ＭＤオフィス・ニュース・２００７１１０５

ようやく秋らしくなりました．音楽の秋、サロンコンサートのお知らせです．
● MD オフィス・サロンコンサート：２００７年１１月２２日（木）19: 00
会 場：松尾楽器サロン／TEL:０３－３５３９－１８４５
東京都千代田区有楽町１－５－１／朝日生命日比谷ビルＢ１
アクセス：日比谷交差点角、日比谷公園前
日比谷線・千代田線日比谷駅 A9 出口よりすぐ
入場料：￥１，０００－（当日受付）
出

演：衛本麻里子
中谷

路子

ショパン

バラード 第１番 ト短調 作品２３

リスト

メフィスト・ワルツ 第１番

ラフマニノフ

前奏曲

作品２３－４

（共演：今野 深雪）協奏曲第２番 ハ短調 作品１８ 第１楽章
大野

真弓

スカルラッティ「クラヴィチェンバロのための 25 の
ソナタ集」より L.53, L.381, L.429, L.430
シューベルト

ピアノ・ソナタ イ短調 D 845

それぞれに目的を持って、新しい曲に取り組んでいます． 曲作りのプロセスに
立ち会って下さい．
お問い合わせ：０９０－４９６２－４４３７／e-mail : vzz05337@nifty.com
● ＪＴＢカルチャーサロンの音楽講座「ロマンティックピアノ」関野直樹＋芦川紀子
第１回：１１月１１日（日）15:30-17:00＜ショパンとリストの練習曲＞
第２回：１１月２５日（日）15:30-17:00＜もの語る音楽＞
第３回：１２月

９日（日）15:30-17:00＜踊る音楽＞－ハンガリーワインと共に－

会場：ＪＴＢカルチャーサロン 新宿教室／TEL

０３－５３２４－７５５７

新宿区西新宿１－２５－１新宿センタービル 33F
★１回ずつでも聴講できます．この件については、MD オフィスまでご連絡下さい．
ショパンとリストの練習曲、ショパンのバラード、リストのウィリアムテル序曲、
リストーシューベルトのセレナード、メフィスト・ワルツ、ショパンのワルツやポロ
ネーズ、死の舞踏、その他実に多彩にいろいろな曲を関野直樹が演奏します．
是非日曜日の昼下がり、お散歩にお出かけ下さい．
●今後の予定
★ 大野真弓 ピアノリサイタル：２００８年１月１３日（日）東京オペラシティ・
リサイタルホール
★ 関野直樹 ピアノリサイタル：２００８年２月２４日（日）東京文化会館小ホール

ＭＤオフィス・ニュース・２００７１００１

さわやかな秋の恋しい今日この頃．．．いかがお過ごしでしょうか．
ご無沙汰いたしました．９月９－２０日まで、ハンガリーのブダペストで小さなピアノ
のセミナーを開きました．ブダペスト市内のアパートに滞在し、自炊をしながら、ちょ
っとしたミニ留学でした．リスト音楽院でレッスンを受け、最終日の１９日には、リス
トの美しい肖像画の掛かったＮＯ．Ⅹのサロンで、音楽院の学生３人と共に演奏会を持
つことが出来ました．互いによい刺激になったようです．日程半ばの週末には、７人乗
りのレンタカーを芦川が運転し、１泊の＜ハイドンとリストの旅＞に出かけました．オ
ーストリーの国境の町ショプロン、アイゼンシュタット、リストの生地ライディング（泊）、
フェルテトゥートにあるエステルハーザ宮殿（夏の離宮）を訪ねました．天気に恵まれ、
素晴らしい遠足になりました．
来年は少し規模を拡げてみようかと思っております．良かったらご参加下さい．
さて、いろいろな企画のお知らせです：
● 関野直樹、モーツアルトのコンチェルトを弾く．（チラシ参照）
2007 年 10 月 27 日（土）船橋市制７０周年記念・県民芸術劇場に出演
船橋市民文化ホール(14:00 開演)モーツアルト「２台ピアノのための協奏曲」を演奏
（ニューフィルハーモニーオーケストラ千葉＋指揮：現田茂夫と共演）
入場料：一般 ３０００円／高校生以下 １５００円 当方にお申し込み下さい．
● ＪＴＢカルチャーサロンの音楽講座「ロマンティックピアノ」関野直樹＋芦川紀子
第１回：１１月１１日（日）15:30-17:00＜ショパンとリストの練習曲＞
第２回：１１月２５日（日）15:30-17:00＜もの語る音楽＞
第３回：１２月

