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寒い日が続いておりますが皆様いかがお過ごしで
しょうか。「バッハはうす」では２階ロビーにもストー
ブを入れ、暖かい環境で皆様のお越しをお待ちして
おります。

今回は久々にかなり演奏させてもらいました。バロ
ックヴァイオリン持参の方を交えトリル多用の「カノン」
やシューマンのピアノ五重奏など…初見のオンパレ
ード…呑んでるし、野性的な勘が頼りです…（汗）

ニューイヤーコンサート終了！
２ ０ １ ２ 年 １ 月 ２ ２ 日 「 第 ３ 回 The Chamber Music
Jamboree in BachHouse」を開催致しました！
まずは第１部「バッハはうす」に縁のあるプロ演奏家
で編成する「東京バッハハウスアンサンブル」のコン

↑そんな中、最近本番をやったばかりのグループが
素晴らしくトリを飾ってくれました！

サート。今回はまず昨年１１月のペーター・シュミード
ル・コンサートの際に練習にお付き合い下さいました
クラリネットの箱崎由衣さんと実際に共演した田中
拓未氏、馬場隆弘でブラームスの「クラリネット三重
奏曲」を演奏しました。そして上記メンバーに加えて、
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、山本理沙さん、ヴィオラの河村泉さんで新年ら
しくシュトラウス作曲（シェーンベルク編曲）の「皇帝

参加費は１５００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、ソフト
ドリンクは１００円。コーヒー、紅茶、生絞りリンゴジュー
スなど、ワインは「ガルシア・カリオン」とベルギービ
ールもご用意。
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…

円舞曲」を賑やかに演奏しました。（今回写真を撮り
忘れたのです…残念）

次回は２月１８日（土）
ロッシーニの室内楽特集です。第１部では「弦楽のた

その後は第２部の「ちぇんぼりーアンサンブル大会」
へ…。お料理は前回に引き続き中華料理と焼き鳥、
チーズの盛り合わせ。今回は前回の教訓を踏まえ三
割増しでご用意…！

めのソナタ」「チェロとコントラバスのためのデュオ」
「老年のいたずらより『涙』」を演奏する予定です。コ
ントラバス：安田修平氏（東京交響楽団）ヴァイオリン：
坂元愛由子さん、梶川空飛亜さん、ピアノに田中拓
未氏を招いて編成します。
次回のお料理のテーマは「揚げ物祭り！」お酒はい
つもの通りですが、今回はカクテルに挑戦しようと
思います。その名はなんとカクテル「メリーウィドウ」。
滅多に飲めないカクテルを再現いたします！ご期

↑以前参加されていたメンバーが久々に登場…逞

待ください！

しく成長している姿に感激…！
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「バッハはうす」ニュース！

神みたいなラベル）」「パウエル・クワック（グラス
が！）」以上１１種類です！専用グラスも揃えつつあ
ります。「バッハはうす」ならではの低価格でご提供

♪「～お知らせ～

当館では、お客様のゆとりのあ

いたします。

る練習計画と、快適な練習環境を確保するために、
前後のお客様との入れ替え時間を３０分程度取る事

♪

ＷＩ－ＦＩ 導入しました！

を心がけています。入れ替え時間分のご利用料金

最大 5 名様まで同時に接続できます。

は頂きません。」

ネットワーク：URoadWPS-33CD3D
ネットワークキー：bachhouse

んー…つまり、ご予約時間の１５分程度前にはお入り
頂いて音出しやご準備が可能です。またご利用終

♪ジンベースのカクテル「メリー・ウィドウ」

了時刻５分前に退出の合図がピカピカ光ったりしな

受付にて 250 円で飲めます！強いのでご注意を！

い、という事です。時間いっぱいまで練習して頂き、
ゆっくりと片づけや整理体操、お茶を飲むなどして

♪「The Chamber Music Jamboree in BachHouse（『バ

お過ごし頂いて構いません、その時間分はタダなの

ッハはうす』で室内楽のお祭り騒ぎ）」

で、例えば１時間予約して料金をお支払い頂くと１時

短いコンサートをやってから、飲み食べながらエント

間３０分程度使える…という事です。お得ですね。た

リー方式で室内楽をどんどんやろう！というもので

だし次のお客様のご利用の準備のために終了時刻

す。

にはスタッフが清掃に入らせていただく場合がござ

★第４回 ２月１８日（土）

います。

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

♪１階の階段下に新しいコーヒーメーカーを導入し

のコントラバス奏者

安田修平氏を招いて「バッハ

ました。ドリップしたてが、そのまま真空ポットで保温

はうす」所蔵の（！）コントラバスの音色を聴いて頂

されるものです。お値段据え置きの１杯５０円です。

きます。
・チェロとコントラバスの為のデュオ
・弦楽のためのソナタより 他
全てに飲み食べ物とプロアマ混合のちぇんぼりーア
ンサンブル大会が付いています。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！

