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	トッパンホール ニューイヤーコンサート 2023
ユリアン・シュテッケル（チェロ）
山根一仁（ヴァイオリン）／原ハーゼルシュタイナー麻理子（ヴィオラ）

“本格派の祝祭”を堪能する特別なニューイヤー　　柴田克彦

ロナルド・ブラウティハム（フォルテピアノ）
音楽の深奥に触れる、ミステリアスな体験　　鈴木淳史

 郷古 廉（ヴァイオリン）＆ホセ・ガヤルド（ピアノ）
無限の可能性を秘めた期待のデュオ　　毬沙琳

マルティン・ヘルムヒェン（ピアノ）
心の渇きを潤す音楽　　松平あかね
  ［ Schedule 2022.11〜2023.3 ］
 ［ Information ］
 毛利文香（ヴァイオリン）＆原嶋	唯（ピアノ）　“正統”の気品を宿す魅惑のデュオ
ランチタイムコンサート	Vol.119	大塚百合菜（ヴァイオリン）、笹沼	樹（チェロ）、兼重稔宏（ピアノ）
第14回	トッパンチャリティーコンサート／イリーナ・メジューエワ	ピアノ	リサイタル

郷古 廉（2020.12.16）© 大窪道治
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トッパンホールのニューイヤーコンサートは、聴く者の気
持ちを大いに弾ませてくれる。毎年毎回そうだ。ウィンナ・
ワルツも祝典色の強い曲もほぼ登場しない、シリアスな本格
作中心の構成である点は、いまや周知の事実かもしれない。
だが決して普段と同じ内容のコンサートが行われるわけでは
なく、トッパンホールが見込んだ、あるいはゆかりの深いアー
ティストが出演し、この日にしか聴けないプログラムやコラ
ボレーションを披露する。それによってもたらされる耳新た
な音楽体験は、まさしく新年の始まりに相応しい。他では味
わえない“本格派の祝祭感”を堪能できる特別な時間。それが
トッパンホールのニューイヤーコンサートである。

2023年もまた新たな喜びが待っている。主役を務めるの
はドイツの実力派チェリスト、ユリアン・シュテッケル。彼は、
2010年ミュンヘン国際音楽コンクール第1位、2004年パブ
ロ・カザルス国際チェロ・コンクール第2位、2005年ロスト
ロポーヴィチ国際チェロ・コンクール第2位グランプリほか、
数々のコンクールで優勝・入賞を果たした実績の持ち主。こ
れまでに、ライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団、バイ
エルン放送交響楽団、ベルリン放送交響楽団、パリ管弦楽団、
ロイヤル・フィルハーモニー管弦楽団、サンクトペテルブル
ク・フィルハーモニー交響楽団等や、ジャニーヌ・ヤンセン、
クリスティアン・テツラフ、ルノー・カプソン、ヴェロニカ・

エーベルレ、アントワン・タメスティ、ラルス・フォークト、
モディリアーニ弦楽四重奏団、エベーヌ弦楽四重奏団等と共
演するほか、ルツェルン音楽祭をはじめとする世界の主要音
楽祭からも定期的に招かれている。

トッパンホールには初登場だが、実は彼、当ホールで様々
な凄演を展開しながら日本のトップ・チェリストにまで成長
した岡本侑也の若き師匠。2017年から教授を務めるミュン
ヘン音楽大学で岡本の進化を促してきた名教師でもある。そ
の意味では“トッパンホールゆかり”とも言えるし、何より岡
本が敬愛する師の真価を知るのは興味深い体験となる。

シュテッケルは、今やむしろ稀少ともいえるドイツ本流の
太く腰の据わった音で、力強く朗々とした演奏を聴かせる。
しかしそれでいて軽みやまろやかさ、柔軟な表現力といった
現代的な特性も併せ持っている。そうした稀有の特長を生で
体感できるのが、まず今回のコンサートの妙味だ。