９日（日）15:30-17:00＜踊る音楽＞－ハンガリーワインと共に－

ショパンとリストの練習曲、ショパンのバラード、リストのウィリアムテル序曲、
リストーシューベルトのセレナード、メフィスト・ワルツ、ショパンのワルツやポロ
ネーズ、死の舞踏、その他実に多彩にいろいろな曲を関野が演奏します．
是非日曜日の昼下がり、お散歩にお出かけ下さい．
★ 申し込み：ＪＴＢカルチャーサロンへ直接お申し込み下さい．
● 関野直樹の今後の予定
★[関野直樹 ピアノリサイタル： ２００８年２月２４日（日）東京文化会館小ホール
バッハ、ベートーヴェン、ショパン、リストを予定しています．（14:00 開演予定）
★ ２００７年１２月にハンガリーでレコーディングを行います．
２月のリサイタルに発売予定です．楽しみにお待ち下さい．

★チケットのお申し込みについては、裏面をご覧下さい！！
その他のお知らせも裏面にあります．

● その他のお知らせ（詳細は次回のニュースで）
・ MD オフィス・サロンコンサート：２００７年１１月２２日（木）19: 00
会場：松尾楽器サロン／出演：衛本麻里子＋中谷路子＋大野真弓
・ 大野真弓 ピアノリサイタル：２００８年１月１３日（日）14:00
東京オペラシティ リサイタルホール／シューベルト・スカルラッティ・邦人作品
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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．

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

● 関野直樹、モーツアルトのコンチェルトを弾く（船橋のガラコンサート）
２００７年１０月２７日（土）１４：００

住

船橋市民文化ホール（船橋駅前）

一般 ３０００円 （

）枚

高校生以下 １５００円 （

）枚

所

〒

申込者氏名

TEL&FAX：
E-mail：
２００７年１０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
Mobile：０９０－４９６２－４４３７

e-mail :vzz05337@nifty.com

ＭＤオフィス・ニュース・２００７０５０５

新緑のまぶしい季節、お健やかにお過ごしのことと存じます．
自宅の窓から手を伸ばせは、欅の梢に触れることが出来ます．
小さな芽が毎日大きく手を広げ、やがてうっそうとした森の風情になります．
３月の関野直樹のコンサートツアーでは、お世話になりました．ご挨拶と共に、別紙の
ニュースをご覧下さい．今回はオペラ実験工房とゲキチのお知らせです．
● オペラ実験工房「ラ・ボエーム」（プッチーニ作曲）
オペラ実験工房は福岡の「アクロス福岡・イベントホール」での上演も実現しました．１
５回目の記念公演は、私にとって特別の思いがあり、またこのようなスタイルのオペラ上
演の原点にある作品「ラ・ボエーム」です．
グリーンホール相模大野・多目的ホール：全席自由・4200 円（ＭＤオフィスでは 5%割引）
２００７年６月１２日（火）19:00 開演（18:30 開場）
２００７年６月１４日（木）19:00 開演（18:30 開場）
今年は会場の都合で２日とも平日です．ご不便をおかけしますが、是非ご都合をつけて
お出かけ下さい．
尚、福岡の公演は、２００７年６月１７日（日）15:00 開演（14:30 開場）
アクロス福岡イベントホール（B2F）全席自由・一般 3000 円／学生 2000 円
九州地方のご友人がおられましたら、是非お知らせ下さい．
● ケマル・ゲキチ

