
ＭＤオフィス・ニュース   ２０１０１２０１

いよいよ師走、今年もあとひと月となりました．

２１世紀の最初の１０年が終わります．それぞれに思い出深い年だったことと思いますが、

その１年を振り返り、ＭＤオフィスゆかりの音楽家たちによる年忘れのお祭りを開きます．

いつもお知らせしている方々に加え、九州で研究室ニュースをお送りしている皆様にも、

また、その他の地域の方々にも、ご案内させて頂きます．是非東京にお出になる機会を作

られて、ご一緒に愉快に、そして豊かな音楽で、今年１年を笑い飛ばしましょう．

ＭＤオフィス・年忘れガラ・コンサート    －こんなの有り．．．です－

ＭＤオフィスの企画の２本柱は、音楽の実験室の時から１７年続いた「オペラ実験工房」

と関野直樹関連のコンサートです．

オペラ実験工房はグリーンホール相模大野でその活動が始まり、２００７年からは福岡の

アクロス福岡と連携公演を始めましたが、本年は相模原市の政令指定都市施行により、い

ったん活動を休止しています．しかし、この活動の中で出会った沢山のすばらしい声楽家

たちと、今年も何かできないかと考えました．

また、２００８年１２月に関野直樹とケマル・ゲキチのデュオで、リスト編曲の２台ピア

ノ版による、「第九」を演奏したことは記憶に新しいことです．そして昨年１２月、同じ合

唱付きの４楽章にちょっと悪戯で、林田明子さんにソプラノ・ソロの部分のみを歌って頂

きました．その思いつきを今回は４人のソリストをお招きして、歌って頂くことにしまし

た．折角ですから、それぞれの演奏家にソロ演奏をして頂き、フィナーレは全員参加の「第

九」です．果てさて、いったいどうなりますことやら、是非聴きにいらして下さい．

日 時：２０１０年１２月２１日（火）１９：００開演（１８：３０開場）

場 所：東京文化会館小ホール（上野公園口）

入場料：全席自由 一般 ４０００円／学生 ３０００円

    

■チケットお申し込みは、裏面をご参照下さい．（割引有り）

出 演：声 楽 林田明子：ソプラノ・日野妙果：メゾ・ソプラノ

小林大作：テノール・伊藤 純：バス

ピアノ ケマル・ゲキチ・関野直樹   ピアノ伴奏 中谷路子

     

■プログラム等詳細は、同封のチラをご参照下さい．
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FAX 送付先：０４５－９７２－９３３１    e-mail : vzz05337@nifty.com
TEL:０９０－４９６２－４４３７

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

● ＭＤオフィス 年忘れガラコンサート                     

２０１０年１２月２１日（火）１９：００開演 東京文化会館小ホール

一般４０００円→３５００円（       枚）

学生３０００円→２５００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 
                                  

予告：中谷路子ピアノコンサート－ヴァイオリンとホルンのゲストを迎えて－     

日 時：２０１１年２月１２日（土）１８：３０開演（１８：００開場）

  場 所：東京オペラシティ・リサイタルホール（東京・初台）

  入場料：全席自由 一般 ４０００円／学生 ３０００円

  出 演：中谷路子／ロバート・ダヴィドヴィチ(Vn.)／大野雄太(Horn)
    曲 目：ピアノ・ソナタ第 31 番（ベートーヴェン）、ホルン三重奏（ブラームス）他



