
ＭＤオフィス・ニュース      20141227
今年も本当に残り僅かとなりました。お元気ですか。

2014 年も、ＭＤオフィスをご支援頂きありがとうございました。今年最後のMD オフィス・ニュースです。

■ＭＤオフィス・転居のお知らせ：

40 年間住み慣れ、ずっと活動の拠点として参りました横浜市青葉区を離れ、東京世田谷の奥沢に移りま

した。新しいスタジオが出来ましたので、是非お出かけ下さい。

〒158-0083 東京都世田谷区奥沢 2-5-11／TEL&FAX 03-6338-3048
東急東横線・大井町線 自由が丘駅から徒歩 10分／東急目黒線 奥沢駅から徒歩 5分

■ミュージック・ショットバー Vol.4 のお知らせ：

新年早々、表参道のミュージック・ショットバーにお出かけ下さい。4回目は、新春ガラコンサート

です。同封のチラシをご参照下さい。リスト音楽院のドラフィ教授を囲んで、ソロ・連弾、2台ピア

ノ等、賑やかなプログラムです。関野直樹プロデュース。

  日時：2014 年 1 月 15 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」

東京メトロ表参道駅・A1 出口徒歩 1 分（階段）／B5 出口徒歩 3 分（エスカレーター）

入場料：一般\4,000 ／学生￥3,000- 全席自由・ドリンク付（お申し込み裏面参照）

■ドラフィ教授のマスタークラス：まだ、空きがございますので、お問い合わせ下さい。

2015 年 1 月 19 日（月）20 日（火）22日（木）

会場：MDオフィスの奥沢スタジオ（上記の住所）

■今後のスケジュール：詳細は追ってお知らせ致します。

・ホセ・ロペス ピアノリサイタル

2015 年 3月 13 日（金）19:00 開演／会場:カワイ表参道・コンサートサロン「パウゼ」

芦川スタジオでのレッスンがあります。（3月 15，16，17日の予定）

・アントニオ・ディ・クリストファーノ ピアノリサイタル

（スクリャービン没後 100 年記念・岡田敦子氏のショートレクチャーがあります。）

2015 年 3 月 27 日（金）19:00開演／ヤマハ銀座・コンサートサロン

やはり、マスタークラスがあります。（3 月 28、29、30 日の予定）

■ショパン協会主催のコンクールのお知らせを同封しています。若いピアニストの皆さん、是非ご参加を！

■関野直樹サード・アルバム：Fantasic Piano （収録曲・お申し込みは裏面参照）



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

・ドリンクサービス等のため割引はございません。

一般４０００円・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（     枚）

学生３０００円・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（     枚）

■関野直樹サード・アルバム：Fantasic Piano

『魔法の指』の異名を持つハンガリー在住の実力派ピアニスト関野直樹の3ndアルバム。

ピアニスティックな幻想曲の名曲ばかりを集めた関野直樹のベストアルバムとも言える力作。

収録曲：リスト「ダンテを読んで」、ベートーヴェン「月光」、スクリャービン「幻想ソ

ナタ」、ショパン「幻想即興曲」「ノクターン ハ短調」，リスト=ヘンデル：歌劇「ア

ルミ-ラ」より、サラバンドとシャコンヌ。幻想曲特集、素晴らしいできばえです。

３０００円・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（     枚）

                                            

住 所

〒                                   

                                                                               

