その後は第２部の「ちぇんぼりーアンサンブル大会」
に流れ込みました。皆さん殆どの方が参加経験者だ
ったためか段取りもよく理解されていて大変やりや

通信

【第３号】

[発行:東京室内樂工房 ２０１２年１月１５日]

すかったです。（こちらが何も仕切らなくても自動的
に演奏が進む状態…！）

迎春
昨年は何かと大変な年となりましたが、皆様におか
れまして素晴らしい一年となりますよう、心からお
祈りしております。また当館「バッハはうす」船出の
年を共にお過ごしくださいまして心より感謝申し上
げます。

クリスマスコンサート＆ちぇんぼりー！
２ ０ １ １ 年 １ ２ 月 １ ８ 日 「 第 ２ 回 The Chamber Music

注目はルパンⅢ世の弦楽五重奏版でした。以前、長

Jamboree in BachHouse」を開催しました！

原幸太くんと太田雅音くんと遊んだアレンジもので

まずは第１部「バッハはうす」に縁のあるプロ演奏家

す。ルパンファンの Vn 鈴木さんが大興奮！

で編成する「東京バッハハウスアンサンブル」による

↓

モーツァルトの弦楽四重奏曲第１番とチェロアンサン
ブルによるクリスマス曲集をお届けしました。

１５００円の参加費の中に含まれている食べ放題のお
料理も美味しく（中華盛り合わせと焼き鳥、チーズ盛
り合わせ…）若い奏者の方が多かったせいか、あっ
↑モーツァルト弦楽四重奏

という間になくなってしまい急遽買いに走ったり…
うーむ、かなり用意したつもりだったが足りないの
か…飲み物だけは別会計で缶ビールとグラスワイ
ンが２５０円、ソフトドリンクは１００円。ワインが好評で
した。いつも１階に置いている「ガルシア・カリオン」と
いう赤ワインです。同銘柄の白も現在入荷しており
ます！
１０時の終了後も皆さん残って一杯…余韻を楽しん

↑チェロアンサンブル

でいました…
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スペシャルゲストの方々と…その後

♪「The Chamber Music Jamboree in BachHouse（『バ
ッハはうす』で室内楽のお祭り騒ぎ）」

２０１１年７月１８日にお招きしたウィーンフィル首席チェ

短いコンサートをやってから、飲み食べながらエント

ロ者フリッツ・ドレシャル氏より…ドレシャルさんにはク

リー方式で室内楽をどんどんやろう！というもので

リスマスカードと共に一緒に演奏した「バッハ＝サ

す。

ン・サーンスの無伴奏プレリュード伴奏による白鳥
（？？）」の譜面を同封したところ…「『白鳥』は特に

★第３回

１月２２日（日）

楽しかった。チェリストの息子と今度挑戦してみます。

シュミードル公演の際に代理奏者を務めてくださっ

お会いした全ての音楽家によろしく！」とのメッセ

た箱崎由衣さんと田中拓未氏によるブラームスの

ージを頂きました。

クラリネット三重奏曲
またフルートの岩下智子さん、ヴァイオリンを山本理紗さ

１１月１３日に共演したウィーンフィル首席クラリネット

んと坂元愛由子さんに、ヴィオラの河村泉さんにお願いし

奏者ペーター・シュミードル氏から「ウィーンリングア

て新年らしく「皇帝円舞曲」を予定しています！

ンサンブル」で来日されていたのをつかまえて、ツ
ーショット写真にサインを頂きバッハはうす受付の

★第３回 ２月１８日（土）

上の壁に…

ロッシーニが５５歳の誕生日（！？）を迎える２月に
因んで、ロッシーニの室内楽作品を…東京交響楽団

１１月２７日にお招きしたベルリンフィルのヴァイオリニ

のコントラバス奏者

スト

はうす」所蔵の（！）コントラバスの音色を聴いて頂

リューディガー・リーバーマンさんからはメー

安田修平氏を招いて「バッハ

ルで「あのような音楽会と音楽への情熱に大変驚

きます。

いた。また近いうちに『バッハはうす』に行くでしょう。

・チェロとコントラバスの為のデュオ

皆さんにとってよい２０１２年となりますように。」との

・弦楽のためのソナタより

メッセージを頂戴しました！
全てに飲み食べ物とプロアマ混合のちぇんぼりーア

「バッハはうす」ニュース！

ンサンブル大会が付いています。是非お気軽にご参
加を！

♪スペインの「ガルシア・カリオン」ワインの白が新し
く入荷しました。コーヒー、紅茶などは一杯５０円、缶

♪チェロ教室開講！

ビール、グラスワインは２５０円です。練習後、休憩時
に是非どうぞ！

「バッハはうす」支配人・東京交響楽団チェロ奏者の
馬場隆弘が「バッハはうす」でチェロを教えます！
楽器は無料でお貸しいたします。
☆６０００円／１時間（室料・チェロレンタル料込）
初心者大歓迎！（要予約、体験レッスンもします）
また、持ち方も分からないけど「バッハはうす」の部
屋を使ってちょっとチェロに触ってみたいという方
は以下のプランもご用意いたします。

（裏へ）
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☆１５００円／１時間（室料・チェロレンタル料込）
ワンポイントレクチャー付（５分程度の解説・要予約）

