バスティン研究会♪

終了しました。

いつも、音楽と共に！

♪9/6（月）厚地とみ子先生わくわくレッスン講座オンライン開催
♪9/8（水）第６回♪9/29（水）第７回♪10/20 第８回学習法講座

皆様とご一緒に

♪9/12(日)ヨーロッパ国際ピアノコンクール福岡大会

学べますことに感謝です。

♪9/19(日)ﾌﾟﾙｸﾞﾐｭﾗｰｺﾝｸｰﾙ佐世保地区大会市民文化ホール
♪9/22（水）石黒加須美先生によるオンライン 2021 年後期 1 回目
♪9/23(木)-10/17(日)ﾌﾟﾙｸﾞﾐｭﾗｰｺﾝｸｰﾙ福岡地区予選

記事お問い合わせ

福岡市南区長住二丁目 9-1

これからの予定

（有）ユーオン芸育社内

♪1１月１７日第９回学習法講座

FAX092-551-7025
バスティン研究会ｉｎ福岡
福本幸子
piano@u-on.jp

♪11/10（水）石黒加須美先生によるオンライン講座
♪11/21(日)11/23.(火)ファイナル福岡女学院
♪12/15(水)１０回学習法講座
♪2022.1/19（水）石黒加須美先生によるオンライン講座
♪１/１2(水)第１１回 ・バスティン教本と発達心理学

♪福岡バスティン研究会

♪2/6 (日)38 回

月一回(金曜日)

バスティン ソロズ コンサート

10:30-12:00

♪2/9(水)第１２回 ・まとめ２０２２年

要参加連絡

♪2/28 バスティンフォーラムオンライン
♪4/4.5.6 室内楽レッスン 4/7.8.9(木.金.土)室内楽研修
♪4/9.10 (土.日)博多南ステップ.

只今開催見送っています。

♪7/30(土)39 回 バスティント ソロズ コンサート
詳しくはユーオン・東音企画・ピティナの HP を見て下さい。

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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
092092-551551-7025

☆参加日
氏名・住所
℡FAX
通信

年

月

日

↓

催事名

piano@upiano@u-on.jp

(

申込日

/

♪第３8
♪第３8 回バスティンソロズコンサート in 福岡♪
2022.年 2 月 6 日.日曜日にさざんぴあ博多多目的ホール
第 1 部．教本弾きコンサート第 2 部ウエルカムアーティスト.Vn 西川のばら第 3 部豆ピアニスト
名曲パーティー
ファーストレパートリーアルバム
リサイタル・ソロ
クラッシックメロディの楽しみ
プレ・ソナチネ
ピアノ名曲集

曲一覧

豆ピアニスト【ご希望の曲】

第 6 回■バスティンフォーラム日程： 2022 年 2 月 28 日(月)
■ オンライン（Zoom）バスティンのダイジェスト講座、 全国バスティン研究会の活動発表。
バスティン・マークを取得することができます！
詳細未定ですが福岡のメンバーと 1 会場に集まり共有して参加したいと思っています。
ジェーン先生を思うと失ってしまったこと、3 年ごとのフォーラムで再実感中です。
きっと笑顔でみんなにパワーいっぱい送って下さっていますね。
追記でお知らせが来ましてリサ先生とローリー先生が Zoom にご参加予定だそうです。
9:30 開場 10:00 ご挨拶

↓内容

◆藤原 亜津子先生：バスティン・ピアノパーティーA・B
◆小倉

郁子先生：バスティン・ベーシックス「セオリー＆テクニック 1-4

◆池川 礼子先生：ピアノベーシックス「ピアノ」レベル 1-4
◆二本柳奈津子先生： オールインワン指導法講座
◆バスティン研究会発表会

故

ジェーン先生

(横浜・東京・日田・ちば市川・さいたま ・熊谷)

◆東音企画からお知らせ

♪福岡連続講座 バスティンで学ぶ講座♪オンライン開催
9-12 回目講座

お話

福本幸子

日程： 11/17 .12/15 2022 年.1/12 .2/9

時間 10：15～12：15

只今 30 名の方がリアル・zoom・YouTube 動画・DVD 補講と参加してくださっています。
指導は、音楽的テクニック以外の 学習法・心と体と感覚と色々なものが関わっています。
皆さんと一緒に日々のレッスンつくりを考える時間・・・ゆるりと発達心理学に触れています。
今年度はあと 4 回・・・。たくさん楽しみが増えたらと思います。

全国のバスティン・マーク更新年です。バスティンマーク取得講座

詳細↓
↓

福岡シリーズも対象です!

https://www.to-on.com/bastien/events/bastien_mark_update_courses
担当の柳井絹江さん/今は正規では退職されていますが長い間、東音企画｟バスティン｠と私たち講師を繋い
でくれた方です。柳井さんは、ずっとずっと…バスティンで楽しいピアノ学習の時間を過ご
すことを願い私たちの学ぶ姿を支えてくれました。東音企画にはバスティン研究会を支えて
下さっている方がたくさんいらっしゃいます。いつも

