今年も、よろしくお願いいたします。
2015 年行事。 これからの講座のご案内・・
♪杉谷昭子先生講座 78 回 1/23(金)
♪水谷稚佳子先生フィンガートレーニング講座 2/6(金) ﾊﾟﾋﾟｵﾋﾞｰﾙｰﾑ大練習室
☆ホームページのご案内☆
♪藤原亜津子先生講座パーティ 4 回シリーズ①２/13 (金)②５/２２(金)ﾊﾟﾋﾟｵﾋﾞｰﾙ

http://www.u
http://www.uww.u-on.jp
on.jp
ｰﾑ大練習室
♪ミンミン検定.2/28(土)ふれあい文化センター
♪第 25 回バスティンソロズコンサート 3/8(日)さざんぴあ多目的ホール

バスティン研究会ｉｎ福岡

♪福岡バスティン講座 3/18(水)より１２回シリーズ講座
福岡市南区長住二丁目 9-1

♪根津栄子先生シリーズ講座 ①3/11②6/18③10/15 ﾊﾟﾋﾟｵﾋﾞｰﾙｰﾑ大練習室

（有）ユーオン芸育社内
FAX092-551-7025

♪ミンミン検定.

04/18(土) 博多南地域交流センター

第１会議室

♪コンサート・若き演奏家と杉谷昭子・安藤正太郎と仲間たち. 5/17(日)春日市

福本幸子
piano@u-on.jp

ふれあい文化センター サンホール
♪2015 年博多南秋期ステップ 11/14.15(土日)アミカスホール
今回のピアノの先生日記

詳しくは同封チラシか HP を見てね。新しい方にもお気軽にご参加ください。
先生日記

２０１５年更新もよろしくお願いいたします。

石川貴美先生
牛島真理先生
由川千恵先生

♪福岡バスティン研究会

・・2/12(金)10:30-12:00 ・・3/5(金)10:30-12:00 ・4/17(金)10:30-12:00

参加申込書はホームページのメールかファックスで
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『バスティン研究会ｉｎ福岡・バスティン講座・・』 発達心理学プレ講座（2012 年）カフェ心理学（2013)を経て始まった

こ

の講座。
「心理学とは？」という堅苦しい……ものではなく、身近なところ、
「体験」や「言葉」から紐解いていく講
座です。2014 年は「感覚」ということを中心に、参加する私たちの心を、頭をほぐし、また、片付け、整える事が、
できた…できつつあるように思います。形のない、目には見えない事柄を形にして、見せられて「なるほど！」と膝
をうったり、
「う～ん」とうなったり（笑）感じるままにあるがままに…そういえば、ありのままの♪っていう歌が流
行りましたね…。二月はまとめの講座です。はたして、まとめるのは、誰なのか…!?

『2015 年 11/14.15 アミカスにて博多南秋季ステップ開催』････
♪10 月に多喜靖美先生室内楽レッスン♪Vn11/8.9.10.11.12 太田先生 Vc 有泉先生♪室内楽レッスンを♪13.14.室内楽リハー
サル予定。『継続は、力なり。』博多南ステップも 12 年。回数とともに、アンサンブルが参加者の方々の成長させていくことを感
じ感動しています。次回は、2015.11/14.15 です。室内楽の受付は、6/1 から開始いたします。少しでも多くの方が経験できます
ように、工夫していこうと思っています。たくさんの方がこの喜びに出合いますように…。デュオ〔ヴァイオリン・チェロ〕・トリオで
募集します。室内楽はじめの一歩・ロシェロールピアノトリオ・ギロックの室内楽その他博多南で依然した室内楽曲は全曲大丈
夫です。また、編曲ご希望曲がありましたら、ご相談ください。体中で楽しさと喜びを感じる音楽の時間を・・一緒に共有できた
ら嬉しいです。博多南ステーション・・より。

『若い演奏家と杉谷昭子先生コンサート・・開催』･･2015.5/17 春日市ふれあい文化センター

サンホール

私たち主催の昭子先生のコンサートわくわくです。
前売り2,500円当日3000円 開場予定13時 開演13時半
共演者・秦・あゆこVn・中村朱里Vc・牧原由依Vn・渡辺麟Vn・田中紗季Fl・後1名募集します。
昭子先生ソロ曲・ベートーヴェン/ソナタ23番熱情・シューベルト/即興曲142-2・
ショパン/マズルカ14番バラード3番、ヴァヴィロフカッチーニのアベマリア(変更の可能性あり)

『小山実稚恵さん「音の旅」5/16』 由川千恵先生より
初詣のおみくじで大吉が出ました。幸先よい新年のスタートです。
2015 年は小山さんのデビュー30 周年の年でもあります。ただただ突っ走った 10 年、やりたいことに埋もれながらも自分の道を
確認した次の 10 年。そして今音楽への愛が深まるばかりの心から幸せを噛みしめながらの 10 年だそうです。福岡が大好きと
言われる小山さん、腕はブラブラ、指先集中だとも(笑)。時の大切さを思いながら一緒に「音の旅」「人生の旅」をしましょう！
4/2（木）あいれふにて、岡田将先生による 13：00～公開レッスン、19：00～コンサートがあります。東区高美台出身でリスト国
際コンクールで優勝。現在は神戸女学院准教授。「まずは自分の音楽を好きになることから始めよう」といつまでも少年のよう
な 41 才（笑）の先生です。どちらも、どうぞよろしくお願いいたします。

