ＭＤオフィス・ニュース

２０１２１１２０

木枯らしが吹きました。自宅前のケヤキが黄葉した葉を落としています。
季節感が薄くなったとはいえ、やはり日本の四季の移ろいは本当に美しいと思います。
8 月―-10 月の三ヶ月間は､日本にいたのが途切れ途切れに 3 週間ほどで、後は西へ東へ、なかなか刺激
的な時を過ごしました。灼熱のスプリット（クロアツィア）では､ゲキチのピアノ・セミナーに参加。それ
からウィーン経由でブダペストへ。8 月 30 日―9 月 13 日、ブダペスト音楽セミナーを無事運営しました。
帰国して 10 日後にはマイアミのフロリダ国際大学の招聘で、関野とともにリサイタル、レクチャーコン
サート、マスタークラス等をこなし、西側にあるタンパでも素晴らしいコンサートをさせていただきまし
た。お母さんたちに連れられてやってきた子供たち、
「途中で帰るというだろう」と思っていたそうですが、
彼らが「最後まで聴きたい」と主張したそうです。関野のピアノのマジックパワーに、
「鳥肌が立った」
「涙
が出そうになった」という声、皆さん総立ちのスタンディングオベーションに、こちらも大感激しました。
10 月 16 日から 10 日間ほどは、10 月 20 日の、ドイツ・ミュンヘンから１時間ほど南のウンターティン
ガウ Unterthingau という町の 200 年前の古い農家に住むキールマイヤー教授の家に滞在し、美しい紅葉
のドイツは寒いはずでしたが、イタリアからの風がアルプスにぶつかって起こすフェーン現象で暑さが戻
ってくるインディアンサマーにぶつかり、空は快晴、コンサート日和でした。すぐ目の前の「赤い城 Roten
Schloss」と呼ばれる 1548 年に建った市役所 Rathhaus のホールで教授の始めるコンサートシリーズの杮
落しを関野直樹のピアノが務めました。
「２０１年目のリストの誕生日」と題するコンサートです。満員御
礼！！

こちらも満場スタンディングオベーションの大好評でした。

九州大学を退職してフリーになったはずなのですが、だからこそ実現しためまぐるしさはなんでしょう。
体内時計が狂ったままバタバタしています。今後もたくさんのコンサートや、いろいろな企画が目白押し
で、ありがたいことと思っています。

今回は、関野とゲキチのクリスマスのお楽しみ、Music ShotBar in Omotesando、
友人のお嬢様でドイツに留学された楠尚子さんのコンサート中心にお知らせします。

■ミュージック・ショットバー

in

表参道―ケマル・ゲキチを招いて―（チラシ参照）

日

時：2012 年 12 月 18 日（火）19:00 開演（18:30 開場）

会

場：カワイ表参道コンサートサロン“パウゼ”

入場料：全席自由・フリードリンク付き 一般・4000 円／学生・3000 円
今回はフリードリンク付きなので、恐縮ですが割引無しです。ご了解下さい。

■楠

尚子

ヴァイオリン・リサイタル（チラシ参照）

日

時：2013 年 1 月 17 日（木）19:00 開演（18:30 開場）

会

場：東京文化会館 小ホール

入場料：全席自由 一般・3500 円→3000 円（MD オフィス割引）／学生・2000 円

★お申し込み：裏面のお申込用紙、e-mail、電話等ご利用下さい。

■その他のコンサート・今後の予定（詳細は改めてお知らせ致します。
）
・2012 年 12 月 11 日（火）：関野直樹ピアノ・リサイタル―リストを巡る古典の世界―
福岡あいれふホール（福岡健康づくりセンター１０階―別途お問い合わせ下さい）
・2013 年 2 月 22 日（金）中谷路子ピアノ・アンサンブル・コンサート（カワイ表参道“パウゼ”）
ゲスト：林田明子（ソプラノ）、宮崎歩（ソプラノ）
・2013 年 3 月 12 日（火）ホセ・ロペス・ピアノリサイタル（カワイ表参道“パウゼ”
）
―ピアノが出来上がった時代のヴィルトゥオーゾたち―
ロペス氏は 3 月 16 日（土）コピスみよし（埼玉県三芳町）の
ロビーコンサートにも出演します。
・2013 年 4 月 23 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（参加申し込み・資料請求