しかも前半の演目は、彼が弾くコダーイの無伴奏チェロ・
ソナタ。ハンガリーの民族的な旋律やトランシルヴァニア地
方の民族楽器の響きなどの要素が、洗練された響きの中に昇
華された名作であり、5オクターヴ以上の広大な音域、重音
の連続、左手のピッツィカート、トレモロ、トリル、ポンティ
チェロ、ハーモニクスなど、多様な技巧的要素が盛り込まれ
た超難曲でもある。奏者がチェロ1本で約30分弾き続けるこ

の曲を聴けば、シュテッケルの魅力を存分に堪能できること
間違いなしだ。

実際彼は、これを十八番として世界各地で披露し、2017
年録音のCDでも見事な演奏を聴かせている。それは、曲が持
つ剛直な力感だけでなく、内に潜むしなやかさや歌心をも表
出した、驚嘆すべき名演。剛毅な難技巧曲という以上に芳醇・
豊潤な音楽としての姿を明示したその演奏を聴くと、今回の
ライヴへの期待はこの上なく膨らむ。

後半は、J.S.バッハの《ゴルトベルク変奏曲》のD.シトコヴェ
ツキ編による弦楽三重奏版。この不滅の変奏曲の人気は高く、
ありとあらゆる形態で演奏されているが、同編曲版は、バッ
ハが描いた多彩な変容に、各楽器の絡み合いや応接の妙、さ
らには美しさと躍動感をも加えた清新な音楽であり、原曲の
良さと新曲の驚きを同時に味わえる魅力作である。

定番的な支持を得ているこの編曲版は、トッパンホールで
も、2013年に日下紗矢子、2019年にダニエル・ゼペックを
中心とした顔ぶれが印象的な快演を残している。とはいえ奏
者の組み合わせが変わるごとに新たな質感が生まれるのが、
同編曲の面白さでもある。

そこで今回シュテッケルと共演するのは、ヴァイオリン
の山根一仁と、ヴィオラの原ハーゼルシュタイナー麻理子。
山根はもはやトッパンファンにはお馴染みの存在だろう。

2020年12月、トッパンホールで聴いた郷古廉の
無伴奏ヴァイオリン・リサイタルは先の見えない不

安を抱えた私たちに、祈りを込めた光をそっと差し

出し、生きる希望を与えてくれた。それは誰もがそ

うだったのだけれど、自問の日々を強いられてきた

時の重みを、ヴァイオリンの音を介して聴き手と対

話する稀有な時間でもあった。

ビーバー、イザイ、バッハ、バルトークと無伴奏

の名作で構成されたプログラムは、どこまでも深く

伸びていく郷古のヴァイオリンが、次第に雄弁さを

増し、全ての音に魂の宿る音楽となっていく。11か
月ぶり＊に再会したこのホールが「弦のトッパン」で

あることを思い出させてくれるのに、これほど相応

しい一夜があっただろうか。

1993年宮城県多賀城市生まれ、10代の頃から
数々のコンクールで優勝し、14歳でのデビュー以
来オーケストラとの共演、リサイタル、レコーディ

ングなどソリストとして活躍。13年ティボール・
ヴァルガ・シオン国際ヴァイオリン・コンクール

優勝後はウィーンでも研鑽を積んできた。トッパン

ホールには13年の〈ランチタイムコンサート〉で初
登場以来、度々出演している。

昨年来、協奏曲のソリストとして、その活躍に触

れる機会も多かった。日フィルとのコルンゴルトで

は、作品のエンタテインメント性を活かし伸びやか

では、両者の幻想的な音楽のひらめきが、一瞬で

我々を別世界に誘うだろう。プーランクの《ヴァイ

オリン・ソナタ》は、ユーモアを秘めた音楽のやり

とり、そのスリリングな瞬間が見逃せない。後半は

シューマンが豊穣の年に書いた言葉のない歌曲《3
つのロマンス》を経て、ベートーヴェンの最高傑作

《クロイツェル》という高みへ登りつめる。

多彩なプログラムなだけに、2人の音楽は無限の
可能性を秘めている。そして彼らが誰よりも、この

ステージを楽しみにしているに違いない。

ひたすら内面を見つめた無伴奏から2年、様々な
経験の日々が新たな音楽との出会いと歓びをもた

らした。私たちは、まだ見ぬヴァイオリニスト郷古

廉の目撃者となるだろう。

（まるしゃ・りん／音楽ジャーナリスト）
＊2020年1月のニューイヤー公演以来のフルコンサート開催
だった。

郷古 廉（ヴァイオリン）＆ホセ・ガヤルド（ピアノ）
2022年12月10日（土）15：00
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》
5,500円／U-25 2,500円　全席指定
特別協賛：株式会社 安藤・間

