2019 これまでの催し物
♪1/16（水）バスティンで学ぶ学習法講座 2018⑪ユーオン
♪2/6（水）バスティンで学ぶ学習法講座 2018⑫ユーオン
♪2/24 第 33 回バスティンコンサートコミセン和白
バスティン研究会♪

♪.2/25(月)リサバスティン先生講座 アクロス円形ホール
いつも、音楽と共に！

♪3/7 石黒加須美先生ﾌﾞﾙｸﾞﾐｭﾗｰガイド講座 11 パピオ
皆様とご一緒に

♪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」
学べますことに感謝です。

♪学習法講座２０１９➀3/13➁4/17③5/15④6/19 ユーオン
♪3/23(土)15 時アソシエ理論♪
♪4/4．5 水谷稚佳子先生フィンガートレーニングユーオン
記事お問い合わせ

♪5/23(木)２０１９.ブルグミュラーコンクール実行委員会アミカス
♪5/24(金)リトカレフォローアップ講座 パピオ

福岡市南区長住二丁目 9-1
（有）ユーオン芸育社内

♪7/7(日)筑紫カワイステップカワイ福岡
FAX092-551-7025
バスティン研究会ｉｎ福岡
福本幸子
piano@u-on.jp

♪7/9（火）ブルグミュラーコンクール課題曲説明会田口翔先生カワイ福岡
これからの催し物のご案内・・
♪7/17（水）学習法講座２０１９⑤ユーオン
♪7/21(日)ヨーロッパ国際ピアノコンクール予選福岡女学院ギール講堂
♪9/4（水）学習法講座２０１９⑥ユーオン

♪福岡バスティン研究会

♪9/7(土)ブルグミュラーコンクールレッスン&リハーサル会さざんぴあ博多

月一回(金曜日)

♪9/8(日)第 34 回バスティンコンサートさざんぴあ博多

10:30-12:00

♪10/1 (火)リトピア講座 パピオ第 2 中練習室

要参加連絡

♪11/9.10(土・日)博多南ステップアミカスホール
9/6

室内楽は、定員になりました。
詳しくはユーオン・東音企画・ピティナの 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

催事名

(

申込日

/

かすみリトミックカレッジｉｎ福岡フォローアップ講座

新ピアノ指導法『まいぴあの④』

【日時】 2019 年 10 月 1 日（火）10：15～12：15
【会場】千代音楽・演劇練習場（パピオビールーム）
中練習室 2 福岡市博多区千代 1-15-30
【使用教材】まいぴあの④とまいぴあの①②③。
これまでに身につけた「読譜力」に、音域や音程の幅を広げ、
スケールや和音伴奏を取り入れた楽曲を学習していきます。
今回まいぴあの➀➁⓷の補足をしてから 4 巻に取り組みます。
バスティンの指導へのさらなる充実したラインを作れるように
一緒に学べたらと思います。

♪

第３4 回バスティンソロズコンサート

♪

2019 年 9 月 8 日（日）開場：10：00 開演：10：30
会 場：さざんぴあ博多 多目的ホール

開場：10：00
開場

1 部参加者受付

開演：10：30※時間は目安です。

西鉄 雑餉隈駅そば 入場無料

第 1 部 10：30 ☆教本弾き

バスティン研究会のロングランな

ハローウィンパーティ・インディアンパーティ・恐竜パーティ

取り組みのこのコンサートで舞台の

ハロウィントリーツ・ハロウィンセレブレーション・ファーストピアノ

憧れ色々な思いやイメージ膨らましてください。

レパートリーアルバム他

仲良しのお友達も出来一緒に楽しみましょう

1 部集合写真撮影 記念品配布 12:00

参加費ワンステージ 3500 円(*´▽｀*)

《休憩》12:00 会場準備一時閉場
開場 12:30 3 部参加者受付

開演 12:50

第 2 部 12:50 ｳｴﾙｶﾑｱｰﾃｨｽﾄ(ピアニスト秋田悠一郎先生)
3 部集合写真撮影１3:40
第 3 部 14:00 ☆豆ピアニスト：ピアノ名曲集他
記念品配布

16:00 終了予定

博多南ステーションより博多南秋季ステップお知らせ
2019 年１１月９.１０日(土日)アミカスホール
●室内楽研修 リハーサル２０１９年 １１月７.８.９日（木金土）
弦楽奏者：ヴァイオリニスト太田圭亮・チェリスト有泉芳史 今回も・・楽しみです。見に来てください。

