称賛を集めています。トッパンお馴染

みのティル・フェルナー（ピアノ）とともに、ブラームス、シューベル

ト、シューマンと、ドイツ・リートの真髄をたっぷりと味わえるプロ

グラムをお届けします。

“弦のトッパン”信頼の顔ぶれ
ハーゲン・クァルテットをはじめ弦楽四重奏のパイオニアをご紹

介してきたトッパンホールが、久々に大物クァルテットを迎えます。

その名は、ベルチャ・クァルテット（10月）。緊密にして濃厚、時に挑

発的なまでに鋭い表現を交え、独特の角度から弦楽四重奏の魅力を

切り取ってきた彼ら。ベートーヴェンの大曲にシューベルトの人気曲

と、名曲中の名曲を携えてトッパン初登場です。昨年公演を予定して

いながらコロナ禍で実現できなかった、アイレン・プリッチン（ヴァ

イオリン）の日本デビューリサイタルは10月。クルレンツィスの信頼

厚い俊英の、しなやかで深みと鋭さを兼ね備えた独特の音楽の手触

りをお楽しみください。

新しい才能が次々と開花しているチェロ界において、独自の存在

感を煌めかせる注目のチェリスト、ニコラ・アルトシュテット（2月）。

2018年にオーストリア・ハンガリー・ハイドン管弦楽団を率いての

来日公演では、ハイドンのチェロ協奏曲を弾き振りして、その異才ぶ

りを披露しました。日本での本格的なリサイタルは今回が初。ヨー

ロッパで精力的に独創的な活動を続けるアルトシュテットの満を持

しての登場に、大いにご期待ください。時代を牽引する存在として

トップを走り続けるヴァイオリンの名手、クリスティアン・テツラフ

とパトリツィア・コパチンスカヤは、久しぶりのトッパンホール帰還

（3月）。今回も楽器のもつ無限の可能性と生命力漲る音楽を聴かせ

てくれることでしょう。2公演とも刺激的なコンサートになること間

違いなしです。

多才なピアニストたち
奇跡的なタイミングで実現した昨年1月の《Melnikov plays many 

pianos》。ステージ上にずらりと並んだ古今の鍵盤楽器4台を、鮮や

かに、軽やかに弾き比べて、コロナ禍で本物の音楽に飢えていた日本

の聴衆に大きな喜びを届けてくれたアレクサンドル・メルニコフ（ピ

アノ）は、早くも11月に再登場。壮大にして奇想天外な《幻想交響曲》

に、ドビュッシーの《前奏曲集》を組み合わせたファンタジックな一

夜をお贈りします。

迫力ある銀髪をなびかせ、颯爽と舞台に登場しては間髪入れずに

鮮やかに作品世界を現出させるフォルテピアノの名手、ロナルド・

ブラウティハム（11月）。ベートーヴェン《熱情》とシューベルト最後

の変ロ長調ソナタが一晩にプログラムされるのも異例なら、それを

複数台のフォルテピアノで弾き分けるという大技に挑戦します。今

回もこの上なく贅沢なひとときとなりそうです。

しばらく来日はないものの、ピアニストとしての存在感が近年ぐん

と増してきたマルティン・ヘルムヒェンは、7年ぶりのリサイタル（12

月）。長年弾き続けてきた特別な作品、J.S.バッハのパルティータに、

シューマン、ブラームスを配した直球勝負のプログラムに挑みます。

円熟のときを迎えつつあるヘルムヒェンの、日本における重要なコ

ンサートになるだろう一夜に、どうぞお付き合いください。

真の音楽家へ、躍進する邦人若手
海外アーティストの来日が叶わないなか、確かな存在感を示してき

た日本の若手たち。トッパンホールの舞台でも、熱い音楽を響かせて

きました。12月は2組のデュオが登場。トッパンがとりもつ縁で共演

して以来、心を通わせ、いまでは得難いパートナーとなった毛利文香

（ヴァイオリン）＆原嶋唯（ピアノ）は、作品どうしの関連性が絶妙な

プログラムに挑戦。毛利が提案するブロッホの秘曲は、新たな人気曲

となる予感も。コロナ禍のトッパン公演で、気迫と覚悟に満ちた圧倒

的な無伴奏で魅了した郷古廉（ヴァイオリン）は、ホセ・ガヤルド（ピ