で芳醇な演奏を聴かせ、N響とのブリテンでは不安
と希望に揺れ動く感情を歌い上げる繊細さと、目の

覚めるようなキレの良い演奏でカリスマティックな

印象を残した。

ソリストとして華々しい活躍を重ねる郷古が、今

年4月からはNHK交響楽団のゲスト・アシスタント・
コンサートマスターに就任。このことからは、ソリ

ストでは経験できない管弦楽やオペラ作品という

新たな音楽の世界と向き合い、名だたる指揮者との

音楽創りを通して、更なる極みを目指していること

がうかがえる。この9月ファビオ・ルイージ指揮の
歌劇《ばらの騎士》組曲では、定期公演初のコンサー

トマスターを務めウィーンの香しさあふれる輝かし

いソロ・パートを披露、ソリストに留まらないこと

の意味を音楽が物語っていた。

自らの道を果敢に切り開いている郷古が、今回

“デュオ”で再びトッパンに帰ってくる。ピアノは

アルゼンチン出身のホセ・ガヤルド。15年にアン
ドレアス・オッテンザマー（クラリネット）との共演

でトッパンホールに初登場、その変幻自在なピアノ

で室内楽の妙技を披露した。18年に郷古が彼らと
トッパンで共演して以来、ガヤルドとのデュオを切

望していたという。

そのプログラムは、一晩で味わうには贅沢すぎる

と思うほどの名曲が並んだ。シマノフスキの《神話》
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※写真は、デュオを組むきっかけになった、2018年12月1日「アンドレアス・オッテンザマー（cl）」公演より。
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無限の可能性を秘めた期待のデュオ	 毬沙琳

“本格派の祝祭”を堪能する特別なニューイヤー 柴田克彦

Sunao Goko & 
 José Gallardo



往来へ出ると、多くの人がマスクをつけて歩
いている。他人のファッションに注意を払わな
いズボラな性格なので、さほど気になっていな
かったのだが、ふと回りを見渡すと自分だけが
マスクをしてない、という状態になってしまう
ことが、ここ何年か多くなった。
すると、だんだんと能の舞台の上にいるよう

な、夢幻能のなかに入り込んだような気がして
くる。
能の舞台では、シテ方はマスク（面）を付ける。

彼らは神様や幽霊など、この世のものではない、
超越的な存在を演じるからだ。
一方、旅の僧といったキャラクターとして登
場することが多いワキ方は、面を付けない。超
越的な存在に出会い、不思議な体験を舞台を見
る者に代わって行う役だ（最後にはシテの念を
鎮める役割も）。
ワキを媒介することで、ミステリアスな現象、
あるいはこの世のものではない存在たちの悲し
みや苦しみといった感情が、よりリアルに客席
（見所）へと伝わる。これがワキのもっとも大き
な役割といっていい。
演奏家のなかにも、こうしたワキのような役

をこなす人がいる。作品と聴き手のあいだに
入って、必要以上に自己主張することなく、作
品の個性を掘り起こす。そして、そんな発見の
ヨロコビを客席と分かち合う。もちろん、自らシ
テに憑依して絢爛に舞い、あるいは荒れ狂って
みせるのも、アーティストにとって重要な側面
なのだけれども。
ロナルド・ブラウティハムによる2019年の

トッパンホールでの公演を聴き、まさにこの人
はワキだなと思った。このとき彼は、フォルテ
ピアノでハイドンとベートーヴェンの作品を弾
いたのだった。
前半にハイドンのソナタ第49番とベートー