申込者氏名                         TEL&FAX：                                

                                     E-mail：                                 

【申込先】ＭＤオフィス・芦川紀子〒158-0083 東京都世田谷区奥沢２－５－１１

TEL＆FAX  03-6338-3048 携帯：090-4962-4437
e-mail ：vzz05337@nifty.com



ＭＤオフィス・ニュース      20141222
今年も残り僅かとなりました。お元気ですか。

2014 年は、ＭＤオフィスをご支援頂きありがとうございました。今年最後の MD オフィスニュースです。

■ＭＤオフィス・転居のお知らせ：

40 年間住み慣れ、ずっと活動の拠点として参りました横浜市青葉区を離れ、東京世田谷の奥沢に移りま

した。

ゴールデンウィークも終わり、緑の美しい季節お健やかにお過ごしのことと存じます。久しぶりの MDオ

フィスニュースをお送りします。本年は年始のご挨拶を失礼致しましたので、昨年 1年間の活動報告もさ

せて頂きます。お陰様で､この 3 月で九州大学定年退職後、丸 2年が過ぎましたが、相変わらずバタバタと

元気に過ごしております。昨年 4月から、日大芸術学部に加えて、法政大学スポーツ健康学部で「音楽文

化論」を講義しております。スポーツと音楽は実はとても深い関係にあるのです。昨年 10月はドイツ・ミ

ュンヘン（コンサート）→ワシントン／ボルティモア（Liszt=Garrison International Festival and 

competition に参加。 関野は推薦を受けてコンクールのアーティスト部門に参加し、第 2 位に入賞しまし

た。）→マイアミ→シカゴ経由で日本に帰国、と言う世界 1 周ツアーでいろいろな成果が有りました。定年

後の世界 1 周というと皆さん、豪華客船の世界 1 周クルーズをイメージされるようですが、2 週間ほどの

駆け足で、帰国してからどこの時間帯に自分がいるのか分からない日々が続きましたが、それはそれで刺

激的でした。

帰国後は、関野直樹の 3 枚目の CD レコーディング、12 月のカワイ表参道に於けるミュージック・ショ

ットバーvol.3 を開催、津軽三味線と共演を致しました。この 4 月 28 日には、関野が昭和女子大学人見記

念講堂で新日フィルとガーシュウィンのラプソディ・イン・ブルーを共演致しました。非公開の演奏会で

すので､ご案内できませんでしたが、なかなかの迫力でした。

さて、本日は 6 月の NHK 交響楽団メンバーとの共演他、ご案内させて頂きます。

■石田泰尚＆関野直樹 with NHK 交響楽団メンバーによる「協奏曲の夕べ」

日時：2013 年 6 月 20 日（金）19:00 開演（18:30 開場）

会場:東京オペラシティ コンサートホール

入場料：全席指定・S\6,000 , A\4,000 , B\3,000（MD オフィス割引あり.裏面参照）

石田氏のヴィヴァルディも、関野のバッハもソリストの弾き振りです。バッハはのだめ



カンタービレで玉木宏扮する「千秋先輩」が弾き振りをした曲です。バロックの名曲とソ

リスト同士のデュオも聴けるというプログラムです。アンコールもお楽しみに！

■関野直樹サード・アルバム：Fantasic Piano （お申し込みは裏面参照）

収録曲：リスト「ダンテを読んで」、ベートーヴェン「月光」、スクリャービン「幻想

ソナタ」、ショパン「幻想即興曲」「ノクターン ハ短調」，リスト=ヘンデル：歌劇「ア

ルミ-ラ」より、サラバンドとシャコンヌ。幻想曲特集、素晴らしいできばえです。

■クラシックの小径（こみち）尾形大介プロデュース vol.1 のチラシを同封します。

尾形大介氏は、ハンガリーのリスト音楽院で関野と同時期に研鑽を積んだピアニストです。

帰国後、ユニークな活動を行っています。今回は直近のお知らせなりましたので、チケッ

トのお申し込みは、チラシに記載のお問い合わせ先へ！

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．

                                           

■石田泰尚＆関野直樹 with NHK 交響楽団メンバーによる「協奏曲の夕べ」

Ｓ席 ６０００円→５４００円・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（     枚）

Ａ席 ４０００円→３６００円・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（     枚）

Ｂ席 ３０００円→２７００円・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（     枚）

■関野直樹サード・アルバム：Fantasic Piano

『魔法の指』の異名を持つハンガリー在住の実力派ピアニスト関野直樹の3ndアルバム。

ピアニスティックな幻想曲の名曲ばかりを集めた関野直樹のベストアルバムとも言える力作。

収録曲：リスト「ダンテを読んで」、ベートーヴェン「月光」、スクリャービン「幻想ソ

ナタ」、ショパン「幻想即興曲」「ノクターン ハ短調」，リスト=ヘンデル：歌劇「ア

ルミ-ラ」より、サラバンドとシャコンヌ。幻想曲特集、素晴らしいできばえです。



３０００円・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（     枚）

                                            

住 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      20140506
新緑の美しい季節になりました。

