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第３号

本 部 教 室 リニューアル
�多目的スペース「Space�Z」オープン！！

ＲＣＣ本部教室がリニューアルしました。

ＪＲ田端駅徒歩１分の所にあるＲＣＣ本部教室

は、表側にあった喫茶「コロラド」の営業終了

に伴って敷地を広げ、“教室＋多目的スペース”

に生まれ変わりました。

多目的スペースは

『Space�Z』と命名

され、これから、

ライブ演奏や各種

クリニックなどが

開催されます。

去る５月２７日に

はオープン記念として「猪俣猛トリオ Live」

が行われましたが、予想を超える人が訪れる大

盛況の中、最高の演奏が繰り広げられました。

今後のスケジュールに関しては追ってお知らせ

しますが、次回は６月１７日に「猪俣猛トリオ

Live�Vol.2」です。
外観です。２Ｆに事務所があります。

←�５／２７の「猪俣猛トリオ Live」の模様�↓
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ＲＣＣ恒例の夏期研修会が今年も開催されます。

３３回目を迎える今回は、例年より１週間遅い

８月の８日～１０日の日程で行われます。会場

は昨年と同じ『ハンターマウンテン塩原』。御

存じの方も多いかと思いますが、ここはスキー

場として有名なところ。標高 1,200mの自然豊

かな高原リゾートです。70 ヘクタールの広大

なフィールドで、昨年は思う存分ドラムを叩く

ことが出来ました。２泊３日のまとまった時間

をどっぶりとド

ラムに接する機

会は貴重なもの

で、参加した生

徒さんはメキメ

キと腕を上げて

います。リピー

ターとして毎回

参加している方

も多く、毎年受

付開始日から１

～２日で満員に

なってしまうほどの人気です。詳細は下記およ

び別紙のとおりで、７月１日 15：00 から受付

開始。

 第３３回ＲＣＣ夏期研修会
 日程 平成１４年８月８日（木）～１０日（土）

※ 日程に注意
 会場 ハンターマウンテン塩原
 参加費 ￥４０, ０００-
  （バス代 , 宿泊費 , 食事代ほかを含みます）

 参加資格 平成１４年６月以前より入会し、且つ８
月現在も在籍しているＲＣＣの生徒、又
過去に１年以上のＲＣＣ及び関連教室在
籍者で中学生以上の方

第 33回夏期研修会７月１日より募集開始！
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第５回「GOLDEN�TRIO�WE3」

����������ゲスト：山本邦山【尺八】

������������� 日時：８月２９日（木）

������������������������午後７時開演

������������� 料金：￥4,500- 全席指定ＲＣＣ生徒特別料金
������������������������（一般￥5,000-）

������������� 会場：王子ホール

�������音楽監督：前田憲男

���企画・構成：猪俣猛

������������� 主催：アール・シー・シー

������������� 協力：日本音楽家協会
������������������������キリンシーグラム株式会社

好評のシリー

ズコンサート

「Golden�Trio�

WE3」も５回

目 を 向 か え、

今回のゲスト

は尺八の山本

邦山さん。

ＷＥ３と邦山

さんは 1975 年

にも共演しており、その模様はアルバム「竹の

組曲」になっている。ピアノトリオと尺八の世

紀を越えた対決。いったいどんな音場が繰り広

げられるのか、興味深いですね

 1. Hello, Mr. Ammonite !
 2. Stardust
 3. Sunflower
 4. My Sweet Love
 5. My Favorite Things
 6. Music of The Night
 7. My Reverie
 8. Round Midnight
 9. Ciribiribin
 10. Chim Chim Che-ree

今回、ご紹介するのは前田先生曰く“忍者に

近いテクニック”の持ち主、ユーフォニュー

ム・プレイヤー外囿祥一郎氏のアルバムです。

前田先生を唸せた超絶テクニックは、もちろ

んですが、甘い音色で切々と唄い上げるバラ

ードもすばらしく、吹奏楽経験者はもとより

ＪＡＺＺファンも楽しめる１枚だと思います。

ハロー・ミスター・アンモナイト
外囿祥一郎 VS WE3

ベーシック・ビデオ・アーツ BCD20201 ￥2,800-

コンサート情報 CD�Review

 Euphonium ：外囿祥一郎
 We3  
 Drums ：猪俣 猛
 Piano ：前田憲男
 Bass ：荒川康男

特報 ! !
１面の記事でお知らせした“スペースＺ”オー

プン記念で、CDの特価販売をしております。

対象CDは「TJQ�LiveAt�ASUKA」「Now�and

�Then」「In�a�mellow�tone」の３タイトルで、

それぞれ 20%�Off です。詳しくは RCC本部ま

でお問い合わせ下さい。

また、近々に Sticks レーベルのCD,VTRほか

のインターネット販売を開始いたします。お楽

しみに！！

Live st ASUKA
特価￥１, ６００-

Now and Then
特価￥２, ０００-

In A Mellowtone
特価￥２,０００-
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RCC�NEWS では、皆さんのコンサート , ＣＤなどの情報をご紹介いたします。掲載希望の方は、ご遠慮