ヴェンのソナタ第3番。後半にハイドンのソナ
タ第52番とベートーヴェンのソナタ第21番《ワ
ルトシュタイン》というプログラムだ。前後半
とも、変ホ長調のハイドン作品とハ長調のベー
トーヴェン作品を引き合わせるという心憎さ。
保守的なハイドンと革新的なベートーヴェン

という分かりやすい対比ではなく、似通った部
分、そして違う部分をじつに細やかに示した演
奏になった。両者をにじり寄らせ、互いに影響
し合った部分、そこに収まらない個性も、うっ
すらと浮き上がってくる。

プログラム最後は、《ワルトシュタイン》で、
新しい境地へ向かってしめやかに羽ばたかせ
た。決して、新奇性ばかりを強調した演奏では
なかった。そこにはハイドンの残照も息づいて
いた。

2人の作曲家のコントラストを明確に隈取っ
た演奏ではない。どちらかというと、その違い
が生ずるプロセスをじっくりと味わおうという
姿勢だ。ハイドンからベートーヴェンへ、また
はベートーヴェンからハイドンへというスタイ
ルの往還。旅の僧になったブラウティハムがそ
の道行きの案内人となった。
この演奏会のアンコールで弾かれたのは、
ベートーヴェンの《悲愴》ソナタの第2楽章だっ
た。今思えば、それは今年11月、3年振りの来
日公演になる彼のリサイタルへの静かな予告に
もなっていた。
今回ブラウティハムが披露するプログラム

は、前半はベートーヴェン。《エロイカの主題に
よる変奏曲とフーガ》と、ソナタ第23番《熱情》
だ。使用する楽器は、マクナルティが2002年に
製作した1800年頃のアントン・ワルター・モデ
ル。3年前のリサイタルと同じ楽器で、足ペダル
がない代わり、膝で押し上げるペダルがつく。
変奏曲といえば、ベートーヴェンがもっとも

持ち味を発揮したジャンルだ。ブラウティハム
は、譜面に仕掛けたアイディアをさりげなく明
らかに示してくれよう。そして、《熱情》ソナタ
では、劇的かつ強靱な表現を支える精妙な仕組
みを、どこかエレガントさも保ちつつ聴かせて
くれるはずだ。
後半はシューベルトのソナタ第21番を演奏

トッパンホール 
ニューイヤーコンサート 2023
2023年1月11日（水）19：00
ユリアン・シュテッケル（チェロ）／山根一仁（ヴァイオリン）
原ハーゼルシュタイナー麻理子（ヴィオラ）
コダーイ：無伴奏チェロ・ソナタ Op.8
J.S.バッハ（D.シトコヴェツキ編）：
  ゴルトベルク変奏曲 BWV988
6,000円／U-25 3,000円　全席指定
特別協賛：鹿島建設株式会社

2010年日本音楽コンクールを中学3年時に
制した超逸材だが、その後も研鑽を絶やさ
ず、2012年の〈ランチタイムコンサート〉以
来トッパンホールがそれを強力に後押し。あ
らゆる形態のコンサートで多数の経験を重
ね、持ち前の強靭な音楽に深みやニュアンス
を加えている。また2015年から岡本侑也と
同じくミュンヘンでクリストフ・ポッペンに
学び、そこではとりわけバッハを探求。その
成果は、2022年3月の〈無伴奏ソナタ＆パル
ティータ全曲〉の第１回〈パルティータ〉の細
心かつパッショネートな演奏にも顕れてい
た。ゆえに《ゴルトベルク》にその知見がどう
反映されるか？が注目される。

原は、現在ウィーンを拠点に欧州・日本国
内でソリスト、室内楽奏者として活躍する、
これまた屈指の実力者。音楽祭への出演、オー
ケストラとの共演のほか、ウィグモア・ホー
ルやウィーン・コンツェルトハウスなど著名
なホールで多数演奏している。彼女も2014
年の〈ランチタイムコンサート〉以来出演を
続けるトッパンホールゆかりのアーティス
ト。2019年当ホールの《ゴルトベルク》でも
演奏しており、豊麗な音色や堅牢な表現とそ
の経験が相まって、今回も心強い中核をなす
であろう。