アノ）とともに、ヴァイオリンの名曲が詰まった贅沢なプログラムで、

充実の現在地をお聴きいただきます。

2月は、それぞれ進行中のプロジェクトの続編。鈴木優人（チェンバ

ロ）はJ.S.バッハの魅力が詰まった傑作《パルティータ》全6曲に、〈エス

ポワール〉最終回へ臨む嘉目真木子（ソプラノ）はシリーズ前2回も一

緒に戦った北村朋幹（ピアノ）と、ドイツ・リートに挑みます。北村は

プリッチンとも共演しますので、こちらもご期待ください。3月のイェ

ルク・ヴィトマン（クラリネット）公演には、周防亮介（ヴァイオリン）

とカルテット・アマービレが登場。ヴィトマンの深く豊かな音楽世界

にどのようにアプローチするのか、楽しみな一夜となりそうです。

秋からも、世界の風を送る充実のラインナップに、どうぞご期待く

ださい。



―これまで、リゲティ《エチュード》全曲（2016年）、シューマン
《クライスレリアーナ》＆アイヴズ《コンコード・ソナタ》（18年）
などの大曲を、ヨーロッパ音楽史の延長線上に位置づけながら、超
絶的な演奏をされていましたが、今回はホールから十八番のベー
トーヴェン《ディアベリ》を提案、ご快諾いただきました。
いま仰ってくださったように、これらの作品は、時代に開きが

あっても、ひとつの大きな流れのなかに位置づけられています。コ

ンテンポラリーを弾いているという特別な意識はありませんね。作

品に対する愛や理解は、それが1800年代に作られようと2000年

代に作られようと関係ありませんし、自分のなかにその作品と近い

ものがあれば、この曲を「何としてでも表現したい！」と思うから

です。《ディアベリ》は私の心に近いものを感じていて、昔からよく

弾いていました。ハ長調の作品は他の曲とも組み合わせやすいで

すしね。《ディアベリ》とリゲティの共通点を挙げるとしたら、構築

された“大きな山”を踏破したいという意欲に駆られる、という点

でしょうか。

―コンサートはハイドンの変奏曲から始まります。どのような
意図で選曲されたのですか。
私はずっと、ハイドンとベートーヴェンの後期のこの2つの変奏

曲を1つのコンサートの中で組み合わせて演奏したいと思っていま

した。ハイドンの変奏曲は、18世紀末に作曲され、デリケートなメ

ランコリー、表情豊かな半音階を内包しながら最大級のドラマと悲

劇性を追求していて、それは、来るべき19世紀を、とりわけその金

字塔ともいえる《ディアベリ変奏曲》を予感させる作品です。今回

は、この両作品でフレームを作り、中に2つの邦人作品、権代敦彦

と矢代秋雄を挟んだプログラムにしました。

―ではまず、権代敦彦さんの作品についてお聞かせください。
2004年頃から15回くらい日本に行っています。そこで、権代さん

など日本の作曲家と知り合い、日本の作品を知るきっかけになりま

した。《Diesen Kuß der ganzen Welt》は、私の住んでいるマイン

ツに本社があるショット・ミュージックの社長、ペーター・ハンザー

=シュトレッカー氏の70歳の誕生日に捧げられた作品で、タイトル

から分かるように、ベートーヴェンの《第九》とも関連があります。

―前半の最後は、ヘルさんの思い入れの強い矢代秋雄さんのピ
アノ・ソナタです。

2年前に矢代さんのピアノ協奏曲を2回演奏させていただき、自

分の心にとても近いものを感じました。このソナタは、一見とても

ヨーロッパ風で、メシアンやバルトークの影響を感じるのですが、

よく勉強してよく聴くと、深層はとても日本的です。私が日本を知

るようになったことで感じる、日本のメンタリティやキャラクター

が含まれていて、そこがとても魅惑的です。

―矢代さんはベートーヴェン《ピアノ・ソナタ第30番》Op.109
に影響を受けてピアノ・ソナタを作曲したそうです。ベートーヴェン
との類似性は感じていますか。
それは知らなかったので驚きです。実に緻密に構成して作曲さ

