2015 年開催済み行事。
♪バスティン福岡の大人の遠足☆♪「太宰府」♪1 月 28 日(水)♪
♪第 25 回バスティンソロズコンサート 3/8(日)さざんぴあ多目的ホール
♪ミンミン検定.2/28(土) 04/18(土) 13:00-15:30 ふれあい文化センター
♪若き演奏家と杉谷昭子・コンサート 5/17(日)春日市ふれあい文化センター♪
♪藤原亜津子先生講座パーティシリーズ①2/13 ②5/22 ﾊﾟﾋﾟｵﾋﾞｰﾙｰﾑ大練習室
二本柳奈津子先生講座 6/10（水）ﾊﾟﾋﾟｵﾋﾞｰﾙｰﾑ大練習室
♪根津栄子先生シリーズ講座 ①3/11②6/18（木）ﾊﾟﾋﾟｵﾋﾞｰﾙｰﾑ大練習室
☆ホームページのご案内☆
♪杉谷昭子先生講座 78 回 1/23.79 回 3/1.80 回 4/24.81 回 5/18.82 回 6/30

http://www.uhttp://www.u-on.jp
on.jp
♪坂本真理子先生リトミック講座 7/9（木）ﾊﾟﾋﾟｵﾋﾞｰﾙｰﾑ中練習室 2
♪水谷稚佳子先生講座 2/6(金.)7/16（木）ﾊﾟﾋﾟｵﾋﾞｰﾙｰﾑ大練習室

バスティン研究会ｉｎ福岡

♪福岡バスティン講座 3/18(水)より１２回シリーズ講座開催
福岡市南区長住二丁目 9-1

これからの講座のご案内・・

（有）ユーオン芸育社内
FAX092-551-7025

♪杉谷昭子先生講座 83 回 8/11
♪藤原亜津子先生講座パーティシリーズ③9/11(金)ﾊﾟﾋﾟｵﾋﾞｰﾙｰﾑ大練習室

福本幸子
piano@u-on.jp

♪藤原亜津子先生レッスン 9/11 ユーオン芸育社 4 時から
♪根津栄子先生シリーズ講座 ③10/15 ﾊﾟﾋﾟｵﾋﾞｰﾙｰﾑ大練習室
♪第 26 回バスティンソロズコンサート 9/19(土)さざんぴあ多目的ホール
♪水谷稚佳子先生フィンガートレーニング講座 11/2(月) ﾊﾟﾋﾟｵﾋﾞｰﾙｰﾑ大練習室
10/18-23

♪多喜靖美先生講座 11/13(金)夢アール大橋大練習室

サンディエゴ☆彡バスティンツア

♪2015 年博多南秋期ステップ 11/14.15(土日)アミカスホール室内楽研修

ー

♪ブルグミュラーコンクール福岡大会 12/13(日) 福岡女学院ギール記念講堂
詳しくは同封チラシか HP を見てね。新しい方にもお気軽にご参加ください

♪福岡バスティン研究会

・9/18(金)10:30-12:00・10/9(金)10:30-12:00・11/6（金)10:30-12:00・

参加申込書はホームページのメールかファックスで
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5/22 藤原亜津子先生講座

藤原亜津子先生講座次回 9/11.

6/10 二本柳奈津子先生講座

6/18 根津栄子先生講座

次回は決まり次第アップいたします。

根津栄子先生講座

次回 10/15

『第26回 バスティンソロズコンサート & 豆ピアニストコンサート 、9月19日 土曜日に さざんぴあ博多で開催致します。』
第1部 10：20 お話聞かせてのお時間

※開演後のお時間は、目安です。 ※開演後のお時間は、目安です。

10：30 ポップ・ロックン・ブルース、クリスマスパーティ,バスティン クリスマスソング(28名)
11:30ハロウィンパーティ, ハロウィン・トリーツ(29名)
12：35（写真1部撮影）
第2部 13：30 ウエルカムアーティストコンサート《管楽器奏者とのデュオコンサート》
オーボエ: 山内 花（やまうち はな）さん & ピアノ: 秋田悠一郎（あきた ゆういちろう）さん
14：10（写真3部撮影）
第3部 14：20 お話聞かせてのお時間
14：30 クラッシックメロディの楽しみ, 名曲集, (32名)
16：00 豆ピアニストコンサート(27名)

5/17春日市ふれあい文化センターサンホールにて『若き演奏家と杉谷昭子先生コンサート』開催いたしました。
杉谷先生のソロとＶｎ・Ｖｃとのデュオ。共演者☆彡坂本亜弓実さん.秦 あゆこさん.中村 朱里さん.・・・♪

それぞれの立場でたくさんの喜びと学びがありました。みんなで一緒にやりきりましたぁぁぁ。幸

英国王立秋季について

福岡で開催予定です。

理論検定 11 月 7 日（土）15 時より 申込締切日 9 月 11 日（金）必着
実技検定 11 月中旬～12 月上旬

申込締切日 8 月 28 日（金）必着

※ピアノ実技 課題曲が 3 曲と、スケール課題、初見演奏、オーラルテストがあります。実施時期は目安です。

『ミンミン検定』

次回《ホームページにてお知らせ致します》

内容プレリーディングのディスクに合わせて演奏。他、テトラコードセッティングスケールとカデンツ。
(受け付け→検定料納入→受験票交付→受験→結果合否用紙・パスポートをもらう。)
➀テンポ設定・拍子感②正しいﾘｽﾞﾑ③ミスタッチ④運指⑤音の粒･音楽の流れ⑥調性をチェック
小さなチェックポイントが、実る時間になります。そうして、励む力が育ちます。