そしてここもシュテッケルの深い音色と本
場直伝の音楽作りが大きな強みとなるのは
確実。深遠な音楽、網の目のように絡み合う
3者のアンサンブル、各奏者の個性のすべて
を満喫できるこの《ゴルトベルク》もむろん
聴き逃せない演目だ。ドイツ語圏にもホール
にもゆかりのある、しかしながら初顔合わせ
の演奏家たちが、いかなるパフォーマンスを
繰り広げるのか？ 2023年の〈ニューイヤー〉
もまたトッパンホールならではの楽しみにあ
ふれている。

（しばた・かつひこ／音楽評論家）

する。休憩中に楽器の入れ替えがある。シュー
ベルトを奏でるのは、1820年にヨハン・ゲオ
ルク・グレーバーによって製作されたオリジナ
ルの楽器だ。御年202歳。5本の足ペダルをも
ち、シューベルトが求める多彩な音色にも対応
する。
ベートーヴェンという怪物のあと、休憩を挟

んでシューベルトという魔物がお目見えする。
しかも、大曲である生涯最後のピアノ・ソナタ
だ。いつ終わるとも知れない、息の長い第1楽章
で、ブラウティハムはどんな音色の移ろいを聴
かせてくれるだろう。
前回は、ハイドンとベートーヴェン、両者の

スタイルの共鳴に耳をそばだてさせられた。今
度は改革者ベートーヴェンと、その楽聖を敬愛
しつつ独自のスタイルを築いたシューベルトの
あいだに、いかなるミステリアスな現象を引き
起こしてくれるのか。
しかも、今回は楽器を使い分けての演奏だ。
そこには、大きな落差が出来るのか。両者を繋
ぐ橋渡しが行われるのか。この2人の超越的な
存在を間近に、そしてリアルに感じられる時間
になることは間違いない。

（すずき・あつふみ／音楽評論家）
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マルティン・ヘルムヒェンが7年ぶりにトッパンホー
ルに戻ってくる！ 彼の生演奏にはじめて接したのが、
〈エスポワール スペシャル〉や〈トッパンホール15周年 
室内楽フェスティバル〉など、トッパン公演だったとい