ゴールデンウィークも終わり、緑の美しい季節お健やかにお過ごしのことと存じます。久しぶりの MDオ

フィスニュースをお送りします。本年は年始のご挨拶を失礼致しましたので、昨年 1年間の活動報告もさ

せて頂きます。お陰様で､この 3 月で九州大学定年退職後、丸 2年が過ぎましたが、相変わらずバタバタと

元気に過ごしております。昨年 4月から、日大芸術学部に加えて、法政大学スポーツ健康学部で「音楽文

化論」を講義しております。スポーツと音楽は実はとても深い関係にあるのです。昨年 10月はドイツ・ミ

ュンヘン（コンサート）→ワシントン／ボルティモア（Liszt=Garrison International Festival and 

competition に参加。 関野は推薦を受けてコンクールのアーティスト部門に参加し、第 2 位に入賞しまし

た。）→マイアミ→シカゴ経由で日本に帰国、と言う世界 1 周ツアーでいろいろな成果が有りました。定年

後の世界 1 周というと皆さん、豪華客船の世界 1 周クルーズをイメージされるようですが、2 週間ほどの

駆け足で、帰国してからどこの時間帯に自分がいるのか分からない日々が続きましたが、それはそれで刺

激的でした。

帰国後は、関野直樹の 3 枚目の CD レコーディング、12 月のカワイ表参道に於けるミュージック・ショ

ットバーvol.3 を開催、津軽三味線と共演を致しました。この 4 月 28 日には、関野が昭和女子大学人見記

念講堂で新日フィルとガーシュウィンのラプソディ・イン・ブルーを共演致しました。非公開の演奏会で

すので､ご案内できませんでしたが、なかなかの迫力でした。

さて、本日は 6 月の NHK 交響楽団メンバーとの共演他、ご案内させて頂きます。

■石田泰尚＆関野直樹 with NHK 交響楽団メンバーによる「協奏曲の夕べ」

日時：2013 年 6 月 20 日（金）19:00 開演（18:30 開場）

会場:東京オペラシティ コンサートホール

入場料：全席指定・S\6,000 , A\4,000 , B\3,000（MD オフィス割引あり.裏面参照）

石田氏のヴィヴァルディも、関野のバッハもソリストの弾き振りです。バッハはのだめ

カンタービレで玉木宏扮する「千秋先輩」が弾き振りをした曲です。バロックの名曲とソ

リスト同士のデュオも聴けるというプログラムです。アンコールもお楽しみに！

■関野直樹サード・アルバム：Fantasic Piano （お申し込みは裏面参照）

収録曲：リスト「ダンテを読んで」、ベートーヴェン「月光」、スクリャービン「幻想

ソナタ」、ショパン「幻想即興曲」「ノクターン ハ短調」，リスト=ヘンデル：歌劇「ア

ルミ-ラ」より、サラバンドとシャコンヌ。幻想曲特集、素晴らしいできばえです。

■クラシックの小径（こみち）尾形大介プロデュース vol.1 のチラシを同封します。

尾形大介氏は、ハンガリーのリスト音楽院で関野と同時期に研鑽を積んだピアニストです。

帰国後、ユニークな活動を行っています。今回は直近のお知らせなりましたので、チケッ

トのお申し込みは、チラシに記載のお問い合わせ先へ！



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．

                                           

■石田泰尚＆関野直樹 with NHK 交響楽団メンバーによる「協奏曲の夕べ」

Ｓ席 ６０００円→５４００円・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（     枚）

Ａ席 ４０００円→３６００円・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（     枚）

Ｂ席 ３０００円→２７００円・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（     枚）

■関野直樹サード・アルバム：Fantasic Piano

『魔法の指』の異名を持つハンガリー在住の実力派ピアニスト関野直樹の3ndアルバム。

ピアニスティックな幻想曲の名曲ばかりを集めた関野直樹のベストアルバムとも言える力作。

収録曲：リスト「ダンテを読んで」、ベートーヴェン「月光」、スクリャービン「幻想ソ

ナタ」、ショパン「幻想即興曲」「ノクターン ハ短調」，リスト=ヘンデル：歌劇「ア

ルミ-ラ」より、サラバンドとシャコンヌ。幻想曲特集、素晴らしいできばえです。

３０００円・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（     枚）

                                            

