2019
♪1/16（水）バスティンで学ぶ学習法講座 2018⑪
これからの催し物のご案内・・
バスティン研究会♪

♪1/25 ヴァルール講座・馬場マサヨ先生♪➁2/7♪⓷3/27

いつも、音楽と共に！

♪2/6（水）バスティンで学ぶ学習法講座 2018⑫
♪2/15 重松良卓君アクロス円形ホールコンサート

皆様とご一緒に

♪2/18 ヴァルール講座・長谷正一先生

学べますことに感謝です。

♪2/24 第 33 回バスティンコンサートコミセン和白
♪.2/25(月)リサバスティン先生講座 アクロス円形ホール
♪3/7 石黒加須美先生ﾌﾞﾙｸﾞﾐｭﾗｰガイド講座 11 会場後日

記事お問い合わせ

♪3/8.（金）10:00～11:45 ピティナいまさら聞けない「コンクール相談会」
福岡市南区長住二丁目 9-1

♪3/13（水）学習法講座２０１９➀

（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

♪3/18(月)関本先生コンペの課題曲説明会楽芸社
♪3/20(水)赤松林太郎先生コンペの課題曲説明会大分
♪3/22(金)ハピネス講座赤松林太郎先生近現代
♪3/23(土)15 時アソシエ理論♪2/8 締め切り
♪3/30 か 31 水谷稚佳子先生フィンガートレーニング
♪4/17（水）学習法講座１２回ｼﾘｰｽﾞ２０１９➁

♪福岡バスティン研究会

♪5/15⓷. ♪6/19④♪7/17

♪4/25 ハピネス講座赤松林太郎先生バロック ♪5/27 ｸﾗｯｼｯｸ ♪7/12 ロマン

月一回(金曜日)
10:30-12:00

♪5/24 リトカレフォローアップ講座 まいぴあの おんがくかーどと①➁⓷

要参加連絡

♪7/6（土）ブルグミュラーコンクール課題曲説明会(予定)
♪7/7 筑紫カワイステップ
♪7/21 ヨーロッパ国際予選
詳しくは同封チラシか HP を見て下さい。

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

092092-551551-7025

↓

講座はいずれも定員があります。会場時・開催時間にご注意ください。
講座はいずれも定員があります。会場時・開催時間にご注意ください。

☆参加日
氏名・住所
℡FAX
通信

年

月

日

講座名

(

)申込日

/

♪ ・・リサ・バスティン来日特別講座「

オールインワンの筆頭著者が語る指導者と生徒への願い！ 」 ♪

待望の九州のバスティン研究会でアクロス円形ホールにて協賛開催実現。
新刊「バスティン・オールインワン」シリーズは、ベーシックシリーズの「ピアノ」「セオリー（楽典）」「テクニック」「パフォーマンス」の重要な要素を 1
冊にして、ピアノ学習者が無理なく効率よく学べるように開発された、新しい教本です。
この講座では、ピアノを弾くための総合的な力をバランスよく身に付けるために、オールインワンの指導法や従来のバスティンとの組み合わせ
方、伴奏アプリの効果などを、楽しみなエピソードを著者リサ・バスティン先生にお話し頂きます。
本当に、天使のようなリサ先生・・前 2 回来福も、子どもたちにたくさんのキラキラを蒔いていって下さいました。
リサ先生の周りを子どもたちがにこにこ(*^▽^*)取り巻いていたのを思い出します。

是非、生の触れ合いをして下さいね。
その中のひと時でジェーン先生の追悼の時間をしたいと思います。
来福時のお写真をスクリーンで見ながらジェーン先生に感謝する時間を過ごしましょう。
終了後、開催記念パーティも企画しています。
リサ.バスティン先生来福記念ランチパーティ
日時：2019.2/25(月) 13:00（1 時間半から 2 時間程度）
会場：ホテル日航福岡 2 階レ・セレブリテ

♪石黒加須美先生 ブルグミュラー指導ガイド講座 11♪
石黒加須美先生・美有先生共著の「ブルクミュラー25 の練習曲 ロマン派の作品の指導法」

使用教材 ⇓

⇒

音楽の基礎知識をしっかり習得しつつ～音楽で表現を楽しむ・・アプローチの楽しさに浸れたらいいなっと思います。
音楽ってピアノって本当にいいなぁって思います。
心を込めて・文字でなく言葉でなく伝えることの喜びをますます感じてどんどん素敵につながりますように。
いよいよ最終３曲です。
11 回目 3/7

No19 アベ・マリア No23 帰途 No25 貴婦人の乗馬

一つ一つをきっちりと伝える大事・・つながってきた時の素晴らしさ・・。
人間力のお話などなど加須美先生の旬なお話をいっぱい交えての時間。
毎回、学びが大きく・・日々のレッスンにますますのやる気が出ます。。。