れているところが、ベートーヴェンとの共通点と言えるのではない

でしょうか。実は最近、この曲を弾くときは必ずベートーヴェンの

Op.109を一緒に弾いていて、生徒にもOp.109と矢代作品をセッ

トで与えています。ただの偶然とも思えませんね。

―夏目漱石や三島由紀夫など、日本文学を深く愛されていますね。
日本にいらっしゃる前からお好きだったのでしょうか。
映画は大好きで、たくさん観ました。小津安二郎とか。お互いに

察し合う日本のメンタリティが、とても好きですね。もし実際に日

本に住むとなったら、あまりに細かい気配りをしなくてはならない

ことに参ってしまうかもしれませんが（笑）。また日本の茶室のよう

な、シンプルさの中にある「美」に、とても魅了されます。文学では

大江健三郎や村上春樹をよく読んでいます。日本について話しだし

たら止まりませんよ。

―トッパンホールやお客さまの印象はどうですか。
トッパンホールの唯一無二なところは、演奏家のやりたいことを

察知し、理解し、そこに価値を見出し、共感してくださるプロデュー

サーがいること。普通なら「そんな曲を弾かないで、ショパンやラ

フマニノフを弾いてください」と言われてしまうのに、なぜこれを

弾くのか、何が大事なのかを分かって声をかけてくれます。それに

音響も素晴らしいですね。ステージ上で自分がやりたいことに、瞬

時に反応してくれるホールなので、自由に弾かせてもらっていま

す。信じられないくらい集中して聴いてくださるお客さまにも感謝

しています。アイヴズを最後まで集中して聴いてくださるなんて、

有り難いことですし稀有なことです。毎回聴きに来てくださるお客

さまがいるのも、素晴らしいことだと思います。今回のコンサート

での再会をとても楽しみにしています。
（取材・文：トッパンホール）

Artist  Interview

コロナ禍で2度にわたり延期・中止となったヘルのリサイタル。2年以上を経て、ようやく実現します。プログラムは、ヤナーチェクのピアノ・
ソナタがハイドン《アンダンテと変奏曲》へと替わり、後半の《ディアベリ変奏曲》と呼応する構成に変わりました。本記事は、ドイツ・マインツ
のヘル氏のご自宅で行ったインタビュー（2019年6月取材）の一部に、ハイドン作品についてのコメントを新たに加えてお届けします。

 ※Vol.106のインタビュー記事を再構成
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2022年

〈歌
リ ー ト

曲の森〉 ～詩と音楽 Gedichte und Musik～ 第25篇～第27篇
〈シューベルト三大歌曲 1～ 3〉
クリストフ・プレガルディエン（テノール）＆ミヒャエル・ゲース（ピアノ）

10/1 （土） 18：00 〈トッパンホール22周年 バースデーコンサート〉
ベートーヴェン：連作歌曲《遙かなる恋人に寄す》 Op.98
シューベルト：白鳥の歌 D957
ブラームスの歌曲より5曲

10/3 （月） 19：00
シューベルト：水車屋の美しい娘 D795

10/5 （水） 19：00
シューベルト：冬の旅 D911

10/10 （月・祝） 15：00
ベルチャ・クァルテット

ベートーヴェン：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》
シューベルト：弦楽四重奏曲第14番 ニ短調 D810 《死と乙女》

10/17 （月） 19：00
〈エスポワール スペシャル 16〉
アイレン・プリッチン（ヴァイオリン）
北村朋幹（ピアノ）

メトネル：ヴァイオリン・ソナタ第1番 ロ短調 Op.21
ヤナーチェク：ヴァイオリン・ソナタ
ラヴェル：ヴァイオリン・ソナタ（遺作）
エネスク：ヴァイオリン・ソナタ第3番 イ短調 Op.25 《ルーマニア民俗風》

