さんが来られた時に共演してくださったマグデブルクフィルハ
ーモニーのコンサートマスター山下洋一さん、いつもご参加く
ださる梶川空飛亜さん、ヴィオラの中村紀代子さん、チェロが馬

通信
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場隆弘、コントラバスの西本俊介さん、チェンバロの山縣万里さ
んで演奏いたしました。
第 2 部…モワネさんが飛び入り演奏してくれるかどうか…と不
安に思っていましたが、何と都合 4 曲も演奏してくださいまし

ついに本格的な夏の到来…皆様、いかがお過ごしでし

た！モーツァルトのオーボエ四重奏、カバレリアルスティカーナ

ょうか。

間奏曲、シューマンのロマンス、ヴァイオリンとオーボエの協奏
曲第 2 楽章…その後も静かながら合計 10 曲の演奏が続きまし
た。

フルートカルテット終了！
2012 年 6 月 24 日（日）「第 8 回

The Chamber Music Jamboree

in BachHouse」を開催いたしました！
第 1 部はフルーティストの岩下智子さんプレゼンツによるモーツ
ァルトのフルート四重奏第 1 番と第 4 番。共演はヴァイオリンの阿
部真弓さん、ヴィオラの山廣みほさん、チェロが馬場隆弘でした。
僕もとても好きな曲でモーツァルトらしいチェロの動きを幸せな
気持ちで演奏いたしました。今回初めて簡易反響板が活躍した
訳ですが、地味ながらも大変な効果を上げたものと実感してお
ります。

モワネさんのオーボエの音はとてもふくよかで、芯があるというか太

第 2 部はいつもの飲み・食べながらのアンサンブル大会。今回の

いというか…伸びやかな音楽性と同時にテンポの速い曲ではグング

プログラムは…ウェーベルンのロンド、レーガ―のフルート曲、主

ン攻めてくるようなスリリングな作り方をします。通奏低音を弾いてい

よ人の…、ペッパー警部、ボロディンの弦楽四重奏より、熊蜂の

てそのスピード感にピタッと合った時はまさに至福の瞬間でした。

飛行、マイフェイバリットシングス（２チェロ）、メントリ 2 楽章、ブラ

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

ームスのヴァイオリン・ソナタ、結婚行進曲、フォーレのシチリアー

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

ノ、ドビュッシーのチェロソナタ、私を泣かせてください、ゴーベ

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

ール、アリオーソ…都合 15 曲…

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

↓フルートのデュオ＋ピアノ

も皆さん残って一杯…余韻を楽しんでいました。
次回は 8 月 10 日（金）！「バッハはうす夏の音楽祭 第 2 夜 ～The
Chamber Music Jamboree in BachHouse」
第 1 部は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、長谷川さんアレンジの J.シュトラウスの「朝刊」「酒・女・
歌」、タカーチの「春の音楽」、ボッケリーニの「ギター五重奏曲」
の第 4 番をお送りします。
ギター：長谷川弦

セリーヌ・モワネさん来館！
2012 年 7 月 1 日（土）「バッハはうす夏の音楽祭

第 1 夜～The

ヴァイオリン：坂元愛由子、梶川空飛亜
ヴィオラ：河村泉
チェロ：馬場隆弘

Chamber Music Jamboree in BachHouse」を開催致しました！
ドレスデン国立歌劇場管弦楽団のソロ・オーボエ奏者であるセリ

ボッケリーニの五重奏第 4 番ではチェリストがカスタネットを演

ーヌ・モワネさんと僕の共演は今回で 3 回目。「バッハはうす」に

奏するのが通例なので現在練習中です！

お見えになったのは今回が初めてです。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

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

ブル」が伴奏をしてアルビノーニとマルチェロのオーボエ協奏

費 1,500 円（飲物別）、最大午後 10 時まで。途中入退場可。是非

曲を演奏してくださいました。ヴァイオリンには昨年もドレシャル

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）

♪新料金プランのご案内
一層リーズナブルにご利用いただけるように、２つの新料金

急遽、山下洋一さんの公演追加

プランを導入することに致しました。

7 月 7 日（土）午後 7 時から、マグデブルクフィルハーモニーのコ

【新プラン その 1】「遅割（おそわり）プラン」

ンサートマスター山下洋一さんによるヒンデミットの「ヴァイオリ

室内楽練習室（101 と 201）と 301 ホールが対象のプランです。

ン協奏曲」の公演が「夏の音楽祭」に追加となりました。ピアノは

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

金井玲子さんでした。山下さんの同級生の方も聴きに来られて

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

昔話に花が咲いていました。

て以下の通りの割引を致します。
■室内楽練習室→700 円/30 分

バッハはうすニュース！
♪「東京バッバハウスアンサンブル」が出張演奏を
致しました！
7 月 1 日（日）、鶴見駅にほど近いマンションのエントランスで、セ

■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。
・ポイントカードの割引との併用はできません。

リーヌ･モワネさんの伴奏をしました。マンションにお住まいの
方々が大勢お集まりくださいました！

【新プラン

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
だきます。

♪101 室内楽練習室について
101 室をリフォームしました。
もともと子供向けの施設のためかわいい内装でしたが、汚れも
7 月 11 日（水）、新横浜のホテルにて元ウィーンフィルハーモニ

