訂

正 版

♪2020/1/30 (木)リトピア講座 まいぴあの⑸パピオ第 2 中練習室
バスティン研究会♪

♪2020.2/12（水）学習法講座修了回２０１９⑫ユーオン

いつも、音楽と共に！

♪2020/2/23(日)第 35 回バスティンコンサートさざんぴあ博多
♪4/22（水）学習法講座オンライン

皆様とご一緒に

これからの催し物のご案内・・

学べますことに感謝です。

♪5/13（水）第 2 回学習法講座オンライン
♪6/17（水）第 3 回学習法講座オンライン予定
♪7/3(金)まいぴあのおんがくノート講座①学習法講座オンライン
♪7/4(土)博多南ステップ夏季アクロス福岡円形ホール
記事お問い合わせ

♪7/8（水）第 4 回学習法講座学習法講座オンライン予定
福岡市南区長住二丁目 9-1

♪7/15（水）今野万実先生 ブルグミュラーセミナー➁9/10.③１１/5.④1/15

（有）ユーオン芸育社内
バスティン研究会ｉｎ福岡
福本幸子
piano@u-on.jp

♪7/29（水）第 5 回学習法講座ピアノパーティと感覚認識学習
♪8/9(日)第 36 回バスティンソロズコンサートさざんぴあ博多
♪8/29(土)今井顕先生ブルグミュラーコンクールレッスンリハーサル会
♪8/31(月)今井顕先生ブルグミュラー講座
♪9/2（水）第 6 回学習法講座認識学習②
♪9/17 ・11/12(木)まいぴあのおんがくノート講座➁⓷

♪福岡バスティン研究会

♪9/27-10/18. (日) ブルグミュラーコンクール福岡大会地区
月一回(金曜日)

♪9/30⑦10/21⑧11/11⑨12/9⑩ 学習法講座
10:30-12:00

♪室内楽弦楽奏者レッスン 10/23.24.26.27.
要参加連絡

♪室内楽研修 11/4.6.7.
変更となることがございます

♪11/7.8 博多南ステップ秋季アミカス
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『まいぴあの音楽ノート』♪

大変申し訳ございません。日程
大変申し訳ございません。日程等
日程等を変更いたしました。どうぞよろしくお願い
変更いたしました。どうぞよろしくお願い致します。
どうぞよろしくお願い致します。5/27
致します。5/27 は中止です。
中止です。
【日時】 2020 年 7 月 3 日（金）10：15～12：15
オンライン開催
まいぴあのプレ１・２・まいぴあの 1・2・音楽ノート(１段２段４段)
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。
おんがくのーとの指導を学びながら教本の内容を掘り下げよう。

2 回目 9/17（木）
3 回目 11/12（木）

♪福岡会員対象 連続講座 バスティンで学ぶ講座 Part.7♪福本幸子
内容：バスティン教本 オール イン ワンとピアノパーティ・感覚認識学習と発達心理学
講座日程：➁5/13③6/17④7/8⑤7/29⑥9/2⑦9/30⑧10/21⑨11/11⑩12/9

(一部日程の変更となりました。)
一部日程の変更となりました。)
会場 ユーオン芸育社 ２階開場 10:00 10:15-12:15

発達心理学をレッスンの組み立てに取り入れ、
感覚認識を大事に学習の手順を考え
レッスンをより楽しみな内容に・・・
福岡南区ユーオン芸育社でバスティンの仲間と集います。

♪第３6 回バスティンソロズコンサート♪参加お待ちしております。
2020 年 8 月 9 日（日）開場 10:30 開演 10:45
会 場：さざんぴあ博多 多目的ホール西鉄 雑餉隈駅
入場無料です。一緒に楽しみましょう
バスティンソロズコンサート 35 回目
コロナの中欠席もあり消毒しながらでした。

♪ピティナ:博多南ステーションより♪
♪博多南夏季ステップ 7/4(土)中止となりました。
♪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。
6/1 より受付 詳しくはユーオン芸育社かピティナ博多南秋季ステップ 室内楽要項はＨＰで
【訃報】1/30 博多南室内楽において 15 年間絶え間ないご指導ご支援いただきました多喜靖美先生がお亡く
なりになりました。音楽を愛するそのひたむきな生き方に多く感銘を受け、また、たくさんたくさん希望やお
力を頂きました。まだまだという時にお別れすることになり大きな悲しみの中にいます。先生が頑張ってと言
い残された言葉を大事にこれからも頑張っていきたいと思います。
室内楽研修は佐藤美香先生Ｖｎ太田圭亮先生Ｖｃ有泉芳史先生、ご参加お待ちしています。

