これからの予定お知らせ
バスティン研究会♪

♪2022.7/6（水）石黒加須美先生によるオンライン講座

いつも、音楽と共に！

♪7/13(水)２０２2 年度・バスティン教本と発達心理学(8/3.9/7.10/19)
♪7/17(日)ヨーロッパ国際ピアノコンクール福岡予選ギール記念講堂

皆様とご一緒に

♪7/21.8/25 リサ&ローリー先生オンラインピアノワークショップ

学べますことに感謝です。
学べますことに感謝です。

♪9/4 (日)39 回

バスティン ソロズ コンサートさざんぴあ博

♪9/19(月祝)ヨーロッパ国際ピアノコンクール福岡.ギール記念講堂
記事お問い合わせ

ブルグミュラーコンクール
♪9/23(金祝) 福岡東 締切日 8/19 アザレアホール須恵

福岡市南区長住二丁目 9-1
（有）ユーオン芸育社内

♪10/02(日) 福岡 締切日 9/02 福岡女学院ギール記念講堂

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

♪10/09(日) 福岡西 締切日 9/09 アクロス福岡円形ホール
♪10/10(月祝) 北九州 締切日 9/09 黒崎ひびしん中ホール
♪10/16(日) 筑紫 締切日 9/16

カワイルーチェ

♪10/16(日) 唐津 締切日 9/16 サライホール
♪10/26（水）石黒加須美先生によるオンライン講座
♪10/30(日)ウエルカムアーティストコンサートさざんぴあ博多

♪福岡バスティン研究会

♪11/13(日)ヨーロッパ国際ピアノコンクール地区大会(熊本)

月一回(金曜日)
10:30-12:00

♪11/20(日)23(水・祝)27(日)ブルグミュラーコンクールファイナル

要参加連絡

♪3/4(土)バスティンコンサート 40 回ともてらす早良
♪5/20(土)ピティナ博多南夏季ステップ アクロス福岡円形ホール
詳しくはユーオン・東音企画・ピティナの HP を見て下さい。

只今開催見送っています。

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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３9
♪第３9 回バスティンソロズコンサート in 福岡♪
2022 年 9 月 4 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

♪参加費 1 曲 3500 円 ／デュオ場合の参加費 3,000 円（先生と組む場合は通常の 3,500 円）
わくわく参加者観賞無料のウエルカムアーティストコンサート開催予定(vn 西川のばら Pf 城間結香)
ハローウィンパーティー
コラージュオブソロ
プレ・ソナチネ

ハロウィン・トリーツ

ハロウィン・セレブレーション

ファーストレパートリーアルバム

クラッシックメロディの楽しみ

ピアノ名曲集

豆ピアニスト【ご希望の曲】

次回第 40 回バスティンソロズコンサート in 福岡 2023 年.3/4(土)

♪福岡⒓連続講座 バスティンで学ぶ講座バスティン教本と発達心理学♪オンライン開催 (4/13.5/18.6/15)
3 月から始まりました新シリーズ・30 人の先生方にお申込み頂きとわいわい過ごさせていただき感謝です。
今回は、発達心理学・感覚認識・ものの見方・指導
そして生きるための学びを深めつつ感覚認識教材
の一つ一つに触れて頂きながら進めています。
パーティシ・ベーシックス・オールインワン
何かしらレッスンの
ヒントにと
取り組んでいます。

♪リサ&ローリー先生によるオンラインピアノワークショップ【参加者全員に楽譜プレゼント】
7/21.8/25「バスティン・オールインワン」シリーズの

バスティンマーク対象講座

作曲・監修をつとめたリサ＆ローリー先生から
直々にその魅力をお伝えいただく特別講座！
実際のアメリカでのレッスン風景をご覧いただきながら、
オールインワンシリーズの進め方、楽曲の魅力を感じていただ
ける講座 是非お申込み下さい。

♪石黒加須美先生による指導のテクニックを解説講座♪第一回 4/27（水） 脱力でした。
7/6 水曜日は、拍感
拍感

「リズム・メロディー・ハーモニー」よりも先に、しっかり体得させてあげなくてはいけ

ないのは拍感「生きた拍」
「息づいている拍」空間を感じる力・・。それぞれについて語ります。まいぴあのとピ
ティナ課題曲で実例 A2 級「風のカノン」「こもりうた」
「 イギリスのダンス」A1 級「リゴドン」「ドイツ舞曲」
Ｂ級「クーラウ・ソナチネ」「リズムの遊び」Ｃ級「エチュード」 テクニック指導質問受け付けます。

♪4/3-10 室内楽レッスン室内楽研修とピティナ:ステップ♪
室内楽研修 29 名 ピアニスト佐藤美香先生 Vn 太田圭亮先生 Vc 永野紗祐里先生
4/9. 4/10

