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[発行：東京室内樂工房 2012年 12月 8日] 

 

皆様いかがお過ごしでしょうか。今年最後の「バッハはうす通信」

となります。現在の営業時間で営業開始してようやく 1年… 

おかげさまでファンの方も増え、活動も安定してまいりました。

今年 1年応援して下さり、本当にありがとうございました！ 

 

新団体活動報告！ 
この秋「バッハはうす」を拠点に活動する 2つのアマチュア団体

を設立しました！「椎名町ストリングアンサンブル」と「しいなま

ち混声合唱団」です！既に 2 回に渡って合同の練習が実現しま

した！「アヴェ・ヴェルム・コルプス」「主よ、人の望みの喜びよ」

を練習し、音取りだけでなく音楽的な表現や歌詞の意味にも注

意を払いながら、とてもいい響きが実現しました。 

 

◆「椎名町ストリングアンサンブル」 

月 3回程度、平日の午後 7時～9時に３０１コンサートサロンにて

行なっております。譜読みの方法から音楽の表現の仕方につい

てもお話しています。「バッハはうす」支配人で東京交響楽団チ

ェロ奏者の馬場隆弘がご指導いたします。 

 

次回以降 3 回の練習日が決まっています。12 月 13 日（木）、21

日（金）、1月 8日（火）です。現在のところ曜日は確定しておらず、

その時にいる人たちで次回を決めています。 

 

◆「しいなまち混声合唱団」 

こちらも月 3回程度、平日の午後 7時～9時に３０１コンサートサ

ロンにて行なっております。東京混声合唱団の川出康平先生が

呼吸法、発声法から音取り、発音や音楽的表現についても丁寧

にご指導しております。 

 

次回以降 3 回の練習日は…12 月 12 日（水）、18 日（火）、1 月 9

日（水）です。 

 

どちらも現在参加希望者を大募集中です！参加ご希望の方は 

050-5809‐5375（「バッハはうす」受付）まで！ 

 

ソプラノ歌手ダニエラさん…ご報告！ 
2012 年 11 月 25 日（日）午後 6 時半開演「The Chamber Music 

Jamboree in BachHouse vol.14」を開催致しました！ 

 

今回の The Chamber Music Jamboree はお馴染みのフルート奏

者 岩下智子さんからのご紹介でイギリス在住のドイツ人ソプ

ラノ歌手 ダニエラ・ベハリーさん（Daniela Bechly）をお招きし

て本物のドイツリートを堪能させて頂きました。とても自然に歌

うその歌声は椎名町にいることを忘れさせてしまうものでした

…本物はすごいです…プログラムは… 

 

J.S.バッハ：ヨハネ受難曲 BWV.245 よりアリア「融けて流れよ、わが心」 

A.ルーセル：２つのロンサールの詩 op.26 

P.ゴーベール：古代のメダル 

R.シューマン：リーダークライス op.39より 

F.マルタン：３つのクリスマスの歌 

 

ソプラノ：ダニエラ・ベハリー 

フルート：岩下智子 ヴァイオリン：岩下恵美 ピアノ：岡田真歩 

 

第 2部「ちぇんぼりーアンサンブル大会」では時間が短かった事

もあり、演奏曲目は少なかったです…ダニエラさんに歌ってい

ただける曲が用意できなかったのが残念でしたが、ご自分のＣ

Ｄの中で使っている譜面のコピーを頂戴しましたので、また次回

に必ず！と言ってお別れしました。         

 

 

 

通信 【第１４号】 
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参加費は 1,500円で食べ放題弾き放題。飲み物だけは別会計で

缶ビールとグラスワインが 250円、ウーロン茶などのソフトドリン

クは 100 円から。ワインは「ガルシア・カリオン」をご用意。程よく

冷えたベルギービールは小型冷蔵庫で待機…。10 時の終了後

も皆さん残って一杯…余韻を楽しんでいました。 

 

秋の音楽祭 無事終了！ 
「バッハはうす」をご利用下さっているアマチュア奏者、生徒

さんによる発表会でした。 

 

■日時：2012年 11月 18日（日） 19時開演  

■会場：301コンサートサロンにて 

■入場無料 

 