なくお知らせ下さい。（紙面の都合などで掲載できない場合はご了承下さい。）

 店名 レッスン日 担当講師名 電話 所在地

 ＲＣＣ本部教室 月～土 猪俣猛,田中,関根,稲垣,猪俣(優),横川 03(3822)4170 北区田端

 島村楽器錦糸町店 火,金 伊藤,黒田 03(5600)3888 墨田区江東橋

 スター楽器蒲田店 木,金 芥川 03(3738)1313 大田区蒲田

 宮地楽器神田センター 火,水,金 多々良,渡辺 03(3255)2757 千代田区神田小川町

 ヤマハミュージック荒井 木,金 関根,島村 03(3902)5411 北区赤羽

 ヤマハ王子センター 月,火 田口,窪 03(3914)2794 北区王子

 ヤマハ駒込センター 水,木 黒田,田口 03(3940)6086 豊島区駒込

 ミュージックワダ 水 窪 03(3425)5152 世田谷区宮坂

 宮地楽器サウンドパル小金井店 火,金,土,日 渡辺,小出,田中,高垣 042(381)3331 小金井市本町

 宮地楽器サウンドパル立川店 月,土 河野,島村 042(524)1313 立川市錦町

 スガナミ楽器アネックス 月,火,水,金,土 田中,高垣,窪 042(726)0311 町田市中町

 スガナミ楽器多摩店 火,木,金 山本 042(375)5311 多摩市山王下

 スガナミ楽器相模原センタ－ 月 高垣 042(757)0806 相模原市相模原

 スター楽器小杉センター 水 関根 044(722)6396 川崎市中原区

 川上楽器溝の口店 月,水,木,土 渡辺,島村 044(811)8331 川崎市高津区

 厚木楽器アミ厚木 日 窪 0462(22)3473 厚木市中町

 長谷川楽器店駅前センタ－ 水 渡辺 0467(85)9835 茅ヶ崎市幸町

 島村楽器KN本八幡店 木 小出 047(321)2215 市川市八幡

 島村楽器野田ノア店 火 寺岡 0471(25)8433 野田市中根

 島村楽器津田沼店 木 黒田 047(478)5999 船橋市前原西

 多田屋ミュージックプラザ 日,火 渡辺,田切 043(287)1411 千葉市稲毛

 多田屋茂原センター 木 伊藤 0475(23)5411 茂原市高師町

 伊藤楽器船橋店 日 田切 047(431)0111 船橋市本町

 伊藤楽器北習志野センター 金 田切 047(465)0111 船橋市習志野台

 伊藤楽器松戸センター 火,木 関根,田切 047(368)1161 松戸市松戸

 柏屋楽器川口店 土 山本 048(257)1411 川口市幸町

 柏屋楽器浦和店 月,火,土 黒田 048(822)5391 さいたま市仲町

 柏屋楽器大宮センター 月 関根 048(642)2637 さいたま市下町

 島村楽器北戸田店 月 山本 048(422)9734 戸田市美女木東

 島村楽器新所沢店 水 板垣 042(998)8255 所沢市緑町

 キノシタ楽器所沢店 火 小出 042(923)0010 所沢市日吉町

 大野楽器MACS 火,金 大野 0489(86)8686 越谷市南越谷

 島村楽器大宮ロフト店 金 多々良 048(648)6660 さいたま市宮町

 島村楽器水戸店 金 伊藤 029(233)2121 水戸市宮町

 島村楽器勝田店 月 板垣 029(272)6969 ひたちなか市春日町

 益原楽器栗原センター 火,金 岸田 0848(23)7100 尾道市栗原西

 スガナミ楽器府中センター 水 岸田 0847(45)7884 府中市元町

 スガナミ楽器神辺センター 木 岸田 0849(63)0949 広島県深安郡

 寿美音楽教室 月 岸田 08472(2)0185 広島県世羅郡

 島村楽器岡山店 木,日 清藤 086(226)8111 岡山市中山下

 Studio J  伊藤 043-293-2861 千葉市緑区

 つのぶえ音楽教室  横川 0492-55-0909 埼玉県富士見市

 アイ音楽教室  板垣 048-874-0058 さいたま市中尾

 Music Factory ARK  芥川 0467-74-8888 神奈川県高座郡

 ホットハーツ・ドラムスクール  清藤 086-448-2677 倉敷市連島中央

 メゾフォルテスタジオ  清藤 086-428-6822 倉敷市有越

 スタジオ ザ ブーン  清藤 0866-93-9781 岡山県総社市

東
京

神
奈
川

千
葉

埼
玉

茨
城

中
国
地
区

 ヨーク・カルチャー・センター  河野 048-645-7125 さいたま市吉敷町

 スター楽器池上センター 火 島村 03(3755)2131 大田区池上
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