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すっかり暖かくなり過ごしやすい季節か…と思いき
や、夏の暑さもそろそろ近づいています。皆様いか
がお過ごしでしょうか。

シューマン ピアノ四重奏終了！

↑テーブルに並んだ揚げ物類…

２ ０ １ ２ 年 ４ 月 ２ １ 日 「 第 ６ 回 The Chamber Music
Jamboree in BachHouse」を開催致しました！

今回はお子さんの参加がありました！チェロの二重
奏にマラカスで参加…

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
サート。今回は田中拓未プレゼンツ シューマンのピ
アノ四重奏曲 作品４７。ピアノの田中拓未さん、ヴァ
イオリンの梶川空飛亜さん、ヴィオラの中村紀代子
さん、チェロの馬場隆弘で演奏いたしました。僕は実
は初めてこの曲にチャレンジしましたが、古典的な
手法を巧みに取り入れながら、ロマンティックな要素
もふんだんに盛り込んだ、この愛らしい名曲に取り
組む事が出来たのは大変幸せな事でありました。３

↓アマチュア奏者のグループと「ます」

楽章泣ける…そして、この「バッハはうす」という小
さな空間に音楽の輪が広がりつつある事を肌で感
じる事が出来ました。お越しくださった皆様ありがと
うございます。
その後は第２部恒例の「ちぇんぼりーアンサンブル
大会」へ…。今回のお料理はご近所のお肉屋さん特
製のコロッケにメンチカツ、串カツなどの揚げ物が中
心。そして中華とチーズ…そしてもちろんビールに
ワイン…専用グラスで味わうベルギービールも堪能
して頂きました。聴いてくださるだけの方も沢山い

↑彼らはちぇんぼりー開始前に２階の室内楽練習室
をご予約下さって、十全なリハーサルをしてから臨
む、という熱の入れよう…

らっしゃって、皆様思い思いに音楽を楽しんで下さい
ました。

個人的に音出ししたかった山田耕筰のカルテットと
ピアノクインテットも演奏…（写真なし）クインテット
は難しすぎて挫折…(^_^;)
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電子チェンバロのお披露目はバッハの音楽の捧げも

次回は５月１９日（土）

のよりトリオソナタ…「バッハはうす」がこれまでに

第 1 部コンサートはシューベルトのピアノ五重奏曲

ない雰囲気に包まれました…

「ます」…ご期待ください！ 詳細は次ページに！
第 2 部はいつもの飲み・食べながらのちぇんぼりー
アンサンブル大会！僕は仕事の為、コンサートには
参加できず、第 2 部からの参加となります。

「バッハはうす」ニュース！
♪「バッハはうす」２階の譜面棚の上に NAXOS のミュ
そして今回のＭＶＰ？は…

ージックライブラリが聴ける小さな設備を設置しま
した。NAXOS レーベルの CD およそ 50,000 枚が聴け
るネットサービスに繋がっています。あの曲どんな
だっけ？テンポどれくらいだろう？この装飾音どん
な風に入れてるかな？という時に検索してお聴き
いただけます。使用無料です。

↑加藤姉弟のハルヴォルセン「パッサカリア」
急なリクエストにもかかわらず、息の合った名演！凄
かった！
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、ソフト
ドリンクは５０円～コーヒー、紅茶、オレンジジュース
など、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中で待機…

♪備品として管楽器スタンドを購入しました。

１０時の終了後も皆さん残って一杯…余韻を楽しん

オーボエスタンド×２

でいました…

フルート・クラリネットスタンド×２
ファゴットスタンド×２

＜お知らせ＞

今後は開始後に遅れてご参加下さ

トロンボーンスタンド×１

る方の参加費をお納めいただく箱を３階入り口付近
に設置しようと考えております。皆様一律に１,５００円
を徴収させて頂いております。割引券や東京室内樂
工房発行の振興券「ちぇりー」を使ってご参加の方
もここに入れて頂きたいと思います。皆様のご協力
をどうかよろしくお願い致します。
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♪「バッハはうす」でのコンサートがいくつか企画さ