う方も多いはず。彼はクララ・ハスキル国際コンクール

で優勝したのち、協奏曲、室内楽、録音、そしてリサイ

タルと全方向に活躍の場を広げ、いまや世界中で引く

手あまたのピアニストとなった。レパートリーを慎重に

拡張しながら、共演者や聴衆の信頼を着実に積み上げ

ているその活躍ぶりは、みなさまもご承知のとおりだろ

う。彼の演奏は、正統派の品格をたたえつつ、さらにそ

こから一歩進んだ喜びと驚きを聴き手に与えてくれる。

ベルリン・フィルやウィーン・フィルをはじめとする

世界各国のオーケストラ、著名な指揮者との共演で堂々

たるヴィルトゥオージティを発揮する一方で、室内楽奏

者としては共演者を献身的に支え、あたたかく鼓舞す

る。演奏家として全く異なる相貌を呈しているように見

えるが、これらは彼をかたちづくっている像の、ほんの

一面にすぎない。リサイタルを聴くとそれがわかる。彼

が持つ音楽的語彙のゆたかさを、いちどきに体験する

ことができるからだ。勁さも柔らかさも渾然一体に、絵

画のように音楽を立ち上がらせたり、深淵に迫ったり、

さらには宇宙の神秘までをつまびらかにしたり。このよ

うな資質を備えたピアニストはいそうでいて、そうそう

出逢えるものではない。

彼はいつも絶妙なたたずまいでいる。思慮深く、真

心のこもった音を出すが、内向的ではない。明晰だが冷

たくはない。強靭さも、スピード感も、シルキーな音色

も持っているが、それらを武器にしてふりかざすこと

はない。指を鍵盤にたたきつけない。それがたとえオー

ケストラを向こうにはった協奏曲でもそうだ。彼は音

を生みだす瞬間までではなく、音が消えるその時まで

をはっきりと思い描いている。指のおさめ方から、表情

から、そして音楽からそれを感じ取ることができる。彼

の演奏の源には、清濁すべてをうけとめる包容力があ

る。それを品性、あるいは慈愛と言い換えることができ

るかもしれない。だからいざ彼の音楽に触れると、自分

が思うよりもずっと深く心が動かされ、満たされてゆ

くのを感じるのだ。

作品の芯を間違いなくとらえる、深くやわらかな

まなざし。気の通った指先から放たれる音楽には、な

んと自由なゆらめきがあることだろう。それは空に放

たれた後も、天女の衣のように風をはらんではため

き、雲の表情のように刻々と質量や色合いを変えてゆ

く。どんなに短い一瞬でも、一音一音がしっかりと滞

空している。もちろん彼がみているものは、細部ばか

りではない。つねに作品がなにを語らんとしているか

を基準に、スケール感も、出すべき音色も、注意深く

選ばれている。たとえばベートーヴェンの協奏曲で高

音から降りてくるパッセージ。重力に任せて転がりお

ちる弾き方だってできるのに、彼の打鍵には意志の力

で転落から踏みとどまろうとする切ない葛藤がみえる。

ロナルド・ブラウティハム（フォルテピアノ）
2022年11月29日（火）19：00
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
6,000円／U-25 3,000円　全席指定
特別協賛：鹿島建設株式会社

マルティン・ヘルムヒェン（ピアノ）
2022年12月16日（金）19：00
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
6,000円／U-25 3,000円　全席指定
特別協賛：鹿島建設株式会社

あるいはリスト作品を扱うときには音の継ぎ目をなく

し、水紋が一挙に広がるような響きも体現する。そこに

は押し付けがましい自己主張やエゴはない。ただただ、

作品と無私に向かいあう人の姿があるのみなのだ。

彼の紡ぐ音楽はこまやかな詩情にみち、遊び心もあ

り、真摯であたたかい。たとえそれがどんなに激烈さを

はらんだ作品でも、音楽を愛し、人を慈しむ、その眼差

しの根底は決してゆるがない。今回のリサイタルには、

バッハ《パルティータ第6番》、シューマン《8つのノヴェ
レッテ》第1番、第2番、第4番、《暁の歌》、そしてブラー
ムスの《ピアノ・ソナタ第3番》が入っている。このピ
アニストの現在を知るのに絶好のプログラムではない

か。ヘルムヒェンの稀有な感性を通して、作品のヴィ

ジョンがより鮮やかに視えるとともに、それぞれの時

代や環境で生を燃やした作曲家たちの声も聴こえてく

ることだろう。彼の来日公演はもうすぐ。心の渇きを癒

してくれる、その人がやってくる。

（まつだいら・あかね／音楽評論家）

Martin 
 Helmchen

心の渇きを潤す音楽	 松平あかね

 RonaldBrautigam

音楽の深奥に触れる
ミステリアスな体験	
鈴木淳史



毛利文香（ヴァイオリン） ＆原嶋 唯（ピアノ） 
2022年12月5日（月）19：00
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
4,500円／U-25 2,000円　全席指定
特別協賛：清水建設株式会社

第14回 トッパンチャリティーコンサート
2022年11月22日（火）19：00
前橋汀子（ヴァイオリン）／松本和将（ピアノ）
モーツァルト：ヴァイオリン・ソナタ ト長調 K301（293a）
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》
ヴィエニャフスキ：モスクワの思い出 Op.6
クライスラー：ウィーン奇想曲 Op.2
パガニーニ（クライスラー編）：ラ・カンパネラ
マスネ：タイスの瞑想曲
ドビュッシー（ハイフェッツ編）：美しき夕暮れ
ファリャ（クライスラー編）：スペイン舞曲第1番
サラサーテ：ツィゴイネルワイゼン Op.20
全席指定：5,500円［印刷博物館入場可（当日のみ）］
主催：凸版印刷株式会社
寄附先：公益財団法人ユネスコ・アジア文化センター（ACCU）

