ボッケリーニ：ギター五重奏第 4 番
Ｊ.シュトラウス：「酒、女、歌」「朝刊」（長谷川弦編曲）
タカッチ：「春の音楽」

通信

【第１０号】

演奏はギターの長谷川弦さん、フルートの岩下智子さん、ヴァイ
オリンの坂元愛由子さん、梶川空飛亜さん、ヴィオラは河村泉さ

[発行：東京室内樂工房 2012 年 8 月 12 日]

ん、チェロが馬場隆弘でした。弦さんは僕が卒業した武蔵大学の
大先輩で、卒業後に単身ウィーンへ渡ってウィーン国立音楽大
学でギターの勉強をして、そのままアイゼンシュタットというハ

いやぁ、暑いです…皆様、いかがお過ごしでしょうか。

イドンが住んだ町でギタリストとして活躍されています。ようや
く念願の共演が叶いました。

新料金プラン始動！
2012 年 8 月 1 日より新料金プランが始まりました。一層リーズナ
ブルにご利用いただけるようになりました。

【新プラン その 1】「遅割（おそわり）プラン」
室内楽練習室（101 と 201）と 301 ホールが対象のプランです。
室内楽練習室についてはご利用希望日の 1 週間前以降、３０１ホ
ールについてはご利用希望日の 2 週間前以降のご予約につい
て以下の通りの割引を致します。
■室内楽練習室→700 円/30 分
■301 ホール→2 名様以下でのご利用＝1,500 円/30 分
3 名様以上でのご利用＝1,750 円/30 分
・ご利用は 1 時間単位でお願いします。
・キャンセルはお受けできません。

第 2 部はいつもの飲み食べながらのちぇんぼりーアンサンブル

・延長は正規料金を頂きます。

大会！ギター入りのアンサンブルも出来ました！「ピアノのレッ

・ポイントカードの割引との併用はできません。

【新プラン

スンで習ったことが生かせました！」という参加者の方も…今
回はソロも含め 11 曲…↓

その２】
「4 時間パックプラン」

・すべてのお部屋において、同じ日に 4 時間連続してご利用いただく場
合、ご利用開始から 30 分が無料となります。
・個人練習室をご利用の場合はドリンクバーのソフトドリンク飲み
放題。
・ポイントカードの割引との併用はできません。
◎なお、301 ホールのご利用に際してお配りして参りました無料
券（金券）の配布は 2012 年 7 月末日をもって終了とさせていた
だきました。

ギタリスト長谷川弦さん来館！
2012 年 8 月 10 日（金）午後 7 時開演「バッハはうす夏の音楽祭
第 2 夜～The Chamber Music Jamboree in BachHouse」を開催
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

致しました！

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

第 1 部プログラムは…

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
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も皆さん残って一杯…余韻を楽しんでいました。

の元コンサートマスター）が突如「バッハはうす」を訪れまし
た！マグデブルクフィルの山下さんがドイツにお帰りになると

ちぇんぼりー次回は！

いう事で「東京バッハハウスアンサンブル」の面々が集っており

次回「The chamber music jamboree」は 8 月 25 日（土）です！

ましたところ、いつもウィーンフィルやベルリンフィルのメンバー
をご紹介して下さっている頴川さんが我々メンバーに予告する

ヴァイオリニスト加藤美菜子プレゼンツ

ことなくサプライズでお連れ下さいました。そして即席でアン

グラズノフ：弦楽四重奏「5 つのノヴェレッテ」

サンブル大会となりました！

演奏：東京バッハハウスアンサンブル
ヴァイオリン：加藤美菜子、坂元愛由子
ヴィオラ：河村泉
チェロ：馬場隆弘

第 2 部はいつもの飲み・食べながらのアンサンブル大会です。会
費 1,500 円（飲物別）、最大午後 10 時まで。途中入退場可。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）

世界的コントラバス奏者来館決定！
♪ホームページが新しくなりました！

更になんと、世界的コントラバス奏者のカタリン・ロタル

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

（Catalin Rotaru）さんが「The Chamber Music Jamboree in
BachHouse」に登場です！プログラムは以下のようになりまし

