前回ご案内の行事は、無事・・・終了いたしました。ありがとうございました。
♪2012.1/28 ミンミン検定「プレリーディング検定」
♪2012. 1/29 水谷稚佳子先生 フィンガートレーニング ユーオン
♪2012.1/30 水谷稚佳子先生 講座 アミカス視聴覚教室
♪2012.2/10 藤原亜津子先生グループレッスンの体験 ﾊﾟﾋﾟｵﾋﾞｰﾙｰﾑ中練習室
♪2012.2/29 杉谷昭子先生 演奏法講座 56 ユーオン 10:15
♪2012.3/3

第 20 回バスティンコンサート さざんぴあ博多

いつも･･

♪2012.5/11 杉谷昭子先生 演奏法講座 57 ユーオン 10:15

ありがとう

♪2012.4/25 二本柳奈津子先生 バスティン講座①ヤマハ e サロン

ございます。!!

♪2012.3/9 .4/13 .5/25 .6/22

楽しい日々をお祈

藤原亜津子先生 パーティ 8 回シリーズ①②③④ヤマハ e サロン

りしております。

♪2012. 5/27 水谷稚佳子先生 フィンガートレーニング ユーオン
♪2012.5/28 水谷稚佳子先生 フィンガートレーニング講座 アミカス
♪2012.6/14 二本柳奈津子先生 バスティン講座②ヤマハ e サロン

記事お問い合わせ

♪2012.6/29 杉谷昭子先生 演奏法講座 58 ユーオン 10:15
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
バスティン研究会ｉｎ福岡
福本幸子
u-on@har.bbiq.jp

♪2012.9/7 10/5

11/9

12/7

藤原亜津子先生 パーティ 8 回シリーズ⑤⑥⑦⑧ヤマハ e サロン
♪2012.9/10 塚原利理先生 科学的ﾋﾟｱﾉ指導法 ヤマハ e サロン
♪2012.9/15 第 21 回バスティンコンサート さざんぴあ博多
♪2012.9/22 藤原亜津子先生 グループレッスン
♪2012. 9/30 水谷稚佳子先生 フィンガートレーニング ユーオン
♪2012.10/1 水谷稚佳子先生 講座 アミカス音楽室

皆様のご参加、

♪2012.10/11 二本柳奈津子先生 ﾃｸﾆｯｸ講座

お待ちしておりまーす。

♪2012.10/5 藤原亜津子先生 パーティ 8 回シリーズ⑥ヤマハ e サロン

福岡スタッフ一同 (^O^)♡(^O^)

♪2012.10/27.28 博多南ステップ・室内楽研修 10/26.27 レッスン 10/22 から 25.
♪2012.10/30 轟千尋先生講座 ヤマハ e サロン
詳しくは･･･チラシかユーオンまたは、東音企画バスティンのホームページで

---------------------------------------------------------------------参加 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

092-551-7025

↓

講座はいずれも定員があります。ご予約いただけますと入場確認してください。

☆参加日

月

氏名・住所
℡FAX
通信

日

講座名

(

)申込日 /

〶
℡

FAX

携帯

『藤原亜津子先生講座』 シリーズ第５回 ９月７日（金曜日） 以下、１０月５日・１１月９日・１２月７日
３月から始まった今年のシリーズ。
・ ・・いつも和やかに始まり、先生方は熱いお話にうなずきながら、ノートにメモを取りながら、熱心に聞かれていま
す。今回初めて参加されている S 先生の感想は、「パーティーA の大切さを改めて感じます。
・ 藤原先生が繰り返し話される内容から、どれだけ大切か、そのことを伝えたい、という思いが伝わってきます。
・ 「生徒さんとの実際のやりとり」をビデオ録画したものを見せていただきながら、解説してくださるので、臨場感も
あり、レッスンをうけているようにさえ、思います。
」とのことでした。
・ ９月からは、後半が始まります。
・ また、２２日には、グループレッスンも企画されています。楽しみですね。・・・・

『二本柳先生講座』 ･･･先生日記

『二本柳先生講座を楽しむ』 2012.7/14 石川 貴美 先生

二本柳先生の関西弁のもつ、独特のニュアンスにも、心地よささえ感じられるようになりました。
グループレッスンでのお手玉や指積み木など、同じ教材をつかいながら、その徹底ぶりには、感心させられました。けれども、何
よりもそれらを大切に思いながら、楽しまれているご自身の笑顔に、心ひかれました。
さて、次回の講座では、少し切り口を変えて、テクニックにしぼってのお話が聞かれます。どんな「奈津子マジック」を見せてい
ただけるのか、楽しみです。
また、個人的には、他の教室から、移ってきた生徒さんに対するレッスンも興味があります。（ちょうど、そのような生徒さんと出
会ったところなので。）
これまでの講座を聞かれた方にも、またそうでない方にも、おすすめできる内容になるのでは‥‥と楽しみにしています。
ありがとうございました 。10/11 も、よろしくお願いいたします。 お待ちしております。 幸

