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ようやく春がそこまで来ています。皆様いかがお過
ごしでしょうか。「バッハはうす」には新しいお客様
が沢山お見えになり、日々賑やかになっています。

ロッシーニお誕生日コンサート終了！
２ ０ １ ２ 年 ２ 月 １ ８ 日 「 第 ４ 回 The Chamber Music

田中拓未氏を招いてチェロとピアノのための「涙」。
ロッシーニの珍しいチェロ曲です。難易度はかなり
高く…でもいい練習になりました！

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。今回はロッシーニ特集！ロッシーニが 2 月
29 日生まれである事に因み、意外に多いロッシーニ
の室内楽をご堪能頂きました。ヴァイオリンの坂元
愛由子さん、梶川空飛亜さん、チェロの馬場隆弘、コ
ントラバスの安田修平さんで「弦楽のためのソナタ」
より第 2 番と第 3 番、そして「チェロとコントラバスの
ためのデュオ」を演奏いたしました。
その後は第２部の「ちぇんぼりーアンサンブル大会」
へ…。今回のお料理のテーマは揚げ物祭り！唐揚げ、
コロッケ、串カツ、メンチカツ…そしてもちろんビー
ルにワイン…

↑コントラバスが入ると演奏できる曲の幅がグッと
広がります。有名な「鱒」。
おおい…チェロの譜面違うよ～
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」をご用意。今
回から小さな冷蔵庫を用意して、冷えたベルギービ
ールはその中で一休み… 専用グラスも揃えまし
た！
初めての土曜日の「ちぇんぼりー」のためか、参加者
は少なめでしたが、密度のある会となりました。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３月１８日（日）
第 1 部コンサートはベートーヴェン交響曲第７番全楽

↑今回はかなり内輪な感じ…でもプロばっか…
ホルベルクとか、かなり聴き応えありました！

章の弦楽五重奏版（１８１６年ウィーン Steiner 社版）
を演奏予定。初演の 3 年後に室内楽版が出版される
という大好評を博したこの曲がどんなふうになる
のか…ご期待ください！
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「バッハはうす」ニュース！

♪当館１階ロビーのドリンクコーナーに小型冷蔵庫が
入りました！中には缶ビールとサワー類、そして当
館選りすぐりのベルギービール各種が入っていま

♪「バッハはうす」がテレビ朝日の「 SmaSTATION!!」

す！お申し付け頂ければ専用グラスをお出し致しま

に映りました！

す。

↑ご存じロビー付近

…映ったのはこのほんの一

お支払いは下のようなお皿が中段にございますの

瞬…東京室内楽工房が企画する「ホームコンサート

で、そちらにお願いいたします。ソフトドリンク類も同

デリバリーサービス」を取り上げてくれて、その取材

様です。

に「バッハはうす」を使って下さったのでした。僕の
インタビューや「これからデリバリーに向かいます。
一緒にいかがですか？」みたいな寸劇があったの
ですが全てカットとなりました…（汗）
しかしながら、「バッハはうす」の名前も出してくれ
て、ホームページのアクセス数も上がり大いに宣伝
となった事でしょう。改めてテレビの影響力に脱帽
です。

♪ジンベースのカクテル「メリー・ウィドウ」
受付にて 250 円でお出ししておりますが、サクラン
ボリキュールがベースの「メリー・ウィドウ No.2（カク
テル大辞典にそう載っている！）」も作りました！甘
くて強いのでご注意を！
♪「The Chamber Music Jamboree in BachHouse（『バ
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

↑内容としては、ご自宅にチェロの生演奏をお届け

リー方式で室内楽をどんどんやろう！というもので

するというもので、依頼こそ少ないけれどももう９

す。

年程続けている業務です。よかったらこれを機会に
ご利用くださいませ！

★第５回 ３月１８日（日）
第 1 部 ベートーヴェン 交響曲第７番全楽章の弦
楽五重奏版（１８１６年ウィーン Steiner 社版）を演奏
予定。
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演奏：東京バッハハウスアンサンブル