ＭＤオフィス・ニュース   ２０１００８２５

記録的猛暑、という言葉が次々と更新されて行きます．

モスクワが３８度など考えられないことですが、湿度を含んだ暑さが何ヶ月も続くことが

日本の夏の大変さですね．どうぞ皆様、くれぐれもご自愛下さい．

そして秋の声を聴きながらのＭＤオフィスのコンサートをお知らせします．

関野直樹・ピアノリサイタル      ―ピアノでオーケストラを聴こう－

「のだめカンタービレ」のテーマ、ベートーヴェンの交響曲第７番をピアノで演奏します．

リストのピアノ編曲版です．ウィリアムテル序曲も華麗なオーケストラのオペラ序曲．

ドイツで「魔法の指」と評された関野がダイナミックな演奏をお聴かせします．

今回は彼が通い慣れたＪＲ・津田沼駅前の「習志野文化ホール」①での地元の演奏会と

九州・久住高原の九重観光ホテル①での山のコンサートで演奏します．

①日 時：２０１０年９月２６日（日）１４：００開演（１３：３０開場）

場 所：習志野文化ホール（ＪＲ・津田沼駅前）

入場料：全席自由 一般 ３０００円／学生 １５００円

ＭＤオフィスへお申し込みの場合は５００円引きです．

ホールが 1000 名以上の大ホール、ご支援を！．東京駅から３０分です．

♪皆様、是非お出かけ下さい♪

②日 時：２０１０年１０月９日（土）２０：００開演（１９：３０開場）

場 所：九重観光ホテル・あじさいホール（大分県玖珠郡九重町田野牧の戸温泉）

     TEL：0973-79-2211／FAX：0973-79-3935   http://www.kuju-kh.com/    

料 金：コンサートプラン：¥16,000-(１泊二食＋コンサート)
     コンサートのみ ：一般 ¥2,500-／学生 ¥1,500-
          またホームページから on-line 予約していただくとお安く組み合わせることが

可能です．連休の週末です、東京からも是非九重の山々のすがすがしい空気と

温泉と一緒に関野のピアノを楽しみにいらして下さい．

     直接上記にお申し込みいただくか、ＭＤオフィスにお問い合わせ下さい．

お申し込みについて：裏面をご参照下さい．また、今回、可能な限り e-mail でお申し込み

頂ければ幸いです．芦川も関野も、音楽セミナーの開催とコンサート準備のため、

９月１８日までハンガリーのブダペストに滞在しています．

ファックスの場合は、裏面の番号をご利用下さい．チケットは速やかにお送りいたします．
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FAX 送付先：０４７－４７９－２７２４  e-mail : vzz05337@nifty.com
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● 関野直樹 ピアノリサイタル                     

