
ＭＤオフィス・ニュース   ２００９１２０６

あっという間の師走、年忘れと新年の演奏会をお知らせしましょう。

● 関野直樹 in Musicaza Music Shot Bar No.1                           
年に３回ほど代々木上原の丘で関野直樹が、毎回豪華ゲストを迎えて＜音楽バー＞を開店。

その記念すべき第１回目はケマル・ゲキチと林田明子を迎えます。

ハンガリーから芦川がクリスマス・シャンパンを運んできました。関野が選んだワインや

その他いろいろ取りそろえております。昨年大好評だった「第九」２台ピアノ版や年忘れ

大晦日の「こうもり」からのアリアがあります。日程が迫っておりますが、是非是非大至

急お申し込みを！（チラシ参照・申し込みフォームはが裏面に。お名前をご登録下さい）

日 時：２００９年１２月２１日（月）１９：００開演（１８：３０開場）

場 所：ムジカーザ（小田急線・代々木上原下車２分）

参加費：４０００円（おつまみ・飲み物付き）当日精算

●ニューイヤー・トライアングルコンサート（祝祭コンサート）                    

― カールマン・ドラーフィ＋関野直樹＋中谷路子 ―

新年の祝祭コンサート。リスト音楽院教授のカールマン・ドラーフィとその元で育ったピ

アニスト関野直樹と中谷路子の３人が織りなすピアノのトライアングル。厳粛なソナタか

ら、やがてダンス・ダンス・ダンス！ソロ・４手連弾、名曲のプログラム、新春の音楽事

始めに是非お出かけ下さい。（チラシ参照・このニュース裏面の申込用紙をご利用下さい。）

日 時：２０１０年１月１１日（月・祝）１４：００開演（１３：３０開場）

場 所：津田ホール（中央線・総武線 千駄ヶ谷駅前）

入場料：一般 ４５００円（５００円引き）／学生 ３０００円

予告：関野直樹・ピアノコンサート     ―ショパンイヤーを記念して―

ソロと弦楽５重奏版のショパン・ピアノ協奏曲第１番を予定

日 時：２０１０年３月２日（火）１９：００開演（１８：３０開場）

場 所：東京文化会館（上野公演）

入場料：一般 ４５００円（５００円引き）／学生 ３０００円

詳細は近日中にご案内します。

お申し込みには裏面のフォームをご利用下さい！  ＭＤオフィス・芦川紀子



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．

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

● ニューイヤー・トライアングルコンサート                   

２０１０年１月１１日（月・祝）１４：００開演・津田ホール

一般４５００円→４０００円（       枚）

          

学生を設定  →３０００円（       枚）

● 関野直樹 in  ムジカーザ                     

  お知らせチラシの裏面の申し込みフォームをご利用下さい

                                         

住 所 〒

                                                                               

申込者氏名                         TEL&FAX：                                

                                    E-mail：                                 

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

携帯：０９０－４９６２－４４３７

                  e-mail vzz05337@nifty.com 



ＭＤオフィス・ニュース   ２００９１２０６

あっという間の師走、年忘れと新年の演奏会をお知らせしましょう。

● 関野直樹 in Musicaza Music Shot Bar No.1                           
年に３回ほど代々木上原の丘で関野直樹が、毎回豪華ゲストを迎えて＜音楽バー＞を開店。