チケットのお申し込み・お問い合わせ：トッパンホールチケットセンター
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琴線に触れる、美しい響きに包まれるひととき

前橋汀子が60周年の節目に贈る、珠玉の名曲集！

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10月中旬現在

日時 公　　演

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）	
特別協賛：鹿島建設株式会社

12／
5 （月）

19:00
毛利文香（ヴァイオリン）＆原嶋	唯（ピアノ）	

特別協賛：清水建設株式会社

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）	
特別協賛：鹿島建設株式会社

1／ 11 （水）
19:00

トッパンホール	ニューイヤーコンサート	2023
ユリアン・シュテッケル（チェロ）／山根一仁（ヴァイオリン）／原ハーゼルシュタイナー麻理子（ヴィオラ）
	 	 特別協賛：鹿島建設株式会社

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
	 	 特別協賛：株式会社 安藤・間

15 （水）
19:00

〈歌曲の森〉 ～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）

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）	 特別協賛：清水建設株式会社

21 （火）
19:00

ニコラ・アルトシュテット（チェロ）―無伴奏	
特別協賛：東急建設株式会社

日時 公　　演

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）
	 	 特別協賛：鹿島建設株式会社

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／上村文乃（チェロ）	 特別協賛：清水建設株式会社

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）

〈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］

11／ 18 （金）
12:15

Vol.118	 中野りな（ヴァイオリン）　新しい世界への憧憬

12／ 22 （木）
12:15

	 	 〈ベートーヴェンに挑む 5〉 
Vol.119	 大塚百合菜（ヴァイオリン）、笹沼	樹（チェロ）、兼重稔宏（ピアノ）
	 	 楽聖がめざしたピアノ三重奏！―その出発点と頂点を聴く

2／ 22 （水）
12:15

Vol.120	 特別企画 
	 	 金川真弓（ヴァイオリン）

ついに始まりました、2022/23シーズン！ 開幕は「クリストフ・プレ
ガルディエン＆ミヒャエル・ゲース／シューベルト三大歌曲（全3夜）」。
彼らの時に厳しく、時にやさしく温かく、心に語りかける演奏は、この
数年の世の中の目まぐるしい変化で、心にさざ波がたち続ける今日に

おいて、ことさら胸に迫るものがありました。連日たくさんのお客さまが
詰めかけてくださったホールは感動で満たされ、総立ちで拍手を贈る
客席と、それに応えるアーティストの姿は、早くも新シーズンのハイライ
トに。このあとも気持ちに響く音楽をお届けしてまいります。 （雪）

編 集 後 記

www.toppanhall.com

表紙：郷古 廉
2020年12月、コロナ禍の影響で共演のホセ・ガヤルドが来日できなくなり、
急遽、無伴奏で舞台に立った郷古。ひとりスポットライトを浴び、気迫と覚
悟に満ちた圧倒的な演奏で聴衆を唸らせたそのステージは、いまも伝説とし
て語られています。あれから2年、揺るぎない信念を胸に最前線を走り続ける
郷古の現在地、そしてついに実現するガヤルドとのデュオに、ご期待ください。

トッパンでの共演をきっかけに、より深く心を通わせ、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）と原嶋唯（ピアノ）。ソ
ロに、室内楽に、意欲的に活動を展開している彼女たちは、これまで
主催公演の舞台で幾度となく、胸躍る熱演で聴衆を魅了してきまし
た。そんな二人が今回、デュオで登場。探求心旺盛な彼女たちらしい
考え抜かれたプログラムで、新たな展望への扉を開きます。12月の公
演に先駆けて、二人の出会いや留学生活の様子、公演への意気込み
など、たくさんのお話を聞きました。相性の良さが伝わるインタビュー
は、WEBサイトで公開します。公演前のひととき、どうぞご覧ください。

日本コンサートデビュー25周年記念
イリーナ・メジューエワ ピアノ リサイタル
2022年12月12日（月）19：00
ブラームス：ピアノ・ソナタ第3番 ヘ短調 Op.5
リスト：《巡礼の年 第3年》 S163
全席指定：6,000円（当日6,500円）
主催・お問い合わせ：B.A.M.E　03-3970-4776