目立っていたこともあり、シックな雰囲気に模様替え。落ち着い

ー管弦楽団のクラリネット奏者ペーター・シュミ―ドル氏のクラリ

て練習できる環境となりました。

ネット独奏＋指揮によるコンサートがありました。モーツァルトの
クラリネット協奏曲と交響曲第 29 番、ハイドンの交響曲「告別」と
いうプログラムでした！

♪「コンサートパッケージプラン」のご提案
「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
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
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
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
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
ください。TEL050-5809-5375

♪「The Chamber Music Jamboree in BachHouse

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

（『バッハはうす』で室内楽のお祭り騒ぎ）」

きます。（第２次募集締切

８月 30 日）

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！

■2012 年 11 月 18 日

18 時～

３０１ホールにて■

参加費は 1 団体 5,000 円で、レセプション費用は別途 1,000
今後の The Chamber Music Jamboree in BachHouse

は以下を

企画中です

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。
また出番が回ってくるまでは別室で音出しが出来ます。

8 月 10 日（金） 19:00 ～
～バッハはうす
第 1 部

♪301 ホールについて

夏の音楽祭 第 2 夜

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

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
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。

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

「バッハはうす」お得意様情報！

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

「バッハはうす」を日頃ご利用して下さっているお得意

で最後に演奏してから 3 ヶ月間有効）

様情報を紙面に掲載致します！掲載ご希望の方はお

[共催：松阪音楽文化協会]
<予定>8 月 25 日（土）

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。

18:30～

加藤美菜子プレゼンツ

※内容未定

♪ピアノトリオ

コンサート

♪レッスンのご案内

○7 月 21 日（土）

◆ヴァイオリン教室

○バッハはうす 301 ホール

坂元愛由子先生

４,８００円／４５分

梶川空飛亜先生

５,０００円／６０分

○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

◆チェロ教室
白佐武史先生

15 時開演

○2,000 円

６，０００円／６０分（

◆コントラバス教室

○Pf:脇絢乃

Vc:高木俊彰 Vn:坂元愛由子

安田修平先生（東京交響楽団コントラバス奏者）

○yu-a._.a-gen@ezweb.ne.jp

６,０００円／１時間

○後援：東京室内樂工房

（坂元）

※ヴァイオリン・チェロ・コントラバスはレンタル楽器あり
◆クラリネット教室
箱﨑由衣先生

♪バロック音楽の旅～フランスからドイツへ
４,８００円／６０分（楽器をお持ちの方に限りま

す）

14 時開演

○東京建物八重洲ホール

◆室内楽／コレペティ（ピアノ伴奏）レッスン
馬場隆弘先生（室内楽）／田中拓未先生（コレペティ）

○7 月 29 日（日）

各６，０００

円／６０分
※詳しくは「バッハはうす」受付まで！ｔｅｌ050-5809-5375

○J.S.バッハ

ドッペルコンチェルト

フリードリヒ２世
○当日 3,000 円

フルートソナタ

より

前売り 2,500 円

○岩下智子（フルート）他

♪「バッハはうす」秋の音楽祭 を企画中です！

○akikokoana@aol.com

（小穴）

「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
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
にお願いしています。
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
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

♪東京セラフィックオーケストラ サマーコンサート 2012
○８月４日（土）
○杉並公会堂

14 時開演
大ホール

○L.v.ベートーヴェン

交響曲第 5 番「運命」ほか

★室内楽練習室 1,000 円／30 分

○1,000 円

10 名様程度までご利用可能。グランドピアノがある 201

○指揮

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。

横島勝人

○tokyoseraphic@yahoo.co.jp

グランドピアノ使用料は 250 円/30 分です。
★３０１ホール 2,500 円／30 分

♪田中拓未

サロンコンサートシリーズ

グランドピアノを備えたコンサート形式 60 名様、合奏形

第 25 回 ヴァイオリンとピアノ
○８月 19 日（日）

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 30 分開演

グランドピアノ使用料は 250 円／30 分です。

○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

（備品）コントラバス＝1000 円／ｄａｙ、チェロ（中国製）
ほか

1,800 円

※シリーズのセット券あり
○ピアノ:田中拓未

＝500 円／ｄａｙ、チェロ（イタリア製）＝1500 円／ｄａｙ、
ヴァイオリン（日本製）＝1000 円／ｄａｙ、譜面台＝無料
（指揮者用譜面台あり）、バス椅子（在庫数 3）＝無料、

ヴァイオリン:井手上康

○takumi.tanaka@gmx.net(田中)

電子チェンバロ Roland C-30（在庫数 1）＝無料、簡易反
響板（在庫数 2）＝無料、チェロ演奏台（Sound Podium
在庫数 1）＝無料（※コンサート時のみの貸し出し）

♪Ｅｎｓｅｍｂｌｅ Ｃａｅｌｅｓｔｉｓ ｐｒｅｓｅｎｔｓ 古楽コンサート
Ｄｕｏ Ｃａelestis 彷徨える弦の響き
○10 月８日（月・祝）
○荻窪

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
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

○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

す。是非ご利用ください。

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

卓也

朱里

Ｃａｅｌｅｓｔｉｓ

水分をしっかり取って暑い夏を乗り切りましょう！！
048-942-1108

おまけ…
◇「バッハはうす」ではプロの占い師、月丘アンナ先生
（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
のお客様は一回 500 円で鑑定！
◇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）
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）
★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ま
す。４㎡タイプと５㎡タイプの２種類があります。

馬場隆弘

合同会社東京室内楽工房

