今回の個人的な収穫はウェーベルンの弦楽四重奏
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の前衛的なものにチャレンジ→みんな同時に終わっ
た事と、ハーバートの弦楽セレナーデから「ラヴシー
ン」をコントラバス入りで出来た事、久々に「Smoke

暑いと思ったらとうとう梅雨入りしてしまいました
…皆様いかがお過ごしでしょうか。

on the water」をやった事です。そして何よりも僕が

シューベルト「ます」終了！

んが見事に仕切って下さいました。

仕切らなくてもキチンと形になっていた事。河村さ

２ ０ １ ２ 年 ５ 月 １ ９ 日 「 第 ７ 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
サート。今回はヴィオラ奏者の河村泉プレゼンツ
シューベルトの弦楽五重奏「ます」。ヴァイオリンの坂
元愛由子さん、ヴィオラの河村泉さん、チェロの白佐
武史さん、コントラバスの西本俊介さん、ピアノの田

↓その河村さん（ピアノの手前）…素敵なお衣裳で
演奏して下さいました！

中拓未さんで演奏いたしました。僕は初めての降り
番（お休み）…実は仕事で間に合わない事が分って
いたのです。途中からの参加となりました。事前にと
ても熱心に練習してくれて、素晴らしい本番となっ
たようです。
第２部恒例の「ちぇんぼりーアンサンブル大会」も通
常通り食べ飲みながら演奏を楽しみました。
「ます」だけに鱒ずしを差し入れ…↓

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 100 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…
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…
次回は６月２４日（日）！
第１部はモーツァルトのフルートカルテット。
第２部はいつもの飲み・食べながらのちぇんぼりー
アンサンブル大会となります！
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世界的オーボエ奏者 来館！

☆岩下智子さん（フルート）「小さなコンサート」

来たる 7 月 1 日（日）「バッハはうす～夏の音楽祭～」

岩下さんの門下生を中心とする発表会でした。弦楽

（第１夜）に、ドレスデン国立歌劇場管弦楽団の首席オ

器の先生もいらしての長いプログラムとなりました。

ーボエ奏者のセリーヌ・モワネさんが「バッハはうす」

２階の部屋のいくつかを事前の音出し室としてご利

に来館します！モワネさんとはこれまでに「チェロ

用→控室にしている３０４室に移動→３０１ホールに移

独演会」の企画の１つとして、モーツァルトのオーボ

動して演奏…という流れで総勢３５組（３部構成）が

エ四重奏を演奏したり、ちぇんぼりーアンサンブル

出演！

大会でお仲間のドレスデン国立歌劇場管弦楽団のメ

終演後はそのまま同会場で打ち上げ…打ち上げの

ンバーと共に沢山の共演を果たして下さいました。

時も各々自由に演奏するというスタイルで盛り上が

とてもチャーミングでパワフルなオーボエ奏者で

っていらっしゃったようです。

6 月 2 日（土） 15 時～

す。こんな間近で聴ける機会はまずありません。是
非お運び下さい！開演１８時半。参加費１５００円。
プログラム
・アルビノーニ オーボエ協奏曲 ニ短調
・マルチェロ
オーボエ協奏曲 ニ短調

☆田中拓未さん（ピアノ）
「室内楽シリーズ in バッハはうす vol.1
デュオコンサート ～クラリネットとピアノ」
６月３日（日） 15 時開演
クラリネット：箱崎由衣 ピアノ：田中拓未
後援：東京室内樂工房
先ごろ、Ｎ響アカデミーに合格されたという箱崎さ

ちぇんぼりーアンサンブル大会になだれ込みますの

んの暖かいクラリネットと田中さんの柔らかいタッチ

で、他にも興が乗ったら吹いて下さるかもしれませ

が溶け合い、大変幸せな時間が流れました。こちら

ん！（～最大２２時まで・入出場自由）

も終演後にビールとワイン、お食事で盛り上がりまし
た！

お招きにあたりまして、今回もご尽力くださいます
頴川栄治さん、本当にありがとうございます。

♪簡易反響版を２つ購入しました。スタンド式アクリ
ル板です。３０１ホールには音の乱反射を軽減するた

「バッハはうす」ニュース！

めにカーテンを吊っていますが、その影響で演奏者
への音の返りが鈍くなっているという欠点がありま

♪「バッハはうす」３０１ホールでコンサートがいくつ

した。特に本番でお客様が沢山入ると予想外にデッ

か行われました。
☆馬場隆弘 「第 13 回チェロ独演会」
５月１３日（日）18 時半開演 ピアノ：田中拓未
池袋の喫茶店で 11 回にわたって行なってきた企画

ドになる事がありました。それを無くして安心して演

で、昨年の「バッハはうす」オープンよりこちらに会

奏に集中できるようにするためのものです。これに
より室内楽の際にお互いの音をよく聴けるようにな
る、という効果も期待されます。↓

場を移しました。控室もあるしコンサート形式で出来
る事、リハーサルも同じ会場で出来る事が何よりあ
りがたいです。その後の同会場での打ち上げも大盛
会…お越し下さった皆様ありがとうございました。
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♪「コンサートパッケージプラン」のご提案
「バッハはうす」でのコンサートを企画される方に

