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2012 年度行事。ありがとうございました。
12 月
♪2012.12/7 藤原亜津子先生 パーティ 8 回修了式ヤマハ e サロン

記事お問い合わせ

♪2012.12/13 杉谷昭子先生 演奏法講座 57 ユーオン 10:15
福岡市南区長住二丁目 9-1

♪2013.1/26.2/16 ミンミン検定「プレリーディング検定」

（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

♪2012.2/19 杉谷昭子先生 演奏法講座 58 ユーオン 10:15
これからの講座のご案内・・
ピィティナ指導者セミナー対象講座。新しい方に・是非ご紹介下さい
♪2013 シリーズ講座 1/25 .2/5 .2/14. 3/13. 3/14
♪2013.4/13（土） 第 22 回バスティンソロズコンサート さざんぴあ博多ホール

今回のピアノの先生日記

♪2013．4/24（水） 二本柳奈津子先生講座 パピオビールーム 大練習室
秦

尚子先生

♪藤原先生のパーティ講座 A5/24・B6/14・C7/12. D 9/13・Ｐ.1.10/11・.2.3.4.11/15（金）
石川貴美先生
♪2013.11/9.10 秋ステップ開催

室内楽レッスン 11/4.5.6.7 研修 11/8.9

博多南ステーションへの室内楽参加受付 6 月開始。

学習法講座
3/21 水曜日

詳しくは同封チラシか HP を見てね。
その他のお知らせ

参加費 2500 円
ユーオン

♪2/28 バスティンフォーラム ミンミン検定発表 10 名参加。いってきまーす。

要予約
♪わんちゅちゅリズムカルタ/鍵盤かるた登場。他にも、新グッズできています。
♪次回の福岡バスティン研究会
2/22(金) 10:30-12:00
3/8 (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
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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2012.藤原亜津子先生 8 回シリーズ

みんなでにっこりの記念のお写真です。

70 名修了書授与者
藤原先生・・・先生のお話に魔法の力があります。心をいっぱい遣って・・キラキラと輝く笑顔でされるお話は、私たちに、レ
ッスンや音楽のすばらしさについて考える時間を与えてくれています。一月に一度こうして・・生徒のためにバスティン本を
みなさんと時間を共有して見ることのすばらしさをいつも実感しています。
♪藤原先生の講座計画・・ピィティナ指導者セミナー対象講座
今回から 全会場が決まっていないのですが 内容としては、パーティのシリーズになっております。

是非・・・ご参加お待ちしています。詳細は、東音企画かユーオン芸育社のバスティンホームページで。よろしくお願いいたします。

ピアノ先生日記

『講座に誘ったら･････。』

秦 尚子

バスティン講座に出会って何年になっただろう・・・って頃・・・自分がレッスンが楽しくなったから・・どうかなって・・・
2008 年の春にバスティン講座に周りの先生を誘った。一緒に一回扉を開けてもらって、楽しさを共有したかった。
一緒にこの楽しさで笑顔になりたかった。周りの先生にも、レッスンのわくわくみたいなものを感じれるって伝えたかった。
そしたら、ぼちぼちと・・だーんだん周りに連鎖していった。誘った先生方（A 先生・S 先生・H 先生）の熱意にもびっくり。笑
『やっぱり、レッスンは、している自分が楽しいのが大事なのかな』。ってつくづく思う。
講座で自分が感じたことをレッスンにそのまま伝えるってことのいいエネルギーが
そこにはあるのかなって思う。今年も、みんなと一緒に講座や研究会でたくさんの
わくわく作りをしていこうと思う。『先生から生徒に広がる楽しいレッスンの実現』ですね。
私も、ちゃんと････役立ってるぅ。笑