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．

●ミュージック・ショットバー in
一般

４０００円 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（

枚）

学生

３０００円 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（

枚）

●楠

住

表参道―ケマル・ゲキチを招いて―

尚子

ヴァイオリン・リサイタル

一般

３５００円 →

３０００円・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（

枚）

学生

２０００円 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（

枚）

所

〒

申込者氏名

TEL&FAX：
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

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

ＭＤオフィス・ニュース九州版

２０１２１０２０

旧・九州大学芸術工学研究院芦川研究室ニュース

（芦川紀子）

10 月 20 日、ドイツ・ミュンヘンから１時間ほど南のウンターティンガウ Unterthingau という町の 200
年前の古い農家に住むキールマイヤー教授の家で、このニュースを書いています。美しい紅葉のドイツで
すが、イタリアからの風がアルプスにぶつかって起こすフェーン現象で暑さが戻ってくるインディアンサ
マーにぶつかり、空は快晴、コンサート日和です。今夜 19:30 からすぐ目の前の「赤い城 Roten Schloss」
と呼ばれる 1548 年に建った市役所 Rathhaus のホールで教授の始めるコンサートシリーズの杮落しを、
関野直樹のピアノが務めます。「２０１年目のリストの誕生日」と題するコンサートです。満員御礼！！
８月のスプリット訪問からブダペストへ、セミナーも無事終わり、帰国するやすぐにマイアミのフロリ
ダ国際大学の招聘で、関野とともにリサイタル、レクチャーコンサート、マスタークラス等をこなし、西
側にあるタンパでも素晴らしいコンサートをさせていただきました。お母さんたちに連れられてやってき
た子供たち、
「途中で帰るというだろう」と思っていたそうですが、彼らが「最後まで聴きたい」と主張し
たそうです。関野のピアノのマジックパワーに、「鳥肌が立った」
「涙が出そうになった」という声、皆さ
ん総立ちのスタンディングオベーションに、こちらも大感激しました。
そしてまた 16 日からヨーロッパに来ています。九州大学を退職してフリーになったはずなのですが、
このめまぐるしさはなんでしょう。体内時計が狂ったままバタバタしています。今後もたくさんのコンサ
ートや、いろいろな企画が目白押しで、ありがたいことと思っています。
さて、今回は久しぶりの関野の福岡でのリサイタルのお知らせです。(同封チラシ参照)
皆様、お誘いあわせの上、ふるってお出かけください、関野のピアノ・マジックパワーをお届けします。
今回は、ＨＭＥ修了生の河野ひでみさんを中心にＭＤオフィス福岡事務所を引き受けてくださいました。
お問い合わせ、チケット申し込み等、どちらでも結構ですので、ご利用ください。
■関野直樹ピアノ・リサイタル―リストを巡る古典の世界―（同封チラシ参照）
日時：2012 年 12 月 11 日（火）19:00 開演（18:30 開場）
場所：あいれふホール（福岡健康づくりセンター１０階・チラシ裏面地図参照）
入場料：一般３０００円（ＭＤオフィス割引あり）／学生１５００円（割引なし）
＊チケット取り扱いは、
「ぴあ各店」
「ＭＤオフィス・福岡オフィス」このニュース裏面をご利用ください。

久しぶりに、皆様にお目にかかれることを、心から楽しみにしております！！

■これからの主なコンサート企画：詳細は順次お知らせします。
・2012 年 12 月 18 日（火）Music Shot Bar in OMOTESANDO No.1－ケマル・ゲキチをゲストに－
・2013 年 1 月 11 日（金）カールマン・ドラフィ&関野ジョイントコンサート（白寿ホール予定）
・2013 年 2 月 22 日（金）中谷路子ピアノ・アンサンブル・コンサート（カワイ表参道“パウゼ”）
・2013 年 3 月 12 日（火）ホセ・ロペス・ピアノリサイタル（カワイ表参道“パウゼ”
）
―ピアノが出来上がった時代のヴィルトゥオーゾたち―
・2013 年 4 月 23 日（火）関野直樹ピアノリサイタル（東京文化会館）

申込書（参加申し込み・資料請求

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．

●関野直樹ピアノ・リサイタル―リストを巡る古典の世界―

住

一般

３０００円 →

２７００円（一割引）・・・・・・・・・・・・・・・・（

枚）

学生

１５００円 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（

枚）

所

〒

TEL&FAX：

申込者氏名

E-mail：
以下のどちらに申し込まれても結構です：

●ＭＤオフィス・芦川紀子
TEL 045-978-4190 ／ FAX

〒227-0048 横浜市青葉区柿の木台 13-4-401
045-972-9331 ／ 携帯：090-4962-4437

-

e-mail ：vzz05337@nifty.com
●ＭＤオフィス福岡事務所・河野ひでみ 〒818-0051 筑紫野市二日市西 2-8-30-606
TEL&FAX 092-928-2551 ／ 携帯：090-6538-4043

e-mail ：khidemi@tkg.bbiq.jp
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Konzert im „roten Schloss“ Unterthingau

