ＭＤオフィス・ニュース

２００６１２０１

―――――レッスンのお知らせです―――――
例年通り、１２月と１月のゲキチ先生、ドラフィ先生のレッスンの季節がやってきました
今回はご要望にお応えして、一時帰国中の関野直樹のレッスンも行うことになりました．
どうぞ、ふるってご参加下さい．
● ケマル・ゲキチ先生のレッスン（フロリダ州立国際大学教授）のレッスン
１２月１４日（木）福岡・久保山宅 １３：００－
１２月１８日（月）横浜・芦川宅

１１：００－

６人定員

☆１２月２５日にも可能性はあります．応募が多い場合は設定します．
● カールマン・ドラフィ先生（リスト音楽院教授）のレッスン：
１月１３日（土） 横浜・芦川宅

１０：００－

１月１６月（火） 横浜・芦川宅

１０：００－

● 関野

直樹のレッスン

１２月１６日（土）福岡・会場相談中

１３：００－

１２月２５日（月）横浜・芦川宅
☆また、今回１月半ばまで日本におりますので、これ以外の日程も可能です．
ご希望があれば

お申し出下さい．

● レッスンの謝礼等について：
・ゲキチ先生・ドラフィ先生：２００００円／１時間 ＋ 宿泊補助：２０００円／１人
・関野

直樹：１００００円／１時間

☆複数時間をご希望の方は、時間数を掛けて下さい．
通訳料はかかりません．必要な方には芦川がボランティアで致します．

■ 新年会のお知らせ
日

時：２００７年１月１５日（月）

場

所：ムジカーザ（代々木上原）

１９：００開演

プログラム：関野直樹＋カールマン・ドラフィ＝ソロ＋デュオ
愉しいワインパーティ
参加費：３０００円
詳細は、改めてお知らせいたしますが、今回もお申し込みを受け付けます．

-------------------------------------------------------------------------------■ レッスンの申し込み
下記にご記入の上、ファックスいただくか、メールにて必要事項をご連絡下さい．
もちろんお電話でも結構です．
ゲキチ先生レッスン
・１２月１４日（木）福岡・久保山宅 希望する（時間帯：

）

・１２月１８日（月）横浜・芦川宅

希望する（時間帯：

）

ドラフィ先生
・

１月１３日（土）横浜・芦川宅

希望する（時間帯：

）

・

１月１６月（火）横浜・芦川宅

希望する（時間帯：

）

・１２月１６日（土）福岡・

希望する（時間帯：

）

・１２月２５日（月）横浜・芦川宅

希望する（時間帯：

）

関野

直樹

☆その他の希望をお書き下さい（

）

受講曲：
■新年会申し込み：下記にお奈目をお書き下さい
氏

名：

住

所〒

申込者氏名

TEL&FAX：
携

帯：

E-mail：

申込先：ＭＤオフィス：芦川紀子
〒227-0048 横浜市青葉区柿の木台１３－４－４０１
TEL 045-978-4190 // FAX ０４５－９７２－９３３１

e-mail : VZZ05337@nifty.com // Mobile：０９０－４９６２－４４３７・
福岡の方は
TEL&FAX:０９２－５５３－４４５２
もご利用下さい．

ＭＤオフィス・ニュース・２００６０５０１

新緑の候、皆様、お健やかにお過ごしのこととお喜び申し上げます．
ちょっとご無沙汰の後の、ＭＤオフィスニュースです．
あまりにお知らせがたくさんあり、今回はオペラプログラムを中心ににお知らせします．
・・・・・お申し込みには、裏面申込書・メール等をご利用下さい・・・・・

●オペラ実験工房２００６：イドメネーオ（モーツアルト作曲・生誕２５０年記念）
２００６年５月２６日（金）７：００ｐｍ／５月２８日（日）２：３０ｐｍ
グリーンホール相模大野恒例の＜オペラ・プロジェクト＞です．音楽の実験室から独立
して４作目、モーツアルト記念の今年はやはりこれに乗っかることにしました．しかし、
あちこちが《フィガロ》や《魔笛》に浮かれている間に、個性豊かに原点にして、全く
革新的なオペラ・セリア《イドメネーオ》を取り上げることにしました．売れ行き好調
で、２８日（日）の公演は、本当に数枚になってしまいました．２６日（金）はまだ多
少余裕がございます．ＧＷを返上して稽古に励んでおりますが、本当に美しい音楽です．
是非お出かけ下さい．

●プラハ室内歌劇場の《フィガロの結婚》《魔笛》
《魔笛》２００６年６月１９日（月）18:30 オーチャードホール
《フィガロの結婚》２００３年６月２０日（火）18:30 中野ゼロホール
どうせ《フィガロ》や《魔笛》に浮かれてみるならば、門外不出だったチェコの室内歌
劇場の演出で見てみよう、と言うわけでご紹介します．割引もありますのでご利用下さ
い．《魔笛》はドイツ語の台詞つき歌芝居ジング・シュピールがモーツアルトの手によっ
て初めて本格的になり、《フィガロ》は言わずもがな、オペラ・ブッファ（喜歌劇）の最
高傑作．オペラ・セリア（正歌劇）の《イドメネーオ》と合わせて、ＭＤオフィスの充
実オペラ・プレゼントです．

●岡田敦子のトーク・コンサート「ロシア・ピアノ音楽と山田耕筰」
２００６年５月１２日（金）７：００ｐｍ

鎌倉芸術館３Ｆ集会室

当オフィスのアーティストであり、ロシア音楽のスペシャリスト・岡田敦子さんのトー
ク・コンサートです．日程が迫っておりますので、直接鎌倉芸術館、または主催者にお
問い合わせ下さい．
次号予告：
・２００６年６月１６日「ケマル・ゲキチ＆関野直樹 ピアノデュオ」アクトシティ浜松
・２００６年６月２５日「ケマル・ゲキチ ピアノリサイタル」紀尾井ホール
・関野直樹ニュース