「22 回バスティン・ソロズ
バスティン・ソロズコンサート」
ソロズコンサート」

今年も笑いを蒔く二人・福も蒔く→

石川 貴美

22 回というこの長い歴史の中に、あの子やこの子・・・そして、保護者方の笑顔が浮かびます。教本弾きならではの、絶妙
なプログラム。歌詞に隠された、ジェーン先生親子の日ごろの生活や思い出の場面。物語の多様さ。本当に、おもしろい。
楽しい。うれしい・・・。子どもたちの演奏を聞きながら、ついつい、笑顔がこぼれます。音楽というトモダチとの出会いや思い
出を作ってください。楽しくやりましょうね。♪♪♪Let’s enjoy Bastien’s world !!
さざんぴあ博多 多目的ホール（春･秋開催）次回 4/13 土曜日 参加者受付中 3500 円
教本 中級全調ソロ 1～3、ソナチネ イン カラー、3 つの洗練されたソナチネ、
聖歌パーティ、コラージュ・オブソロ 1～5、豆ピアニストコンサート
同時開催

楽しみでーす。初挑戦 お気軽に。

「アソシエ・英国王立検定試験・・・」

福本幸子

この検定は目標を達成することにより、音楽の喜びを高める事を目的としているものです。
音楽力の「総合健康診断」とも言える内容で イギリスから試験官が派遣され通訳付で受けられます。
実技検定（課題曲 3 期、スケール・アルペジオ等、初見演奏、口頭試問）は、イギリスの素晴
らしい音楽家のレッスンを受けるような感じです。理論検定ともに年 2 回開催されています。
ピアノの他にも管楽器、弦楽器、声楽などあらゆる楽器で受験できます。
1/22 我が家で 財団の方による説明会がありました。
福岡でも 10 年くらい前から開催されていますが 知らない方が多いと思います。
私は、ずっと活用していますが、とっても良い効果が出ています。どうぞ、ご利用ください。
詳しい資料が欲しい方は、いくつか持っていますのでお尋ねください。

講座

『杉谷先生講座での集まり』 次回 3/15

この時間は、杉谷先生の演奏とお話を聴きつつ・・それぞれがあるがままに生きるひとつの定義『他人と関わりながら、お互い
の遺伝的特徴を認め、期待できるところに期待し、自分との補完関係をうまく築きながら、自分の感情に素直になり、抑え込ま
ず、したいように生きていく、お互いが、ともに笑顔の関係で…。』の元・・・進んでいきます。
なんででしょう。それは、杉谷昭子先生が ご自身の音楽、ご自身の人生のすべてを
私たちと共有しているからだろうと思います。
講座で「人間観ができる」・・・私たちの周りにはそんな方がたくさんいらっしゃる。
今年も集います。ご興味のある方、お尋ねください。
ヨーロッパ国際ピアノコンクールの福岡開催分のお知らせ。
福岡地区予選 課題曲自由曲両部門 6/8（土）春日市スプリングホール
福岡地区本選 課題曲自由曲両部門 9/29（日）福岡女学院「ギール記念大講堂」
地区大会(課題曲決勝) 11/17（日）福岡女学院「ギール記念大講堂」

講座 水谷稚佳子先生『魔法の質問キッズインストラクター4/19.20』 さざんぴあ博多
1人でも多くの人が自分らしく、生きていく世の中になったらいいな。
そんな未来を描いています。それは、子どもも大人も。
子どもがキラキラしていることは大切ですが
それよりも前に、大人がキラキラしていることが大切です。
しつもんによって、無理なく、自然と自分らしい活動が何かを知る。
そして、その一歩を踏み出す。魔法の質問でその世の中を創ることを
魔法の質問の授業を行うことができるようになりましょう。
詳しい知りたい方は、お尋ねください。
『フィンガートレーニング4/21 』ユーオン芸育社

講座

『二本柳先生講座』

予定

2013.4/24（水曜日）パピオビールーム地下2階 大練習室
10時受付 10時20分開始12時10分 終了
二本柳 奈津子先生の テクニック アプローチ実践編 講座です。
チラシ作製中 お楽しみに！！！

編集後記

“さちこのつれづれ”

