暑中お見舞い

前回ご案内の行事は、無事・・・終了いたしました。ありがとうございました。

申し上げます!!

♪2011.4/2 ミンミン検定 さざんぴあ博多第一会議室
♪2011 藤原先生ベーシックスシリーズ講座 4/15. 5/13.6/3.7/1
（ヤマハ博多サロン）
♪2011.4/26 江崎光世先生 講座 ヤマハサロン

いつも･･

♪2011.5/7 室内楽コンサート「大田圭亮先生・有泉芳文先生」西南コミュニティ

ありがとうございます。

♪2011.6/2.28 杉谷先生 演奏法講座 ユーオン
♪6/26.7/17 合唱練習日･･さざんぴあ 午後６時１５分から７時半まで
♪7/2.3 ヨーロッパ国際ﾋﾟｱﾉコンクール福岡予選
これからの講座のご案内・・

記事お問い合わせ

♪2011.7/30 バスティングランドコンサート ｵｰｹｽﾄﾗとｺﾝﾁｪﾙﾄﾘﾊｰｻﾙ 入場自由
福岡市南区長住二丁目 9-1

♪2011.7/31 バスティングランドコンサート ｺﾝﾁｪﾙﾄ＆ｿﾛとﾃﾞｭｵそして合唱

（有）ユーオン芸育社内
FAX092-551-7025
バスティン研究会ｉｎ福岡
福本幸子
u-on@har.bbiq.jp

春日市 スプリングホール 入場無料 14:00～20:30
♪2011.9/2 杉谷先生 演奏法講座 ユーオン
♪2011.9/5 水谷先生 フィンガートレーニング アミカス視聴覚教室 10:00
♪9/9 藤原先生ベーシックスシリーズ講座（ヤマハ博多サロン）
♪10/8.9 ヨーロッパ国際ﾋﾟｱﾉコンクール福岡本選

セオリー学習法講座

♪10/16 第１9 回バスティンデュオコンサート＆豆ピアニストコンサート」
ジェーン先生と一緒に・・・・

「導入期のアプローチ
認識学プラス」

♪2011.10/17 ジェーン・バスティン先生来日講座 大博多ホール
時々開催

♪2011.10/30 予備日 29（土）ピティナステップ博多南 室内楽研修有り
♪2011.10/31 博多南主催 松本裕子先生フェルデンクライスメソッド講座 10:15
皆様のご参加、お待ちしておりまーす。 福岡スタッフ一同 (^O^)♡(^O^)

---------------------------------------------------------------------申込書や通
や通信はホームページのメールかファックスで
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月
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日

講座名

092092-551551-7025

↓

(
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〶
℡

FAX

携帯

/

「バスティングランドコンサート2011・・コンチェルトandソロ 」
いよいよ・・本番やってきます。

ご来場お待ちしています。

7/30午後 リハーサルを兼ねた指揮者によるオーケストラとのコンチェルトレッスン 見学可・無料
ヴァイオリニスト安藤正太郎氏によるクラッシックメロディの楽しみのデュオレッスン 見学可・無料
日時：2011.7/31午前10時よりリハーサル 開場13：30 開演14：00 終演20:30

入場自由・無料

会場：スプリングホール
（指揮者）山本郁夫氏(東京芸術大学指揮科卒、現在ヤクーツク歌劇場正指揮者、モスクワ中央音学院管弦楽団客員指揮者)
(共演オーケストラ) シンフォニエッタ福岡
バスティン子たちの舞台です。見に来てくださーーい。

２０１１年

ジェーン バスティン 先生

講座 in福岡

10/17月曜日 大博多ホール・・・ 開場9時45分 開演10時半 前売り3500円

・・･･･みんなで集って元気の元を･･・・ ありがとうの時間を･･お待ちしています。

・・ぜひぜひ来てください。ジェーン先生の笑顔
ジェーン先生の笑顔･･に会いに来てください。。
ジェーン先生の笑顔
バスティン・・・を

ますます

知ってください、感じてください。

ジェーン先生からも 「みなさんとお会いするのを楽しみにしています。」
とメッセージいただいています。
420席をいっぱいにしてジェーン先生をお迎えしたいと考えています。
バスティンでお勉強しているみんなで「ジェーン先生ありがとう」が
直接言える日にしたいと思います。
チケット好評発売中です！！！お送りいたします。Ｆａｘ・メール・お電話・・お待ちしています。