♪「バッハはうす」では、今回の東日本大震災や原

Ｖｎ：坂元愛由子、梶川空飛亜

発事故の影響により練習出来ない状況を強いられ

Ｖａ：河村泉、三谷陽子

ている方々に対してとりあえず 2012 年 3 月いっぱ

Ｖｃ：馬場隆弘

い、 無料で個人練習室をご利用頂けるボランティ
アサービスを行なっております。

第 2 部 ちぇんぼりーアンサンブル大会

また被災者の方を含むアンサンブルや、東日本大震

プロアマ混合

災支援チャリティコンサートの合奏練習の場所とし

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

ても提供させて頂きます。

ご参加を！「東京バッハハウスアンサンブル」メンバ

事前の連絡と、罹災・被災証明・チラシ等のご提示を

ーの方は参加費無料！

お願い致します。（原則２時間までとさせて頂きま
す）

4 月は 21 日土曜日を予定しています。

♪チェロ教室開講！

「バッハはうす」お得意様情報！

「バッハはうす」支配人・東京交響楽団チェロ奏者の

「バッハはうす」を日頃ご利用して下さっているお

馬場隆弘が「バッハはうす」でチェロを教えます！

得意様情報を紙面に掲載致します！掲載ご希望の

楽器は無料でお貸しいたします。

方はお申し出ください。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。

☆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）

♪早稲田大学グリークラブ OB メンバーズ＆同志社
グリークラブ OB シンガーズ Joint Concert 2012

また、持ち方も分からないけど「バッハはうす」の部

〇4 月 7 日（土）開演：17 時

屋を使ってちょっとチェロに触ってみたいという方

〇会場：杉並公会堂大ホール

は以下のプランもご用意いたします。

〇入場料：指定席 2,000 円／自由席 1,000 円

☆１５００円／１時間（室料・チェロレンタル料込）ワンポ

〇早稲田大学グリークラブ OB シンガーズ

イントレクチャー付（５分程度の解説・要予約）

同志社大学グリークラブ OB シンガーズ
指揮＝中村洋／笹原優樹／竹内和朋／佐久間宰士

詳しくは「バッハはうす」受付まで！

／山下裕司

ｔｅｌ

ピアノ＝上杉奈央子／長田育忠

０５０－５８０９－５３７５

〇お問合せ
♪３０１ホールを３時間以上ご利用頂いたお客様に１
時間につき１０００円分の金券キャッシュバックサービ
スを３月末まで延長します。また、コンサートや発表

早稲田＝武内公認会計事務所 03－5379－
1022
同志社＝栃木 044－201－1697

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。

♪受難曲の夕べ
○3 月 31 日（土）17 時半開演
○リスト：「キリスト」オラトリオ
○指定席 5000 円 自由席 4000 円
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独唱＝平松英子、羽鳥典子、武田正雄、淡野太郎
浦野智行

おまけ…

シンフォニア・ムシカ・ポエティカ

◇「バッハはうす」ではプロの占い師、月丘アンナ先

（フルートに岩下智子さんがご出演されています）

生（占いサイト「占い師の部屋」に出演中）によるタ

○お問い合わせ

ロット占いと手相占いを随時承っております。一回

菊田音楽事務所 042－394－0543

500 円！

♪ショスタコービチ・チクルス
○4 月 13 日・4 月 20 日・4 月 27 日・6 月 22 日・6
月 29 日 19 時半開演（共通）

◇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。
電話：０５０-５８０９-５３７５

○ティアラこうとう 小ホール

メール：tokyo@shitsunaigaku.com

○ショスタコービチ：弦楽四重奏全曲

ホームページ（フォームもあります）

○2000 円（一般）

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

String Ensemble KOHAKU

（「バッハはうす」で検索して頂ければ出ます）

Vn：執行恒宏 小泉百合香
Va：秋元理恵

★個人練習室 800 円～／時

Vc：松本ゆり子

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：opus55 03-3377-4706

ます。４㎡タイプと５㎡タイプの２種類があります。
★室内楽練習室 2,000 円／時

♪みんなでつくる復興コンサート

10 名様程度までご利用可能。グランドピアノがある２

○3 月 31 日（土）

０１、とアップライトピアノが 2 台ある１０１の 2 部屋があ

○15 時開演

ります。グランドピアノ使用料は 500 円／時間です。

○仙台市青年文化センターコンサートホール

★３０１ホール 5,000 円／時

○5000 円（全席指定）

グランドピアノを備えたコンサート形式 60 名様、合

指揮＝川瀬賢太郎

奏形式 35 名様程度まで入れるホールです。３０１ホ

演奏＝仙台フィルハーモニー管弦楽団

ール。グランドピアノ使用料は 500 円／１時間です。

Vn＝宮本笑里

（備品）コントラバス 1500 円／回、チェロ（中国製）

○お問い合わせ：ＴＢＳ事業部 022-227-2715

500 円／回、チェロ（イタリア製） 2000 円／回、バ
ス椅子 200 円／回、

♪第 2 回長崎小 ムジ～クフェスト

お部屋は全て飲食可能です。どうぞ、ご利用くださ

○3 月 25 日 14 時半開演

いませ！コーヒー、紅茶などは一杯５０円、缶ビール、

○ベートーヴェン：「運命」ほか

グラスワインは２５０円です。

○長崎小学校体育館
指揮＝瀧澤寛
ムジークフェスト・フィルハーモニー管弦楽団

馬場隆弘
合同会社東京室内楽工房

○お問い合わせ：瀧澤寛 090-9004-3116
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