いつもありがとうございます。
今年は、周りに受験生がいっぱいの年です。私個人は、きっぱり切れ目のいい年齢になります。
こうして、自分でも楽しんでいるなぁと思える時間を過ごしていることに感謝です。
私たちの人生は、いろんなことがあります。全てのこと、何一つなくてよいことはなく・・・どれにも栄養が・・・。
いろんな天気があるように、いろいろあるけれど、それもひとつひとつ必然・・・。
☆クイズです。 「２３０トンの水を、見えるような支えなしにどうすれば吊り下げられるか？」 ・・{???} ・・・「じやあ･･１００ｋｇの水
を、支えなしにどうすれば吊り下げられると思う？」・・・・・・・・・・・「えーーー。そんなのムリ！ 絶対、ムリ！」と思うで
ょ・・・・・・・・・・・・・・。
・・・・・・「答えは窓の外にありました」・・・・・・何トンもの重さの水が空中に浮いている、それが雲なんです。
これは天才芸術家・ボブ・ミラーの出題したクイズなんですが、答えが「雲を作ること」だなんて。素敵・・・。
私たちのまわりには こんなミラクルな現象がいっぱいなんでしょうね。ちょっと･･そんな気持ちで周りを見たいなって思います。
まもなく春がやってきます。家の前の長住東公園は、「雪柳」続いて「桜」が咲きます。
私が出会った桜の木の変化を見て書かれた文章ですが・・・・
『１年を眺めていて思うのは「変わっていくということ」・・・これを人間に置き変えてみて 変わっていくために必要なことってなんだ
ろうと考えてみたら、まず、「止まること」だと思われたそうです。「歩」くって漢字にも「止まる」がある。「正」しさにも「止まる」があ
る。「歴史」の一部にも「止まる」がある。「止」まるから「走」れる。漢字は「止まる」ことがいかに大事か教えてくれてる。・・・・・』
・・・ピアノもそうだな。うまい人ほどピシッと止まる。
私も、今年こそ 一度立ち止まって 窓から差し込むやわらかな太陽の光を浴びながら のんびり「お昼 寝？音？」をと思いま
す。一度立ち止まることで新しい・・・・ができる・・・・・・・・といいつつ・・・・・早速、動く私。（笑）お陰様に感謝です。“幸”
受験生やお疲れの方へ
≪集中力アップや、緊張をほぐしたりするのに有効なハーブ≫
ヨーロッパでは、ハローズマリーは、心と体を活発にし、頭をはっきりさせて、集中力を上げ、注意力や記憶向上すると・・。
シダー（杉）は、自分のエネルギーを緩和させ、ストレスを抑え、心を落ち着かせて、リラックスさせるのに有効。
・・・42度のお風呂がいいとも聞いています。私は、「確かにぃぃぃ」とつぶやきます。
いやしだまという、薬草墨の火の要らないお灸が似た効果･･･。寒いときは、冷えないようにしてくださいね。
あったかい野菜スープでも飲んで・・・。
先日、金柑を頂き、初めて煮ました。金柑に爪楊枝で3箇所孔を:空けて、酢1カップ、砂糖500グラム、お水50CC･･･中火で煮立
て、沸騰したら23分・・・・そして一晩置く・・・・すばらしいシロップとシロップ漬けができました。のどにいい金柑・・・温まります。
みなさんも、何かいいもの あったらお知らせ下さーーい。“幸”・・

「ある人の文より」
今日あなたが出会う人たちもみんな100年後、この地球にはいない。僕もあなたも100年後にはいない。
宇宙の歴史137億年を100％とすると、生きてる時間というのは100％のうち、0.00000000583％に過ぎません。
そうなのかぁぁぁ・・・・地球全体から 見ると

ごま粒にもなれないって知ってるから・・・

小さな、さらに小さな時間を大事に・・・・・・・ただただ今を誠実に楽しもう・・・っと。・・“幸”
バスティン会員各位様
・お知らせとお願い・1月が更新月です。更新まだのかた１０００円の更新費用をお振り込みよろしくお願いいたします。
口座名義

（有）ユーオン芸育社

口座番号

郵便局０１７００―2

本年度も、どうぞよろしくお願いいたします。

130647

(備考欄に2013年更新費とお書きください。)