他

申込書（ファックス・郵送用）


電子メールご利用の場合は、下記のアドレスをご利用下さい．ご連絡先をお忘れなく．

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------●オペラ実験工房「イドメネオ」：グリーンホール相模大野・多目的ホール
５月２６日（金）１９：００開演

一割引３６００円

（

）枚

５月２８日（日）１４：３０開演

一割引３６００円

（

）枚

●プラハ室内歌劇場の《フィガロの結婚》《魔笛》
《魔笛》２００６年６月１９日（月）18:30 オーチャードホール
SS 席

21,000 円（割引無し）

（

）枚

S席

18,000 円 → 17,000 円

（

）枚

A席

15,000 円 → 14,000 円

（

）枚

B席

12,000 円 → 11,000 円

（

）枚

Ｃ、Ｄ席 売り切れ
学生席（当日指定） 4,500 円 特別にご用意します．（

）枚

《フィガロの結婚》２００３年６月２０日（火）18:30 中野ゼロホール
S席

15,000 円 → 14,000 円

（

）枚

A席

12,000 円 → 11,000 円

（

）枚

（

）枚

B席

住

9,000 円 →

8,500 円

所〒

申込者氏名

TEL&FAX：
E-mail：
２００６年５月吉日
ＭＤオフィス：芦川紀子
227-0048 横浜市青葉区柿の木台１３－４－４０１
TEL 045-978-4190 // FAX ０４５－９７２－９３３１

e-mail : vzz05337@nifty.com // Mobile：０９０－４９６２－４４３７

ＭＤオフィス・ニュース・２００６０５０２

新緑の候、ピアノの演奏会と関野直樹ニュースををお知らせします．
・・・・・お申し込みには、裏面申込書・メール等をご利用下さい・・・・・
●ゲキチ・関野デュオ・コンサート
★２００６年６月１６日（金）19:00 開演・浜松アクトシティー中ホール（浜松駅前）
昨年大評判だった浜松でのデュオ・コンサートのリピートです．
前半はハンガリーのプログラム、後半はベートヴェンの世界です．それぞれのソロの演
奏で競演した後、２台ピアノでベートーヴェンのシンフォニーを演奏します．
２人のデュオはここだけの演奏会、お近くの方、東京からの方も是非お出かけ下さい．
・また、この１週間前の６月９日（金）には静岡文化芸術大学で「超絶技巧」について
の座談会があります．芦川も関野も参加します．デュオのチラシの裏をご覧下さい、
●ケマル・ゲキチ

ピアノリサイタルへ 是非お出かけ下さい．

★２００６年６月２５日（日）14:00 開演・紀尾井ホール（ＪＲ・地下鉄四谷駅）
ゲキチの来日も２００１年以来、６年目となります．いつも私たちの心を虜にして止ま
ないゲキチの演奏．今回も紀尾井ホールの自主リサイタルは、スカルラッティ、シュー
ベルト、スクリャービン、シューマン、そして彼のふるさと「リストの世界」と何とも
多彩．初めて日曜日のマチネ・コンサート、お待ちしております．

●大竹紀子

ピアノリサイタル

★２００６年７月２日（日）14:00 開演・サントリーホール・小ホール
ＭＤオフィスのお仲間の一人、大竹紀子さんが久しぶりにリサイタルをされることにな
りました．幅広いレパートリーとお得意の現代作品、またコンピューターとの共演もあ
ります．夏の日曜の昼下がり、サントリーホールへお出かけ下さい．
◆関野直樹ニュース
２００６年３月２５日、紋付き袴姿で、日本大学より博士号を受けました．
ハンガリーと日本を行き来しながらのこの６年間のリストの「超絶技巧」研究の成果で
す．演奏と論文制作という相反する作業に苦しみながらも、演奏活動と研鑽があったか
らこその論文となりました．６月の演奏会以外の予定は次の通りです：
・７月３０日（日）ドイツのメミンゲン他で演奏会
・９月：ブダペストとドイツで演奏会
・12月：東京・福岡等で演奏会の予定／レコーディング
★２００７年３月８日（木）東京文化会館でリサイタル
２００７年にはドイツのブラスバンドとの共演等、多くの演奏会を予定しています．

申込書（ファックス・郵送用）


電子メールご利用の場合は、下記のアドレスをご利用下さい．ご連絡先をお忘れなく．

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------●ゲキチ・関野デュオ・コンサート
６月１６日（金）１９：００開演・浜松アクトシティー中ホール（静岡県・浜松駅前）
チケットは一割引です．

●ケマル・ゲキチ

SS 席

４，０５０円

（

）枚

S席

３，１５０円

（

）枚

A席

２，２５０円

（

）枚

B席

１，３５０円

（

）枚

ピアノ・リサイタル

６月２５日（日）１４：００開演・紀尾井ホール（ＪＲ・地下鉄四谷駅）
れぞれ定価より５００円引き

●大竹紀子

一般席

５、０００円

（

）枚

学生席

３、０００円

（

）枚

ピアノ・リサイタル

７月２日（日）１４：００開演・サントリーホール小ホール
チケットは一割引です．

住

一般席

３、６００円

（

）枚

学生席

１、８００円

（

）枚

所〒

申込者氏名

TEL&FAX：
E-mail：
２００５年５月吉日
ＭＤオフィス：芦川紀子
227-0048 横浜市青葉区柿の木台１３－４－４０１
TEL 045-978-4190 // FAX ０４５－９７２－９３３１

e-mail :vzz05337@nifty.com // Mobile：０９０－４９６２－４４３７

