2013 年度行事。ありがとうございました。

☆ホームページのご案内☆

http://www1.bbiq.jp/u-on

♪2013.1/26.2/16 ミンミン検定「プレリーディング検定」
♪2/28 バスティンフォーラム参加 ミンミン検定発表 。

記事お問い合わせ

♪2012.3/15 杉谷昭子先生 演奏法講座 60 回 ユーオン 10:15

福岡市南区長住二丁目 9-1

♪2013 春シリーズ講座(1/25 .2/5 .2/14. 3/13. 3/14)修了式終わりました。

（有）ユーオン芸育社内

♪2013.4/13（土） 第 22 回バスティンソロズコンサート さざんぴあ博多ホール

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

♪2013.4/21(日) フィンガートレーニング ユーオン
♫2013.4/24（水） 二本柳奈津子先生講座 パピオビールーム 大練習室
♪2013.4/25(木) 杉谷昭子先生 演奏法講座 61 回 ユーオン 10:15
♪2013.5/8(水) 福本幸子 シリーズバスティンで学ぶ① ユーオン 10:00

これからの講座のご案内・・♫ﾏｰｸ ピィティナ指導者セミナー対象講座。
今回のピアノの先生日記
斎藤
牛島
中野
石川
花崎
秦

加奈
真理
ゆみ
貴美
望
尚子

♫藤原先生のパーティ講座 A5/24・B6/14・C7/12. D 9/13・Ｐ.1.10/11・.2.3.4.11/15（金）
♪2013.5/23(木) 杉谷昭子先生 演奏法講座 62 回 ユーオン 10:15

さん
さん
さん
さん
さん
さん

♪2013.5/29(水) 福本幸子 シリーズバスティンで学ぶ② ユーオン 10:00
♪2013.7/27 ミンミン検定「プレリーディング検定」
♪2013.9/14（土） 第 23 回バスティンソロズコンサート さざんぴあ博多ホール
♪2013.11/9.10 秋ステップ開催

室内楽レッスン 11/4.5.6.7 研修 11/8.9

博多南ステーションへの室内楽参加受付 6 月開始。
詳しくは同封チラシか HP を見てね。新しい方に・是非ご紹介下さい。
♪次回の福岡バスティン研究会
5/17 (金) 10:30-12:00

6/21(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

氏名
講座名
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－
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月

日開催分

□一般

□入会希望

2013. 春の講座 5 回シリーズ

修了しました。

塚原利理先生、藤原亜津子先生・・・ありがとうございました。

皆さん、毎回受け付け時のご協力ありがとうございます。ピアノ指導も今や発達心理学を取り入れる時代・・・塚原先生の
科学的な方面からのお話しに感嘆｡そして、いつも、藤原先生の言葉かけをまさに実践されている姿に、感動。私の中でゆ
っくりですが交互に伺ったお話しの点と点が線になるよう勉強していきたいと思います。
今回で永く親しんできたヤマハサロンの会場がラストでした。お礼とお別れを言いました。
♪５月からの藤原先生のシリーズ講座は・・会場がパピオに変更です。 46 名修了書授与者→
バスティン本をみなさんと時間を共有することのすばらしさを実感。お待ちしています。
受付はさらにスピーディに☆彡がんばります。・・・・・どうぞよろしくお願いいたします。記 秦尚子

ピアノ先生日記

『2/28 バスティンフォーラムに初めて参加しました。』

斉藤加奈

私がこの教材に出会って、何年になるのでしょう。今までは、子供達に手がかかり、遠出せず、受けられる講座を出来る限
り受講してきました。その子供達も少し手が離れ、自分の時間がとれるようになったので、「こんな機会でもないと……」と
参加を決めました。家族も温かく送り出してくれて、嬉しかったです。
まず、一言で「参加して、良かったー」いろいろな場所で、それぞれの先生方がパワフルに指導されている事が、よくわか
り、その同じ空間の中に居るだけで、得るもの、得たものがありました。
常に勉強！

自分を発展させていかないと、大変な事になるなぁ～と強く感じました。

これを機会に、次はアメリカ！？(調子にのりすぎ )

Step Up!!

本当に、周囲の先生方に助けられて、有難い気持ちでいっぱいです。

ピアノ先生日記

『音楽からのおくりもの♪』

牛島 真理

桜の季節も終わり、ツツジの蕾が今にも開かんと待っているようです。私事ですが、2月に突然家族が入院することになり
ました。…しかも鹿児島で…翌週にはバスティンフォーラムに行く予定があり、準備の真っ最中でした。更に3月には発表会
を控えていました。曲が出来上がっている生徒さんはまだ少なく、とてもお休みをいただける状態ではありません。
「あ～どうしよう…!」一日何回呟いたことでしょう。でもフォーラムの担当は代わって下さる先生がいらっしゃいました…
発表会もたくさんの方のお力添えで、無事に終わることができました…
生徒の皆さんは最後まで頑張りぬく姿を見せてくれました…助けてくれる仲間と可愛い生徒達がいる…
私は一人ではないんだ!そう思うとすごく楽な気持ちになれました。毎日あたりまえだと思っていたことが、実はすごく幸せだ
ったんですね。その幸せにあらためて気付かせてもらえたこと、そして今また普通の生活に戻れたことに感謝する毎日で
す。今までも音楽からたくさんの学びや喜びをもらってきましたが、また一つ素敵なおくりものが届いたような気がします。
音楽を通していただいたご縁をこれからも忘れないように、大切に過ごしていきたいと思います。