かすみリトミックカレッジｉｎ福岡フォローアップ講座『３歳から伸びる感性と知能を育てる』
リトカレメンバーの皆様お待たせいたしました。久しぶりのリトカレ講座。思いっきり学んでください。
【日時】 2019 年 5 月 24 日（金）【会場】千代音楽・演劇練習場（パピオ）中練習室５
第 1 部「読譜・リズムの指導法」 10：20～11：50 定員５0 名
教材：まいぴあのおんがくカード・まいぴあの①
第 2 部「拍子・調性の指導法」 13：00～14：30
教材：まいぴあの②・まいぴあの③
事前支払 1：リトミックカレッジ福岡一期生 7000 円ランチ付き《申し込み開始 2/2～》
事前支払 2：福岡バスティンピティナ 8000 円/一般 9000 円ランチ付き《3/3 より受付ます。》
受講料を下記の口座へ受講料をお振込み頂いて受付完了となります。

振込み先： 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 リトカレとお書きください。
事前支払〆切５月 15 日以降：1000 円増

(ランチプレート無し。現地で個別注文)

♪

第３３回バスティンソロズコンサート

リサ先生と一緒に♪

会 場： ▶和白地域交流センター 多目的ホール
（JR 福工大前駅そば。西鉄バス福工大前バス停下車）
日 時：2019 年 2 月 24 日（日）
開場：10：30 開演：11：00 受付➀参加者受付 10：30
第 1 部 11：00 リサイタルパーティ,インディアンパーティ,
コラージュオブソロ．デビューフォー・ユー, 《休憩》
第 2 部 12:15 表彰式・リサ先生と遊ぼう
ヴァイオリンデュオ ゲスト安藤正太郎と仲間たち
クラッシックメロディ,ピアノ名曲集・デュエット・
終了後写真撮影(１5 時頃予定)
次回３４回 2019/09/07(土)

入場無料

さざんぴあ博多 多目的ホール

博多南ステーションよりお知らせ
2019 年

8月

24 日博多南夏季ステップさざんぴあ博多

2019 年１１月９日(土)１０日（日）博多南秋季ステップアミカスホール
室内楽で楽しみしませんか？いろいろな、経験の場としてご参加下さい。❣ ❣ ❣ ❣
●室内楽研修 リハーサル２０１９年 １１月７日（木）１１月８日（金）１１月９日（土）
６/１受付開始 共演形態

事前のリハーサルと本番は、次のようになります。

⇒

バスティン研究会 in 福岡会員対象 連続講座
今年も開催致します。
2019 ブルグミュラーコンクール予定

2019 バスティンで学ぶ講座 学習法講座
9 月 29 日(日)宮崎地区予選
10 月 6 日(日)福岡地区予選

会場 ユーオン芸育社 ２階開場
10 月 14 日(月)北九州地区予選

10:00

10:15-12:15
10 月 20 日(日)福岡西地区予選

講師

: 福本幸子

定員２０名程度
10 月 27 日(日)筑紫地区予選
11/23 ブルグミュラーコンクールファイナル⑴

➀3/13➁4/17 ⓷5/15 ④6/19
11/24 ブルグミュラーコンクールファイナル⑵

⑤7/17 ⑥9/4 ⑦10/2 ⑧10/30
⑨11/13 ⑩12/11 ⑪1/15 ⑫2/12

♪ ミンミン検定
ミンミン検定 ♪☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡
内容

プレリーディングのディスクに合わせて演奏。

１２長短調.テトラコードセッティングスケールとカデンツ・和音の転回を弾き歌い。
全マスターしていく手助けに…
効果

目標ができる。確認になる。継続して理論を学び続けれる。

小さなコツコツが大きな飛躍につながります。

３月 ８月 頃 開催予定
♪英国王立試験アソシエ実技検定・理論検定など外の検定試験へ

編集後記

“さちこのつれづれ”

あけましておめでとうございます。 本年もどうぞよろしくお願い致します。
新年が明けたと思ったら間もなくひと月が経とうとしています。１月のバスティン研究会でいろんなお話が出て、みん
な心機一転・・それぞれがいろんなものを大事に前に進んでいるなぁと感じました。１００円でいろんなものが変える時
代・・
断捨離が流行って、すっきりわくわくな時代ですが・・だからこそ今まで培ってきたもの、支えあっているもの、コツコツ
と築き上げているものが嬉しく感じ、大事に育むことの素晴らしさも増しているのでは？と、思います。
長くお付き合い頂いている方、これかれ長くお付き合いして頂く方…いろんな方、いろんなものに支えられているこ
とに改めて感謝です。(*´▽｀*) 本当にいつもありがとうございます。
今年も、また新たな大事な時間を共に過ごしていけたらと思います。
まずは、2/24.25楽しみ、わくわくです。楽しみにお待ちしております。
今年も笑顔いっぱいな年となりますように(*^▽^*)

感謝

“幸”

《編集後記》
今回は、出来たーと思ったら
保存を押さずに消すという
大失敗・大惨事で
２回作りました・・(笑)
前のは全く思い出せず
1からの出発で大きな鐘が
ガーンと鳴り響きました・・。
年明け早々（”＾ω＾）・・・やってしまってます。

バスティン会員各位様 ・お知らせとお願い・会費１０００円 更新未の方お振込みお願い致します。
通信、ペーパーレスを考えて だんだんとライングループ等の電子通信にしています。piano@u-on.jpまでメールを送ってくださ
い。福本よりラインのグループのお誘い致します。ご理解ご協力よろしくお願い致します。
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 2019 年度分と明記

