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

♪1１月１７日第９回学習法講座

福岡市南区長住二丁目 9-1

♪11/10（水）石黒加須美先生によるオンライン講座

（有）ユーオン芸育社内

♪11/21(日)11/23.(火)ファイナル福岡女学院

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

♪12/15(水)１０回学習法講座
♪１/１2(水)第１１回 ・バスティン教本と発達心理学
これからの予定
♪2022.1/19（水）石黒加須美先生によるオンライン講座

♪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)２０２１年度最終第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・ユーオン
♪4/3.4.5.6 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。

♪9/4(日)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Ｐ城間結香
第 3 部コンサート

参加希望は研究会指導者を通して受付中

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・ソナチネ名曲パーティー
ピアノ名曲集豆ピアニスト

第 6 回■バスティンフォーラム日程： 2022 年 2 月 28 日(月) バスティン・マークを取得講座
■ 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活動発表。
リサ先生とローリー先生が Zoom にご参加予定だそうです。

3 年ごとのフォーラム・・・
ジェーン先生もきっとお空から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。
自宅から参加できますが、福岡のメンバー・・2/28 ユーオン芸育社で集いオンラインで参加します。
いかがですか?

希望の方は、お知らせください。

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
12 回目講座

日程： 2022 年 2/9

お話

福本幸子

時間 10：15～12：15 ２０２１年度期の最終回

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。
２０２２年度も開催します。たくさん楽しみが増えたらと思います。バスティンマーク取得対象講座

２０２２年予定講座

(詳細これからいい案下さい)

オールインワン講座(ｚｏｏｍ講座)
リトカレ講座(ｚｏｏｍ講座)
発達心理学学習法講座(リアル・ｚｏｏｍ講座・YouTube)
ブルグミュラーコンクールコンクール関係『課題曲』『リハーサル会』
『公開レッスン』
博多南ステップ開催関連講座

♪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。
♪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

◉ソロの参加もお待ちしております。

厚地とみ子先生わくわくレッスン講座

♪プルグミュラーコンク—ル福岡大会

２/１７申し込み開始

♪2021 後期思い出

♪石黒加須美先生によるオンライン講座

ありがとうございました・・・・

♪学習法講座

。

『言葉表情雰囲気』人は出会ってから 6 秒ほどで、見た目・第一印象で相手のことをジャッジし
ている。怒った顔で優しい言葉優しい顔で不快な言葉の印象は?とこんな実験の結果から
見た目などの視覚情報が 55%口調や話の早さなどの聴覚情報が 38%、話の内容などの言語情
報が 7%、この割合から「7-38-55 のルール」とも言われるメラビアンの法則。〜まぁ！！！
見た目が半分以上？！見た目と一言でいっても何も「顔・姿」だけを見ているわけではない。
簡単に見た目を変えられる方法があります！ それは、
「服装・表情」？？・・チャレンジしよう。
ファッションデザイナーココシャネルの言葉
20 歳の顔は自然からの贈り物 30 歳の顔あなたの人生。50 歳の顔はあなたの功績・・・。
これも視野に入れて((笑))

“さちこのつれづれ”今年もよろしくお願い致します。
この命は「体と心と魂」で出来ていて・・その一つ一つがあるがままの《赤ちゃん》のようだといいなと
「無垢に」不安やおごりや(傲り)が減って穏やかさ、優しさ、明るさ、強さ、清らかさ、誠実さ、元気、素直、平等、輝
き、温かさを楽しめたら素敵と思う。
私達の魂は光で愛そのもので 身体は、その道具 ・・みんな命に限りがある。
目の前の事を自分で感じることをとことんやらせてもらおう。その本質を大事にできますように。
生きていることは選択の連続・・・無意識な選択はやめて残りの時間を過ごす。
ただただ過ごし・・どこかしら選択肢がないのではなく選択肢がないと思い込んでいた。
今まで結構ぼーっとしてきたけど、
２8歳以上はシルバープラン・・・の発想で
自分の魂、そして祖先から受け継いだ魂、自然から、そして宇宙が喜ぶことを選択して、次々と難問をクリアし、
自分の今を今選択して・・・一緒に苦しみ、一緒に悲しみ、一緒に喜んで生きていく。
みんな一緒・・・さほど変わりないと、感じることが大切かなと。
1/10に大事な方の死を知り。。こう思った次第です・・・・。今年も訳の分からない文章・・ですみません。
2022.2/2バスティン研究会久しぶりの大人遠足。。。
みんなで櫛田さん東長寺を訪れます。お福くぐりご一緒しませんか？
そしてそして、皆さんからのお便りもお待ちしております。
今年も宜しくお願い致します。

バスティン通信会費

感謝“幸”

学習法講座・石黒加須美先生シリーズ参加者の皆様へ 2022更新費受付中

バスティン会員各位様 ・会費納入のお願い・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。通信ある方ｐｉａｎｏ＠u-on.jpまでメールを送ってください。
よろしくお願い致します。
口座名義

口座番号

お待ちしています。
（有）ユーオン芸育社

郵便局０１７００―2

130647