第1部

れています。チラシ・プログラムの作成、チケットの

シューベルト ピアノ五重奏曲「ます」

販売などもこちらで承ります。ご希望の方はご相談

演奏：東京バッハハウスアンサンブル

ください。

Ｐｆ：田中拓未
Ｖｎ：坂元愛由子

☆馬場隆弘 第 13 回チェロ独演会

Ｖａ：河村泉

「バッハはうす」支配人 馬場隆弘が 5 月 13 日（日）

Ｖｃ：白佐武史

にチェロ独演会を開催いたします！

Ｃｂ：西本俊介

今回は「協奏曲をピアノ伴奏でやるシリーズ」の第 1
弾として、エルガーのチェロ協奏曲を取り上げま

第 2 部 ちぇんぼりーアンサンブル大会

す！

プロアマ混合

他には、バッハの無伴奏チェロ組曲にシューマンが

がらのプロアマ混合室内楽大会です。是非お気軽に

伴奏を付けた第 3 番のアレンジ版とロッシーニの「一

ご参加を！「東京バッハハウスアンサンブル」メンバ

滴の涙～主題と変奏」をお送りします！ピアノはい

ーの方は参加費無料！（３ヶ月間有効）

食べ放題

弾き放題！飲み食べな

つもの田中拓未さんです。
今後の The Chamber Music Jamboree in BachHouse
☆田中拓未 室内楽シリーズ in バッハはうす vol.1

は以下を企画中です。

６月３日（日） 15 時開演
「デュオコンサート ～クラリネットとピアノ」
クラリネット 箱崎由衣

・第８回 ６月２４日（日）
フルートの岩下智子さんによるモーツァルトのフル
ート四重奏

シューベルトを囲んで集まった「シューベルティアー
デ」に代表されるように、音楽を演奏者のそばで楽

・第 9 回・第 10 回～バッハはうす 夏の音楽祭～

しむ事は西欧音楽の日常的な姿でした。それは大ホ

【第１夜】７月１日（土）

ールでの演奏会とは、全く違った「語り口」で味わう
西欧音楽の文化の形の一つ。

ドレスデン国立歌劇場管弦楽団のオーボエ奏者セ
リーヌ・モワネさんによるオーボエ協奏曲

この「バッハはうす」における室内楽シリーズでは
そのような「日常の音楽」を楽しんでいただけると

【第２夜】８月１０日

思います。第一回目は、クラリネット奏者・箱崎由衣さ

オーストリアで活躍するギタリスト

んとともに、ドイツのクラリネット作品を演奏いたしま

をお招きしてワルツ、ボッケリーに等

長谷川弦さん

す。また、終演後にミニパーティーもありますので、
音楽を「聴く」楽しみと「語る」楽しみを堪能してい

◆ヴァイオリン・レッスン

ただければ幸いです（田中拓未）

坂元愛由子さん「基礎を大切にしたレッスンでヴァイ
オリンが弾ける楽しさをご指導いたします。」とのコ

♪「The Chamber Music Jamboree in BachHouse（『バ

メントを頂きました。

ッハはうす』で室内楽のお祭り騒ぎ）」

☆４,８００円／４５分

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！

梶川空飛亜さん「基礎から丁寧にご指導いたします。

★第７回 ５月１９日（土） １８時３０分～

楽器の構え方から音階練習、時にはデュオの曲も交
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えながら丁寧にご指導いたします。」

