終了後の催し物
♪29 回バスティンコンサート 3/12(日) さざんぴあ博多

いつも･･
ありがとうございます。

これからの講座のご案内・・

どうぞ、よろしく

♪リトミック指導カレッジ福岡

お願いいたします。

2017.⑧ 4/13(木).⑨5/10(水)⑩6/8(木)
♪バスティンで学ぶ感覚認識１２回
2017➁4/26（水）③.5/24（水）④6/21(水)⑤7/12(水)
♪ﾊﾞｽﾃｨﾝﾊﾟｰﾌｪｸﾄｾﾐﾅｰ 10 回
2017.③4/19.④5/17.⑤6/14.⑥7/5．⑦
♪杉谷昭子先生コンサート 5/28(日)13:00
♪水谷稚佳子先生ハピトレ(フィンガー)講座 5/29(月)
♪杉谷昭子先生演奏法講座
95 回目 6/1（木）
♪石黒加須美先生ﾌﾞﾙｸﾞﾐｭﾗｰガイド講座５回目６/７(水)
♪30 回バスティンコンサート 9/3(日) さざんぴあ博多
♪博多南 2017 秋季ステップ
11/11.12 ｱﾐｶｽ
多喜靖美先生室内楽研修（11/10.11）
室内楽奏者によるレッスンの予定. 11/5.6.7
♪若葉会 ⑴4/27⑵5/18⑶6/1⑷6/15⑸7/6⑹7/14

記事お問い合わせ

福岡市南区長住二丁目 9-1
（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
piano@u-on.jp

今回の記事

♪

バスティン奨学生*若葉会

♪

バスティンコンサート

♪

杉谷昭子先生コンサート

♪

石黒加寿美先生講座

♪

水谷稚佳子先生講座

♪

パーフェクトセミナー

♪

ブルグミュラーコンクール

詳しくは同封チラシか HP をご覧下さい。
ご参加の折には、 変更がないかご確認ください。
お申し込み時、お振込み時には、講座名のご記入をよろしく
お願い致します。

♪福岡バスティン研究会・月例会議・♪
変更の可能性があります。参加希望の場合は必ずお知らせください。
・ 5/12 ・6/16 ・7/14

(金) 10:30-12:00

・会場・参加費等お知らせいたします。

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

ＦＡＸ092
ＦＡＸ092092-551551-7025

↓

講座はいずれも定員があります。ご予約よろしくお願い致します
講座はいずれも定員があります。ご予約よろしくお願い致します。
よろしくお願い致します。

☆参加日

年

月

)申込日

日講座名(

氏名・住所

通信

□入会希望

〒

℡FAX 携帯
若葉会希望者

/

Mail.
最終卒業校 (卒業年度

年)

指導歴

□バスティン会員

☑を。

年

♪ユーオン・バスティンサポート～導入期指導法学習の奨学生の会・・・。
ユーオン芸育社 『ユーオン若葉会』は、若いレスナーの方の応援を今年より始めました。
「講座を受けたいけど経済的にその余裕がない。」「気軽に話が聴ける先輩先生がいない。」
「指導の仕方、アイディアが欲しい。」など、若葉マークの先生たち、たくさんの心配を抱えながらも、いい指導者
になりたいと熱い思いを持っていらっしゃいます。学校でお勉強をを終え活躍の場を探しておられます。そんな
夢いっぱいの皆さんにお力添えしていきたいと思っております。
これまで頑張ってきたベテランの先生方は、年齢を考えたらもう新たな生徒さんは取れない・・けれどこれまでの
ノウハウは活かしたい・・。と、思ってらっしゃって、この思いを若い先生と結びつけ、地域の音楽の学びの場を発
展させていけたらと思います。
まだまだ手探りですがユーオンで小さなこの活動が大きな力になることを願っております。
♪若葉会のための導入期レッスンレクチャー 教材を使って 7 回シリーズ
学習ではなく習得・・・暗記ではなく感覚付け・・・されど理論は宝物・・・。
参加費 1000 円

教材特典販売 会場ユーオン芸育社(南区長住) 13:00-14::30

⑴4/27⑵5/12※⑶5/25⑷6/1⑸6/15⑹7/6⑺7/14※(※は金曜日、他木曜日)
①7 オクターブ②音名と鍵盤③リズムワーク④ファーストレッスン⑤5 線と鍵盤
⑥セットポジションと階段⑦和音と和音進行 など考えてます。秋からは、続編も予定。
会場の都合により定員があります。まずは、必ずメールかメッセージにてお問い合わせください。
要予約です。どうぞよろしくお願い致します。(若葉会のため受講条件あります。) 日程会場は変更可能性あり

『バスティン奨学生*』
卒業して指導者になる・・これから何十年ものお勉強の始まりですね。ずっと追及続けれる情熱いっぱいの若い心を
大事にしたいと思います。皆さんと未来に向かって、共に笑顔で集い、お仕事の楽しみへとつながっていけたらいい
な！です。たとえば、今子育て中のお母さん先生、周りに習いたい人がいても夕方の受け入れ時間に限りがある。そ
こで「いい先生いますよ」と若葉会の先生を紹介してほしい。数年たったら今度立場は逆になる。そしたら「いい先生
いますよ」と、今度は一息ついた先輩先生を紹介してほしい。今のベテラン先生たちは、10 年？20 年？したら引き継
ぎの時育った若葉会の先生たちに生徒さんを託せる。
バスティンの指導者の仲間が何かしら力になろうと、いっぱいの手を差し伸べ、その手を取り合い、お互いの生きが
いを育めたらと思います。ここに幸あれ…です。きっと、音楽が周りにあふれる手伝いになります。ご賛同の声を聞け
たら嬉しいです。どの年代の方にも、生きがいの創造となりますように。そのためにも若い先生に即戦力をみにつけ
ていただくこと・・・頑張りましょう。 パーフェクトセミナーの奨学生ご希望は、ご相談を。