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

た！コントラバスでモーツァルトは世界初との事です。

ーアル！是非ご覧ください。
http://www.shitsunaigaku.com/bach_house/index.html

Robert Schumann - Adagio and Allegro

（
「バッハはうす」で検索を！）

W.A. Mozart - violin concerto no. 5 in A major, K.219
-Adagio - Allegro Aperto

♪新しい当館パンフレットが出来ました！

-Adagio

当館の新しいパンフレットを配布しております。フロアガイドも入

-Rondeau - Tempo di Menuetto

って館内の様子がよく分かります。もちろん新料金プランも掲

Henry Vieuxtemps - Tarantella for violin

載！ロビーや受付にございます。送付ご希望の方は下記ま
で！

ピアノは田中拓未さんです。

「バッハはうす事業部」050－5809－5375
第 2 部のちぇんぼりーアンサンブル大会にも残って下さる事に
なっています。最大午後 10 時までですが、翌日もコンサートらし

♪夏季休業のご案内

く、何時までいて下さるかはその場の雰囲気とご本人次第とい

8 月 12 日～17 日まで、夏季休業を頂きます。その間、電話応対は

う感じです。

致しませんのでよろしくお願い致します。またサーバーメンテナ
9 月 29 日（土）午後 6 時半開演です。チャージは 1500 円。軽食

ンスのためフォームもご利用いただけなくなります。メールでの

は無料です。チケットは作りませんがご予約にて承ります。売り

お問い合わせには対応いたします。

切れ御免！

tokyo@shitsunaigaku.com

ダニエル・ゲーデさんご来館！
8 月 8 日、ダニエル・ゲーデさん（Daniel Gaede

までお願い致します。

♪ツイッターでも情報発信しています！

ウィーンフィル
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「bach_house」でやっております。毎日の営業情報やご利用内