ピアノ先生日記

「22 回バスティン・ソロズコンサート」

中野 ゆみ

バスティンの勉強を始めてまだまだ2年ほどの私。バスティンの魅力は全調メソッドであること、そしてたくさんの楽しい曲と
アイテム、講座にも毎回ワクワクの連続です♪そんな私が4月13日サザンピア博多でのバスティンコンサートに参加しまし
た。「上がったり」「下がったり」「同じだったり」、そして「12調の大切さ」「バスティンで学んだ色々を素敵に表現し楽しむ。」
本当にそんなコンサートだったと思います。いつもの発表会とは違って、他の教室の同じ年代の子達の演奏を聞いて、コン
クールともまた違った雰囲気を感じ、ドキドキ「何かいつもより緊張したー！手が震えた…」って…小さな年長さんはおじぎ
がちゃんと出来て、ピアノの方をちゃんとみて弾けました。そして数えて弾きました♪みんなこの日の為に、たくさん頑張っ
て、その舞台の経験がみんなを成長させてくれるんだなぁと思います。それぞれの初めてのバスコンでした。誰でも最初は
「はじめて」…それを積み重ねて、私も成長！生徒達も成長！前進あるのみです♪

ピアノ先生日記

『バスティンフォーラム・・・終えて。』 石川 貴美

フォーラム前夜、ホテルでのひとコマです。朝早く家を出て、空路東京に向かい、そのままＴＤＬへ。
半日楽しみ、食事をすませ、湯船に浸かり、ホッと一息。･････お風呂上りの上気分のときに、同室の彼女の言葉。
「すわってみて」とソファをゆびさすのです。（なんだろう・・？？）言われるままに、座った私の、目に飛び込んできたものは、十六
夜のお月様。夜空にぽっかりと。「ああ・・・きれいだな・・・」しみじみと感じ、しばし愛でる。
そのときに、「あ！」と気がついたこと。もし、「月がきれいに見えるから、ここに座ってみて」といわれたら、私は、言われたとおり
に「月をみるために」座ったことでしょう。そしてそのお月様を眺めたことだと思います。もちろん、それは美しかったに違いないけ
れど、何かが違うのです。彼女の言葉により、ソファに座ることをうながされて、お月様を自分でみつけ感じた心は、自分のもの
なのです。自分で見つけて、感じる・・・。こんな風にレッスンができたら、いいな・・・・。
指導者の言葉やヒントによって、ある行動を起こす。そして、その先にある何かを見つけ、感じて、それをまた行動に換えて、表
現できたら・・。きっとそれは、そのことを見つけた、その子のもの（音楽）にちがいない。
軽やかなリズムかもしれない。美しいメロディーかもしれない。柔らかなハーモニーかもしれない。
そんな発見して感動する旅へといざなえるような、レッスンができたらいいな～～と思えた夜の出来事でした。ありがとうござい
ました、F 先生。全国のたくさんのバスティンっこ（娘？）たちのエネルギーに出会えてうれしいやら、おかしいやら、楽しいやらの
フォーラム参加でしたが、自分はまた、自分のままでいいのだ、と改めて感じた機会にもなりました。３年に一度のお祭りも楽し
いけれど、大切なことは、毎日の積み重ね。そして、それがあるからこその、フォーラムなのだということも。
笑顔とパワーの仲間に乾杯！！

ヨーロッパ国際ピアノコンクールの福岡開催分のお知らせ。
福岡地区予選 課題曲自由曲両部門 6/8（土）春日市スプリングホール
福岡地区本選 課題曲自由曲両部門 9/29（日）福岡女学院「ギール記念大講堂」
地区大会(課題曲決勝) 11/17（日）福岡女学院「ギール記念大講堂」

ピアノ先生日記

『１０年前のことを振り返る時・・・』♪ 』花崎望

今回フレッシュな坂本（娘さんの）先生と一緒のお部屋で色々な葛藤や真っすぐな思いを彼女のヒストリーとともに聞かせて頂い
ているうちに１０年前の私自身のことをぼんやりと振り返りました。何もわからずめちゃくちゃな人生を送っていた中、はちゃめち
ゃな私をバスティン研究会に入れて頂きました。ピアノの先輩だけではなく人生の先輩である先生方にお話をただただ聞いて頂
き頷いて頂き何一つ否定も説教もされずに温かく仲間に入れて下さったこと・・・見守って下さっていたんだなぁ（それは今も）と
大きな大きな優しさや温かさをお腹の底から感じました。バス研の先生がかつて･･「年齢なんか関係なくて心から繋がれる仲間
が何よりの宝なんだよ大事なんだよ、望ちゃんも一緒にいたらいつかわかるよ」とあー本当に・・・と、しみじみと深々と幸せだな
ぁと心から喜びが湧いてきました重ね重ね心から心から皆様に感謝です。二泊三日の今回の東京滞在が、私の中で大きなエポ
ックとなりました。沢山の気付きキャッチ。楽しい新しい本当の２０１３年のスタートとなる・・。今月もそれからこれからもどうぞ宜
しくお願い致します。

