
　すみだトリフォニーホールの素晴ら
しさを以前より聞いていたので、11月
11日のコンサートをとても楽しみにし
ていました。上岡敏之氏の指揮で、ラ
フマニノフの「死の島」、チャイコフ
スキーの「ピアノ協奏曲」そして最後
にマックスレーガーの「ベックリンに
よる４つの音詩」が演奏されました。
普段チャイコフスキーを好んで聴くこ
とはありませんが、ブニアティシヴィ
リさんの演奏はとても素晴らしく、ソ
ロで演奏された２曲を特に好きになり
ました。音響も優れていて、バス奏者
が指で弦を弾く音やフルートのニュア
ンスも感じられました。素晴らしい
ホールでクラシック音楽を満喫できる
機会を皆さんにおすすめしたいです。

The Sumida Triphony Hall is reputed 
for its superb acoustics so I was really 
looking forward to attending a concert 
by The New Japan Philharmonic 
Orchestra on November 11th. 
The orchestra, conducted by Kamioka 
Toshiyuki, performed “Island of The 
Dead” by Rachmaninov, Piano Concerto 
No. 1 by Tchaikovsky, with Khatia 
Buniatishvili on piano, and finished with 
Max Reger’s Bocklin Suite Opus 128.
While I am not such a great fan of 
Tchaikovsky, Ms. Buniatishvili’s 
performance was more than excellent 
and I really enjoyed the two solo pieces 
performed as encore.
I was not disappointed by the acoustics: 
I could hear every finger pluck of the 
bass, every nuance of the flutes. The 
The Sumida Triphony Hall is truly a 
great venue for appreciating classical 
music and I recommend anyone to 
accept any opportunity to attend a 
concert there.
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難民等定住外国人への

ボランティア募集

墨田区錦糸1-14-7 ティックハウス2階　
貸会議室ROOMS（JR/ 半蔵門線錦糸町駅 徒歩 5分）

日本語学習支援・教科学習支援

03-5449-1331　　　
info@support21.or.jp　

社会福祉法人 さぽうと21（矢崎、神村）
東京都品川区上大崎2-12-2ミズホビル6階　
http://support21.or.jp/

●毎週日曜日 13:00～17:00

●錦糸町駅より徒歩５分
（うち２時間程度）

新日本フィル定期演奏会を聴いて
しん　   にほん　　　　　　　　　  　ていき　　 えんそう    かい　　　　き

コード・アンドリュー（イギリス）

Andrew Coad
        England

募集詳細

お問い合わせ先

『ひらがなネットしんぶん』人気の記事
「友だちの国は…」で、日本に住む外国
人を紹介しています。お国の話、日本の
暮らしなどを聞いて、記事にしています。
今までに 25か国 60人以上が登場しまし
た。ここに出たい人を募集します。地方
に住んでいる方でも登場いただけます。
ご連絡お待ちしています。
電話：03-6658-5414（平日 10 ～ 17 時）

「友だちの国は…」に出ませんか？

メール：info@hiragana-net.com
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