【チェロ独奏】※ピアノ伴奏：田中拓未 

伴 憲明 「悲しきワルツ」（シベリウス） 

山本 剛宏 「ヴィオラ・ダ・ガンバのためのソナタ」（バッハ） 

山口 高太郎「白鳥」（サン=サーンス） 

葛西 まゆみ「アヴェマリア」（ピアソラ） 

【トリオ】 

Vc.小田 崇史・Vn.小田 香奈、Pf田中拓未 

「ピアノ三重奏」（クララ=シューマン） 

【ピアノ】 

涌井 実夏「ハンガリー舞曲 第 1集第 6番」（ブラームス） 

秋元 勝世「ピアノソナタ №24-2」（クレメンティ） 

 

皆さんとても熱心に練習されて、本番はいろいろな事が起きま

すがそれもまた良い経験となったようでした。打ち上げも大変

盛り上がりました！全体写真を撮らなかったのが不覚…また来

年の秋に企画したいと思います。 

 
ロビーコンサート！ 
11月 20日の午後 2時と午後 7時に玄関ロビーにて無料のロ

ビーコンサートを行いました！ ご近所の方々がいらして、お茶

を飲みながらおよそ 30分程度、チェロの音色を楽しんで行かれ

ました。次回は 12月 19日（水）午後 2時と午後 7時です！ 

 
２０１３年新年会を企画中です！ 

日頃「バッハはうす」をご利用いただいている皆様に楽しんで

頂こうという事で、３０１コンサートサロンにて 2013 年新年会を

行います！1Ｆロビーで鍋でもつつきながら、基本的には飲み会

ですが、全館をフリーにしてしまいますので各部屋で音を出す

のも自由です！完全持ち寄り制です。一人一品。食べ物の場合

は日持ちするものに限らせていただきます。 

 

2013年 1月 13日（日）午後 5時～10時（途中参加、途中退場可

能）当日ロビーで受付時に名札をお配ります。 

 

【企画その１】 

18時ころから「バッハはうす」を拠点に練習している2つの団体

「椎名町ストリングアンサンブル」と「しいなまち混声合唱団」に

よる「新春歌い＆弾き初め」… 

 

【企画その２】 

18時半頃から 301 コンサートサロンにて「福をもらおう！コンサ

ート」と題して、2012年に様々なコンクールなどで活躍された若

手演奏家の方をお招きしてミニガラコンサートを開催します！ 

 

♪会田莉凡さん（ヴァイオリン：日本音楽コンクール優勝） 

♪高島敦子さん（ソプラノ：新進演奏家育成プロジェクト合格） 

♪新見準平さん（バリトン：ソレイユ音楽コンクール優勝・音楽現

代新人賞） 

♪箱崎由衣さん（クラリネット：新進演奏家育成プロジェクト合格・

Ｎ響アカデミー合格・セントラル愛知合格） 

（五十音順） 

 

♪ホームページご覧ください！ 

コンサート＆リハーサルサロン「バッハはうすの」ホームページ

がリニューアルされました。東京室内樂工房の方も同時にリニュ

ーアル！是非ご覧ください。 

http://www.shitsunaigaku.com/bach_house/index.html 

（「バッハはうす」で検索を！） 

 

♪ツイッターでも情報発信しています！ 

「bach_house」でやっております。毎日の営業情報やご利用内

容なども書いております！是非フォローお願い致します！ 

 

♪「コンサートパッケージプラン」のご提案 

「バッハはうすでコンサートを企画される方に「コンサートパッ

ケージプラン」をご提供することに致しました。チラシやプログ

ラム等の作成、当日の受付業務、ステージマネジメント、終演後

のレセプションなど、ニーズに応じてコンサートご成功のお手伝

いを致します。詳しくは「バッハはうす」受付までお問い合わせ

ください。TEL050-5809-5375 

 
♪「The Chamber Music Jamboree in BachHouse 

（『バッハはうす』で室内楽のお祭り騒ぎ）」 

短いコンサートをやってから、飲み・食べながらエントリー方式で

室内楽をどんどんやろう！というもので、プロ奏者の方による

第 1部の室内楽コンサート企画を募集しております！第１部で演

奏して頂いた方には当日のみの 10杯飲み物無料券と少額のお

支払、次回以降３ヶ月以内の練習室半額券、The Chamber Music 

Jamboree in BachHouseの参加費が無料になります。 

 

http://www.shitsunaigaku.com/bach_house/index.html
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第 1部では 40分～1時間程度のコンサートをしてから第 2部が