その記念すべき第１回目はケマル・ゲキチと林田明子を迎えます。

ハンガリーから芦川がクリスマス・シャンパンを運んできました。関野が選んだワインや

その他いろいろ取りそろえております。昨年大好評だった「第九」２台ピアノ版や年忘れ

大晦日の「こうもり」からのアリアがあります。日程が迫っておりますが、是非是非大至

急お申し込みを！（チラシ参照・申し込みフォームはが裏面に。お名前をご登録下さい）

日 時：２００９年１２月２１日（月）１９：００開演（１８：３０開場）

場 所：ムジカーザ（小田急線・代々木上原下車２分）

参加費：４０００円（おつまみ・飲み物付き）当日精算

●ニューイヤー・トライアングルコンサート（祝祭コンサート）                    

― カールマン・ドラーフィ＋関野直樹＋中谷路子 ―

新年の祝祭コンサート。リスト音楽院教授のカールマン・ドラーフィとその元で育ったピ

アニスト関野直樹と中谷路子の３人が織りなすピアノのトライアングル。厳粛なソナタか

ら、やがてダンス・ダンス・ダンス！ソロ・４手連弾、名曲のプログラム、音楽事始め是

非お出かけ下さい。（チラシ参照・このニュース裏面の申込用紙をご利用下さい。）

日 時：２０１０年１月１１日（月・祝）１４：００開演（１３：３０開場）

場 所：津田ホール（中央線・総武線 千駄ヶ谷駅前）

入場料：一般 ４５００円（５０００円引き）／学生 ３０００円

予告：関野直樹・ピアノコンサート     ―ショパンイヤーを記念して―

ソロと弦楽５重奏版のショパン・ピアノ協奏曲第１番を予定

日 時：２０１０年３月２日（火）１９：００開演（１８：３０開場）

場 所：東京文化会館（上野公演）

入場料：一般 ４５００円（５０００円引き）／学生 ３０００円

詳細は近日中にご案内します。

お申し込みには裏面のフォームをご利用下さい！  ＭＤオフィス・芦川紀子





ＭＤオフィス・ニュース・２００９１１０１

やっと秋、芸術の秋、３人のミューズのリサイタルです．同封のチラシをご覧下さい．

● 林田明子 ソプラノリサイタル－歌曲の夕－             

２００９年１１月３０日（月）１９：００開演／１８：３０開場

東京オペラシティ リサイタルホール 全席自由：４０００円

オペラ実験工房のプリマ・ドンナであるばかりでなく、ウィーンを拠点に演奏会・

オペラ公演で活躍されています．１１月には大阪のフェニックスホールでリサイタルを

開きますが、東京公演はハイドンイヤーに因んだ曲目を含む渾身のプログラムです．

● 小林菜美 ソプラノリサイタル－フランス声楽作品の系譜２－     

２００９年１２月１日（火）１９：００開演／１８：３０開場

銀座・王子ホール 全席指定 ５０００円

オペラで大活躍の小林菜美さん、他方ではテーマを持ってリサイタルを続け得ています．。

ペルゴレージからトーマまで、フランスの声楽作品に想いとその美声をのせてお聴かせ

します．

● 大野真弓 ピアノコンサート－木管の音色とともに－         

２００９年１２月１３日（日）１４：００開演／１３：３０開場

東京オペラシティ リサイタルホール 全席自由：３５００円

前回のリサイタルでは、法人作品に新境地を拓いた大野真弓さん．今回はソロと室内楽

のプログラムを組みました．ソロもヘンデル、ブラームス、リストと多彩です．

プーランクの木管作品は、その音色が実に生き生きと響きます．すばらしい共演者に恵

まれました．

☆上記の演奏会については、一割引です．裏面の申込用紙をご利用下さい．

また、e-mail でもお申し込みをお受けします．

●関野直樹 関連は１１月中旬発行のＭＤオフィスニュースでお知らせします  

12 月 21 日（月）関野直樹 in ムジカーザ （ゲスト：ケマル・ゲキチ／林田明子）

        リスト編曲２台ピアノ版「第九」も飛び出します．

2010 年 1 月 11 日（月・祝）ニューイヤー・トライアングルコンサート 津田ホール

             －カールマン・ドラフィ＋関野直樹＋中谷路子－

2010 年３月２日（火）関野直樹 ピアノリサイタル 東京文化会館小ホール



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．

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

● 林田明子 ソプラノリサイタル                   

２００９年１１月３０日（月）１９：００開演・東京オペラシティ リサイタルホール

一般４０００円→３６００円（       枚）

          

学生を設定  →３０００円（       枚）

● 小林菜美 ソプラノリサイタル                 

２００９年１２月１日（火）１９：００開演 銀座・王子ホール

            一般５０００円→４５００円（       枚）

            学生を設定 →３０００円（       枚）

● 大野真弓 ピアノコンサート                  

２００９年１２月１３日（日）１４：００開演・東京オペラシティ リサイタルホール

一般３５００円→３０００円（       枚）

学生を設定   →２０００円（       枚）

                                         

住 所 〒

                                                                               

