♪ 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…

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。

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。

小さなコツコツが大きな飛躍につながります。
♪そしてそして、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に

編集後記

“さちこのつれづれ”

レッスン室から聞こえてくるピアノの音にほっとする。秋らしい美しい光に元気をもらう…。
日常を感じると元気に明るく過ごすことの大事を感じる。
お泊りやお出かけはすっかりしなくなってしまったし、月一度のバスティン研究会もお休みしてしまっています・・・。
いろいろ考えてバスティンコンサート ・ブルグミュラーコンクール
います。

・博多南室内楽研修・秋季ステップで集う機会を作って

集ったときは、すっかり失っているかと思ったものがそこにあってほっとします。

無くなったと思わないように・・・切れてしまったと思わないように・・・・気持ちと絆は時を超えてすぐに繋がります。
それが何より素敵な私たちの

良いとこだなって思います。

ここで皆さんに提出事提案でーす。
２０２０年バスティンの課題

『自由形式で書く・・・・伝えていきたいことは何だろう』という課題を、出します。

自宅の課題２０２０年をまとめる締めくくりにしませんか？課題締め切りは12/27日曜日・・・。
できたらPDF・A4でライン添付かｐｉａｎｏ＠u-on.jpまで

お待ちしています。

この形式で本年度活動報告をまとめます。よろしくお願い致します。
秋深まる中毎週のように週末には・室内楽・ステップ・ブルコン・とそれぞれを音楽とともに楽しみたいと計画してます。
12/5にはユーオンは発表会いたします。
とりあえず開催時間は決めていますが詳細固まりません。
寒くなるとコロナがという言葉に迷います。
先日仲良しの先生が発表会をされて、先生も周りの方をゲストに呼んで楽しまれている様子を見聞きしてワクワクしました。
毎回、舞台の前日子どもたちが全盲のヴァイオリニスト安藤正太郎さんと合わせの練習します。
音楽で会話・・まさに音楽は心通信直通です。この機会が何か止まっていたものをちょっとでも、動かす力になったらと思い
ます。今、元気をなくしたりいろいろです。わくわくすることに笑って過ごす時間や心が揺らぐ時間が必要な感じです。
私も受容力の低さに何とかしようと思います。ということでなんか良い生活改善・性格改善対策無いですか？
「リト」「愛蔵版リト」作者

山元加津子＝かっこちゃんの子犬のリトが求め続けた”かけがえのないもの

”人はなぜ生きるのか なぜ悲しいことがあるのか、人はなぜ出会うのか、そんな深いメッセージが
とても自然に心にしみます。心に優しく寄り添ってくれた本です。心の栄養になりました。
出会ってくれてありがとうございます。かけがえのないものがたくさんあって幸せです。
いつもありがとうございます。誤字脱字意味不明お許しください・・・。読んでいただき感謝です。“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。
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
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2019 これまでの催し物
♪7/8（水）第 4 回講座バスティン教本 オール イン ワンと感覚認識学習
♪7/14（水）今野万実先生 ブルグミュラーセミナー
♪7/29（水）第 5 回講座バスティン教本 オール イン ワンと感覚認識学習
バスティン研究会♪

♪8/9 第 36 回バスティンコンサート
いつも、音楽と共に！

♪9/2（水）第 6 回講座認識学習②
皆様とご一緒に

♪9/17(木)まいぴあのおんがくノートオンライン講座
学べますことに感謝です。

♪9/27. (日) ブルグミュラーコンクール福岡大会福岡地区予選あいれふ
♪9/30（水）第 7 回講座バスティン教本 オール イン ワンと発達心理学
♪10/4. (日) ブルグミュラーコンクール福岡大会福岡地区予選福岡女学院
記事お問い合わせ

♪10/11. (日) ブルグミュラーコンクール福岡大会北九州地区予選
♪10/21（水）第 8 回講座バスティン教本 オール イン ワンと感覚認識学習

福岡市南区長住二丁目 9-1
（有）ユーオン芸育社内

♪これからの予定
FAX092-551-7025
バスティン研究会ｉｎ福岡
福本幸子
piano@u-on.jp

室内楽弦楽奏者レッスン 10/.31.11/1.11/4
♪室内楽研修 11/.6.7.♪11/7.8 博多南ステップ秋季
♪11/.22.. (日). ブルグミュラーコンクールファイナル
♪11/11（水）第 9 回講座認識学習③
♪11/12(木)まいぴあのおんがくノートオンライン講座

♪福岡バスティン研究会

♪12/9（水）第 10 回講座バスティン教本 ピアノパーティと発達心理学

月一回(金曜日)

2021 年

10:30-12:00

♪1/13（水）第 11 回講座バスティン教本 ピアノパーティと感覚認識学習

要参加連絡

♪1/15（金）今野万実先生 ブルグミュラーセミナー
♪2021 年 2/10（水）第 12 回講座まとめ♪
只今開催見送っています。

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

092092-551551-7025

↓

piano@upiano@u-on.jp

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『まいぴあの音楽ノート』♪

オンライン講座 3 回目【日時】 11/12（木）
まいぴあの 2・3 リズムカード。音楽ノート(１段２段４段６段)

クリスマス曲集

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
指導順序とレッスンに役立つアプローチを実際に教本に沿ってレクチャー。

↓9/17 の様子

1.2 回講座アーカイブ受講できます。
ご希望の場合お知らせ下さい。

2020 年室内楽弦楽
一人一人の先生方から音楽のヒントがたくさん見つけれて楽しみました。いつも素通りしていたことに気づき嬉しさ倍増

♪ピティナ:博多南ステーションより♪
♪博多南秋季ステップ 2020 年 11/7.8. (土日)アミカスホール 室内楽企画致します。
室内楽研修

Ｖｎ太田圭亮先生

佐藤美香先生

Ｖｃ永野紗佑里先生

11/6.11/7

11/7.8.