※ヴァイオリン・チェロ・コントラバスはレンタル楽器あり

容なども書いております！是非フォローお願い致します！

◆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

♪「コンサートパッケージプラン」のご提案

す）

「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

◆フルート教室

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

岩下智子先生

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

◆声楽教室

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

高島敦子先生

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

◆室内楽／コレペティ（ピアノ伴奏）レッスン

ください。TEL050-5809-5375

馬場隆弘先生（室内楽）／田中拓未先生（コレペティ）

詳細はお問い合わせください。
詳細はお問合せください。
各６，０００

円／６０分

♪「The Chamber Music Jamboree in BachHouse

※詳しくは「バッハはうす」受付まで！ｔｅｌ050-5809-5375

（『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

♪「バッハはうす」秋の音楽祭 を企画中です！

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

「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

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

さんによる発表会です。ピアノ伴奏はお馴染みの田中拓未氏

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交

にお願いしています。

通費、次回以降３ヶ月以内の練習室半額券、The Chamber Music

形式・ジャンルは問いません。（ピアノ以外の楽器との室内楽

Jamboree in BachHouse の参加費が無料になります。

も可、アコースティック楽器に限ります）事前に田中氏のコレ
ペティレッスンか馬場の室内楽レッスンを１回受講していただ

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

きます。（第２次募集締切

8 月 31 日）

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

■日時：2012 年 11 月 18 日

18 時～（予定）

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

■会場：301 コンサートサロンにて

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

参加費は 1 団体 5,000 円で、レセプション費用は別途 1,000

で最後に演奏してから 3 ヶ月間有効）

円を徴収する予定です。
当日の開始前に会場でリハーサルが出来ます。

8 月 25 日（土）

18:30～

また出番が回ってくるまでは別室で音出しが出来ます。

加藤美菜子プレゼンツ
9 月 29 日（土）

♪301 コンサートサロンについて

18:30～

～カタリン・ロタルさんを招いて～

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

（詳細は上記）

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。

【計画中】11 月 25 日（日）

18:30～

～ソプラノ歌手の Daniela Bechly さんを招いて～

「バッハはうす」お得意様情報！
♪レッスンのご案内

「バッハはうす」を日頃ご利用して下さっているお得意

◆ヴァイオリン教室

様情報を紙面に掲載致します！掲載ご希望の方はお

坂元愛由子先生

４,８００円／４５分

梶川空飛亜先生

５,０００円／６０分

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。

◆チェロ教室
白佐武史先生

６，０００円／６０分

◆コントラバス教室

♪田中拓未

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

サロンコンサートシリーズ

第 25 回
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ヴァイオリンとピアノ

○８月 19 日（日）

14 時 30 分開演

のお客様は一回 500 円で鑑定！

○わたなべ音楽堂（足立区中央本町）
○フォーレ

ヴァイオリンソナタ

○一般 3,000 円/学生

第1番

ほか

◇楽器練習室「バッハはうす」のご予約・お問合せ等は

1,800 円

お電話かインターネットからお願い致します。

※シリーズのセット券あり
○ピアノ:田中拓未

電話：０５０-５８０９-５３７５

ヴァイオリン:井手上康

メール：tokyo@shitsunaigaku.com

○takumi.tanaka@gmx.net(田中)

ホームページ（フォームもあります）
http://www.shitsunaigaku.com/bachhouse/index.htm

♪アンサンブル・ディマンシュ
○９月２日（日）

第 71 回演奏会

（「バッハはうす」で検索して頂ければ出ます）

14 時 30 分開演

○草加市文化会館（東武スカイツリーライン「松原団

★個人練習室 400 円～／30 分

地駅」）

全部で 9 室、各部屋にアップライトピアノを備えていま

○メユール

交響曲第 1 番 ト短調

○モーツァルト

す。４㎡タイプと５㎡タイプの２種類があります。

フルート協奏曲第 1 番 ト長調

★室内楽練習室 1,000 円／30 分

ほか
○入場料

10 名様程度までご利用可能。グランドピアノがある 201

1,000 円

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。

○フルート:葛西賀子
○草加市文化会館

指揮:山本誠一郎

グランドピアノ使用料は 250 円/30 分です。

048-931-9977

★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

♪アンサンブルユニオン
○９月 15 日（土）

第 1 回演奏会

式 35 名様程度まで入れるサロンコンサートホールです。

14 時開演

グランドピアノ使用料は 250 円／30 分です。

○ミューザ川崎シンフォニーホール音楽工房 市民交流室

（備品）コントラバス＝1000 円／ｄａｙ、チェロ（中国製）

○ベートーヴェン

＝500 円／ｄａｙ、チェロ（イタリア製）＝1500 円／ｄａｙ、

七重奏

ほか

○入場無料

ヴァイオリン（日本製）＝1000 円／ｄａｙ、譜面台＝無料

○meganetwit@gmail.com

（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

♪Ｅｎｓｅｍｂｌｅ Ｃａｅｌｅｓｔｉｓ ｐｒｅｓｅｎｔｓ 古楽コンサート

響板（在庫数 2）＝無料、チェロ演奏台（Sound Podium

Ｄｕｏ Ｃａelestis 彷徨える弦の響き
○10 月８日（月・祝）
○荻窪

在庫数 1）＝無料（※コンサート時のみの貸し出し）

14 時開演

衎芸館

お部屋は全て飲食可能です。どうぞ、ご利用ください

○Ｊ．Ｓ．Ｂａｃｈ チェンバロとヴァイオリンのためのソナタ第 2 番 ほか

ませ！コーヒー、紅茶などは一杯５０円、缶ビール、グラ

○2,500 円

スワインは２５０円です。ご注文は内線電話でも承りま

○バロック・ヴァイオリン:今
チェンバロ：澤
○Ｅｎｓｅｍｂｌｅ

卓也

す。是非ご利用ください。

朱里

Ｃａｅｌｅｓｔｉｓ

048-942-1108

コンサート＆リハーサルサロン「バッハはうす」は、訪れ
た人たちが心地よく音楽を楽しみ、語らいながら様々

おまけ…

に交流するコミュニティの場でありたいと考えていま

◇「バッハはうす」ではプロの占い師、月丘アンナ先生

す。

（占いサイト「占い師の部屋」に出演中）によるタロット
占いと手相占いを随時承っております。練習室ご利用

馬場隆弘
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合同会社東京室内楽工房
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