11/5 （土） 18：00
アレクサンドル・メルニコフ（ピアノ）

ドビュッシー：前奏曲集 第2集
ベルリオーズ（リスト編）：幻想交響曲

11/29 （火）19：00
ロナルド・ブラウティハム（フォルテピアノ）

ベートーヴェン：エロイカの主題による変奏曲とフーガ 変ホ長調 Op.35
ベートーヴェン：ピアノ・ソナタ第23番 ヘ短調 Op.57 《熱情》
シューベルト：ピアノ・ソナタ第21番 変ロ長調 D960

12/5 （月） 19：00
毛利文香（ヴァイオリン）＆原嶋 唯（ピアノ）

ベートーヴェン：ヴァイオリン・ソナタ第10番 ト長調 Op.96
イザイ：無伴奏ヴァイオリン・ソナタ第1番 ト短調 Op.27-1
ブロッホ：ヴァイオリン・ソナタ第2番 《神秘の詩》
フランク：ヴァイオリン・ソナタ イ長調

12/10 （土） 15：00
郷古 廉（ヴァイオリン）＆ホセ・ガヤルド（ピアノ）

シマノフスキ：神話 Op.30
プーランク：ヴァイオリン・ソナタ
シューマン：3つのロマンス Op.94
ベートーヴェン：ヴァイオリン・ソナタ第9番 イ長調 Op.47 《クロイツェル》

12/16 （金） 19：00
マルティン・ヘルムヒェン（ピアノ）

J.S.バッハ：パルティータ第6番 ホ短調 BWV830
シューマン：《8つのノヴェレッテ》Op.21より 
 第1番 ヘ長調／第4番 ニ長調／第2番 ニ長調
シューマン：暁の歌 Op.133
ブラームス：ピアノ・ソナタ第3番 ヘ短調 Op.5

2023年
1月
トッパンホール ニューイヤーコンサート 2023

＊詳細調整中

2/3 （金） 19：00
鈴木優人（チェンバロ） J.S.Bachを弾く 2 ―パルティータ

2/15 （水） 19：00
〈歌

リ ー ト
曲の森〉 ～詩と音楽 Gedichte und Musik～ 第28篇

〈エスポワール スペシャル 18〉
アンナ・ルチア・リヒター（メゾ・ソプラノ）＆ティル・フェルナー（ピアノ）

2/18 （土） 17：00
〈エスポワール シリーズ 12〉
嘉目真木子（ソプラノ）Vol.3 ―ドイツ・リート
北村朋幹（ピアノ）

2/21 （火） 19：00
ニコラ・アルトシュテット（チェロ）―無伴奏

3/5 （日） 15：00
クリスティアン・テツラフ（ヴァイオリン）＆
キヴェリ・デュルケン（ピアノ）

3/13 （月） 19：00
イェルク・ヴィトマン（クラリネット）
周防亮介（ヴァイオリン）、カルテット・アマービレ

3/23 （木） 19：00
パトリツィア・コパチンスカヤ（ヴァイオリン）
ヨーナス・アホネン（ピアノ）

※発売日、料金を含めた詳細は、オフィシャルWEBサイトにてご確認ください

2022年6月中旬現在

前期ラインナップ一覧

7/13発売

7/13発売

7/27発売

7/27発売

7/27発売

9/14発売

9/14発売

9/14発売

〈異才たちのピアニズム 8〉
トーマス・ヘル（ピアノ）
2022年8月19日（金）19：00
ハイドン：アンダンテと変奏曲 ヘ短調 Hob.XVII-6
権代敦彦：Diesen Kuß der ganzen Welt（2011）
矢代秋雄：ピアノ・ソナタ（1961）
ベートーヴェン：ディアベリの主題による33の変奏曲 ハ長調 Op.120
5,000円／学生2,500円　全席指定
特別協賛：	株式会社	安藤・間