ミンミン検定 in 福岡 「プレリーディング・基礎検定の内容 」 です。チャレンジして基礎グレードアップして下さい。
12 調を知る。･･･その基礎は、プレリーディング曲 14 曲が課題曲 、スケール・長調・短調（セリフ付きで）。アルペジオ長短・カデンツ
と・・・。 小さな挑戦ですが大きな一歩。１２調のいろいろに取り組むこの検定の関わりの中で レッスンの整理や確認・・・ステッ
プアップの機会を。 どうぞご参加ください。・・ご参加の先生で 検定審査員・開催補助したい方お知らせください。
次回開催などは、
ユーオン芸育社ホームページにアップします

フィンガートレーニングと講座

講師 水谷 稚佳子先生 （フィンガートレーニング９月３０日（日）講座１０月１日（月））

フィンガートレーニングに参加した先生の話。こどもたちといっしょにトレーニングをうけながら、指を動かす元は、
頭の中を整えることだ、と思いました。自分の脳をコントロールできているか？と自分に聞いてみると、答えは「でき
ていない。」頭を柔らかくすることが、脱力への近道だと感じました。
また、同じように、頭を柔らかくするために、必要なプロセスとして、心を柔らかくする、ということもあるように
思います。それが、「音と心のゆるみトレーナー」水谷先生のこのところの講座で話され、また、わたしちが体験でき
る内容です。『ある、人生の先輩である生徒さんの話・・・。
いつもなら、元気よく出す２分音符を、何を思ったか、ちょっと突いてからすーっと手首を上げました。すると、ピ
アノはものすごくきれいな音で、それはそれは美しい響きを出しました。彼女曰く、「ピアノにこういう風に弾いてと
導かれたの。」「美しい音は心が洗われますね。」音はその人の心に差す光のようです。（水谷先生ブログより）』

新企画の 2 講座 今秋は、ピアノの指導を新しい切り口から。知っていたはずなのに…知らなかった！！
『塚原 利理先生』（9 月 10 日（月））１０：３０～１２：３０
「科学的ピアノ指導法」

ヤマハｅ－サロン博多

指導者としてしっておきたい三つの「知」のメカニズムなど。

現代の教育や学習は科学する時代です。この講座では、脳の仕組みや性質が毎日のピアノ練習や「ピアノ本体の音と
動き」とどのように関わって」いるか、研究の一端と指導実践のヒントをお話ししていただきます。
（チラシより）
「轟 千尋先生」（10 月 30 日（火））１０：３０～１２：３０
「楽譜に隠されたヒントを探せ！」

ヤマハ e—サロン博多

和音の基本的な役割と性格・和音のからくりなど

生徒さんには、どう演奏したいかを自分自身で考えなければならない時がやってきます。そのとき、生徒さんが困らな
いように、早い時期から準備しておきたいこと。それは・・・
「作曲家の語法を知ること」です。（チラシより）

21 回バスティン・ソロズコンサート ！
日時:2012 年 9 月 15 日（土）10:30～さざんぴあ博多 バスティン先生のお気に入り・クリスマスﾃﾞｭｵ・他

参加費 3500 円

今回も・・・楽しみです。ウエルカムアーティストコンサートも開催します。
第一部

１１：００開演

Airs and Ballads of Britain・クリスマス for Adults
バスティン先生のお気に入り

レベル１・２（休憩１０分）

第二部

１２：００

バスティン先生のお気に入り３・４

第三部

１４：００

ウェルカム・アーティストコンサート

チェロ

有泉芳史さん

くるみ割り人形

他（休憩１３：３０～）

チェロ＆ピアノデュオ

山梨県甲府市出身。桐朋学園大学音楽学部カレッジ・ディプロマコース終了。パリ・エコール・

ノルマル音楽院卒業。パリ 12 区高等音楽院（PAUL DUKAS）室内楽科卒業。フランス・ブローニュ市コンセルヴァ
トワール地方国立音楽院卒業。
ピアノ

有泉悠子さん

１５：００
第四部

山形県鶴岡市出身。東京音楽大学付属高校、東京音楽大学を卒業。

写真撮影

豆ピアニスト

前回は、太田先生と仲間たちのコンサート

♪ ピティナstep･･ ♪

今回は有泉先生と奥様でーす。お楽しみに・・・。♪

「室内楽研修 2012」

２０１2年10月スタッフ募集♡

今年も室内楽。室内楽指導多喜先生、Vn 太田先生、Vc 有泉先生と私たち・・・。
博多南ステップの共同の『学び・発表・楽しみ・感動』の企画です。毎年、沢山の方が
参加・経験して下さって、すっかり 『なくてはならないもの』になっています。
●ステップ本番
●リハーサル