『石黒加須美先生講座 ｢生徒を伸ばす！ピアノレッスン大研究｣セミナー 』 3/9（月）10:15-12:15 サンレイクかすや
＜内容＞●年齢に応じたプログラム

音楽室

●絶対音感をつける●すべてをバランスよく指導するために等

申込先ピティナ福岡ヴァルールステーション

田中輝美先生 TEL: 092-980-1841

『石嶺尚江先生講座今日のレッスンから使えるバッハインヴェンション指導法』3/23（月）10:30-12:30 カワイ太宰府ショップ
～インヴェンションが好きになる魔法のアプローチ～
＜内容＞◆ｲﾝｳﾞｪﾝｼｮﾝ突入までの下準備◆バッハ先生に興味を持たせるための裏ネタ◆バッハ先生からの隠しﾒｯｾｰｼﾞを読み解こう
申込先ピティナきやまステーション 天本みどり先生

TEL: 0942-92-4162

♪バスティンコンサート『2015.3/8日曜日第25回バスティンソロズコンサート開催』サザンピア博多』
約80名参加予定・・・みんな張り切って弾いてくださいね。楽しみの心を一つにして・・開催しましょう・・。
ウエルカムアーティストのご紹介。今回は、マリンバデュオ小野香織さん・戸次亜美さんで～す。 お楽しみに。(*´▽｀*)/
小野香織さんマリンバデュオ「coloritore MUSE」マリンバトリオ「KABOS mallet」等で活動。
福岡市内の小・中学校にてアンサンブルの指導を行う。
戸次亜美さんオーケストラ、吹奏楽、等様々なジャンルで活動。マリンバアンサンブルグループ
KABOSmallet メンバー。日本打楽器協会会員。大分県警察音楽隊所属。♬
『ミンミン検定』
内容プレリーディングのディスクに合わせて演奏。他、テトラコードセッティングスケールとカデンツ。
(受け付け→検定料納入→受験票交付→受験→結果合否用紙・パスポートをもらう。)
➀テンポ設定・拍子感②正しいﾘｽﾞﾑ③ミスタッチ④運指⑤音の粒･音楽の流れ⑥調性をチェック
小さなチェックポイントが、実る時間になります。そうして、励む力が育ちます。
《次回、2015 年 2 月 28 日土曜日春日市ふれあい文化センター 9 時半から 16 時半》
《次回、2015 年 4 月 28 日土曜日

2015/04/18(土) 博多南地域交流センター 9:30-16:30 》

『考えて、感じて、表現する・・藤原先生講座』石川貴美先生「なぜ

藤原先生の講座ってまた聞きたくなるのかしら？」

改めて考えてみると、その年々で自分の立ち位置が違うのです。目線とも言えます言い換えると常に「新しい」のです。
例えば、
”富士山”を

写真で見る。テレビで見る。
”新幹線から見る。飛行機から見る。実際に登山してみる。同じ富

士山なのに、印象や感想は全く異なってくると思います。まるで、たくさんの富士山があるかのように。 常に進化、
深化、真化し続けるお姿を惜しみなく私たちに見せてくださる藤原先生。
２０１５年パーティーシリーズが始まります。「Think Feel Perform」・・・今年も新しいワールドで・・楽しみです。

『根津先生・名曲集講座』

牛島真理先生

去年は栄子先生著書【チェルニー30 番/30 の小さな物語】、
【こどものスケール•アルペジオ】を演奏されながら解説し
ていただきました。チェルニーは曲を弾く前の準備運動•••と考えていましたが、曲のイメージを考えて和声の分析を
していくと、曲がどんどん膨らんできました。巻末の♪さらに理解を深めるために♪も音楽用語が譜例を用いて説明し
てあり、とても使い易いテキストです。また、身近な物を使ってのテクニックアップ方法や子供達が楽しく練習を続け
られる秘訣、そして何より栄子先生が生徒さん達に注ぐ温かい愛情が伝わってきました。
今年は【バスティン名曲集】を使っての名曲アプローチ講座です。
音楽を自分で感じて表現する世界へ、いよいよ踏み出す子供達へのプレゼント❗名曲集は私にとって、そんな位置付の
テキストです。子供の時にもらった【エリーゼのために】の楽譜が凄く嬉しかったことを今でも覚えています。
私達は偉大な作曲家が残してくれた宝物を後世に伝える大事な役目を担っていますよね。
音楽の素晴らしさを伝え続けられるように、これからも学んでいきたいと思います。
小さなピアニストたちが大きく羽ばたきますように•••願いを込めて☆終了後、栄子先生を囲んでランチをご一緒に！