ドイツのコンサートのお知らせに

Samstag, 20. Oktober 2012 um 19.30 Uhr

載っている「赤い城の」写真です。

ＭＤオフィス・ニュース

２０１２０６２８

遅くなりましたが、退職のご挨拶と、これからの活動について．
2001 年に九州芸術工科大学に赴任し、2003 年の国立大学法人化に伴い九州大学大学院芸術
工学研究院にて研究・教育に従事し、本年３月 31 日をもって退職いたしました．
充実した楽しい 11 年間を過ごせたことを、公私共にお世話になった皆様に心から感謝申
し上げます．とりわけ 2007 年から５年間に渡る文化省野科学振興調整費のプログラムとし
て採択された「ホールマネジメントエンジニア育成ユニット」（通称 HME）のサブリーダ
ーとして、このプロジェクトを推進・締めくくることが出来たことを誇りに思います．
今後は、日本大学芸術学部・大学院にて教師を続けながら、自由な視点で、国内外の音
楽に関わる企画活動を続けて行きます．今後とも、どうぞよろしくお願い申し上げます．
今年は海外に出かけることも多く、音楽会の企画だけでなく、来年のヴェイルディとワ
ーグナーの生誕２００年に向けて、あらたなオペラ関係の企画や、音楽による町おこしな
ど HME のノウハウを広げる活動などを計画しています．
折々「ＭＤオフィスニュース」にてご案内申し上げます、
■

関野直樹＆ファルカシュ・ガーボル

ピアノジョイントリサイタル

－関野直樹とその友人シリーズ－（同封のチラシ参照）
昨年のセルビアのピアニスト、R．マルチノヴィチに続き、共にリスト音楽院に学んだ
期待の新鋭ファルカシュ・ガーボルをご紹介します
日

時：２０１２年７月１９日（木）１９：００開演（１８：３０開場）

会

場：カワイ表参道コンサートサロン「パウゼ」

入場料：全席自由

一般３５００円 学生２０００円（割引があり・裏面申込書参照）

＊プログラム訂正：最期の２台ピアノはハンガリアン・ラプソディ２番（１２番は誤り）
■ブダペスト音楽セミナーＢＭＳ 2012 のお知らせ
日

程：２０１２年８月３０日（木）－９月１３日（木）

市内のアパートに滞在し、リスト音楽院への短期留学を体験．２００６年から開催．
中学生からピアニストや声楽家など、それぞれのテーマに合わせたレッスンが特徴
参加科目：ピアノ・声楽・ヴァイオリン、その他ご希望に応じます．
講

師・■ドラフィ・カールマン Drafi Kalman（ピアノ・リスト音楽院教授）
http://www.lisztakademia.hu/teachers/956
■パースティー・ユリアンナ Paszty Julianna（ソプラノ・リスト音楽院教授）
http://www.lisztakademia.hu/teachers/1025
■カーパシュ・ゲーザ

Kapas Geza（ヴァイオリン・リスト音楽院教授）

http://www.lisztakademia.hu/teachers/1128

（裏面へ）

関野直樹（講師＆コーディネーター）／芦川紀子（主催・コーディネーター）が責任を持
って運営します．詳しい資料のご請求は、ＭＤオフィスまで！
■ 関野と芦川関連の今後の主要なスケジュール：
・２０１２年９月２７日（木）マイアミ

リスト協会主催の関野直樹ピアノリサイタル

９月２８日（金）フロリダ州立国際大学に於けるレクチャー・リサイタル
・２０１２年１０月２０日（土）ドイツ・バイエルン州ウンターティンガウにて
２０１回目のリストの誕生日コンサート（関野直樹リサイタル）を中心にドイツ、
ハンガリー他、ヨーロッパ・コンサートツア－
・２０１２年１２月１１日（火）福岡市・あいれふホールにてリサイタル
・２０１２年１２月１８日（火）Music Shot Bar in OMOTESANDO No.1
－ケマル・ゲキチを招いて－
・２０１３年１月初旬：カールマン・ドラフィとジョイントコンサート（白寿ホール予定）
・２０１３年４月２３日（火）関野直樹ピアノリサイタル（東京文化会館）
■ ２０１２年１０月１日（月）小林菜美ソプラノ・リサイタル（王子ホール）
■