ピアノリサイタル :東京・紀尾井ホール

２００７年６月１４日（木）19:00 開演（18:30 開場）
全席指定・一般 5500 円／学生 3500 円

(ＭＤオフィスではいずれも 500 円割引)

オペラ実験工房の２日目と重なってしまい、少々残念ですが、どうぞオペラは１２日にお
でかけいただき、１４日はゲキチのリサイタルへいらして下さい．皆様からの強い要望で、
ベートーヴェンの「ハンマークラヴィア」を演奏します．
● 芦川紀子の公 開 講 座 のお知らせ
タイトル：
「オペラ制作の現場から」オペラ実験工房の制作を通じて、オペラの制作の
歴史と、現場についてお話しします．「ラ・ボエーム」鑑賞の後に今一度お楽しみ下さい．
土曜の昼下がり、新しくオープンした東京ミッドタウンにお遊びがてら、
いらして下さい．
日

時

：２００７年６月２３日（土）14:30 – 16:30

場

所

：東京ミッドタウン・タワー５階：九州大学・芸術工学東京サイト[G-PARN]
インターナショナル・デザイン・リエゾンセンター、セミナールーム

参加費

：１０００円（予定）

詳

：http://www.design.kyushu-u.ac.jp/

細

の公開講座の項目に UP されます．

参加のお申し込みは、ＭＤオフィスの方へご連絡下さい．ご案内をお送りします．

★チケットのお申し込みについては、裏面をご覧下さい！！

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「ラ・ボエーム」
（プッチーニ作曲）
グリーンホール相模大野・多目的ホール．
入場料：両日とも全席自由 一般席のみ．チケットは５％割引です
４２００円→３９９０円

● ケマル・ゲキチ

６月１２日（火）・・・・・・（

）枚

６月１４日（木）・・・・・・（

）枚

ピアノリサイタル

６月１４日（木）19:00 開演：東京・紀尾井ホール 全席指定
チケットは５００円引

一般５５００円→５０００円（

）枚

学生３５００円→３０００円（

）枚

(学生席は当日指定)
・ ゲキチの他公演：
6/10（日）かじまちヤマハホール／浜松、6/20（水）宗次ホール／名古屋、
6/21 いずみホール／大阪．

住

その他武蔵野音大での学内コンサートもあります．

所

〒

申込者氏名

TEL&FAX：
E-mail：
２００７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

●公開講座の案内状： 希望（○印をおつけ下さい．）

ＭＤオフィス・ニュース・２００７０２０１

暖かい冬ですね、そしてもうすぐ春の声、久しぶりのニュースです．
今回は、＜関 野 直 樹＞特集
昨年１２月のアクロス福岡でのゲキチと関野の「運命」のデュオは劇的でした．ヨーロッ
パや日本各地での演奏会が続き、東京は２年ぶりの自主リサイタルです．昨年３月にリス
トの「超絶技巧練習曲」に関する学位論文で「博士」号を取得してから、リストを中心軸
としながらも、その他の音楽家と取り組んでいます．
● 関野直樹ピアノ・リサイタル－音の絵画展－（裏面に申込用紙有り）
２００７年３月８日（木）19:00 開演（18:30 開場）
・東京文化会館小ホール（上野公園）
前半はベートーヴェンのソナタ「悲愴」とリストのダンテ・ソナタというソナタ・プロ
グラム、後半はムソルグスキーの音の絵の世界．関野が 1999 年に最初にモスクワに短期
留学した時の縁の作品です．どんな音色が展開するでしょうか．是非お出かけ下さい
全席自由

一般：4000 円／学生：3000 円（ＭＤオフィスでは 500 円割引）

・

ベートーヴェン：ピアノ・ソナタ 第 8 番 ハ短調 作品１３ 「悲愴」

・

リスト：ダンテを読んで（ソナタ風幻想曲）巡礼の年 第２年「イタリア」より第７曲

・

ムソルグスキー：組曲「展覧会の絵」

● 関野直樹ピアノリサイタル in 浜松（裏面に申込用紙有り）
２００７年３月１６日（金）19:00 開演：浜松・かじまちヤマハホール
主催・問合せ：ＮＰＯ法人クロスロード・ミュージック浜松とおん 090-8398-9480
東京のリサイタルプログラムの他、りストの「ため息」を弾きます．
入場料：大人 2500 円（当日 3000 円）学生 1000 円