『水谷稚佳子先生フィンガートレーニング講座!』2015.2/6(金曜日)１０時開場 10:15-12:15 ﾊﾟﾋﾟｵﾋﾞｰﾙｰﾑ
楽に弾けるためのアプローチ、スムーズに指に脳の指令がいくトレーニング、目的を待って行う力と喜び・・・それらをいつも先生
から頂いています。指のこと、手のこと、・・・一…ご自身のために生徒さんのために・・・普段のレッスンにすぐ活用できるように
ブルグミュラーを使って・・・一緒に考えて、トレーニングしていけたらと思います。終わった後、ランチを計画しています。♡

♡ あっという間に日々過ぎていきますね。今年も始まったばかりですが、なんとひと月が経ってしまいそうです。
早く感じないためにどうしたらいいのか、すっごーく真剣に考えてみました。・・楽しいことは、あっという間に過ぎて、辛かったりいやなことは遅く
感じるとか言いますが・・・この頃は、そうでもない気がする。…とにかくーー流れていってしまうんだと思う。で・・やっぱり五感をいっぱい『強く感
じる』しかない。そして、印象いっぱいに時間を過ごす・・・こんな簡単な答えに行き着くまでじっくりと考えなきゃいけないほど…流れが速い。(笑)
みんなで一緒に音楽と違うことしよう…ピクニックとかって・・・蓮のころ福岡市美術館に池川先生のご主人様の彫刻を見る大人遠足を実行。
あんまりにも、楽しく面白く・・・またまた行こうと誓い合った。ＮＨＫという案もあったものの受験シーズン出し飛梅の開花も耳にしたので・・・。

♪バスティン福岡の大人の遠足☆♪「太宰府」♪1 月 28 日(水)♪10 時 30 分に太宰府駐車センター集合(*^^*)
太宰府天満宮参拝、参道歩き、国立博物館、ランチ。
・・・それでもって、またまた、次も楽しみ・・。

2014美術館の大人遠足

編集後記
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2014博多南ステップスタッフ

“さちこのつれづれ”

♪♡♪♡♪

『天才とは才能じゃない。能力でもない。天才とは情熱です。』

♪♡♪♡♪

・・・コツコツですよね。コツコツ、自分の人生を楽しんでいけたらと、思います。また、来年も元気に生きて、講座等でお会いできる
のを楽しみにしています。と・・去年のつれづれをしめくくりましたが・・今年も・・どうぞよろしくお願いいたします。
『ちょっとした勇気がないばかりに、 毎日、多くの天才がうずもれてゆく。』

漫画家の赤塚不二夫さんが１７歳くらいの頃、読ん

でいた本の中でこんな言葉に出会ったそうです。赤塚さんはこの言葉で奮起して、漫画家になるための挑戦を決意したということ
です。自称、地味な私は、なかなか奮起しないので・・・ソロソロなんかに奮起した方がいいのかしらと考えます。
でも、1月の成人の日のところの連休に、左腕、肩・首筋の激痛に襲われ、病院にご縁を頂いてしまいました。いろんな不都合と
健康について考えながら、休息も考えつつ楽しくやっていきたいと思います。
ところで今年は、ショパンコンクールの年ですね。10年前に、ショパンコンクールを初めて見に行きました。その時ご一緒だった久
保山先生の娘さん、当時、中学生の久保山菜摘ちゃん(大学4年生)がショパンコンクールinアジアで派遣1位だったと聞いて、ま
た、赤塚不二夫さんの奮起を思い出しました。いつも、コンクールやコンサートで、素敵な音楽を表現して、頑張りつづけて来られ
たています。福岡のバスティンコンサート開始から何年も参加して、私たちの音楽に刺激をくれたなっちゃんに、エールをみんなで
一緒に送り、そして、大きな夢が叶うよう願っています。そんな風に、みんなみんな、夢に向かって羽ばたいて・・レットイットゴー☆
節分（2月3日）＆立春（2月4日）豆をまいて邪気を追い出す行事。「恵方（えほう）」 今年の恵方は寅卯（とらう）の方角。寅卯の方
角とは、東北東の気持ち東より、真東から少しだけ北によった辺りとなるそうです。「恵方を向いて巻き寿司を食べるとよいことが
ある」「恵方を向いて笑う・・・。」みんなで、やりましょうね。(笑) 私も、ささやかなことを大事に大事に過ごしていきたいと思ってい
ます。 2015年を楽しい素敵な・・一年に。 皆さんのご健康、お仕事の充実ｅｔｃ・・お祈りしています。
♪♡♪♡♪いつもありがとうございます。最後まで読んで下さってありがとうございます。 “幸”・

バスティン会員各位様

・お知らせとお願い・

2015年・・・更新受け付けています。

通信費１０００円の会費をお振り込みよろしくお願いいたします。(備考欄に2015年バスティン会費とお書きください。)
口座名義

有限会社

ユーオン芸育社

口座番号

郵便局０１７００―2

130647

ご入会希望の方、ユーオンのホームページより、会規約、主旨、活動等、ご確認のうえmailかＦａｘにてご連絡ください。