10/16 日曜日 第１7 回バスティンソロズコンサート ＆ 第 7 回 豆ピアニストコンサート
さざんぴあ博多 多目的ホール

演奏参加費３５００円 観賞入場無料 11:30 開場 12:００開演予定

今回は５年ぶりのデュオ コンサート 前回のデュオコンサートの時は、リサ先生とのデュオもあり・・・みんなで楽しみました。
今回は、ジェーン先生が来てくださいます。 良い想い出と･･出会いになります様に
８月半ばからの受け付けになります。
教本 ♪デュエットフェボリット 1～４
♪クリスマスデュエット １～３。
♪デュエットの楽しみ 1.2 より

フィンガートレーニング・コーチング

ダブル講座

2011.9/5月曜日 10:00-12:00
一般 3500 円

会員 3000 円

講師 水谷 稚佳子先生

福岡市男女共同参画推進センター・アミカス 視聴覚室
主催 博多南ステーション・バスティン研究会 in 福岡

セミナーレポート対象講座

住所 〒815-0083 福岡市南区高宮3丁目3-1
西鉄バス 50、51、52 番「高宮駅前」すぐ

西鉄天神大牟田線「高宮駅」西口すぐ

人気の水谷先生の講座

１０ヶ月ぶりの開催･･･お待たせいたしました。お申し込みはお早めに･･･定員有

ミンミン検定 in 福岡 「プレリーディング・基礎検定の内容 」 です。チャレンジして基礎グレードアップして下さい。

パスポートに星のマークをゲットで記録。ポイントアップでうれしいアップ

参加費 1 部門 500 円 初回発行 500 円

プレリーディング曲集（東音企画）より全 14 曲が課題曲
長調セッティング（セリフ付き）・短調セッティング（セリフ付き）アルペジオ長短・カデンツ

新刊紹介・・スケール検定が・・・本になって発売。
そして・・・バスティンと言えばセオリーを大事にする指導・・と定番。『ぷれ・せおりー』
各地の先生方の現場の産物は、やっぱり・・すばらしい。
そしてそして・・『クラッシックメロディの楽しみ』がかわいくなって発売。
ミドルポジション・・・から始まりバスティンポジションでクラッシックを・・・。
是非是非使ってください。
そして、プレ併用ほんの日本語版
とっても･･楽しみな本です。
どれも･･お取りできます。
バスティン･･楽しんでくださーい。