感謝しております。

♪石黒加須美先生 おんがくのーと活用講座 2021.後半♪
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。
人気の講座・・・いよいよ全体のまとめになっています。
今回は、♪5 回目 11/10（水）まいぴあの⑤「調号 3 つのイ長調・変ホ長調・ハ短調」
スケールと和音伴奏を学習。「バロック」
「古典」
「ロマン」「近現代」の 4 つのスタイル。
オンライン開催単発可 会員 YouTube 補講有り。スベシャルレジュメＰＤＦ添付
次回♪6 回目 2022 年 1/19（水）まとめ
バスティンの スパイラルラーニング 導入. の幅を広げる画期的な機会にと
長年バスティンを使って指導されている石黒先生がつくられた教本ついて皆さんで学んでいます。
それぞれがご自分の指導とバスティンの融合を考える良いきっかけになると思います。
生徒さんのために視野を広げご自身の指導を掘り下げ形成していくことでたくさんの音楽の楽しみに出会ってほ
しい。楽しんでこその上達・・・やる気満々笑顔いっぱい・・生徒さんのために学べたらと思います。
今回もどんなお勉強になるかなと今からわくわくです。ご参加お待ちしてます。

♪ピティナ:ステップ 博多南ステーションより開催

9 月延期分の開催

●2022 年 4 月 9 日（土）10 日（日）に開催致します
◉室内楽の詳細
♪弦楽奏者によるレッスン 4 月 4.5.6.日 Vn 太田圭亮さん Vc 永野紗祐里さん
♪リハーサル 4 月(7 日夜予備日).8 日 13-20 時.9 日 10-14 時半予定
ピアニスト佐藤美香先生による室内楽研修
◉博多南ステップ

9 日 16 時頃-20 時予定 10 日 9 時半-16 時半

2021 年ブルグミュラーコンクール
♪11/21 .23. 福岡ファイナル大会
参加者を含め 5 名まで入場可で演奏枠のみの観賞とさせて頂きます。
(1) 会場内では、マスクの着用をお願いします。

詳細

(2) ロビーや客席内での歓談、ご飲食はお控えください。
(3) 事前の検温のお願い、体調不良の場合は、ご来場できません。
ご来場受付時までに、参加票添付のフォームよりご来場者の諸情報を必ずご入力下さい。
ブルグミュラーコンクールファイナルご参加のみなさまへ
http://www.u-on.jp/fainal2.p.pdf

時間割り

時間割り→ http://www.u-on.jp/final2021time2.pdf

会場での結果発表はございません。審査結果は、ブルグミュラーコンクール Web サイトにて発表いたします。
セオリー問題は持ち帰って解き、後日ブルグミュラーコンクール公式 HP にてお知らせの視聴解説動画を見なが
ら各自で採点してください。セオリー景品の鉛筆を結果郵送時同封させて頂きます。
表彰式は、オンライン表彰式となります。金銀銅など各賞名の発表はこちらで致します。

点つなぎ 迷路 図形 時計

四則計算

わくわく学ぶ癖欲しいですね。まさに練習力

「計算ロジックパズル」

やっているとコツに出会います。
結局のところコツは法則。
ピアノもセオリー抜きでは
音楽にならない・・。
点つなぎ

迷路

図形

時計

バスティンですね。パズル・・ちょっと遊んでみましょう。

“さちこのつれづれ”
秋真っ盛り・ハローウィンも終わり・・クリスマスがすぐ来ますね。
2021.10月最後の日曜日ハローウィン。この日は藤原亜津子先生のお誕生日。お祝いを先生に送って先生
から近況報告を頂いて・・・先生の日々の楽しそうな姿を喜んで・・が毎年恒例感覚になっています。
2020年5月に開催予定だった藤原亜津子先生のリアル講座の再開催・・も計画できたら嬉しいなぁと心待ちにして
います。前回の通信の時には最悪数の更新をしていたコロナ感染者数も、今は、落ち着いてきて 一緒に楽し
く学ぶ接点共有の計画図が少しずつ叶っています。
9月からブルグミュラーコンクール福岡地区大会が複数回あり、門下の方が出演させていただいたコンサートも
いくつかあり、そして教室のオータムコンサート開催もありと コロナ禍のとは思えない毎週の催事です・・・。
開催には数々の工夫。マスクとアルコール消毒は、日常の中必須で

遠出はまだまだで

何かがすごく大きく変

わっていると思います。そんな中、おしゃれなお友達からかわいいマスクやマスクの飾りやかわいい持ち運びの
アルコール等々いろんなおしゃれな物を頂き、数々たくさん楽しんでるなぁと感心感激。会員の先生方の変身話
や新しい取り組み話もきっとたくさんあるんでしょう・・・。聞きたいです。楽しみなこといっぱいです。
今・・・長い冬を冬眠で過ごす熊さんです。といいつつ、今もたくさん楽しい日々なので熊さんの冬眠も凄いです。

この指とまれコンサート2年に一回・・・。いつも大変お世話になっております。
音楽の中に浸ってみんなの心がホカホカする時間でした。
ショパンコンクールも幸せ満載に連日楽しみました。
日々の楽しみ喜び
強い子

そんな中、ふとふとこの動画を思い出しました。

https://www.youtube.com/watch?v=2OLsdTdHm6s

このエピソードは、もう15年以上前に出会いました。
最初の感動が凄かったからか時々見たくなります。

(もし良かったら・・・泣くタイプですが )

本当にたくさんの幸せの中生きています。こつこつ小さなことを、小さな大事を 紡いでいこうと思います。
これからあるブルグミュラーコンクールファイナル、330人の皆さんの演奏をすごく楽しみにしています。
2021年11月12月残り2か月 皆様素敵にお過ごし下さい。

バスティン通信会費

読んで下さりありがとうございます。

感謝“幸”

石黒加須美先生シリーズでは来期にかかるので2022更新受付中

バスティン会員各位様 ・お知らせとお願い・会費１０００円 お振込みお願い致します。
通信、ペーパーレスの電子通信にご協力ありがとうございます。未だの方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。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

お待ちしています。

郵便局０１７００―2

130647