♪ブルグミュラーコンクール関係講座・お勉強会

何歳からでも挑戦できる、ピアノコンクール

今野万実先生 2021 年 1/15（金）オンライン講座

ブルグミュラーコンクール 2021 開催

つもとても新鮮なお話で素敵な時間です。
菊池悦子先生にお申し込み下さい。

福岡西地区予選
福岡地区予選

2020 年

宮崎地区予選

♪11/22. (日ブルグミュラーコンクールファイナル

北九州地区予選

福岡女学院ギール記念講堂

唐津地区予選
筑紫地区予選
ブルグミュラーコンクールファイナル⑴

♪

第３7 回バスティンソロズコンサート ♪

2020 年 4/10.

（土）開場：10：00 開演：10：30

会 場：さざんぴあ博多 多目的ホール
バスティン研究会のロングランな取り組みのこのコンサートで舞台の
慣れ・楽しみ・大曲への憧れ等色々な思いやイメージへと発展
仲良しのお友達も出来と笑顔のもと一緒に舞台(*´▽｀*)
♪ バスティン

福岡のバスティンの活動

夏まではたくさんリモートで集いました。
最初、画面の向こうに会えるだけ手セとっても嬉しかったです。
もうしばらくは会えないと思っていたので画面からはみ出して手を振っていました。
対面して本当に冗談が嬉しいってのがわかりました。

♪ブルグミュラーお国めぐり第一号発信
1.タンゴ・デ・アラベスク(アラベスク/アルゼンチン)
2.恋をした天使のシャンソン(天使の声/フランス)
3.アラビアの嘆き(小さな嘆き/サウジアラビア)
4.素直に弾んでカーニバル(素直な心/ブラジル)
5.カンツォーネ進歩(進歩/イタリア)
YouTube 動画アップしています。

イラストとナレーションに ピアノデュオ +
ブルグでアンサンブル楽しめます・・・。

ブルグミュラーコンクール 地区予選開催に
福岡大会実行委員会の皆様、

開催にご尽力いただきありがとうございました。

ヴァイオリン
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内容

基礎の理論確認・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。

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。

小さなコツコツが大きな飛躍につながります。
♪そしてそして、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に

編集後記

“さちこのつれづれ”

レッスン室から聞こえてくるピアノの音にほっとする。秋らしい美しい光に元気をもらう…。
日常を感じると元気に明るく過ごすことの大事を感じる。
お泊りやお出かけはすっかりしなくなってしまったし、月一度のバスティン研究会もお休みしてしまっています・・・。
いろいろ考えてバスティンコンサート ・ブルグミュラーコンクール
います。

・博多南室内楽研修・秋季ステップで集う機会を作って

集ったときは、すっかり失っているかと思ったものがそこにあってほっとします。

無くなったと思わないように・・・切れてしまったと思わないように・・・・気持ちと絆は時を超えてすぐに繋がります。
それが何より素敵な私たちの

良いとこだなって思います。

ここで皆さんに提出事提案でーす。
２０２０年バスティンの課題

『自由形式で書く・・・・伝えていきたいことは何だろう』という課題を、出します。

自宅の課題２０２０年をまとめる締めくくりにしませんか？課題締め切りは12/27日曜日・・・。
できたらPDF・A4でライン添付かｐｉａｎｏ＠u-on.jpまで

お待ちしています。

この形式で本年度活動報告をまとめます。よろしくお願い致します。
秋深まる中毎週のように週末には・室内楽・ステップ・ブルコン・とそれぞれを音楽とともに楽しみたいと計画してます。
12/5にはユーオンは発表会いたします。
とりあえず開催時間は決めていますが詳細固まりません。
寒くなるとコロナがという言葉に迷います。
先日仲良しの先生が発表会をされて、先生も周りの方をゲストに呼んで楽しまれている様子を見聞きしてワクワクしました。
毎回、舞台の前日子どもたちが全盲のヴァイオリニスト安藤正太郎さんと合わせの練習します。
音楽で会話・・まさに音楽は心通信直通です。この機会が何か止まっていたものをちょっとでも、動かす力になったらと思い
ます。今、元気をなくしたりいろいろです。わくわくすることに笑って過ごす時間や心が揺らぐ時間が必要な感じです。
私も受容力の低さに何とかしようと思います。ということでなんか良い生活改善・性格改善対策無いですか？
「リト」「愛蔵版リト」作者

山元加津子＝かっこちゃんの子犬のリトが求め続けた”かけがえのないもの

”人はなぜ生きるのか なぜ悲しいことがあるのか、人はなぜ出会うのか、そんな深いメッセージが
とても自然に心にしみます。心に優しく寄り添ってくれた本です。心の栄養になりました。
出会ってくれてありがとうございます。かけがえのないものがたくさんあって幸せです。
いつもありがとうございます。誤字脱字意味不明お許しください・・・。読んでいただき感謝です。“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。
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 2021 更新受付中