● 関野直樹 in 福岡（詳細・申込は別紙参照）
・２００７年３月１日（木）18:00

アクロス福岡「夕どきカフェコンサート」
（無料）

プレ・イヴェントにゲスト出演．４月からのシリーズの発表を兼ねます．
・２００７年３月２日（金）19:00 開演

サロン・コンサート（３月８日のプログラム）

ゆめアール大橋・大音楽室（西鉄大牟田線大橋駅１分）
入場料一般 2000 円／学生 1000 円
●２００７年３月１９日（月）19:00 開演：
「関野直樹とワインの会」
（詳細・申込別紙参照）
於：ムジカーザ（代々木上原） 会費：3000 円（ワイン、オードヴル付き）
★「関野直樹と連弾しよう」コーナー有り：希望者募集！！
問合せ・お申込：ＭＤオフィス・090-4962-4437 vzz05337@nifty.com

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．

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------●

関野直樹

ピアノ・リサイタル－音の絵画展－

３月８日（木）１９：００開演・東京文化会館小ホール（上野公園）
チケットは一 500 円割引です．一般４０００円→３５００円（

）枚

学生 ３０００円→２５００円（

● 関野直樹

）枚

ピアノ・リサイタル in 浜松

３月１６日（金）19:00 開演：浜松・かじまちヤマハホール
チケットは１割引です

住

大人２５００円→２２５０円（

）枚

学生１０００円→ ９００円（

）枚

所

〒

TEL&FAX：

申込者氏名

E-mail：
２００７年２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

● 予 告 (詳細は次号)：オペラ実験工房：プッチーニ作曲「ラ・ボエーム」
グリーンホール相模大野：６月１２日（火）１４日（金）19:00 開演
アクロス福岡・イベントホール

６月１７日（日）15:00 開演

●３月１９日（月）19:00 開演：「関野直樹とワインの会」
恒例のハンガリーワインと音楽の会です．
関野が（芦川も）、皆様のご支援を感謝し、ハンガリーからワインを運んで参ります．
今回はスパークリング・ワイン、リスト・ワイン、レアーニュカ、エグリ・ビカベール
など多彩にご用意してお待ちしています

どうぞ愉しいひと時を、お過ごし下さい．

於：ムジカーザ（代々木上原） 会費：3000 円（ワイン、オードヴル付き）
以下にお名前をご登録下さい．当日受付にての精算です．
参加申し込み

★「関野直樹と連弾しよう」コーナー：希望者募集！！
ご希望者名：
連弾希望曲：
問合せ・お申込：ＭＤオフィス：

TEL 090-3962-4437

FAX 045-972-9331

e-mail : vzz05337@nifty.com

地図入り

●関野直樹 サロン・コンサート in 福岡
東京のリサイタルに先立って、ご要望にお応えして、福岡で演奏します．
どうぞ、ご友人等お誘い合わせの上、お出かけ下さい．
３月２（金）１９：００開演・ゆめアール大橋・大音楽室（西鉄大牟田線大橋駅１分）
お名前をご登録下さい、代金は当日受付で精算致します．

一般２０００円

学生１０００円

お問い合わせ
TEL：０９０－４９６２－４４３７
FAX：０９２－５５３－４４５２
e-mail : vzz05337@nifty.com

地図入り

●３月１日（木）18:00

アクロス福岡「夕どきカフェコンサート」プレ・イベント

無料です．是非いらして下さい．

－アクロス福岡１Ｆ・コミュニケーションエリア－

このコンサートは、九州大学芸術工学研究院・芦川研究室を中心に、大学院「音楽マネジ
メント特論」のワークショップとアクロス福岡との協同で生まれた企画です．４月以降
１０回シリーズで展開します．そのプレイベントに関野がゲスト出演します．