ピティナステップ・・お誘い

♪ 「室内楽研修」 ♪

10/29.30ステップ開催
今年も室内楽研修いたします。楽しみいっぱいのこの企画は・・人気企画。現在受付中。
･･･併せてステップ参加もお待ちしています。

定員があります。 詳しくは、ピティナステップのホームページで博多南を見てください。

お申し込み・・・お早めにお願いいたします。

フェルデンクライスメソッド

講師

10/31 月曜日 10:15-12:15
一般 3500 円

会員 3000 円

松本 祐子 先生
千代音楽・演劇練習場（パピオ B.ルーム） 中練習室 6

主催 博多南ステーション・バスティン研究会 in 福岡

地 下 鉄 ・・・ 千代県庁口駅より徒歩３分

ＪＲ ・・・ ＪＲ吉塚駅より徒歩１０分

西鉄バス・・・ ＜天神から＞天神、日銀前のりば

妙見方面行で千代文化スポーツセンター前下車すぐ

＜博多駅から＞交通センター１階・博多駅センタービル前Ｅ
皆さんのピアノライフスタイルに
要申し込み

画期的な

セミナーレポート対象講座

思考感覚を

県庁方面行で千代町下車徒歩３分

･･からだの中から学びましょう・・。動きやすい服装でご参加を。

表紙の申込用紙をファックスしてください。

「みどぽんのミド本」
“インカ文明の地上絵に「四本指」の絵“それは何を表しているかというと、「神様」の手らしい。
その理由は、神様が人間の姿で現れるときには必ず何か障害(障碍)をもった姿で現れるから。だから、五本指ではなくて四本
指。
いまでも、障害をもった子どもが生まれると、神様の化身として、ものすごく大切に育てる習慣があるそうです。
日本の神様にもいます。エビス様を知っていますか？ 海の神様、大漁を祈願する漁業の神様です。
七福神の一人でもあります。このエビス様、漢字で書くと「蛭子」とも書きます。
『古事記』によれば、イザナギ、イザナミの二人の神様がはじめて生むのがこの子です。
（本当は神様の数え方って「二柱」なんです）「ヒルコ」というだけあって、おそらく手か足が不自由だったらしい。
それで海に捨てられてしまうのです。
でも、この「ヒルコ」を海の民が育てたのがエビス様になったといわれています。障害者が神様になっているのです。
また、神社のお祭りでよく見かける「ひょっとこ」これは脳性麻痺の男の人といわれています。
「ひょっとこ」の語源は「火男」。脳性麻痺で障碍をもち、狩りや力仕事ができない人に任せた大切な仕事、それが「火の番」。
火を司る人がやがて神にも仕えるようになったのではないかということです。
まだまだそんな例はあります。大黒様のモデルである大国主神(おおくにぬしのかみ)は、いじめられっ子でした。
なんとこの神様は、旅行に行く時に荷物を持たされたり、ちょっとモテたからといってやっかみを受けて、いじめられているので
す。極めつけは、最高神・天照大神。最高神だって、ひきこもり経験者です。いじけて岩戸にひきこもっています。
他の神様方は、岩戸を開けるパワーがなかった。でも、だからこそ、みんなで集って、智恵を集め、ワイワイお祭りをして、天照
大神を岩戸から引き出したのです。 すべて整っているから神様でない。日本の神様は、一人一人がもの凄い力をもっているわ
けではないみたい。だから仲間と集い出会いを大切にする。深い孤独と悲しみを知っている人は、優しいのです。

バスティンの仲間の「のぞのぞ先生」の翠くんの御本が出来ました。
みどぽんは、６本指の神様でした。みんなでたくさんお祈りしましたが・・去年の夏１歳になった３日後、永眠されました。
優しさを・・・たくさんおみやげに持ってきてくれて旅立ちました。読むと心が暖かくなる本です。５００円寄附になります。
こちらのお申し込みも Ｆａｘ・メールで・・・。

編集後記

“さちこのつれづれ”

3年ぶりのコンチェルトです。たくさんの方に助けられ・・・いよいよ開催間近になりました。
福岡に越してきて２０年が経ちました。今年息子が卒業して・・後一人・・娘の巣立ちを残すものとなりました。
これまでに出会った皆様方との出来事の一つ一つが・・私の一部として･･生きづき・・・お蔭様で ありがたいことに たくさんの
生きがいやりがいに囲まれてきました。今年の残りも・・このコンチェルトのコンサート･･ジェーン先生を招いての１7回目のソロズ
コンサート･･来日講座in福岡・・各講座・室内楽と・・人生の楽しみの機会をいただいています。
関わっていただけることが何よりの喜びです。どうぞ、よろしくお願いいたします。
皆さんと一緒にした震災チャリティバザー・・223,950円

日赤に寄付できました。ありがとうございました。

この夏も、生徒さんやお子様たちも・・いろんなチャレンジされることでしょう。
いろんなことをするとき･･考えれば考えるほど、なかなか一歩が踏み出せません。結果は、未来のことですからやってみる前に
どれだけ考えても、完全に見通すことはできません。完全に見通すことができないのなら、前に進みながら、対処していく。失敗
したって大丈夫！！！大怪我しない場面で、そんな経験をさせてあげることで、子どもたちの「決断力」が高まっていくかもしれ
ません。子どもたちと比べれば、もちろん私たち大人のほうが 先が見通せます。「違う！！」「そうじゃないでしょ！！」
ついつい言ってしまうのは、結果が見えているからこそなんですね。子どもより先が見通せるからこそ、見守るのがいいのか、ヤ
メさせるべきか、その都度でしょうが･･そして何より・・子供たちの人生の応援隊でいたいですね。
最後まで読んでくれて感謝です。元気で夏の毎日お過ごしくださーい。・・・・・♡ “幸”
バスティン会員各位様 ・お知らせとお願い・更新・新規入会の方も2011会費１０００円 お気軽にご参加ください。
口座名義口座番号

（有）ユーオン芸育社

郵便局０１７００―2

130647 バスティン通信会費 2011 年分と明記