日程:２０１２年１０月２８（日）予備日２７日（土）
１０月２７日（土）予備日１０月２６日（金）

●弦楽奏者によるレッスン １０月２２（月）から２５日（木）大橋夢アールで

お知らせ
わたくしごとではございますが、８月の９日から２９日まで、福岡から（日本からも）離れます。
９月１０月と行事がもりだくさんで、そのための連絡や質問などお電話やメールをいただくことが
あるかと思います。電話はつながりませんが、メールは大丈夫です。申し訳ありませんが、
「E-mail u-on@har.bbiq.jp」までお願いいたします。
。なるべく、細かくチェック
したいとは思っていますが、お待たせすることもあるかもしれません。ご了承くださいませ。
（福本幸子）
お急ぎの場合は、石川まで。（携帯０９０－５９２８－９９７１）

編集後記

“さちこのつれづれ”

素粒子ニュートリノが光よりも速く飛ぶとする衝撃的な実験結果が発表され・・・光より速いものはないと するアインシュタインの
相対性理論の前提を覆すとして大きく注目された・・・けれど、その後間違えだったと履がされている。
ありだなって思ったけど・・・やっぱりその領域は、まだまだなのかなっと思った･・・。
宇宙の神秘を紐解こうとする人類・・・だけどだけど

大きい大きいこの世界・・・もうちょっとわかりやすくなるためには、私たち

がもっともっと「宇宙で言う大人まで成長する」ことが必要なんだろうなぁと思う。宇宙という最高に楽しいお砂場で遊んでいる子
ども・・・そして私は、あんまり砂に当たるのが得意じゃない。けれどやっぱり夢中になってしまう。
あるところに書かれていた一文・・・「究極の遊び道具」を生まれたときから手にしている・・・それは、「意識」という遊び道具で
す。最高の遊び場を用意されて、究極の遊び道具を手にしていたことに 気付くのが新しい時代の幕開けだと思います。
「こころ」という財産・・・で・・・
自分を信頼する。どんなことであれ、起きる現象を信頼すること。起きる現象を見守る。きっといつも、直感が出没。
こころ静かにリラックスして

「すべてはうまくいっている。 すべってもうまくいっている」ほんとほんと(笑)

・・・・・････････♪・・・・・・・・・・・・・♪・・・・・・・・・・・・・♪・・・・・・・・・・・・・♪・・・・・・・・・・・・・♪・・・・・・・・・・・・・♪・・・・・・・・・・・・・
君たちの時間は限られている。
だから他の誰かの人生を生きて
時間を無駄にしてはいけない。
定説にとらわれてはいけない。
それは他の人たちの考え方の結果と
生きていくということだ。
その他大勢の意見という雑音に、
自分の内なる声をおぼれさせてはいけない。
最も大事なことは、
自分の心に、自分の直感に勇気を持つことだ。
心や直感はすでに、
あなたが本当になりたいものを知っている。
それ以外は二の次だ。

ｂｙスティーブジョブズ

・・・・････････♪・・・・・・・・・・・・・♪・・・・・・・・・・・・・♪・・・・・・・・・・・・・♪・・・・・・・・・・・・・♪・・・・・・・・・・・・・♪・・・・・・・・・・・・・
「天」の「気」もちに任せて、
雨の日には雨の中を風の日には風の中を

暑さの中でくたくたしている私も十分・・・お任せしているってこと???

どうぞ皆様 暑さの中 お体ほどほどに・・・ご自愛なさってください。良い夏を・・・・・福本幸子より
バスティン会員各位様 ・お知らせとお願い・1月更新つきです。また、新規入会の方もお気軽にご参加ください。
2012年 会費１０００円 通信発行・・・。楽譜講座割引 有。
口座名義口座番号

（有）ユーオン芸育社

そして、･･･仲間♡意識 有。 （笑）

郵便局０１７００―2

130647 バスティン通信会費 2012 年分と明記