	トーマス・ヘル
呼応する変

ヴ ァ リ エ ー シ ョ ン

奏曲
ピアノの才人、3度目の伝説



読響メンバーによる、極上のアンサンブル！
読売日本交響楽団の名手たちが、アンサンブルの妙を聴かせる人

気シリーズ「読響アンサンブル・シリーズ（全4回）」が、今回初めてトッ
パンホールで開催されます。トップバッターは、これまで主催公演の
ステージに数多の名演を刻んできた日下紗矢子率いる室内合奏団。
ヤナーチェクの《牧歌》をメインに、ビーバー、
マルティヌーとチェコに縁の
ある作曲家の、弦の魅力を存
分に堪能できる作品が並びま
した。ホールの響きを知り尽く
した日下の、流麗かつ確かな
テクニック、そして研ぎ澄まさ
れた美音が誘うチェコ・プロ
グラムを、どうぞお聴き逃しな
く！ 開演前にはプレトークも
予定されています。ぜひ、あわ
せてお楽しみください。
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最新情報はオフィシャルWEBサイトでご案内しています 　※WEBチケットもご利用いただけます

※開場は開演の30分前となります。
※未就学児のご入場はご遠慮ください。なお、全主催公演で託児サービスをご利用いただけます［有料・要予約］。
	 お申し込み・お問い合わせは（株）マザーズ	0120-788-222まで。	 2022年6月中旬現在

日時 公　　演

7／ 14 （木）
19:00

辻 彩奈（ヴァイオリン）＆阪田知樹（ピアノ） 
特別協賛：株式会社竹中工務店

8／
11（木・祝）

17:00
Trio Rizzle
毛利文香（ヴァイオリン）／田原綾子（ヴィオラ）／笹沼 樹（チェロ）	 特別協賛：高砂熱学工業株式会社

19 （金）
19:00

〈異才たちのピアニズム 8〉 
トーマス・ヘル（ピアノ）	 特別協賛：株式会社	安藤・間

10／

1 （土）
18:00

〈歌曲の森〉 ～詩と音楽 Gedichte und Musik～ 第25篇～第27篇
〈シューベルト三大歌曲 1～ 3〉
クリストフ・プレガルディエン（テノール）＆ミヒャエル・ゲース（ピアノ）
※10/1は〈トッパンホール22周年 バースデーコンサート〉

 特別協賛（1日、5日）：株式会社	安藤・間
	 協賛（3日）：東京書籍株式会社／東洋インキSCホールディングス株式会社
	 	 図書印刷株式会社／トッパン・フォームズ株式会社

3 （月）
19:00

5 （水）
19:00

10（月・祝）
15:00

ベルチャ・クァルテット
 特別協賛：株式会社竹中工務店

17 （月）
19:00

〈エスポワール スペシャル 16〉 
アイレン・プリッチン（ヴァイオリン）
北村朋幹（ピアノ）

11／
5 （土）

18:00
アレクサンドル・メルニコフ（ピアノ） 

特別協賛：株式会社竹中工務店

29 （火）
19:00

ロナルド・ブラウティハム（フォルテピアノ）

日時 公　　演

12／
5 （月）

19:00
毛利文香（ヴァイオリン）＆原嶋 唯（ピアノ）

10 （土）
15:00

郷古 廉（ヴァイオリン）＆ホセ・ガヤルド（ピアノ） 
特別協賛：株式会社	安藤・間

16 （金）
19:00

マルティン・ヘルムヒェン（ピアノ）

〈ランチタイムコンサート〉
トッパンホールが選んだ若手ホープによるミニ・コンサート	 ［全席指定］

7／ 8 （金）
12:15

Vol.116 北田千尋（ヴァイオリン）　デュオ、その変遷と深化

8／ 24 （水）
12:15

Vol.117 谷口知聡（ピアノ）　星々の鋲をうちこんで

11／ 18 （金）
12:15

Vol.118 中野りな（ヴァイオリン）

12／ 22 （木）
12:15

Vol.119 〈ベートーヴェンに挑む 5〉 
  大塚百合菜（ヴァイオリン）、笹沼 樹（チェロ）、兼重稔宏（ピアノ）

梅雨の季節がやってきました。毎日、雨、雨、雨、ところにより雷・雹
（!?）で、この夏は水不足の心配は大丈夫そうかしら、でもまた長雨に
よる日照不足で野菜が育たないかも、などと考えながら、この編集後
記を書いています。さて、今号は、秋からの2022/23シーズン前期に

