
行う予定です。
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。
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第５号

ＲＣＣ恒例の３４回夏期研修会が
今年も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、
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
始から１～２日
で満員になって

しまうほどの人気で、昨年は１日で満員になっ
てしまいました。
また、今回は研修会期間中の８／９（土）に
『SUMMER JAZZ in HUNTER Mt.2003』 と
いう野外ステージでのイベントが開催されます。
このイベントには「猪俣 猛 カルテット」も出
演し、なんと
夏期研修会恒
例の“ドラム 
バトル チャン
ピオンシップ”
の決勝戦もイ
ベント会場で

 第３４回ＲＣＣ夏期研修会
 日程 平成１５年８月８日（金）～１０日（日）
 会場 ハンターマウンテン塩原
 参加費 ￥４２, ０００-
 （バス代 , 宿泊費 , 食事代 , イベント料金ほかを含みます）

 参加資格 平成１５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 34回夏期研修会７月１日より募集開始！



RCC 本部教室の１階に多目的スペースとして、

『Space Ｚ』がオープンして、はや１年が経ち

ました。

昨年の５月２７日に最初の Live を行ってから

既に多数の Live が行われましたが、いずれも

大盛況で、「身近に JAZZ が聴ける」スポット

として『リズム＆ドラム マガジン（５月号）』

にも取り上げられました。

『リズム＆ドラム マガジン』の記事にもありま

したが、何枚も CDを聴くより、１回 生演奏に

接した方が何倍も何十倍も、得られる物があり

ます。また、JAZZ と言う音楽は、聴き始める

きっかけが

無いとなか

なか入りに

くい世界と

思われがち

なのですが、

それは CDで

は、わから

ない“空気”=“プレイヤー同士のインタープ

レイ”があるからでしょう。そう言ったこと

は実際に、生演奏に接しないとなかなかわ

からないことで、逆に素晴らしい演奏を直

接、聴く，見る，するとジャズが持ってい

る楽しさ，素晴らしさがわかると思います。

そんな“生演奏に接する”機会としては、

『Space Ｚ』

の Live は

最適では

ないでし

ょうか。しか

も、なんと猪

俣猛グループ

の演奏を１ドリンク付きで￥３, ０００-（一般

￥４, ０００-）で観れてしまいます。猪俣猛グ

ループの演奏は初

心者の方はもちろ

ん、JAZZ ファンも

魅了する内容です

ので、是非一度、

生の JAZZ 演奏に接
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Live at SPACE Z



するために、いらしてください。

次回の Live は、６月 30 日（月）の「猪俣 猛 

Tokyo Jazz Quartet」。豪華客船“飛鳥”の

ワールドクルーズ

からの凱旋 Live

です。
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第８回「GOLDEN TRIO WE3」
              日時：10月 15日（水）
                        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
              協賛：キリンシーグラム株式会社
                        王子ホール

コンサート情報

JR山の手線、京浜東北線
田端駅下車、徒歩１分。
マクドナルド正面の信号を渡り、
坂を上った赤レンガのビル１F

好評のコンサートシリーズ
♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪

『Golden Trio WE3』
が、ついに、最終回を迎えます。

詳細は追ってお知らせしますが、

お見逃しのないように！！
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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,関根,稲垣,横川,猪俣(優) 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

 プロフェッショナル・パーカッション 木 高垣 03(3314)6811 杉並区高円寺南

 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 島村,関根 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,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,火,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 島村,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(822)6242 川崎市高津区

 厚木楽器アミ厚木 日,金 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 さいたま市浦和区仲町

 柏屋楽器大宮センター 月 関根 048(642)2637 さいたま市大宮区下町

 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 火,水 小出,板垣 042(998)8255 所沢市緑町

 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 さいたま市大宮区宮町

 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 土 横川 049(255)0909 埼玉県富士見市

 アイ音楽教室  板垣 048(874)0147 さいたま市緑区中尾

 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
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川
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城

中
国
地
区

 ヨーク・カルチャー・センター 日 河野 048(645)7125 さいたま市大宮区吉敷町

 スター楽器池上センター 火 島村 03(3755)2131 大田区池上

 スター楽器蒲田店 木,金 芥川 03(3738)1313 大田区蒲田
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