チケットのお申し込み：トッパンホールチケットセンター

　お昼のひとときに本格的な演奏会が楽しめるとあって毎回好評
を博している〈ランチタイムコンサート〉。すでに100回を数える人気
シリーズで、2020年から始まったシリーズ内シリーズ〈ベートーヴェン
に挑む〉は、トッパンホールらしい視点が光るアーティストの組み合
わせと一際の勝負感が、大きな魅力となっています。12月は、その

〈ベートーヴェンに挑む〉シリーズの第5弾。登場するのはいずれも、
すでに〈ランチタイム〉の舞台を踏んでいる、大塚百合菜（ヴァイオリ
ン）、笹沼樹（チェロ）、兼重稔宏（ピアノ）。ホールの期待に大きく応え
るパフォーマンスで客席を沸かせた若き名手たちです。その3人が
今回、慣習にとらわれずに新しいスタイルで道を切り拓いてきたベー
トーヴェンの、ピアノ三重奏の出発点と最終作を並べた意欲的な
プログラムに挑みます。大塚の瑞 し々い音楽、笹沼の抜群のアンサ
ンブル力、兼重のどこまでも強いベートーヴェン愛が一体となり切
り結ばれ生まれる、楽聖の新たな世界。どうぞご期待ください。

〈ランチタイムコンサート 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） 
楽聖がめざしたピアノ三重奏！
—その出発点と頂点を聴く
2022年12月22日（木）12：15
ベートーヴェン：ピアノ三重奏曲
 第1番 変ホ長調 Op.1-1／第7番 変ロ長調 Op.97 《大公》
入場無料（要予約／お一人様2席まで）
受付期間：2022/11/10（木）～12/1（木）
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.119」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

楽聖がめざしたピアノ三重奏

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
 ➡

1997年の日本でのリサイタルデビュー以来、多くの聴衆を魅了し
てきたイリーナ・メジューエワ。その情感豊かで精緻なピアノは、リ
サイタルはもちろんコンチェルトや多くのレコーディングでも、聴く
者の心を掴んで離さない唯一無二の魅力にあふれています。

今回、日本デビュー 25周年記念リサイタ
ルに臨む彼女が選んだプログラムは、高い
評価を得た録音でも知られている、ブラー
ムス《ピアノ・ソナタ第3番》とリスト《巡礼
の年 第3年》。また使用する楽器も格別で、
この日のために神戸からトッパンホールへ
とやってくる「1925年製ニューヨーク・スタ
インウェイCD135」。ホールを満たす贅沢な

響きを、ライヴで体感してみませんか？ 静かに情熱的に、常に進化
を続けるメジューエワの現在地を、心ゆくまでご堪能ください。

■公演への期待ふくらむインタビュー記事は
こちらから［10月末公開予定］ ➡

トッパンホールの運営母体であ
る凸版印刷株式会社が主催する

「トッパンチャリティーコンサー
ト」。途上国の女性、特に妊産婦
や育児中の母親の識字教育を支
援する目的で2008年にスタートし
たこのコンサートは、毎回様々な
アーティストの音楽に彩られ、今
年で14回目となります。今回は、
第1回公演で聴衆を沸かせた前橋
汀子が再び登場し、演奏活動60
周年を迎える節目の年に、円熟の
ヴァイオリンを披露します。その
演奏に触れた全ての人が目に、耳

にする表現者としての確かな存在感は、長くトップランナーとし
てステージに立ち、常に真摯に音楽に向き合ってきたからこそ。実
力派ピアニスト松本和将とともにお届けする珠玉の名曲の数々―
トッパンホールの空間で極上の音楽をお楽しみください。

＊ 本公演の収益は、公益財団法人ユネスコ・アジア文化センター（ACCU）に
寄附され、カンボジア女性の識字学習支援事業「SMILE ASIA プロジェク
ト」の推進に役立てられています。

INFORMATION

SCHEDULE 2022.11〜2023.3 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

毛利文香＆原嶋 唯
“正統”の気品を宿す魅惑のデュオ