♪レッスンのご案内

「コンサートパッケージプラン」をご提供する事に致

◆ヴァイオリン教室

しました。チラシやプログラム等の作成・お客様への

坂元愛由子先生

受付対応やステージマネージメント・終演後のレセ

「基礎を大切にしたレッスンでヴァイオリンが弾ける

プションなどニーズに応じてコンサートの成功をお

楽しさをご指導いたします。」☆４,８００円／４５分

手伝いいたします。詳しくは「バッハはうす」受付ま

梶川空飛亜先生

でお問い合わせ下さい。ｔｅｌ ０５０－５８０９－５３７５

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

♪「The Chamber Music Jamboree in BachHouse（『バ

にご指導いたします。」 ☆５,０００円／６０分

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！

◆チェロ教室
白佐武史先生
「時に優しく、時に厳しく！生徒さん一人一人に合っ
た方法で基礎からご指導いたします。また、音楽の

★第８回 ６月２４日（日） 18:30～

楽しさと奥深さを感じて頂けるレッスンを心掛けて

第1部
モーツァルトのフルート四重奏

第１番 第４番

Fl．岩下智子 Vn．阿部真弓 Va．山廣みほ Vc．馬場隆弘

います。」☆６，０００円／６０分（楽器レンタルあり）
◆コントラバス教室
安田修平先生（東京交響楽団のコントラバス奏者）

第 2 部 ちぇんぼりーアンサンブル大会
プロアマ混合

食べ放題

弾き放題！飲み食べな

「初心者の方から上級者の方まで丁寧にご指導い
たします」☆６,０００円／１時間（楽器レンタルあり）

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

◆クラリネット教室

ーの方は参加費無料！（第１部で最後に演奏してか

箱﨑由衣先生

ら３ヶ月間有効）

「基礎から丁寧にご指導いたします。初心者、高齢者
歓迎です。初心者から上級者まで、お一人お一人に

今後の The Chamber Music Jamboree in BachHouse

合ったレッスンをしていきます。」

は以下を企画中です。

☆４,８００円／６０分（楽器をお持ちの方に限ります）
◆室内楽／コレペティ（ピアノ伴奏）レッスン

～バッハはうす 夏の音楽祭～
【第１夜】７月１日（土）

馬場隆弘先生（室内楽）／田中拓未先生（コレペティ）

18:30～

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

「個別の楽器でなく室内楽におけるアンサンブルの
方法を学んで、より内容の濃い音楽体験を致しまし
ょう。」☆各６，０００円／６０分

【第２夜】８月１０日（金）

※詳しくは「バッハはうす」受付まで！ｔｅｌ050-5809-5375

19:00～

オーストリアで活躍するギタリスト

長谷川弦さん

をお招きしてワルツ、ボッケリーニ等
[共催：松阪音楽文化協会]
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♪「バッハはうす」秋の音楽祭 を企画中です！