ちぇんぼりーアンサンブル大会となります。 

プロ･アマ混合 食べ放題 弾き放題！飲み・食べながらのプ

ロアマ混合室内楽大会です。是非お気軽にご参加を！「東京バ

ッハハウスアンサンブル」メンバーの方は参加費無料！（第 1 部

で最後に演奏してから 3 ヶ月間有効） 

 

♪12月 15日（土）18:30～ 

オーボエ奏者 上畠義男プレゼンツ 

ブリテン：オーボエ四重奏の為のファンタジー 

アーノルド：オーボエ四重奏曲 

Ｖｎ：鈴木慶子、Ｖａ：鈴木まり奈、Ｖｃ：馬場隆弘 

 

♪2013年 1月 26日（土） 18:30～ 

ドヴォルザーク：弦楽四重奏「糸杉」 

ヴァイオリン：坂元愛由子、梶川空飛亜 

ヴィオラ：河村泉、チェロ：山岡真弓 

 

♪2013年 2月 24日（日） 18：30～ 

チェロアンサンブル「エクスタシー」（Cello Ensemble XTC） 

いよいよ登場！！ 

 

♪レッスンサロンのご案内 

◆ヴァイオリン教室 

坂元愛由子先生  ４,８００円／４５分 

梶川空飛亜先生  ５,０００円／６０分  

◆チェロ教室 

白佐武史先生  ６，０００円／６０分 

馬場隆弘先生  ６，０００円／６０分 

◆コントラバス教室 

安田修平先生（東京交響楽団コントラバス奏者） 

６,０００円／１時間 

※ヴァイオリン・チェロ・コントラバスはレンタル楽器あり 

◆クラリネット教室 

箱﨑由衣先生  ４,８００円／６０分（楽器をお持ちの方に限ります） 

◆フルート教室 

岩下智子先生  詳細はお問い合わせください。 

◆声楽教室 

高島敦子先生  詳細はお問合せください。 

◆室内楽／コレペティ（ピアノ伴奏）レッスン 

馬場隆弘先生（室内楽）／田中拓未先生（コレペティ） 各６，０００

円／６０分 

 

※詳しくは「バッハはうす」受付まで！ｔｅｌ050-5809-5375 

 

♪301 コンサートサロンについて 

コンサートや発表会でご利用の場合には３階の小部屋を３部

屋とも無料提供いたします。荷物置き場や控室としてご利用

ください。 

 

 

「バッハはうす」お得意様情報！ 
「バッハはうす」を日頃ご利用して下さっているお得意様情

報を紙面に掲載致します！掲載ご希望の方はお申し出くだ

さい。また一定枚数のチラシを頂ければ当通信を送付の際に

同封致します。 

 

♪田中拓未 ピアノリサイタルシリーズ in 奏楽堂 

○2013年 1月 20日（日） 18：30開演 

 ○旧東京音楽学校奏楽堂 

 ○バッハ：パルティータ第 1番 他 

 ○3,000円（学生 1,500円） 

  ○ピアノ：田中拓未 

 ○080‐3207‐3797（田中） 

 

♪ファミリーコンサート みんなでドレミ 

 ○1月 27日（日） 14：00開演 

 ○練馬文化センター小ホール 

 ○カノン ドレミの歌 他 

 ○500円 

  ○フルート：岩下智子 

ヴァイオリン：坂元愛由子 

チェロ：山岡真弓 

○03-3948-9000（練馬文化センター） 

 

♪La Calorosa Aria 第 2回演奏会 

 ○1月 11日（金） 19：15開演 

 ○久遠キリスト教会 

 ○ロッシーニ：小荘厳ミサ曲 

 ○2,000円（全席自由） 

  ○指揮：新見準平 

合唱：La Calorosa Aria 

○080-3411-6499(ＬＣＡ事務局) 

 

