いつも、ありがとう
ございま
ございます。

2014 年行事。ありがとうございました。
暑中お見舞い申し上げます。
♪根津栄子先生講座 3 回 ①1/29②5/28 パピオビールーム 大練習室
素敵な夏をエンジョイしてください。
♪ミンミン検定.2/1(土) .5/１７（土)①ユーオン②ふれあい文化ｾﾝﾀｰﾘﾊｰｻﾙ室 2
♪藤原亜津子先生講座 6 回シリーズ①2/21②3/13③4/24④5/15⑤6/13
☆ホームページのご案内☆
♪バスティングランドコンサート 安藤正太郎氏レッスン 3/8.9

http://www.uhttp://www.u-on.
on.jp
♪2014.3/21（金祝） 2014 バスティングラント゛コンサート スプリングホール
♪杉谷昭子先生講座 71 回 4/7(月)72 回 5/8(木))73 回 6/17(火)74 回 7/14(月)
記事お問い合わせ

♪2014 年博多南春期ステップ開催 6/14(土)アクロス福岡円形ホール
福岡市南区長住二丁目 9-1

♪水谷稚佳子先生フィンガートレーニング講座 6/16（月）アミカス視聴覚教室
（有）ユーオン芸育社内

♪二本柳奈津子先生講座 6/19(木) パピオビールーム 大練習室
FAX092-551-7025
バスティン研究会ｉｎ福岡
福本幸子
piano@u-on.jp

これからの講座のご案内・・
♪藤原亜津子先生講座 6 回シリーズ 9/11(木)パピオビールーム 大練習室
♪2014.9/21（日） 2014 バスティンソロズコンサートさざんぴあ多目的ホール
♪杉谷昭子先生講座 9/26(金)

今回のピアノの先生日記

♪根津栄子先生講座 3 回目 10/1 (水)パピオビールーム 大練習室
♪多喜靖美先生室内楽レッスン 10/13(月) パピオビールーム 大練習室
先生日記

♪多喜靖美先生スペシャル講座 10/14(火) パピオビールーム 大練習室
石川貴美先生

♪2014 年博多南秋期ステップ開催 11/8.9(土日)アミカスホール・室内楽研修有
由川千恵先生

室内楽募集中。 ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ

多喜靖美先生黒川浩先生 永井礼子先生

トークコンサート(ソロ)黒川浩先生(トリオ)多喜靖美先生 Vn 太田 Vc 有泉両先生
♪二本柳奈津子先生講座 11/26(水) パピオビールーム 大練習室
♪ミンミン検定秋の日程はホームページで
詳しくは同封チラシか HP を見てね。新しい方に・是非ご紹介下さい。

♪福岡バスティン研究会

・・ 8/29 金) 10:30-12:00

・・

9/12(金) 10:30-12:00

・・

10/3(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

氏名

講座名
・住所

2014 年
〶

□会員

月

日開催分

□一般 □入会希望 通信費 1000 円入金 (未・済)

E メール

連絡先
通信

℡

－

－

FAX

―

―

携帯

―

―

『スペシャル講座・・・・多喜靖美先生講座 10/14 火曜日のご案内』 石川貴美先生
《ブルグミュラー・ギロック・バスティン》 ３大定番教材をもっと楽しく！～新しい時代の楽譜読解法・・・パピオビールーム

多喜先生の講座…講座というより、「work shop」！！！ただ座って、一方的にお話を聞くだけでなく、考えて、発言し
たり、ピアノの前に座ったり、演奏を聞いたり、歌ったり……音楽を聞き、共に感じる。ぜひ、あなたにも多喜先生を体感しても
らいたいです。多喜先生の音楽や言葉を通して、自分の中にある音楽を見つめ直すきっかけになるといいな、と思います。講
座の冒頭ではなされた言葉。「音楽の基本は、拍子に支配された、機能和声をリズムやメロディーで彩る」まずこの一言でゆっ
くり座ってられない。考えなきゃ・・・。でも、考えることでなく自分の感覚を探していく、そういうことだということに気付く。講座
は、実は一方的でなく…やっぱり自分も運転しているんだったと・・・自立させてくれる講座。一方的に聞くと、自分と違ったり、
未知だと・・不安、自信喪失・・でも、そうじゃない。すわっていても・・・多喜先生の経験する講座。福岡バスティン・博多南は、久
しぶりに開催。わくわくです。ぜひ来てね。そして、博多南ステップと室内楽研修・・この頃、室内楽曲の充実した時間・・コンサ
ートのようです。参加、または見学いかがですか？詳しくは、ユーオンの博多南に載ってまーす。♪kimi