申込者氏名                         TEL&FAX：                                

                                    E-mail：                                 

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

携帯：０９０－４９６２－４４３７

                  e-mail vzz05337@nifty.com 



ＭＤオフィス・ニュース・２００９０９０１

日本列島を揺るがした衆院選挙が終わり、民主党のお手並み拝見ということでしょう．

文化政策にも大きな展開があることを期待したいものです．

さて、芸術の秋に向けて、ＭＤオフィスの演奏会をお知らせします．

また、オペラ実験工房と関野直樹の演奏会についてのお知らせ（別紙）がございます．

● 小池久仁子 ピアノリサイタル－ピアノへの巡礼－         

２００９年１０月１６日（金）１９：００開演／１８：３０開場

東京オペラシティ リサイタルホール 全席自由：3000 円（一般） 2000 円（学生）

音大卒業後、後進の指導に当たりながら、一途に努力を積み重ねてきた小池久仁子さん．

その道程はあたかも巡礼の旅のよう．リストの「巡礼の年」にその思いを託します．

是非聴きにいらして下さい．

● ケマル・ゲキチ ピアノリサイタル                

２００９年１０月２６日（月）１９：００開演／１８：３０開場

日本大学カザルスホール 全席指定 5500 円（一般） 3500 円（学生）

ご存知ケマル・ゲキチ、ショパンの「バラード」全４曲とリストの「ソナタ ロ短調」と

いう実に得難いプログラムです．今や鬼才も円熟味を増し、どんな音のドラマが繰り広

げられるでしょう．ゲキチ・ワールドへお出かけ下さい．

★以上の演奏会 同封チラシ参照／お申し込みは裏面に！（割引有り）

● ＭＤオフィス ０９－１０ コンサートラインアップ         

11 月 30 日（月）林田明子 ソプラノ・リサイタル 東京オペラシティ・リサイタルホール

12 月 １日（火）小林菜美 ソプラノ・リサイタル 王子ホール

12 月 13 日（日）大野真弓 ピアノ・リサイタル 東京オペラシティ・リサイタルホール

12 月 21 日（月）関野直樹 in ムジカーザ （ゲスト：ケマル・ゲキチ）

2010 年 1 月 11 日（月・祝）ニューイヤー・トライアングルコンサート 津田ホール

             －カールマン・ドラフィ＋関野直樹＋中谷路子－

2010 年３月９日（火）関野直樹 ピアノリサイタル 日本大学カザルスホール

★ 次号１０月発行予定のＭＤオフィスニュースから順次お知らせいたします．

● 第４回「ブダペスト音楽セミナー」 ２００９年９月７日～１８日   

ブダペストのリスト音楽院にて、集中的なマスタークラス．市内のアパートに分宿し

て、短期留学の気分です．最終日には修了演奏会があります．

９月１７日（金）リスト音楽院・旧ホールにて（リスト博物館内）

来年も実施の予定です．ご関心のあり方はお問い合わせ下さい．



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．

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

●小池久仁子 ピアノリサイタル                    

２００９年１０月１６日（金）１９：００開演・東京オペラシティ リサイタルホール

一般３０００円→２７００円（       枚）

           学生２０００円→割引無し （       枚）

●ケマル・ゲキチ ピアノリサイタル                  

２００９年１０月２６日（月）１９：００開演 日本大学カザルスホール

            一般５５００円→５０００円（       枚）

            学生３５００円→３０００円（       枚）

尚、ＭＤオフィスは、ブダペストのセミナーのため９月５－２５日まで、日本を留守にし

ます．メールでお申し込みの場合は、直ちに対応させていただきますが、ファックスの場

合は９月２５日以降のご送付となります．ご了解下さい．下記の携帯もご利用下さい．

（日本時間１５：００以降にお願いします．料金のご負担はおかけしません．）

                                         

住 所 〒

                                                                               