ついて特集しました。弦・鍵盤楽器・歌・管と、前半からバラエティ
豊かなラインナップで、アーティスト写真をレイアウトしながら、ワク
ワクがとまりませんでした。毎年趣向を凝らしてお届けしているニュー
イヤーコンサートの詳細発表も、楽しみにお待ちください！ （雪）

編集後記

www.toppanhall.com

表紙：アレクサンドル・トラーゼ
今年5月に急逝した、トラーゼの日本初リサイタルより。真の芸術家としてロシ
アン・ピアニズムを現代に体現するジョージア出身の彼に、私たちはプロコ
フィエフを核としたプログラムをリクエスト。力強い打鍵から繰り出される圧巻
のピアニズムとその異才ぶりは、終始聴衆を驚愕させ圧倒しました。あまりの
パワーにピアノが破損し、本番中に修理したのも今は懐かしい思い出です。

鬱蒼と茂った未踏の「弦楽三重奏」の森に、にこやかに談笑しな
がら悠然と分け入り、飄々とした足取りでサクサク進みながらも3人
揃った底知れぬ怪力で高みへと突き抜けるトリオ・リズルが、いずれ
劣らぬ秘曲たちを携えて真夏のトッパンホールに帰ってきます。

今回のプログラムは、あまたの弦楽トリオ曲が網羅されたリスト
を手元に、ホールスタッフとともにディスカッションを重ねて選んだ
自信作。もしかすると、皆さんにとっては馴染みの薄い曲もあるかも
しれませんが、実は演奏するメンバーにとっても、またトッパンホー
ルにとっても、「はじめまして！」な曲がほとんど。そこで、「それぞれ
個性の違うワクワクドキドキ感（毛利）」に満ちた作品たちの聴きど
ころを、リズルなメンバーのコメントを借りながらご紹介します！

まずは冒頭、ベートーヴェンの《セレナード》。若きベートーヴェ
ンが、「和声法や作品構築の面で高みに昇り詰める前、ハイドンや
モーツァルトら先人たちに学びながら推敲を重ねて作り上げた（笹

Trio Rizzle 
毛利文香（ヴァイオリン）／田原綾子（ヴィオラ）／笹沼 樹（チェロ）

2022年8月11日（木・祝）17：00
ベートーヴェン：弦楽三重奏のためのセレナード ニ長調 Op.8
ペンデレツキ：弦楽三重奏曲
フランセ：弦楽三重奏曲
ドホナーニ：弦楽三重奏曲 ハ長調 Op.10 《セレナード》
5,000円／学生2,500円　全席指定
特別協賛：高砂熱学工業株式会社

沼）」作品からは、「ベートーヴェン
が、まだ（神ならぬ）人間だった！
（笹沼）」頃の愛らしさも感じられ、
また、幕開けに相応しい高揚感に
満ちています。

続くペンデレツキからは、いよ
いよ未踏の世界へ。それぞれの楽
器がソロを奏でる冒頭から、「どう
展開していくのか予測できないド
キドキ感（毛利）」が楽しく、「3人で
絡み合う音型も面白く、弾きがい
のある曲になること間違いなし（田
原）」。「ウィットに富んだ気持ちの
よいアプローチで作曲された（笹
沼）」作品で、弦楽三重奏がもつ型

に縛られない自由さを、存分に楽しむことができそうです。
優しく穏やかな3人のお人柄のようにオシャレで可愛らしいフ

ランセ作品は、「親しい仲間が冗談を言い合ったりしながらおしゃ
べりしているような（毛利）」作品ながら、「演奏するほうはかなり
の技巧も必要となります（田原）」。「目まぐるしくかわる色彩感（毛
利）」には、軽快さや機知を大切にしたというフランセの作曲観も
色濃く反映され、心躍る楽しい作品です。