住 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） 20140325
桜が開花しました。満開が待ち遠しいですね。

九州の皆様、ご無沙汰致しております。MD オフィスの芦川紀子です。本年は年始のご挨

拶を申し上げず､大変失礼致しました。お陰様で､この 3 月で九州大学定年退職後、丸 2 年

が過ぎましたが、相変わらずバタバタと元気に過ごしております。昨年 4 月から、日大芸

術学部に加えて、法政大学スポーツ健康学部で「音楽文化論」を講義しております。スポ

ーツと音楽は実はとても深い関係にあるのです。昨年 10 月にはドイツ・ミュンヘン（コン

サート）→ワシントン／ボルティモア（Liszt=Garrison International Festival and 
competition に参加。関野は推薦を受けてコンクールのアーティスト部門に参加し，第 2 位

に入賞しました。）→マイアミ→シカゴ経由で日本に帰国、と言う世界 1 周ツアーでいろい

ろな成果が有りました。定年後の世界 1 周というと皆さん、豪華客船の世界 1 周クルーズ

をイメージされるようですが、結構過酷な 2 週間ほどの駆け足で、帰国してからどこの時

間帯に自分がいるのか分からない日々が続きましたが、それはそれで刺激的でした。

さて、本日はアクロス福岡の「オペラ実験工房」で素晴らしい演奏を聴かせて下さった

ソプラノの林田明子さんの福岡での初めてのリサイタルのお知らせです。ウィーン在住の

林田さんがウィーンの春風に乗せて素晴らしいプログラムをお届けします。

同封のチラシをご参照の上、是非聴きにいらしてください。

■林田明子ソプラノ・リサイタル

日時：2014 年 4 月 21 日（月）19:00 開演 （18:30 開場）

会場：あいれふホール（福岡氏健康づくりサポートセンター１０F）

入場料：全席自由 一般 3,000 円  学生：1,500 円

歌曲、ヴォーカリーズ、華麗なオペラアリア、声の技の極みをおきかせします。

MD オフィス割引がございますので、裏面をご参照ください。

■お馴染み関野直樹のオーケストラとの共演：

  4 月 28日（月）昭和女子大学人見記念ホールにて,新日本フィルハーモニーと「ラプソ

ディ・イン・ブルーを共演します（一般非公開）、また、6 月には同封のチラシの通り東

京オペラシティ・コンサーのホールの協奏曲の夕べに出演し、N 響メンバーと共演します。

東京にお出かけのご都合が合いましたら、是非聴きにいらしてください。

日時：2013 年 6 月 20 日（金）19:00 開演（18:30 開場）

会場:東京オペラシティ コンサートホール

入場料：全席指定・S\6,000 , A\4,000 , B\3,000（MD オフィス割引あり.裏面参照）

また関野の 3 枚目の CD が 4 月 23 日にリリースされます。幻想曲特集です。なかなかの仕

上がりです。是非、お聴き下さい。予約受け付けます。（裏面参照）



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．

                                           

■林田明子ソプラノ・リサイタル（４月１２１日・月）全席自由

一般 ３０００円→２７００円 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（     枚）

学生 １５００（割引無し） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（     枚）

■協奏曲の夕べ:石田泰尚＆関野直樹とNHK交響楽団メンバーによる（全席指定）

Ｓ席 ６０００円 →５４００円・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（     枚）

Ａ席 ４０００円→３６００円・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（     枚）

Ｂ席 ３０００円→２７００円・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（     枚）

■関野直樹サード・アルバム：Fantasic Piano

収録曲：リスト「ダンテを読んで」、ベートーヴェン「月光」、スクリャービン「幻想

ソナタ」、ショパン「幻想即興曲」「ノクターン ハ短調」，リスト=ヘンデル：歌劇「ア

ルミ-ラ」より、サラバンドとシャコンヌ。素晴らしいできばえです。

先行予約 ￥3000- ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（     枚）

                                           

住 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
＊＊林田さんのリサイタルは、福岡オフィスの方にお申し込み頂けます：

      MD オフィス福岡： TEL/FAX 092-928-2551
          e-mail ： khidemi@tkg.bbiq.jp