上➀②③水谷稚佳子先生講座 ④バスティンで学ぶ講座 下➀②坂本真理子先生講座 ③博多山笠 ドラえもん

とにかく楽しい 2 講座でした。水谷先生は次回 11/2

坂本先生も、次回をご期待…。わくわく♡

ブルグミュラーコンクール実施♪福岡ファイナル： 2015 年 12 月 13 日（日） 福岡女学院ギール記念講堂
（地区大会： 2015 年度は開催いたしません）
2015 年 10 月 1 日（木）より Web 申込み開始

Web 申込 （当コンクールは「ピティナ提携コンクール」です）

［主催］ ブルグミュラーコンクール福岡大会実施事務局［協力］ 株式会社東音企画・有限会社ユーオン芸育社
［後援］ 一般社団法人 全日本ピアノ指導者協会（ピティナ）
親しみのある曲で、素敵なピアノを弾く機会になればよいと思います。
ブルグミュラーコンクールは、日頃レッスンで使うピアノ曲、 ブルグミュラーの作品を学び、ピアノ学習において、より豊かな表現
を 追求する素地を養うことを目的としたピアノコンクールです。いつも、講座、コンサート開催をしている仲間と、目標のある取り
組みをしていけたらと実施にたどり着きました。今年初めての開催で、今回は、ファイナルのみの開催です。
2016 年度は、西区糸島地区、北九州地区、筑紫地区、福岡地区の 4 地区開催を、そして翌年はさらに地区を 3 地区増やしてい
く予定でいます。今回は、初めての開催で不安もいっぱいですが今までの経験を活かし、心を込めて開催していきたいと思いま
す。競うのではなく育みあうコンクール・・これを信念として開催してまいります。どうぞ皆様応援よろしくお願いいたします。幸
・・・・････････♪・・・・・・・・・・・・・♪・・・・・・・・・・・・・♪・・・・・・・・・・・・・♪・・・・・・・・・・・・・♪・・・・・・・・・・・・・♪・・・・・・・・・・・・・

「ブルグミュラー25 の練習曲」

「ブルグミュラー18 の練習曲」

♪博多南ステップ11/8-12(室内楽奏者によるレッスン)11/13(多喜靖美先生講座)11/13.14(室内楽研修)11/14.15(ステップ本番)
いつも、温かく支えてくださっている先生方、仲間のおかげでとても素晴らしい時間となっています。
多喜先生の周りは、ピアノが弾きたい人でいっぱい・・・。「せっかくだから弾きましょう・・。もっともっと弾きやすくなるように」・・アドバイスをという
ご活動に先生を尊敬している方は、全国にびっくりするくらいいっぱいいらっしゃることでしょう。博多南の室内楽も、共演者、有泉 芳史 先生
（チェロ）太田 圭亮 先生（ヴァイオリン）に支えられつつ、多喜先生がアドバイスレッスンでみなさんの調和をとってくださるお陰で13回の室内
楽はいつも定員いっぱいで開催しております。今年も、わくわくです・・。そして・・・来年夏季は、6/18にアクソロス円形ホールです。

色々な活動メンバー

編集後記

志牟田礼子先生おめでございます。

蘭でーす。いつもありがとうございます。

“さちこのつれづれ”

今年は、格別に暑い夏がやってきましたね。何故か、毎年恒例の夕立ちも雷も無しです。おかげで蘭がぶるぶる震えてよだれだ
らけになりません。でも、でも、植木は雨が降らずには生きていけません。いいことも悪いことも、立場が変われば変わるもので
す。ちょっと意識を変えて生活すると、今まで見てたものは全く違うふうに見えてきたりします。なんかの拍子に、自分が成長しな
ければいけないところも見えてきて、いろいなものとつながって生きているんだということ・・・ほんのちょっとしたことで、感謝して
生きることを忘れないようにと言われているように感じたりします。無事に生きる・・・が何よりです。
間もなく・・・盆がやってきます。お盆がやってくると、お別れした自分の大事な人を思い出してます。
ひとつひとつ振り返ったりします。毎日毎日の積み重ねの上に今があるんだなぁ・・としみじみ・・・。
そして、いつになく深い行いをしたくなったりします。
「人は必ず陰徳を修すべし」という言葉があるそうです。人は必ず人に知られないところで徳を積む。
どんなにいい事をしてもそれを人に知られるようにやらないでひっそりやる。
人を助けるのでも、わざわざその事が相手にわかるようにして人を助けるのは「陰徳」とは言わないというのです。
世の中にはすごーく「ついている人」がいる。そんな方は、人に知られず陰徳をつんでいるのでしょうね。
こっそり人に知られないところで、いいことをしている。それがちゃんとかえってくる。
因果応報・・そこが人生というものの面白さだったりして・・・ついつい、頑張るのでしょうね。(笑)
ご先祖様に一緒に感謝いたしましょう。皆さんのもとに通信が届いたころには、お盆も過ぎているかもしれませんが・・・
厳しい残暑の中、残りの2015年の夏をお楽しみください。
そして、9月からの講座やコンサートでお会いできるのを楽しみにしています。
いつもありがとうございます。感謝でいっぱいです。♪♡♪♡♪
最後まで読んで下さってありがとうございます。 “幸”

バスティン会員各位様

・お知らせとお願い・

2015年・・・更新受け付けています。

通信費１０００円の会費をお振り込みよろしくお願いいたします。(備考欄に2015年バスティン会費とお書きください。)
口座名義

有限会社

ユーオン芸育社

口座番号

郵便局０１７００―2

130647

ご入会希望の方、ユーオンのホームページより、会規約、主旨、活動等、ご確認のうえmailかＦａｘにてご連絡ください。