♪新見準平リサイタル ドイツリートの夕べ

生徒さんたちによる発表会です。ピアノ伴奏はお馴染み

○6 月 17 日（日）19 時開演

の田中拓未氏をお願いしています。

○自由学園明日館講堂

形式・ジャンルは問いません。（ピアノ以外の楽器との室内

○シューベルト 「美しき水車小屋の娘」他

楽も可、アコースティック楽器に限ります）事前に田中氏の

○当日 2,500 円 前売り 2,000 円

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

○ピアノ 梅村知世

いただきます。（第１次募集締切 6 月 30 日）

○info@cloudofarts.net

○ 2012 年 11 月 18 日 18 時～ ３０１ホールにて。
参加費は 8,000 円前後を予定しています。（レセプション

※新見さんはこのたび第 30 回ソレイユ音楽コンクール声楽部門で第 1 位と
音楽現代新人賞を受賞されました。おめでとうございます！

♪ショスタコービチ・チクルス

付き）

○6 月 22 日・6 月 29 日 19 時半開演（共通）

当日の開始前に会場でリハーサルが出来ます。

○ティアラこうとう 小ホール

また出番が回ってくるまでは別室で音出しが出来ます。

○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）1,000 円

♪301 ホール 金券キャッシュバックサービス

一般 2,000 円

３０１ホールを３時間以上ご利用頂いたお客様に１時間につ

○String Ensemble KOHAKU

き１０００円分の金券キャッシュバックサービスを行なってお

Vn：執行恒宏 小泉百合香

ります。また、コンサートや発表会でご利用の場合には３階

Va：秋元理恵

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

Vc：松本ゆり子

控室としてご利用ください。

○opus55 03-3377-4706

「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

♪高島敦子ソプラノリサイタル
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

情報を紙面に掲載致します！掲載ご希望の方はお申し出

○６月 17 日（日） 14 時開演

ください。また一定枚数のチラシを頂ければ当通信を送

○東京文化会館（小ホール）

付の際に同封致します。

○ラフマニノフ「歌うな いとしい人よ」ほか
○2,500 円

♪ピアノトリオ コンサート

ピアノ：千葉かほる

○7 月 21 日（土） 15 時開演

○公益財団法人 日本演奏連盟 03-3539-5131

○バッハはうす 301 ホール

東京文化会館チケットサービス 03-5685-0650

○ヨハン＝シュトラウス トリッチ・トラッチ・ポルカ
ヘルツォーゲンベルグ ピアノトリオ第一番 Op.２４ほか
○2,000 円

○後援：東京室内樂工房

○7 月 29 日（日） 14 時開演
○東京建物八重洲ホール

○Pf:脇絢乃 Vc:高木俊彰 Vn:坂元愛由子
○yu-a._.a-gen@ezweb.ne.jp

♪バロック音楽の旅～フランスからドイツへ

（坂元）

J.S.バッハ ドッペルコンチェルト
フリードリヒ２世 フルートソナタ より
○当日 3,000 円 前売り 2,500 円
○岩下智子（フルート）他
○akikokoana@aol.com

（小穴）
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♪田中拓未 サロンコンサートシリーズ

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

第 25 回 ヴァイオリンとピアノ

す。グランドピアノ使用料は 250 円/30 分です。

○８月 19 日（日） 14 時 30 分開演

★３０１ホール 2,500 円／30 分

○わたなべ音楽堂（足立区中央本町）

グランドピアノを備えたコンサート形式 60 名様、合

○フォーレ ヴァイオリンソナタ 第 1 番

奏形式 35 名様程度まで入れるサロンコンサートホ

ほか

○一般 3,000 円/学生 1,800 円

ールです。グランドピアノ使用料は 250 円／30 分で

※シリーズのセット券あり

す。

○ピアノ:田中拓未 ヴァイオリン:井手上康

（備品）コントラバス＝1000 円／ｄａｙ、チェロ（中国製）

○takumi.tanaka@gmx.net(田中)

＝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（在庫

♪Ｅｎｓｅｍｂｌｅ Ｃａｅｌｅｓｔｉｓ ｐｒｅｓｅｎｔｓ 古楽コンサート

数 3）＝無料、電子チェンバロ Roland C-30（在庫数 1）

Ｄｕｏ Ｃａelestis 彷徨える弦の響き
○10 月８日（月・祝）

＝無料、簡易反響板（在庫数 2）＝無料、チェロ演奏台

14 時開演

（Sound Podium

○荻窪 衎芸館

貸し出し）

○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

在庫数 1）＝無料（※コンサート時のみの

Ｃａｅｌｅｓｔｉｓ 048-942-1108

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。ご注文は内線電話でも承り
ます。是非ご利用ください。

おまけ…

♪バッハはうす近隣の美味しいお店情報
～練習後の語らいの場として是非ご利用ください
「お好み焼きダイニング もん字」

◇「バッハはうす」ではプロの占い師、月丘アンナ先

長崎小学校前通りを椎名町駅から来て「バッハはう

生（占いサイト「占い師の部屋」に出演中）によるタ

す」に左折するすぐ手前左側。美味しくお洒落なお

ロット占いと手相占いを随時承っております。練習室

好み焼き屋さん。全て焼いてくれて、分厚いお好み

ご利用のお客様は一回 500 円で鑑定！

焼きは一口サイズに切って下さいます！柚子胡椒
でいただく棒餃子や鉄板焼きも◎！

◇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）

「すし屋の戸塚」
長崎小学校前通りを進み、「バッハはうす」を通り過
ぎて左側。美味しい生ビールとおまかせのネタでい
かが？とても上品な味付けでありながら身が多
い！気の利いた箸休めも美味…

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）

「酒蔵 北の誉」
長崎小学校前通りを「バッハはうす」に左折する手

★個人練習室 400 円～／30 分

前、「もん字」よりも椎名町駅寄りにある居酒屋さん。

全部で 9 室、各部屋にアップライトピアノを備えてい

店員さんがみんな明るくてとても元気！鶏料理、魚

ます。４㎡タイプと５㎡タイプの２種類があります。

料理が特に絶品！

★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

馬場隆弘 合同会社東京室内楽工房
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