「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

詳しくは「バッハはうす」受付まで！

方はお申し出ください。また一定枚数のチラシを頂

ｔｅｌ

ければ当通信を送付の際に同封致します。

０５０－５８０９－５３７５

♪３０１ホールを３時間以上ご利用頂いたお客様に１

♪バロックオペラ プラテー（日本初演）

時間につき１０００円分の金券キャッシュバックサービ

～プロローグと３幕バレエ＝ブッフォン

スを３月末まで延長します。また、コンサートや発表

○作曲：ジャン・フィリップ・ラモー

会でご利用の場合には３階の小部屋を３部屋とも無

○演出・振付・音楽監修：錦織佳子

料提供いたします。荷物置き場や控室としてご利用

○出演：武井基治（プラテー）ほか

ください。

○2012 年 2 月 8 日（水）開演 19 時
9 日（木）開演 14 時

♪「バッハはうす」では、今回の東日本大震災や原

○会場：渋谷区文化総合センター大和田

発事故の影響により練習出来ない状況を強いられ
ている方々に対してとりあえず 2012 年 3 月いっぱ

さくらホール
○チケットお申込:JOY BALLET STUDIO

い、 無料で個人練習室をご利用頂けるボランティ

TEL/FAX 03-3950-5039

アサービスを行なっております。

motoharutakei@me.com

また被災者の方を含むアンサンブルや、東日本大震
災支援チャリティコンサートの合奏練習の場所とし

♪早稲田大学グリークラブ OB メンバーズ＆同志社

ても提供させて頂きます。

グリークラブ OB シンガーズ Joint Concert 2012

事前の連絡と、罹災・被災証明・チラシ等のご提示を

〇2012 年 4 月 7 日（土）

お願い致します。（原則２時間までとさせて頂きま

〇開演：17 時

す）

〇会場：杉並公会堂大ホール
〇入場料：指定席 2,000 円／自由席 1,000 円

♪各小部屋にあるアップライトピアノを順次調律中

〇早稲田大学グリークラブ OB シンガーズ

です。まずは３０２、３０４、２０３、２０５、２０６、２０７が調

同志社大学グリークラブ OB シンガーズ

律完了です。ピアノご利用の方は部屋番号をご確認

指揮＝中村洋／笹原優樹／竹内和朋／佐久間宰士

の上ご利用ください。

／山下裕司
ピアノ＝上杉奈央子／長田育忠
〇お問合せ
早稲田＝武内公認会計事務所 03－5379－
1022
同志社＝栃木 044－201－1697
♪東京セラフィックオーケストラ
第７回定期演奏会
ショパン ピアノ協奏曲第１番
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ブラームス 交響曲第２番他
○2012 年 2 月 5 日（日）

おまけ…

○開演：14 時

◇「バッハはうす」ではプロの占い師、月丘アンナ先

○会場：杉並公会堂大ホール

生（占いサイト「占い師の部屋」に出演中）によるタ

○入場料：1000 円

ロット占いと手相占いを随時承っております。一回

○東京セラフィックオーケストラ

500 円！

指揮：横島勝人 ピアノ：小山佳美
○お問合せ tokyoseraphic@yahoo.co.jp

◇楽器練習室「バッハはうす」ご予約の受け付けは
お電話かインターネットからお願い致します。

♪ドライオーフィルハーモニカ

第 18 回定期演奏会

電話：０５０-５８０９-５３７５

○2012 年 3 月 11 日（日曜日）

メール：tokyo@shitsunaigaku.com

○14 時開場／14 時 30 分開演

ホームページ：

○会場：さいたま市文化センター 大ホール

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

○料金：1000 円※公演チラシには料金の表記がありませんが、主
催者に確認しました

↑フォームもあります。
（「バッハはうす」で検索して頂ければ出ます）

○指揮：上垣 聡 ヴァイオリン：西田史朗
チャイコフスキー：ヴァイオリン協奏曲

★個人練習室 800 円～／時

ベートーヴェン：交響曲第 2 番他

全部で 9 室、各部屋にアップライトピアノを備えてい

○お申込み・お問い合わせ

ます。４㎡タイプと５㎡タイプの２種類があります。

090-8005-4330（長谷川）

★室内楽練習室 2,000 円／時

dreio_mail@yahoo.co.jp

10 名様程度までご利用可能。グランドピアノがある２
０１、とアップライトピアノが 2 台ある１０１の 2 部屋があ

♪友清麻樹子 ヴァイオリンリサイタル

ります。グランドピアノ使用料は 500 円／時間です。

○2012 年 1 月 31 日（火曜日）

★３０１ホール 5,000 円／時

○18 時 30 分開場／19 時開演

グランドピアノを備えたコンサート形式 60 名様、合

○会場：紀尾井ホール

奏形式 35 名様程度まで入れるホールです。３０１ホ

○料金：Ｓ席＝4,000 円／Ａ席＝3,000 円／学生席

ール。グランドピアノ使用料は 500 円／１時間です。

＝2,000 円
○共演：白石光隆（ピアノ）

（備品）コントラバス 2000 円／回、チェロ（中国製）
500 円／回、チェロ（イタリア製） 2000 円／回、バ

ブラームス：ヴァイオリンソナタ第 1 番「雨の歌」

ス椅子 200 円／回、

フォーレ：ヴァイオリンソナタ第 1 番 イ短調他

お部屋は全て飲食可能です。どうぞ、ご利用くださ

○お申込み・お問い合わせ

いませ！

makkitom0920@m7.gyao.jp
ＴＥＬ／ＦＡＸ 03-5443-2375（黒田）

馬場隆弘
合同会社東京室内楽工房
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