♪熱心な研究の結果により、「バッハはうす」にて取

★第５回 ３月１８日（日）

り扱うベルギービールの銘柄を１１種類チョイスいた

第 1 部 ベートーヴェン 交響曲第７番全楽章の弦

しました。定番の「オルヴァル（トラピストビール）」「シ

楽五重奏版（１８１６年ウィーン Steiner 社版）を演奏

メイ」「ヒューガルテン（ホワイトビール）」「デュベル

予定。（演奏：東京バッハハウスアンサンブル）

（ゴールデン・エール）」に加えて「ギロチン」「ローデ

第 2 部 ちぇんぼりーアンサンブル大会

ンバッハ（レッドビール）」「ブロンシュ・ド・ブリュッセル

プロアマ混合 食べ放題 弾き放題！

（小便小僧のラベル）」「デリリウム（ピンクの象が！）」
「ヴァレール・エクストラ（酵母が！）」「ゴイヤス（大魔
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♪チェロ教室開講！

す。酷いと思っていたピアノも生まれ変わって元気
に鳴っています！ピアノご利用の方は部屋番号を

「バッハはうす」支配人・東京交響楽団チェロ奏者の

ご確認の上ご利用ください。

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。
☆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

♪早稲田大学グリークラブ OB メンバーズ＆同志社

時間につき１０００円分の金券キャッシュバックサービ

グリークラブ OB シンガーズ Joint Concert 2012

スを３月末まで延長します。また、コンサートや発表

〇4 月 7 日（土）

会でご利用の場合には３階の小部屋を３部屋とも無

〇開演：17 時

料提供いたします。荷物置き場や控室としてご利用

〇会場：杉並公会堂大ホール

ください。

〇入場料：指定席 2,000 円／自由席 1,000 円
〇早稲田大学グリークラブ OB シンガーズ

♪「バッハはうす」では、今回の東日本大震災や原

同志社大学グリークラブ OB シンガーズ

発事故の影響により練習出来ない状況を強いられ

指揮＝中村洋／笹原優樹／竹内和朋／佐久間宰士

ている方々に対してとりあえず 2012 年 3 月いっぱ

／山下裕司

い、 無料で個人練習室をご利用頂けるボランティ

ピアノ＝上杉奈央子／長田育忠

アサービスを行なっております。

〇お問合せ

また被災者の方を含むアンサンブルや、東日本大震

早稲田＝武内公認会計事務所 03－5379－

災支援チャリティコンサートの合奏練習の場所とし
ても提供させて頂きます。

1022
同志社＝栃木 044－201－1697

事前の連絡と、罹災・被災証明・チラシ等のご提示を
お願い致します。（原則２時間までとさせて頂きま

♪ドライオーフィルハーモニカ 第 18 回定期

す）

○3 月 11 日（日曜日）

♪各小部屋にあるアップライトピアノは現在、３０２、３

○14 時開場／14 時 30 分開演

０４、２０３、２０５、２０６、２０７号室のものが調律完了で

○会場：さいたま市文化センター 大ホール
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○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

○指揮：上垣 聡 ヴァイオリン：西田史朗

おまけ…
◇「バッハはうす」ではプロの占い師、月丘アンナ先

チャイコフスキー：ヴァイオリン協奏曲

生（占いサイト「占い師の部屋」に出演中）によるタ

ベートーヴェン：交響曲第 2 番他

ロット占いと手相占いを随時承っております。一回

○お申込み・お問い合わせ

500 円！

090-8005-4330（長谷川）
dreio_mail@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。

♪バロック音楽の旅～フランスからドイツへ～

電話：０５０-５８０９-５３７５

○2 月 19 日（日曜日）

メール：tokyo@shitsunaigaku.com

○13 時半開場／14 時開演

ホームページ（フォームもあります）

○日本橋学館大学図書館 2 階「こもれびホール」

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

○バロックヴァイオリン 小穴晶子

（「バッハはうす」で検索して頂ければ出ます）

フルート 岩下智子
チェンバロ 新妻由加

★個人練習室 800 円～／時

ヴィオラ・ダ・ガンバ 山根健一

全部で 9 室、各部屋にアップライトピアノを備えてい

○お問い合わせ Tel 04－7167－8655（代表）

ます。４㎡タイプと５㎡タイプの２種類があります。

（既に満席御礼とのことでした…）

★室内楽練習室 2,000 円／時
10 名様程度までご利用可能。グランドピアノがある２

♪江戸川フィルハーモニーオーケストラ

０１、とアップライトピアノが 2 台ある１０１の 2 部屋があ

○3 月 11 日（日曜日）

ります。グランドピアノ使用料は 500 円／時間です。

○13 時開場／13 時半開演

★３０１ホール 5,000 円／時

○江戸川区総合文化センター 大ホール

グランドピアノを備えたコンサート形式 60 名様、合

○入場料 1000 円

奏形式 35 名様程度まで入れるホールです。３０１ホ

○指揮：スティーブン・シャレット

ール。グランドピアノ使用料は 500 円／１時間です。

チェロ独奏：島根朋史

（備品）コントラバス 1500 円／回、チェロ（中国製）

ブラームス 交響曲第 4 番
ドボルザーク チェロ協奏曲

500 円／回、チェロ（イタリア製） 2000 円／回、バ
他

○03－3652－1111（江戸川区総合文化センター）

ス椅子 200 円／回、
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２５０円です。
馬場隆弘
合同会社東京室内楽工房
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