『６/１４アクロス円形ホールにて博多南夏季ステップ開催』････

♪ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ・藤原亜津子先生・.水谷稚佳子先生・中田穂波先生（ﾄｰｸｺﾝｻｰﾄ）
♪スタッフ ・受付山内経子先生・志牟田礼子先生

司会中尾和枝先生・石川貴美先生

集計松永里香先生・中島麻理子先生・堺由美子先生

ピアノの先生日記

『2014.博多南夏季ステップを終えて』

舞台鬼丸悦子先生・花崎 望先生

アドバイザー係牛島真理先生

進行福本幸子 での開催でした。

石川 貴美先生

一日を通して、各講評で、
「教育者」
「演奏者」
「専門家」という三つの観点からのお話を聞くことができました。
藤原先生は「良い手の形」「指先しっかり」
「手首ラクラク」という「まずはじめに」大切な事のお話から。
指つくり、耳つくり・・先生の優しい言葉かけの中に、暖かいお心と深い願いのあることが伝わりました。
中田先生は、表現者ならではの、
「音を響かせる」ための指・手首・筋肉の動かし方やテクニック、演奏するための
深い学びの必要な事を明るい関西弁でお話くださいました。
水谷先生は、脱力などのお話の最後に「参加したみなさんへ」拍手「指導してくださった先生がたへ」拍手
「いつも支えてくださっているおうちの方へ」拍手。という暖かい感謝の言葉でしめくくっていただきました。
今回は、博多南ステーションとしては、初めての会場でした。参加者席の設定の都合上、演奏を終えたみなさんは、
元の控え席にもどり各部が終わるまでは、そのままでまっていただく事になりました。
そのことが、会場全体にここちよい緊張感を持たせ、ピリッとした空気の中ですごす事ができました。
また、何年かぶりにピアノと向き合う生活にもどって・・・という方の参加もあり、音楽を長く愛する人たちへの
「おかえりなさい」という思いにも心打たれました。
初めての小さいお子さんから、長く音楽をしている大人。今を盛りに、エネルギーいっぱいの演奏・・とステップ
ならではのたくさんのみなさんと同じ時間を過ごせたことに、感謝でいっぱいです。
写真左上から
1.集合 1.２部
2.集合 3.4 部
3.集合 5.6 部
4.水谷先生講評
5.トークコンサートの様子
6.会場の様子
8.講評の様子
8.表彰の様子

『2014・・後半・・これからの講座・催し物』
・・・まっとうよ・・・博多弁だよ。

8/19

水谷稚佳子先生

9/11

藤原亜津子先生

9/26

杉谷昭子先生

10/1

根津栄子先生

10/14

多喜靖美先生

11/26

二本柳奈津子先生

♪『2014.9/21バスティンソロズコンサート開催』
この回の教本は、ハロウィン・トリーツ P.1.2.3.4
プレイ・アロング・クリスマス 1.2.

ハロウィン・セレブレーション・

大人の為のクリスマス 1.2

全部で１０冊

そして、あなたの持ち曲、披露に・・・・豆ピアニスト。

バスティン会員の生徒さん…ご参加お待ちしています。
会場は、雑餉隈駅そば、サザンピア博多
詳しくはチラシで・・・・。

『ミンミン検定』 秦尚子先生・斎藤加奈先生・花崎望先生・鬼丸悦子先生・牛島真理先生・志牟田礼子先生・石川貴美先生
２月・５月に引き続きの２０１４年３回目 10 月１２日 (日)チャレンジしてください。
項目①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
内容プレリーディングのディスクに合わせて演奏。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。)

『2014.8/30・東日本復興祈念コンサート』 由川千恵先生

飯塚を中心に活動している「としとらーズ」（平均年齢 78 歳・

90 歳代も数人）と「コーロひまわり」（50 歳～80 歳代）が、応援歌を携え、東北公演に行きます。竹森正貢九州・山口音楽協会会
長の作曲した「ふるさとに生きる」も会場の皆様と一緒に歌います。心温まる覚えやすい、誰もが歌える曲です。90 代の方々も、
力強く歌われ、感動と勇気をもらえます。東北公演（10 月）の前に、FFG ホールで演奏会を行うことになりました。続いて、岡田将
ピアノ・リサイタルです。東区高美台出身の、日本音楽コンクール、リスト国際ピアノコンクール等数々の国内外コンクールの優
勝者です。夏休みの最後の土曜日、ご家族で聴きに、見に、みえてください。

『第18回小山実稚恵「音の旅」ご案内～粋な短編小説のように（オレンジ：香る郷愁・切ないまっすぐな思い出）』由川千恵先生
ここはとってもオシャレな回(*^。^*)。まず、スカルラッティがとにかく粋で、「８つのノベレッテン」こそ短編小説…。 ドイツの日常
生活や風景が素朴に小粋に表現されます。アルベニスは何とも言えぬ懐かしさ。
11 月 9 日(日)14:00 開演(13:30 開場)