♪オペラ宅配便シリーズⅩⅠ 

 ○2月 2日（土） 16：00開演 

 ○ヨコスカ・ベイサイド・ポケット 

 ○メノッティ：アメリア舞踏会へ行く 

 ○3,500円（Ｓ席） 

  ○警察署長：新見準平（バリトン） 

○042‐338‐8912(丸山) 

 

♪プリモ芸術工房 オープン記念連続公演 

 ①12月 16日（土） 15：30開演 

 ○「タンホイザー」より 夕星のうた 他 
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  ○バリトン：泉良平 ピアノ：田中恭子 

 

②12月 18日（火） 13：00開演 

 ○カサド：親愛の言葉 他 

 ○チェロ：中田有 ピアノ：加納麻衣子 

 

○全公演共 4,000円（前売 3,500円） 

○03‐6421‐6917（プリモ芸術工房） 

 

♪宮前フィル 第 35回定期演奏会 

 ○１２月１６日（日） 13：30開演 

 ○横浜みなとみらいホール 

 ○組曲「展覧会の絵」（ムソルグスキー作曲 アシュケナージ編曲） 他 

 ○A席 1,500円、B席 1,000円（全席指定） 

 ○指揮：河地良智 

○044-870-7187(宮前フィル事務局) 

 

♪ハルモニア アンサンブル クリスマスコンサート 

 ○１２月 1８日（火） 19：00開演 

 ○府中の森芸術劇場ウィーンホール 

 ○プーランク：クリスマスのための 4つのモテット（全曲） 他 

 ○2,500円（学生 1,500円）（全席自由） 

○090-4244-2913(高寺) 

 

♪箱崎由衣 クラリネット・リサイタル 

<文化庁委託事業 新進演奏家育成プロジェクト  

リサイタルシリーズ TOKYO18> 

 ○1２月２４日（月・祝） 1４：00開演 

 ○東京文化会館小ホール 

 ○ブラームス「ピアノとクラリネットのためのソナタ」第 2番 他 

 ○2,500円（全席自由） 

 ○クラリネット：箱崎由衣 

  ピアノ：井澤久美子 

○03-3539-5131(日本演奏連盟) 

 

おまけ… 
◇楽器練習室「バッハはうす」のご予約・お問合せ等はお電

話かインターネットからお願い致します。 

電話：０５０-５８０９-５３７５ 

メール：tokyo@shitsunaigaku.com 

ホームページ（フォームもあります）

http://www.shitsunaigaku.com/bachhouse/index.htm 

（「バッハはうす」で検索して頂ければ出ます） 

 

★個人練習室 400円～／30分 

全部で9室、各部屋にアップライトピアノを備えています。４㎡

タイプと５㎡タイプの２種類があります。 

★室内楽練習室 1,000円／30分 

10名様程度までご利用可能。グランドピアノがある 201とアッ

プライトピアノが 2台ある１０１の 2部屋があります。グランドピ

アノ使用料は 250円/30分です。 

★３０１ホール 2,500円／30分 

グランドピアノを備えたコンサート形式 60名様、合奏形式 35

名様程度まで入れるサロンコンサートホールです。グランドピ

アノ使用料は 250円／30分です。 

（備品）コントラバス＝1000円／ｄａｙ、チェロ（中国製） ＝

500円／ｄａｙ、チェロ（イタリア製）＝1500円／ｄａｙ、ヴァイオリ

ン（日本製）＝1000円／ｄａｙ、譜面台＝無料（指揮者用譜面台

あり）、バス椅子（在庫数 3）＝無料、電子チェンバロ Roland 

C-30（在庫数 1）＝無料、簡易反響板（在庫数 2）＝無料、チェ

ロ演奏台（Sound Podium 在庫数 1）＝無料（※コンサート時の

みの貸し出し） 

 

お部屋は全て飲食可能です。どうぞ、ご利用くださいませ！

コーヒー、紅茶などは一杯５０円、缶ビール、グラスワインは２

５０円です。ご注文は内線電話でも承ります。是非ご利用くだ

さい。 

 

コンサート＆リハーサルサロン「バッハはうす」のロビーは 

クリスマス仕様になっています。 

是非お気軽にお立ち寄りくださいませ！ 

 

来年もどうぞよろしくお願いいたします。 

 

馬場隆弘 合同会社東京室内楽工房 