♪ブルグミュラーコンクール関係講座・お勉強会
2020,年ブルグミュラーコンクール開催日
今井顕先生
8/29(土)レッスン

要項 5/15 発表・公開いたします。

8/31(月) 講座

♪9/27. (日) ブルグミュラーコンクール福岡大会福岡あいれふ地区予選

中止となりました。

♪10/4. (日) ブルグミュラーコンクール福岡大会福岡女学院地区予選

今野万実先生

♪10/4. (日) ブルグミュラーコンクール宮崎地区予選

7 15 日（水）

♪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

9 月 10 日（木）

♪10/17(土)ブルグミュラーコンクール福岡大会佐賀唐津地区予選

11 月 5 日（木）

♪10/18(日)ブルグミュラーコンクール福岡大会筑紫地区予選

2021 年 1 月 15 日（金）

♪11/21.(土)午後 22. (日)23(月) ブルグミュラーコンクールファイナル

藤原亜津子先生講座中止のお知らせ
とても残念なことなのですが日本中が集会自粛の折、藤原先生の遠距離の移動の危険もあり、
5/22(水)予定の藤原先生の講座を中止させていただくこととなりました。
改めまして、安全な時に開催計画したしまして皆様にお知らせ致します。
とても楽しみにしていただいていた中、申し訳ございません。どうぞよろしくお願い致します。

会員の皆様の様子
3 月に入ってマスクと手洗いで始まるレッスンや多くのお教室でのレッスンは、休講となりました。
4 月になって間もなく福岡市緊急事態宣言を受け、ゴールデンウィーク明けまで外出自粛要請。
今ころから、オンラインレッスンに切り替える方が増加・・・ずっと休んでは生徒さんの技術が下がる・士気
が下がる・・・休業したくないなどいろいろな気持ちが新たな形式に対応するきっかけとなったようです。
バスティン研究会のメンバーでＺｏｏｍ・Ｇｏｏｇｌｅ Ｄｕｏ・Ｌｉｎｅ・Ｓｋｙｐｅ・ＦａｃｅＴｉｍｅ
などテストミーティングをし合って情報をシェア致しました、本当に心強い仲間とのやり取りに感謝の時間。
生徒さんと画面越しに手を振って再会を喜び会えました。利点・欠点について考えれたことも大収穫でした。

♪ ミンミン検定
ミンミン検定 ♪
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。

☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡

♪フィンガートレーニング♪
フィンガートレーニング♪5 月 7 月中止となりました。
水谷稚佳子先生をお呼びしてハピトレ(脳トレ体操)と楽になる演奏法レッスンの再開を心待ちにしています、
脱力等に関して不安がある方は・・・ご相談下さい。脱力の心がけ・・・アプローチが大事ですね。

・・・どこでどう感覚を使うか・・・生活のサイクルが変わると無意識の領域に意識を向けてみて過ごさな
いと今まで通りだとうっかりしてしまうことが多い。この境遇にセットするために、解除事項の多い今・・・
必要なものが違ったりする。脱力に似てるなって思った。どこに力が入っているか一か所ずつ感覚に筋肉に
お問い合わせして力を抜く。緊張からほどけ抜いていくとたくさんの可能性を感じる…。
今まで当たり前だったことが一つ一つ抜けていく今の私、だからこそ・・・何かを
ほどき新しいところにうまく力を持っていけるかもしれないと思う。
待機で 新学期のこの時期なのに・・周りの変化がこちらにストレートに入ってこない。
今までの日常の無意識に目を向け、何を楽しみに生きているか、したいことをやりたいって心持でいるか。
いろいろリセットできるといいなと思います。ご卒業、合格 旅立ち

そして就職・進学の方々おめでとう

ございます。・・・いろいろな節目、それそれに幸多かれとお祈りしています。

編集後記

“さちこのつれづれ”

「免疫力」という言葉をよく耳にすると思いますが、免疫力とは粘膜が健康な状態だといいます。
お城を私たち人間の体に置き換えると、お城で最も大切な天守閣にあたるのは、体内の細胞です。そして、外堀
にあたるのは、私たちの体と外界の接点になる粘膜です。
口の中の粘膜、鼻の中の粘膜、気管の粘膜、胃や腸の粘膜、膀胱や子宮の粘膜、性器の粘膜といった具合に、
たくさんの粘膜があるそうです。そして、それらの粘膜が健康な状態を保っていないと、外敵とも言うべき細菌
やウィルスなどが簡単に体内に侵入してきます。つまり、粘膜が不健康な体は、外堀が埋まって、外敵が簡単に侵
入できるお城と同じ状態ということです。いい粘膜を作るときに、現代人が不足している栄養素が2つらしいで
す。⑴粘膜の元となる栄養素、ビタミンA⑵粘膜細胞の外壁をつくる、オメガ3脂肪酸。
という私は、10年くらい前からいろいろ粘膜不全で・・・・ ここでひと頑張りしようと思っています。
皆さんも…ご一緒にこの苦境を切り抜けましょう。御無事をお祈りしております。
人の心も粘り強く取り組める力が大事 「継続力の言い換え」だとも思います。私たち・・結構その点では良い？
ですね。 他もう一つ、音楽で喜び 楽しみ 笑顔で

【（笑）】が免疫力を高めます。いつも感謝(*´▽｀*)“幸”

バスティン会員各位様 ・新年を迎え2020年更新と会費をお願い致します。お振込み・１０００円お願い致します。
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。ラインが無理な方メールで送ります。
更新会費お願い

郵便局青色振込み用紙で

名義（有）ユーオン芸育社 口座番号郵便局０１７００―2

バスティン通信会費 2020 年度分と明記

130647

お振込みをもって更新完了とさせて頂きます。