○050－5809－5375「バッハはうす」

☆５,０００円／６０分
♪～田中拓未 室内楽シリーズｉｎバッハはうす vol.1
◆チェロ教室は毎度おなじみ「バッハはうす」支配

デュオコンサート クラリネットとピアノ

人・東京交響楽団チェロ奏者の馬場隆弘がチェロを

○６月３日（日） 15 時開演

教えます！館内用貸しチェロあり、レッスン時は無料

○楽器練習室「バッハはうす」３０１ホール

です。

○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

☆６,０００円／１時間

○学生 1,500 一般 2,500 円

初心者大歓迎！（要予約、体験レッスンもします）

ピアノ：田中拓未 クラリネット:箱崎由衣
○080-3207-3797（田中）

◆コントラバス教室
奏者

東京交響楽団のコントラバス

安田修平氏がご指導くださいます。「初心者

♪ショスタコービチ・チクルス

の方から上級者の方まで丁寧にご指導いたします」

○6 月 22 日・6 月 29 日 19 時半開演（共通）

とのコメントです。

○ティアラこうとう 小ホール

☆６,０００円／１時間

○ショスタコービチ：弦楽四重奏全曲
○ジュニアチケット（中学生以下）

詳しくは「バッハはうす」受付まで！

一般 2,000 円

ｔｅｌ

String Ensemble KOHAKU

０５０－５８０９－５３７５

1,000 円

Vn：執行恒宏 小泉百合香
♪３０１ホールを３時間以上ご利用頂いたお客様に１

Va：秋元理恵

時間につき１０００円分の金券キャッシュバックサービ

Vc：松本ゆり子

スを５月末まで延長します。また、コンサートや発表

○opus55 03-3377-4706

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

♪高島敦子ソプラノリサイタル

ください。

文化庁委託事業「平成 24 年度次代の文化を創造する新進芸
術家育成事業」新進演奏家育成プロジェクト リサイタルシ
リーズ TOKYO13

「バッハはうす」お得意様情報！

○６月 17 日（日） 14 時開演
○東京文化会館（小ホール）

「バッハはうす」を日頃ご利用して下さっているお

○ラフマニノフ「歌うな いとしい人よ」ほか

得意様情報を紙面に掲載致します！掲載ご希望の

○2,500 円

方はお申し出ください。また一定枚数のチラシを頂

ピアノ：千葉かほる

ければ当通信を送付の際に同封致します。

○公益財団法人 日本演奏連盟 03-3539-5131
東京文化会館チケットサービス 03-5685-0650

♪馬場隆弘 チェロ独演会 vol.13
○5 月 13 日（日） 18 時半開演

♪Caro Salice 第 3 回演奏会

○楽器練習室「バッハはうす」３０１ホール

○6 月 3 日

○エルガー：チェロ協奏曲

○北区滝野川会館（小ホール）

他

○2,000 円（１ドリンク付き）
チェロ：馬場隆弘

ピアノ：田中拓未

14 時開演

○Vivaldl:Credo Mozart:Missa Brevis 他
○入場無料
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指揮：根本哲生 ソプラノ：清水理恵

（「バッハはうす」で検索して頂ければ出ます）

合唱：コーロ・サリーチェ
弦楽合奏：アンサンブル・サリーチェ

★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

♪東日本大震災チャリティ 500 円ワンコイン・コンサート#13

ます。４㎡タイプと５㎡タイプの２種類があります。

欧州「東北」へ ぶらり旅

★室内楽練習室 1,000 円／30 分

○５月 19 日（土） 15 時開演

10 名様程度までご利用可能。グランドピアノがある２

○古楽研究会ＳＰＡCE １Ｆ

０１、とアップライトピアノが 2 台ある１０１の 2 部屋があ

○Ｊ．Ｈ．Ｒｏｍａｎ トリオソナタ ほか

ります。グランドピアノ使用料は 250 円／30 分です。

○500 円（募金箱あり）

★３０１ホール 2,500 円／30 分

リコーダー:小嶋友輝恵

グランドピアノを備えたコンサート形式 60 名様、合

バロック・ヴァイオリン：今 卓也

奏形式 35 名様程度まで入れるホールです。３０１ホ

チェンバロ：谷田芙美子

ール。グランドピアノ使用料は 250 円／30 分です。

ヴィオローネ:徳島大蔵

（備品）コントラバス＝1000 円／ｄａｙ、チェロ（中国製）

○想楽舎 03-3530-7280

＝500 円／ｄａｙ、チェロ（イタリア製）＝1500 円／ｄａｙ、
譜面台＝無料（指揮者用譜面台あり）、バス椅子（在

♪Ｅｎｓｅｍｂｌｅ Ｃａｅｌｅｓｔｉｓ ｐｒｅｓｅｎｔｓ 古楽コンサート

庫数 3）＝無料、電子チェンバロ（在庫数 1）＝無料、

Ｄｕｏ Ｃａelestis 彷徨える弦の響き

チェロ演奏台（Sound Podium

○10 月８日（月・祝）

14 時開演

在庫数 1）＝無料（※

コンサート時のみの貸し出し）

○荻窪 衎芸館

↓電子チェンバロ Roland C-30 です！

○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

○2,500 円
バロック・ヴァイオリン:今 卓也
チェンバロ：澤 朱里
○ Ｅｎｓｅｍｂｌｅ

Ｃａｅｌｅｓｔｉｓ 048-942-1108

おまけ…
◇「バッハはうす」ではプロの占い師、月丘アンナ先

お部屋は全て飲食可能です。どうぞ、ご利用くださ

生（占いサイト「占い師の部屋」に出演中）によるタ

いませ！コーヒー、紅茶などは一杯５０円、缶ビール、

ロット占いと手相占いを随時承っております。一回

グラスワインは２５０円です。ご注文は内線電話でも

500 円！

承ります。是非ご利用ください。

◇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。

馬場隆弘
合同会社東京室内楽工房

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
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