『杉谷昭子先生のコンサート』
2017 年 5/28 日曜日福岡女学院ギール講堂 12 時半開場 13 時開演
杉谷昭子先生の講座も 6/1 で 95 回目となります
杉谷昭子先生は、藝大卒業後 37 年間にわたるドイツ生活
ウィルヘルム・ケンプの高弟デートレフ・クラウスに師事。
1981 年から 10 年間最晩年のクラウディオ・アラウに師事。
昭子先生の音楽、音色に触れると、音楽が言葉よりはるかに心にしみ
て届いてくるのを実感します。 前売り 3000 円 当日 3500 円

「♪29 回バスティンコンサート♪
バスティンコンサート♪3/12 サザンピア博多
サザンピア博多」
博多」

今回は 80 人の参加者で開催いたしました。
参加指導者は、13 人。ゲストはピアノデュオ。
水崎玄さん・水崎奈々さんでした。
次回は、9/3(日)30 回目、楽しみです。(*´▽｀*)

『♪シリーズ～ﾊﾟｰﾌｪｸﾄｾﾐﾅｰ♪』

1 回目は、藤原亜津子先生 2・3・4 回目、二本柳奈津子先生。

バスティンを知るのに一番早道な講座・・。指導の基礎組をしたい・・指導をさらに充実させたい。
そんな思いが集まって、講師も参加者も一つの目標に向かって学びます。3 回目は、パーティ B。
バスティンのプレリーディング楽譜とⅠ・Ⅴ7・他、指導のいろんな要素について盛りだくさん。

２０１７年ブルグミュラーコンクール福岡大会要項・チラシ
４月末、関係各店舗にチラシ設置していただきます。
♪ブルグミュラーコンクール説明会予定日 7/10.・11

10/1(日) 福岡 福岡女学院ギール記念講堂
10/15 (日) 北九州 黒崎ひびしんホール中ホール

◎ブルグミュラーコンクールってどんなコンクール？

10/22(日) 筑紫 カワイ福岡 ﾐｭｰｼﾞｯｸｻﾛﾝ ルーチェ

◎コンクールどんな生徒に どう勧めたらいい？

10/29(日) 福岡西 福岡県立ももち文化ｾﾝﾀｰ 小ホール

◎ブルグミュラーで何をどう教えたらいい？ お話と演奏等

♪演奏ポイント講座・リハーサル弾き会開催予定。
～詳細決まり次第ホームページにアップいたします。～

♪石黒加寿美先生・ブルグミュラーガイド講座第 5 回
6/7(水)パピオビールーム大練習室
ブルグミュラーの指導で音楽を楽しみましょう。
ご参加お待ちしております

ファイナル
11/26 (日) 福岡女学院ギール記念講堂

『水谷稚佳子先生 フィンガートレーニング講座

』 ♪お待ちしています。

響きのある音 且つ、弾きやすさをわいわい・・学びましょう。
自分自身で脱力診断もできます。
体操をしたり、実際にピアノを使って簡単な音を弾いたり・・
先生の心の癒しも定評です。

『♪リトミック指導カレッジ福岡♪・パピオビールーム』
パピオビールーム』
リトミック指導カレッジも後 3 回になりました。
参加者の皆さんのレッスン展開の画期的な発展につ
ながりますように、ご活用ください。
皆さんのリトミック力がますます素敵になります。
秋からはどんな風に進化させるか思案中です。

編集後記

“さちこのつれづれ”

今年の春は、桜が遅く、お陰で入学式のシーズンまで淡いピンクの景色で嬉しさも倍増しました…。
バスティン研究会 in 福岡ができて 21 年が経ちました。なんか信じられないなぁって言う気持ちです。
21 世紀になる時、なんか未来に来たような気分でした。たちまち携帯電話が誰でも持つようになり、さらには
iPhone にまで変わって・・・どこまで進化するの？って感じ。21 年前の私が見たらびっくり仰天なんじゃないか
なぁと思います。今ある職業が 10 年後にあるかどうかわからないそんな時代になりました。何とか平和で物も
豊富にあり、100 円均一のお店に行ったらびっくりな物がいっぱいで１００円で・・・・。
この世の中は、もっと凄くなろう、何かになろう、そうやって発展してきたんだろうと思います。
だけど発展した後、どうなりたいんでしょう。いつも、ふと気づくとそう考えます。
これからは、「物の時代」じゃなくて「心の時代」って言われます。今までと、またまた何か変わってくるんだと思
います。これから 20 年後、生きているかどうかわからないけど、どんな世界になってるんでしょう。たくさんの不
可能を可能にしていくこの時代の流れですがやっぱり古いものにも、思い出にも、宝があるって気持ちになり
ます。時代を超えて・・この場所に誰かがどんな風にたたずんでいたのかと思うと周りや文化や思想が変わっ
ても・・分かり合える心はそのままなんじゃないかと思います。一人で生きていけない奇跡の生活・・電気も水も
自分の力では供給できない・・すべてに助けられている。
発想の転換と、小さな喜びや幸せの瞬間の積み
重ねで、人生がより豊かになりますね。
色々なことも、チャンスと楽しんでチャレンジ
していきたいと思います。
いつも、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 講座は、受付時間の都合上、基本的に前納でお願いいたします。
入会は、随時可能です。 また、会員外の方もお気軽に講座等にお誘いください。
2017年 会費１０００円 不定期で通信発行・・・。楽譜・講座割引 有。 一部講座欠席時DVD補講のサポート
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 2017 と明記