申込者氏名                         TEL&FAX：                                

                                    E-mail：                                 

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

携帯：０９０－４９６２－４４３７

                  e-mail vzz05337@nifty.com 



ＭＤオフィス・ニュース・２００９０５０５

新緑の梢にすがすがしい風がわたって行きます．ＧＷ、いかがですか．

オペラ実験工房とＭＤオフィスの今年のコンサート・ラインアップをお知らせします．

● オペラ実験工房２００９：プッチーニ作曲「トスカ」（２回公演）    

２００９年５月２８日（木）１９：００開演／５月月３０日（土）１５：００開演

グリーンホール相模大野・多目的ホール 全席自由：４２００円（２００円割引に）

１７年目のオペラ実験工房、独特のスタイルを作り上げてきました．そしてずっと取り

上げたかった歌姫トスカの悲恋物語．プッチーニの流れるようなメロディー、

「歌に生き、愛に生き」「星も光りぬ」など名アリアに酔いしれて下さい．

      ★同封チラシ参照／お申し込みは裏面に！

● ＭＤオフィス ０８－０９ コンサートラインアップ         

６月 23 日 （火）ガラコンサート in ムジカーザ（別紙 ご参照下さい）

９月 ３日 （木）関野直樹 ピアノ・リサイタル 東京文化会館小ホール

10 月 16 日（金）小池久仁子 ピアノ・リサイタル 東京オペラシティ・リサイタルホール

11 月 30 日（月）林田明子 ソプラノ・リサイタル 東京オペラシティ・リサイタルホール

12 月 １日（火）小林菜美 ソプラノ・リサイタル 王子ホール

12 月 13 日（日）大野真弓 ピアノ・リサイタル 東京オペラシティ・リサイタルホール

2009 年 1 月 11 日（月・祝）ニューイヤー・トライアングルコンサート 津田ホール

             －カールマン＋関野直樹＋中谷路子－

● 岡田敦子 トーク＆ピアノ・シリーズのお知らせ           

「弾く人、楽しんで聴く人のために、とびきり実践的なトーク＆ピアノ」

岡田敦子さんが、レクチャーコンサートのシリーズを始めました．第１回目のご案内です．

第１回 プログラミングのために

―――すべては選曲から コンセプトのあるピアニストになる！

テーマ「スクリャービンをめぐるピアノ音楽の 1912 年」

プロコフィエフ ソナタ 第２番／スクリャービン ソナタ第７番「白ミサ」他

日 時 ２００９年６月１２日（金）１９：００開演（１８：３０開場）

場 所 カワイ表参道コンサートサロン「パウゼ」

一般券 ３０００円／会員券 ２５００円／学生券 ２０００円

★問合わせ先：カワイ音楽振興会 03-3320-1671／カワイ表参道 03-3409-2511

● 第４回「ブダペスト音楽セミナー」 ２００９年９月６日～２０日   

５月中に要項が出来上がります．ご希望の方は、ＭＤオフィスまでお問合わせ下さい．



● レッスンのお知らせ：会場＊ＭＤオフィス(横浜市青葉区柿の木台)         

５月２２日（金）関野 直樹

６月 ６日（土）カールマン・ドラフィ（リスト音楽院教授）

６月 ８日（月）カールマン・ドラフィ（リスト音楽院教授）

６月２０日（土）関野 直樹

６月２６日（金）関野 直樹（埼玉県東松山・小池ピアノ教室主催）   

  以下、続く．また関野のレッスンは、これ以外にも随時受け付けておりますので、

  ＭＤオフィまでお問い合わせ下さい．

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２００９：プッチーニ「トスカ」

２００９年５月２８日（木）

      １９：００開演 ４２００円→４０００円（       枚）

２００９年５月３０日（土）

    １５：００開演 ４２００円→４０００円（       枚）

福岡公演が６月３日（水）にあります（アクロス福岡、イベントホール）！

                                         

住 所 〒

                                  

                                                                               