講座

『二本柳先生講座』

2013.4/24（水曜日）

テクニック アプローチ実践編 講座・・とても有意義でした。
次は秋にと思っています･･･ お楽しみに！！！
『根津栄子先生講座』こちらも、秋にと思っています。･･･福バスはじめてです。

『魔法の質問』
先日、水谷稚佳子先生の魔法の質問インストラクター養成講座を受けました。
その中で私は、「この講座が終わったときどうなっていたいですか」という質問のデモンストレーションをしました。演劇部だったこ
ともある私ですが ・・あたふたしながら･･･カンニングしつつやっていました。皆さんに質問して、それぞれが答えを書きます。
私は、さっき水谷先生が私たちがしてくれた例え話をまねることにしました。それはウサギと亀のお話での質問です。
･････抜粋「さあて、競争です。ウサギさんは、どこを見ていましたか？カメさんは、どこを見ていましたか？」
「皆さんは、どう思われますか？」 そう･･･ 《ウサギはカメ･･･カメはゴール》です。で・・どうなりましたか? ・・・・・・って感じです。
この質問は、目的、目標の大事を実感する質問です。

答えたあと、随分取り組む力の違いを感じます・・という感想でした。

魔法の質問講座・・・すばらしく 。。
。。
。

良かったです。

よぉーし と 目的忘れずに・・・ゴールの旗 目印に・・・小さな時間を大事に・・・・楽しもう・・・っと。・・“幸”
編集後記

“さちこのつれづれ”

些細なことで、へそを曲げてしまうこともあります。 今日がそうでした。息子は、出かけたかったのです。
普段自宅で創作する仕事をしているので、アイデアに詰まったら・・歩いて考えるらしいのです。
４日前も私が講習会を受けるので留守役でした。講習の途中で電話をしたら家から ４．５０分歩いての山にいました。
その時は、いろいろな事情を言って帰るように言いました。
・・・そして今日です。・・・息子は、私が帰ってくるのを待って出かける予定にしていたようです。
だけど 私が「どうぞ」といわなかったのでいろいろ言い始めました。ちょっとした理不尽な思いから、日頃の小さな？？？がそん
な形になったようです。「ペットのように自在に考えているのです。」「社会的プライドで育てられてる気がします。」と･･。日ごろの
小さな注意への反発だと思います。《私のことを
す。

では、私は、何で渋ったか

ああしなさい、こうしなさいと・・常識枠に入れたいのでしょう･･･》ってところで

と言うと『父の具合が悪かった』からです。呼び出しが来るかもしれない・・・。４日前もそう

言っておいたのでさらに言わなかったのです。
私は、少しゆったりとした気持ちで『おじいちゃん』のことを・・・話し始めました。
もうすぐ、お別れだってこと。電話があったらすぐ行きたいこと。・・・だんだん息子の顔がゆるくなりました。・・いろいろ話してて、息
子の顔が少しずつ優しくなっていった分だけ・・私たちが、父の肉体に別れを告げる日が近いことを実感していきました。
日ごろ見えてなかったことが、いろいろ見え始めました。私が小さなときから今までのこと･･。感謝するきっかけになりました。自分
で、一生懸命いろいろ話しながら、まるで自分が言われているようにうん、うんと・・・頷く自分がいました。家族になって、日々生き
て・・人生のページをめくっていること ･･実感しました。日々、一歩一歩、何が大事なのか考えて生きたいと思いました。
そして、、、たまには、衝突しても、心の中を話し合うことも大切ですね。
桜が散り、新しい学年になって・・つつじ・・藤の花･･エニシダ・・・まさに“花盛り”・・今を大事に。
生まれてくる命を育み、今あるものを愛し、慈しみ、・・・ちょっとしたことでうまくいかなかったりする人間関係も・・子どもの心で許
し、反省し、仲直りしたら・・・いい毎日になります。
足りないものを探し、欠けているところに目がいきやすいのが人間だけど・・・
いいところや

日常の中の小さなだけど大きい幸せを一緒に探す仲間として・・・どうぞ、よろしくお願いいたします。

いつもありがとうございます。・・・・皆さんのご健康・・お仕事の充実ｅｔｃ・・・お祈りしています。 “幸” ・・・･
最後まで 読んで下さって ありがとうございます。

バスティン会員各位様
・お知らせとお願い・1月が更新月です。2013年更新まだのかた１０００円の更新費用をお振り込みよろしくお願いいたします。
口座名義

（有）ユーオン芸育社

口座番号

郵便局０１７００―2

130647

どうぞよろしくお願いいたします。(備考欄に2013.バスティン会費とお書きください。) 学習したい方、どなたでも、ご入会できます。