２０１０年９月２６日（日）１４：００開演 習志野文化ホール

一般３０００円→２５００円（       枚）

学生１５００円→割引無し （       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

Schumann Abend－-シューマンの夕べ－のご案内            

ドイツ・デュセルドルフのシューマン音楽大学でともに学んだ仲良しトリオ

ＲＳＨトリオのシューマン室内楽の演奏会をお知らせします．

出演：坂井理恵（ピアノ）小川真由子（フルート）長澤沙織（クラリネット）

日 時：２０１０年９月４日（土）１９：１５開演（１８：４５開場）

場 所：管楽器専門店ダク「スペース DO(ドゥ)」（ＪＲ山手線 新大久保駅下車・徒歩３分）

入場料：全席自由 前売り 2,000 円／当日 2,500 円

詳細は次のお問い合わせ先へ：090-8004-0406(長澤) e-mail :Schumann.abend@gmail.com

予 告

ＭＤオフィス・ガラコンサート 2010年12月21日（火） 19:00開演 東京文化会館小ホール

（出演：ケマル・ゲキチ、関野直樹、中谷路子 他）

中谷路子 ピアノコンサート 2011年２月12日（土）東京オペラシティリサイタルホール



ＭＤオフィス・ニュース   ２０１００３０８
暖かさと寒さが行ったり来たりしておりますが、如何お過ごしでしょうか．

３月２日の東京文化会館に於ける「関野直樹ピアノリサイタル」は、皆様のご支援により

無事に終えることが出来ました．急なお知らせにも関わらず、本当にありがとうございま

した．リストはもとより、ショパンの音色も皆様に好評です．

今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます．

さて、今回はレッスンのお知らせとセミナーの予告です：

●フランツ・マッシンガー教授のピアノ・レッスン                  

ドイツの名門、ミュンヘン国立音楽大学のピアノ科主任、フランツ・マッシンガー教授

が来日されます．北九州市でのマスタークラスの為の来日ですが、東京でも２日間、レッ

スンをしていただくことになりました．

名ピアニスト、アルトゥーロ・ミケランジェリの愛弟子で、現在ミュンヘン音楽大学のピ

アノ科の主任を務めておられます．温和な人柄で豊かな音楽的レッスンと評判の先生です．

またドイツの音大とコンタクトお取りになりたい方なども、是非この機会をご利用下さい．

ご指導されておられる先生方は、是非門下の方々にご案内下さい．

日 時：２０１０年３月２３日（火）１０：００～１８：００

    ２０１０年３月２４日（水）１０：００～１８：００

会 場：２３日 芦川宅（横浜市青葉区柿の木台／田園都市線藤が丘駅）

    ２４日 岡田敦子先生宅（東京都目黒区自由ヶ丘／東横線自由ヶ丘駅）

    道順・地図等詳細は、レッスンご希望の方にお送りします．

謝 礼：２万円／１コマ１時間

通 訳：レッスンはドイツ語または英語．

通訳が必要な場合は、芦川がボランティアで致します．

申込み：ＭＤオフィス 芦川紀子まで．／電 話：０４５－９７８－４１９０

FAX  ：０９０－４９６２－４４３７

e-mail：vzz05337@nifty.com

●セミナーの予告                                

①2010 年８月１－１１日 ケマル・ゲキチのマスタークラス in スプリット（クロアチア）

②2010 年９月５－１７日（予定） 第５回ブダペスト音楽セミナー

①はゲキチの生まれた街で、アドリア海岸に面したローマ時代から由緒在る歴史都市

スプリットでのセミナーです．今年初めの開催．セミナーの参加料：３００ユーロ

②はリスト音楽院に於けるセミナーで、今年で５年目．詳細が決まり次第、ご案内します．



ＭＤオフィス・ニュース   ２０１００２０４

立春、とはいえ寒さの真っ最中、身を引き締めてゆきましょう．

昨年暮れのムジカーザでのMusic Shot Bar と新年のトライアングルコンサートには暖かい

ご支援をありがとうございました．おかげさまで無事、盛会のうちに終えることができま

した．今回は３月の演奏会のお知らせです．

関野の演奏会は、ショパンのコンチェルトでどうしても共演したいカルテットとの調整の

ため、ご案内がのびてしまいました．１０月以降に延期させていただくことに致します．

どうぞご了解下さい．その代わり、リストからショパンへの想いを込めて、２人の音楽家

のプログラムを演奏させていただきます．

また、インフルエンザで延期になりました小林菜美のリサイタルも、３月３１日ございま

す．どうぞお出かけ下さい．

関野直樹・ピアノリサイタル         ―ショパンへのオマージュ―

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（５００円引き）

宣伝期間が短く、どうぞ知人・ご友人の方々、お誘い合わせの上、是非お出で下さい．

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―

日 時：２０１０年３月３１日（水）１９：００開演（１８：３０開場）

場 所：銀座・王子ホール

入場料：一般のみ５０００円（一割引）

お申し込みには裏面のフォームをご利用下さい！  

●５月１日に関野直樹はドイツのメミンゲンの「死の舞踏展」閉幕週間に行わ

れる「死の舞踏学会」の会期中に、１晩のリサイタルを致します．

ウェーバー、ラベル、ショパン、リストの曲を演奏します．

ドイツへご旅行の予定がある方は是非お出かけ下さい．

「死の舞踏展」については：http://www.memmingen.de/kunsthalle.html 参照
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 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．
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● 関野直樹 ピアノリサイタル                     

２０１０年３月２日（火）１９：００開演 上野・東京文化会館

一般４５００円→４０００円（       枚）

          

学生３０００円→２５００円（       枚）

● 小林菜美 ソプラノリサイタル                    

２０１０年３月３１日（水）１９：００開演 銀座・王子ホール

一般５０００円→４５００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 