申込者氏名                         TEL&FAX：                                

                                    E-mail：                                 

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

Mobile：０９０－４９６２－４４３７

                  e-mail vzz05337@nifty.com 



ＭＤオフィス・ニュース・２００９０２１４

南風が吹きました。もう春がそこまでやってきています。お健やかにお過ごし

のことと存じます。２月２６日から芦川はヨーロッパに参ります。関野の演奏

会がドイツのメミンゲンであるためです。ハイドンイヤーにちなんで、ハイド

ン・ベートーヴェン・リストのソナタ・プログラムです。また、レコード芸術

の２月号で、関野のＣＤ「リストの世界」が特選盤に選ばれました。評を同封

いたしますので、是非お読み下さい。今回のニュースは、関野直樹特集です。

● Haydn Year ソナタ・プログラム in  Memmingen Kunsthalle, Germany

  ２００９年２月２８日（土）ドイツ・メミンゲン市 ＫＵＮＳＴＨＡＬＬＥ ＭＥＷＯ

詳細がお知りになりたい方は、ＭＤオフィスまでお問い合わせ下さい。

ハイドン没後２００年を記念して、ハイドン・ベートーヴェン・リストのソ

ナタの演奏で、この音楽家のつながりを音で紡ぎます。

● ロマンティック・ピアノ：関野直樹のピアノの世界 in 東松山・埼玉県

日時：２００９年３月１３月（金）１９：００開演（１８：３０開場）

会場：松山市民活動センター（旧中央公民館）★同封のチラシ参照

全席自由：￥２５００－（一般 ＭＤオフィス：一割引・裏面参照）

      ￥１０００－（高校生以下・割引なし）

● インストア・ライブコンサート＆サイン会 in 池袋         

日時：２００９年３月１４日（土）１４：００―１５：００

会場：ヤマハ池袋店（池袋東口）

★もちろん入場無料です。ＣＤが特選盤に選ばれたのを記念するトークと演奏です。

  たくさんお誘い合わせの上、是非応援に来てください。

● ロマンティック・ピアノ：関野直樹のピアノの世界 in 浜松        

日時：２００９年３月２０日（金・祝日）１７：００開演（１６：３０開場）

会場：浜松市 かじまちヤマハホール★同封のチラシ参照

全席自由：一般￥３０００・シニア・学生￥１５００（割引があります、裏面参照）

●３月１５日（日）＆２２日（日）：関野直樹のレッスン（横浜・芦川スタジオ）

ご希望の方は裏面のＭＤオフィスへお問い合わせ下さい。

今後の予定

・９月３日（木）東京文化会館にてリサイタル 2
・１１月７日（土）メミンゲンでの「死の舞踏展」開催記念コンサートを初めとして

ドイツツアーを予定

★ＭＤオフィスの音楽セミナー予告：２００９年９月・第４回「ブダペスト音楽セミナ

ー」（於：リスト音楽院）開催予定。詳細は次号のＭＤオフィスニュースにて。



申込書（ファックス・郵送用）              
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

● ロマンティック・ピアノ：関野直樹のピアノの世界 in 東松山・埼玉県

２００９年３月１３月（金）１９：００開演（１８：３０開場）

全席自由：￥２５００-→→￥２２５０・・・・・・・(             ）枚

     ￥１０００－・・・・・・・・・・・・・(               ）枚  

● ロマンティック・ピアノ：関野直樹のピアノの世界 in 浜松        

日時：２００９年３月２０日（金・祝日）１７：００開演（１６：３０開場）

全席自由：一般 ￥３０００―→→￥２７００・・・（             ）枚

シニア・学生￥１５００―・・・・・・・（             ）枚

                                         

住 所

〒                                   

                                                                               

申込者氏名                         TEL&FAX：                                

                                    E-mail：                                 

■レッスンのお問い合わせは以下の問い合わせ先へ：

                             ２００９年２１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・２００９０１０１

明けましておめでとうございます．良いお年お迎えのことと存じます．

●シンフォニック・ピアノ～炎の「第九」～  関野直樹ピアノ演奏会    

はお陰様で、大好評でした．年末恒例にしてはとの声もございます．

また、本年末もご期待下さい！

さて、来る１月１１日（日）以下の通り、中谷路子の演奏会がございます．

新年早々で、なかなか苦戦をしております．

出来るだけ多くの方々に、聴いていただきたく、ご案内申し上げます．

まだ、未熟ではありますが、こつこつと努力を積み上げて参りました．

よろしくお願い申し上げます．

同封のチラシ裏面に「御招待」印を押しておりますので、受付にてこれをご提

示下さい．ご来場をお待ち申し上げております．

● 中谷路子 ピアノ・リサイタル ーピアノの心・歌心ー        

２００９年１月１１日（日）１４：００開演（１３：３０）：津田ホール

全席自由 一般 ￥３５００・学生 ￥２０００（割引があります。裏面をご覧下さい。）

４年ぶりの自主リサイタル．この間、ソロはもとより、室内楽・演劇とのコラボ、オペ

ラのコレペティ、歌曲の伴奏等、多彩に活躍してきました．その彼女ならではのピアノ

と歌の心を映したプログラムです。是非お出かけ下さい．

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