現在、全国を繋ぐオペラ・プロジェクトや出前音楽史コンサート、音楽祭の仕掛けな

どを準備しています．楽しみにお待ち下さい．

申込書（参加申し込み・資料請求

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．

●関野直樹＆ファルカシュ・ガーボル ピアノジョイントリサイタル

住

一般

３５００円 →

３０００円・・・・・・・・・・・・・・・・（

枚）

学生

２０００円 →

１８００円（１割引）・・・・・・・・・・・（

枚）

所

〒

TEL&FAX：

申込者氏名

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

２０１２０２０４

今日は立春、とはいえ「春は名のみの、風の寒さや」
（早春賦）の歌詞のとおり
あまりに忙殺されており、年頭のご挨拶のしそこねました．お年賀状頂きました方々に
はお詫び申し上げつつ、本年のご挨拶も兼ねて、ＭＤオフィス・ニュースをお送りします．
■関野直樹・デビュー１０周年記念リサイタル in サントリーホール（大ホール）報告
無事成功裡に終了することが出来ました．まずは皆様のご支援を心からお礼申し上げま
す．ぎりぎりまでご無理をお願いした失礼をお詫び申し上げます．コンサートでは、最後
の曲目「ドン・ジョヴァンニの回想」が終わったとき、ため息と共に大きなブラボーを頂
きました．これは関野が歩んできた１０年への勲章であり、更なる旅路への励ましでしょ
う．音楽の友２月号に演奏会評が掲載されております．その他の音楽雑誌は期間的にこれ
からでしょう．
また、セカンドアルバムのＣＤは。今回レコード芸術の準特選盤です．（２月号）
雑誌ショパン２月号、その他で“今月のピックアップＣＤ”に選ばれています．
ご購入ご希望の方は、ＭＤオフィスまでお申し込み下さい．
関野は、今回の演奏会をまた大きな出発点として、先へ一緒に歩んで参ります．変わら
ないご支援をお願い申し上げます．（以下、近々のスケジュールです）
●アクロス・ランチタイムコンサート－

バレンタインデー企画

（同封チラシ参照）

假屋崎省吾＆関野直樹～花とピアノの優美なる世界～
日時：２０１２年２月１４日（火）１２：００開演（１３：３０開場）
会場：アクロス福岡・シンフォニーホール

料金：¥1,000-（研究室価格、何と¥900-！？）

その他、長崎他、いくつかサロンコンサートを予定しております．

■さて、私儀、芦川紀子はこの３月で、九州大学を定年退職いたします

．

2001 年、九州芸術工科大学に赴任し、2003 年 10 月の九州大学との統合を経て 11 年、
東京と福岡を通い続けました．大学では専門の音楽学・西洋音楽史を講じ、六本松・伊都
キャンパスではドイツ語を教え、大学院では「音楽マネジメント論」において、マネジメ
ントのあり方を考え、学生と一緒に様々な公演を通して実践活動にも携わって参りました．
2007 年に科学技術振興調整費：地域社会再生人材育成拠点形成プログラムの一つとして
採択された「ホールマネジメントエンジニア育成ユニット」
（通所ＨＭＥ）のサブリーダー
として仕事をしました．その５年間のプロジェクトの終了と共に、九州大学を去ります．
退職を記念して、同封のお知らせの通り、来る３月３日（土）14:00 から研究室の皆さん
が最終講義とパーティーを企画してくれました．私の原点とこの 11 年間の仕事をお伝えす
るには、昨年 10 月にセルビアのノヴィサド芸術大学で行ったレクチャー／リサイタルの再
（裏面に続く）

現が一番と考え、この 10 年間共に活動して来たピアニスト関野直樹の演奏協力を得て実施
します．お世話になった大学の先生方、学生の皆さん、地域の皆様、多くの方々にお出で
頂きたく、大橋キャンパスの多次元実験棟ホールをお借りしました．入場はご自由です、
広いスペースですので、たくさんの方々にお出でいただければ大変嬉しく存じます．
是非お誘い合わせの上、ご来場下さい．遠方の方々には、ともかくお知らせのみ致します．
なお、九州大学退職後も東京の日大芸術学部で講義を続けながら、ＭＤオフィスにて、
コンサート等のプロデュース・マネジメント活動を続けます．
今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます．
●

最終講義／記念のパーティ

詳細は同封チラシをご覧下さい．

日時：２０１２年３月３日（土）14:00 – 16:00 最終講義／16:30-18:00 パーティ－

・演題「音楽史とコンサート制作の狭間で－Novi Sad 芸術大学での
レクチャー／リサイタルを再現する－」
・退職記念祝賀会（立食パーティ）
会場：九州大学

大橋キャンパス

【参加費 3,500 円】

多次元実験棟ホール

申込書（参加申し込み・資料請求


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．

●最終講義は特にお申し込み頂かなくて結構ですが、祝賀会の方は必要です．
記念祝賀会
関野直樹のセカンドアルバム

購入希望

（

名）

（

枚）
（１枚

住

３０００円）

所

〒

TEL&FAX：

申込者氏名

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