最後を飾るドホナーニは、「作曲家の民族的なルーツを色濃く投
影し（笹沼）」、「何かを盛大にお祝いしているようなワクワク感（毛
利）」があふれ、さらなる飛翔を期す若き3人に相応しい佳曲。真夏
の夜のトッパンホールに、ボンボンと色鮮やかな花火が打ちあが
るかのよう。「どの楽章もお気に入りですが、第2楽章のヴィオラの、
温かくて、でもどこか切ない旋律が特に大好き（田原）」。

これら「弦楽四重奏のような定番（笑）の編成には無い自由な表

読響アンサンブル・シリーズ 
第34回《日下紗矢子リーダーによる室内合奏団》
2022年7月31日（日）18：00
日下紗矢子（ヴァイオリン）
瀧村依里（ヴァイオリン）／遠藤真理（チェロ）／大井 駿（チェンバロ）
野入志津子（リュート）　他
ビーバー：技巧的で楽しい合奏
ビーバー：ヴァイオリン・ソナタ《鄙びた描写》
ビーバー：夜警の声を含む5声のセレナード ハ長調
マルティヌー：パルティータ（組曲 第1番）
ヤナーチェク：牧歌
全席指定：5,000円
主催：文化庁、読売新聞社、日本テレビ放送網、読売テレビ、読売日本交響楽団
お問い合わせ：読響チケットセンター　0570-00-4390（10時～18時）
今後の公演 

10/20（木） 《鈴木優人プロデュース／ル・マルトー・サン・メートル》
12/7（水） 《長原幸太リーダーによる室内楽》
 2023/3/2（木） 《小森谷巧プロデュース／弦の巧》

　数多の才能のなかから、トッパン
ホールがこれは！と感じた若き逸材を
ご紹介している〈ランチタイムコンサー
ト〉。2021/2022シーズン最終公演と
なる8月は、ピアノの谷口知聡（たにぐ
ち・ちさと）が登場します。今年4月に
フランスで開催された、第15回オルレ
アン国際ピアノコンクールで2位を受賞
し話題となった俊英です。同コンクー

ルは現代音楽の世界最高峰コンクールとして知られ、ファイナル
の様子はYouTube配信もされています。今回は、フランスで研鑽
を積む谷口の凱旋公演。彼女の持ち味が光る作品が並ぶなか、
桐朋学園大学ピアノ専攻卒業演奏会で演奏し、作品世界への深い
共感と帰依が、ひときわ存在感を放っていた権代敦彦《耀く灰》
は、特にお聴きいただきたい1曲です。どうぞご期待ください。

〈ランチタイムコンサート Vol.117〉
谷口知聡（ピアノ）  星々の鋲をうちこんで
2022年8月24日（水）12：15
クラム：マクロコスモス 第2巻 第3曲 〈雨／死の変奏曲（うお座）〉
クセナキス：エヴリアリ
権代敦彦：耀く灰 Op.111
入場無料（要予約／お一人様2席まで）
受付期間：2022/7/12（火）～8/3（水）
お申し込み方法：
	［一般］ハガキ（抽選制・当選者のみ通知）
	 	 〒112-0005	東京都文京区水道1-3-3
	 	 トッパンホールチケットセンター	「ランチタイムコンサート	Vol.117」受付係
	 	（住所、氏名（フリガナ）、電話番号、希望席数を明記ください。）
	［会員］電話

白昼に瞬く星々のキラメキ

公演開催状況等、最新情報はWEBサイトをご確認ください。
ご来場のお客さまへのお願い
 ➡

現が許された（笹沼）」
弦楽三重奏を通して、
「よりはっきり聴こえて
くるそれぞれの楽器の
キャラクターや、トリオならではのフレキシブルさをじっくり味
わっていただきたい（毛利）」ですし、彼らも「気心の知れたメンバー
との演奏で、今までとは違った新しい風景や香りを発見できるこ
とを楽しみにしています！（田原）」。

 （企画制作部／安井智宏）

INFORMATION

SCHEDULE 2022.7〜12 主催公演 トッパンホールチケットセンター
（10：00〜18：00	土日祝休）03-5840-2222

夜空に咲く花火のように色とりどりな作品の数々 
Rizzleと楽しむ、弦楽トリオの夏祭り!!