夢アール弦楽奏者レッスン

→ アミカス室内楽研修 → ステップ

バスティンで学ぶ(学習法講座)
バスティン教本を通して、学習法について一緒に考えて学ぶ勉強会です。月一回ユーオンで行なっています。
講座は、12 回シリーズになっていて感覚認識から認知の仕方いろいろ～そして教本の中でのアプローチです。
時には、文学的、物理的、非科学的(笑)に笑顔と笑い声のもとに集っています。
人生の大きな一部であるピアノ指導、音楽活動がより豊かになりますようにと・・・みんなの気持ちがそこにあっ
て・・・大事な時間を過ごしていただいていると思います。今年は始まったと思ったらもう半分まで来ました。・・

♪7 月 9 日ブルグミュラーコンクール 2019 説明会♪会 場： カワイ福岡 “ルーチェ”講師：田口 翔先生
8 日は、小さな生徒さんのレッスンをしていただきました。
レッスン.講座の演奏お話・・・とても分かりやすく伝えて下さり
ブルグミュラーコンクー日程

先生のまっすぐな音楽がしっかりと伝わってきました。
9 月 29 日(日)宮崎地区予選

ご参加ありがとうございました。
9 月 29 日(日)福岡地区予選
10 月 6 日(日)筑紫地区予選
10 月 14 日(月)北九州地区予選
10 月 20 日(日)福岡西地区予選
11/23 ブルグミュラーコンクールファイナル⑴
11/24 ブルグミュラーコンクールファイナル⑵

宮崎でも説明会を開催！講師：中田 雄一朗先生 7 月 21 日（日）ハートリスニングホール

♪9/7(土)ピアニストによるアドバイスレッスン付き「リハーサル」♪
受講曲:ブルグミュラーコンクール参加曲
コンクールに向けての予行練習。気軽にご参加下さい。
・わきあいあいコンクールに取り組めるように
・予行練習でイメージを膨らませて安心したい。
・どんなところをどう練習したよ良いか?
などなど・・・いろんな用途で良い機会にしていただけたらと思います。
舞台の上ではレッスンちょっと・・・という方、聴講もできます。
会 場：さざんぴあ博多 多目的ホール
♪リハーサル付きレッスン受講料:1 枠 4500 円
♪聴講:500 円当日受付

♪ 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

基礎の理論確認・全マスターしていく手助けに…

やれるところでチャレンジしてみよう!小さなコツコツが大きな飛躍につながります。
みんなが知っているプレリーディング曲集を片手～両手～全調で
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。

さらなる挑戦♪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
実技検定：11～12 月

申込締切日 8 月 30 日（金）必着

理論検定：11 月 2 日（土）15 時より

申込締切日 9 月 6 日（金）必着

編集後記

“さちこのつれづれ”

梅雨来たの？と思わせるような日々でしたが福岡の水不足ちょっと心配と思っていたら台風の影響で大雨。
恵みの雨 『水』
水はどんな温度でも蒸発するそうです。普通液体から気体になるときは温度が決まっているらしいんですけど常
温で液体から気体になるものは他にないそうです。
蒸発して空気よりも軽くなると水の粒になって(雲)それが吹かれて移動して山にぶつかったり溶けたりすると
雨と言う液体になる。雨が山から川に流れてまた海に戻る。
また、液体が固まって軽くなって行くのは水ぐらいしかないそうです。
それ以外の液体は重くなって沈むらしいんです。
氷が水面に浮かんでいることで日射を受け溶けて水になるわけですが
それが冬になって氷やがて春になるとまた水に。
このように循環しているので海の水があるのですがもし氷が沈んでしまうとすると何十年かで海はすべて氷にな
ってしまうそうです。
《なんだかすご～い循環してる。》
それが私たちの体の中に入ってまた出て行ったり。私たちはこの水をずっとずっと共有しているんだあと思いま
す。そう思うと私の持ち物もみんなの持ち物も本当は誰のものでもないんじゃないかと思うようになります。
こうして長い間 Bastien を通して一緒にお勉強してくれ、たくさんのことを共有していただいくことに改めて感
謝がいっぱい込みあがり

たくさんの貴重な思い出を思い返しています。

これからブルグミュラコンクール関係の催し。バスティンコンサート。まいぴあのピアノ講座。博多南ステーシ
ョンソロ&室内楽。・・・・・
ブルグミラコンクールが Bastien の成果を試すチャンス。バスティンコンサートが日常の Bastien を継続してい
く力を作ること。まいピアノが Bastien をスムーズに日本の子供たちに浸透させられるようにと言う道筋を作っ
てくれる。そしてそして楽しみな舞台室内楽とステップ。
・・・それぞれの思いを形にしてきたらこうなりました。
まだまだ途中ですが どうぞ皆さんで一緒にお神輿担いでいただいて 支えてください・・よろしくお願いいた
します。いつも、今回も、訳のわからない文章長々と書いてしまい申し訳ありません。
いつもいつもありがとうございます。

今年の夏も ・・

ぐーんと たーくさん たーくさん 楽しんで下さい。

感謝”幸”

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。
会員の通信、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。
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