アドバイザー・愛野由美子先生・厚地とみ子先生・長井進之介先生

111 組の皆様と充実の時間を過ごしました。久しぶりに講評もリアルでできました。
♪スタッフ.
伊藤恵子.石川貴美.牛島真理.江上美鈴.鬼丸悦子.堺由美子.新貝真理. 土肥麻耶子.中尾和枝.中島麻理子.福本幸子
山地暁子.山内経子.吉田知佳.｟敬称略｠
大変お世話になりありがとうございました。

♪4/11 月曜日厚地とみ子先生わくわくレッスン講座 博多南ステップ企画オンライン講座♪
楽しい講座でした。
とても元気の出るセミナーを受けさせていただきありがとうございました。
素晴らしいお話に感動して質問が長くなってしまいすいません・・
と感想頂いたほど・・・ご参加の皆様方と心の交流がありました。
ご参加の皆様、ありがとうございました。

♪10/30(日)ウエルカムアーティストコンサートさざんぴあ博多
いつもは、バスティンコンサート参加者が演奏の合間に楽しむコンサートとしてショートタイムですが
今回は、十分に皆様にコンサートを楽しんでいただくべくフルタイムの演奏会開催です。
フルート田中紗貴さんピアノ城間結香さんのデュオコンサート。楽しみなプログラム企画します…。ﾊﾞｽﾃｨﾝﾒｲﾄ 1000 円

♪プルグミュラーコンク—ル福岡大会 ♪ブルグミュラーコンクール 7/1 申し込み開始
お知らせ/ブルグミュラーコンクール課題曲
福岡東地区大会 9/23(祝日)初開催

オンライン練習室ブルグミュラーコンクール参加者コース
佐世保地区 9/25(日)

■開催曜日： 7 月～11 月末までの毎週金曜日
福岡地区大会 10/2(日曜日)

■時間：17:00～18:00■会場：Zoom
福岡西地区大会 10/9(日曜日)

■2022 年度ブルグミュラーコンクール参加予定の方
北九州地区大会 10/10.(月曜日祝日)

料金 2,000 円/月（税込）
筑紫地区大会 10/16(日曜日)

※各月（月 4 回）ごとの料金です。
唐津地区大会 10/16(日曜日)

申し込んだ月には何回でも参加できるそうです。

【バスティン研究会 in 福岡】
すっかり会場での講座の開催を見送っている今ですがこちらは
約 10 年前のヤマハサロンでの様子です。

→

当時いつも 80 名くらいの参加者の方と 1 か月に 2 度の割合で
お勉強会をしていました。今ではすっかり馴染んだバスティンも、
目新しい一つ一つが成長の種となり、今につながっています。
教える楽しみの枝葉になっていると嬉しいです。現在会員 99 名。
それぞれの生徒さんにとって充実した最良な指導ができるようにこれからも学べたらと思います。

“さちこのつれづれ”
気づけば7月・・・☆もうすぐ七夕ですね。
福岡市科学館・・・かつて古い建物だったのが福岡市中央区六本松に移設して久しい。
今もまだ入館料は無料らしい。
６階ドームシアターのプラネタリウムは、自然に近い星空が楽しめる素敵な場所らしい。
５階展示室とプラネタリウムは有料だけどなんと年間パスポートもファンクラブもある・・・。
七夕のお話も久しく聞いてないし。。。~行って迫力の天の川見てみたい！！！
５月に、九州国立博物館で 葛飾北斎

葛飾展を見に行きました。

富士山「冨嶽三十六景」や北斎作の日めくりカレンダー「日新除魔図」・・・圧巻で独特の世界に吸い込まれました。
天保13年、齢83歳の北斎が1日1枚ずつ描いた魔除けの獅子図・・・全部で219枚らしい。
女中さんがとっておいてくれたおかげで見れたという。。。
すごい数を見て・・・・この人は本当に絵を描く事が天命だったんだなあと心底思いました…
「天職・天命」

そんなものに出会うと 人間すごいーーーと思いました。

格段に差はあるものの・・・自分も一生関わりたいものに出会えて あぁ幸せと・・・。
桜の季節もそう遠くないところですが季節の花はちゃんと移り変わり紫陽花が美しい。。。
その紫陽花も間もなく終わりかなという感じがしてきたと思ったら昨日。
お庭でセミの声を聞きました。早い??・・・１７日という最短な梅雨
「梅雨」らしさも味合わずの夏到来です。(私

雨量も過去最低で

自宅にこもっているのでいろいろますますわからない)

３９回バスティンコンサートを9/4に開催致します。２００２年９月が第一回目だったからちょうど２０年。
次回で４０回…びっくりです。
欠かさず参加してくれている先生もいます。
最初に参加してくれていた子もすっかり大人になり・・・次の:台の参加も間もなくです。
(継続は力なり)を良く感じるこの頃です。
いろんなことに感無量・・・。皆さんがの日々頑張っている姿に元気うと喜びをいただいてます。
暑さに負けず、お元気でお過ごしください。 ”感謝”

バスティン通信会費

2022会員受付中

幸

最後まで読んでいただきありがとうございます。

２０２２年度会費１０００円

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。
お待ちしています。
口座名義

口座番号

（有）ユーオン芸育社

郵便局０１７００―2

130647