港の意味の「エル・プエルト」で「水」を連想させ「エステ荘の噴水」へと続きます。
会場：FFG ホール

ドビュッシーは実際に現地へ行くことなく想像で作曲をしたというが「グラナダ」のハバネラ
のリズムは「スペインを知らずにスペインの神髄をとらえた」とファリャから評されたそう。
最後はまさしく短編小説の愛の女神ヴィーナスの島「喜びの島」。懐かしい夕日のオレンジ色が広がります。
さらに、音の旅を一緒に歩んでくださっている皆様へ。音の旅路を無事に終えることができますように
皆様の心に小山さんのピアノの音が鳴り続きますようにと始まった『音の旅・パスポート企画』
３つの半券がたまると小山さんから素敵なプレゼントがいただけます♪

『 みんなで一緒に美術館』 2014.6/27福岡市美術館《日展》そして大濠公園、大人遠足ツアー。

『昨日はありがとうございました

』山内経子先生

池川礼子先生のご主人様の彫刻、素晴らしかったです！
わんちゃんが今にも飛び出しそう

日展の作品はどれも圧倒される素晴らしさでした。

久しぶりに彫刻、絵画を堪能して別世界に引き込まれた後は、みなさんと見頃の蓮池で
可愛い子ガモや亀さんと戯れながら、幸子先生お手製のお弁当を頬張る・・・
しあわせ〜

なひと時を過ごせました。福岡バスティンの皆さまとの出会いに感謝です

✨これからもよろしくお願いします♡それにしても福岡イイね✨♪ｋｅｉ♪
やっぱり大事は、『愛情と信頼関係』♡我が家の結婚当初からの愛言葉。

山笠があるけん博多たい→

どんな時も、お金でないしっかりと活用できる財産・・・。それは、味方。本当にそんな、人と人との
出会いは、たくさんの喜びをくれますね。さあ、次は、どこ行く？？？”幸”

編集後記

“さちこのつれづれ”

暑中お見舞い申し上げます。いかがお過ごしですか?
リンゴの無農薬栽培を成功させた、木村秋則さんのお話より。リンゴの自然栽培に取り組んで最初の１０年近く、畑は荒れ果て、
リンゴのほとんどの木が枯れかけていたそうです。万策尽きはて、「無理をさせてゴメンナサイ。どうか枯れないでちょうだい」そう
リンゴの木に声をかけて回ったそうです。その後、１０年近い歳月を経て、ついにリンゴの木が実をならせたわけですが、隣の畑
の近くの、他の人の目が気になって声をかけなかったリンゴの木は、枝も細いし、実もならなかったそうです。
「私には“リンゴ語”がわからないから、彼らの返事は聞こえないけど、 一方通行であっても、リンゴにも心はあって、言葉が届い
ているんじゃないかな」 栄養は、日々の生活の中で、優しい言葉や、労いの言葉・・・。ちなみに、その話を聞いた木村さんのお
友達が、クルミの木に声をかけ続けたのですが、そのクルミは、いっこうに実をならすことがありません。相談を受けた木村さん
は、その木を見に行ってこう言ったそうです。「この木はもうダメだから、もう切るしかないな」と、切ろうとしたとき、奥さんから連絡
が入って戻らなければならなくなり結局その時切らないまま一年がたったとき、なんとそのクルミが実をつけたんだそうです。優し
い言葉じゃなくて、厳しい言葉が効いたんでしょうか?。大切なことはその時どき必要な言葉をかけてあげる。
話は変わりますが『栄養』って文字元々、『営養』だったそうです。体を太らす食物でなく、身体と心を作ってくれるってこと。
身体は、生きるための営みをやってくれてるってことに・・労いたいね。優しい言葉自分にもかけようって・・・そう思いました。
みんなで一つ一つの行事を心を込めて過ごすうちに、あっという間に時が流れていきます…。あっという間に流れるということ
は、やることが次々あるということ。うして、元気にお仕事と遊びとできて嬉しいです。
集中豪雨の様に、洗い流したり、変化だったりもあるけれど、振り返ったらどれもこれも、自分が経験できた大事な一日。
命そのものだったことに気づきます。・・・みんなで一緒に ますます、幸せになりましょう。♪♡♪♡♪いつもありがとうございます。
皆さんのご健康、お仕事の充実ｅｔｃ・・お祈りしています。講座等でお会いできるのを楽しみにしています。
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・

2014年1月更新月・・・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2014年バスティン会費とお書きください。)
口座名義

（有）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。

