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。
♪2011.4/2 ミンミン検定 さざんぴあ博多第一会議室
いつも･･

♪2011 藤原先生ベーシックスシリーズ講座 4/15（ヤマハ博多サロン）１回

ありがとうございます。

♪2011.4/26 江崎光世先生 講座 ヤマハサロン
♪2011 藤原先生ベーシックスシリーズ講座 5/13（ヤマハ博多サロン）２回
♪2011.5/7 室内楽コンサート「大田圭亮先生・有泉芳文先生」西南コミュニティ
♪2011.6/2 杉谷先生 演奏法講座 ユーオン

記事お問い合わせ

♪2011 藤原先生ベーシックスシリーズ講座 6/3（ヤマハ博多サロン）3 回

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

♪2011.6/28 杉谷先生 演奏法講座 ユーオン
♪6/26.7/17 合唱練習日･･さざんぴあ 午後６時１５分から７時半まで
♪7/2.3 ヨーロッパ国際ﾋﾟｱﾉコンクール福岡予選
♪2011.7/30 バスティングランドコンサート ｵｰｹｽﾄﾗとｺﾝﾁｪﾙﾄﾘﾊｰｻﾙ 入場自由

今回のピアノの先生日記

♪2011.7/31 バスティングランドコンサート ｺﾝﾁｪﾙﾄ＆ｿﾛとﾃﾞｭｵそして合唱

New 志牟田礼子 先生
New 今道 美佳 先生

春日市 スプリングホール 入場無料
♪10/8.9 ヨーロッパ国際ﾋﾟｱﾉコンクール福岡本選

牛島 真理 先生
森 真由美 先生
松永 里香 先生

♪10/16 第１9 回バスティンデュオコンサート＆豆ピアニストコンサート」
ジェーン先生と一緒に・・・・
♪2011.10/17 ジェーン・バスティン先生来日講座 大博多ホール

セオリー学習法講座

♪2011.10/30 予備日 29（土）ピティナステップ博多南 室内楽研修有り
♪2011.10/31 博多南主催 松本裕子先生フェルデンクライスメソッド講座

「導入期のアプローチ
認識学プラス」

皆様のご参加、お待ちしておりまーす。 福岡スタッフ一同 (^O^)♡(^O^)

時々開催

---------------------------------------------------------------------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

☆参加日

月

氏名・住所
℡FAX
通信

日

講座名

092-551-7025

↓

(

)申込日 /

〶
℡

FAX

携帯

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。
パスポートに星のマークをゲットで記録。ポイントアップでうれしいアップ

参加費 1 部門 500 円 初回発行 500 円

プレリーディング曲集（東音企画）より全 14 曲が課題曲
長調セッティング（セリフ付き）・短調セッティング（セリフ付き）アルペジオ長短・カデンツ

新刊紹介・・・千里の二本柳先生たちで開催されているスケール検定が・・・本になって発売。
そして・・・バスティンと言えばセオリーを大事にする指導・・と定番。そんな中鹿児島発案『ぷれ・せおりー』
ますますうれしいですね。先生方の現場の産物は、やっぱり・・すばらしい。

そしてそして・・『クラッシックメロディの楽しみ』がかわいくなって発売。
ミドルポジション・・・から始まりバスティンポジションで
クラッシックを・・・。
是非是非使ってください。

どれも･･お取りできます。
バスティン･･楽しんでくださーい。

ジェーンバスティン先生来福講座・・･･･みんなで集って元気の元を完成させましょう･･・・
10/17月曜日 大博多ホール・・・ 開場9時45分 開演10時半 前売り3500円
・・ぜひぜひ来てください。ジェーン先生の笑顔･･すばらしいです。
どんな人からﾊﾞｽﾃｨﾝが生まれたのか・・・。知ってください、感じてください。
ジェーン先生からも 「みなさんとお会いするのを楽しみにしています。」
とメッセージいただいています。
420席をいっぱいにしてジェーン先生をお迎えしたいと考えています。
バスティンでお勉強しているみんなで「ジェーン先生ありがとう」が
直接言える日にしたいと思います。
今から予定に入れてくださーーーい。チケット好評発売中！！！

ピアノの先生日記

♪「 バスティン 」♪

”志牟田 礼子さん”

私はバスティン講習会を受け始めたばかりの新米講師です。
講師歴は3年になりますが、指導者としてまだまだ未熟な為、気持ちはいつも新米です。
子供達の為にこのままではいかん!と常に思いながら指導に関して、気持ちは迷路の中でした。
今まで習う立場だった者が教える立場なり、指導する事の難しさにぶつかり大変悩んでいました。
一人一人が上達出来るよう、指導力を上げ、適切な指導が出来る講師になれるようスキルアップしなければと痛切に感じていま
す。5月で2回目の受講になりますが、藤原先生のお話を聴いているうちに暗雲が晴れるようにスッキリしてきました。
渇ききった大地に降った雨のように、さあ芽吹こう！という前向きな気持ちになりました。
子供達と音楽の楽しいレッスンが出来るように、バスティンを理解し、吸収したいと思います。皆さんよろしくお願いします。

コンサートお誘い

♪2011.7/17 「ケビンケナーコンサート」 ♪

” 森真由美さん”

昨年「ショパンの生涯」と題して素晴らしいレクチャーコンサートをして頂いたケヴィン・ケナー教授。今年は「2010ショパン、2011リ
スト、2012ドビュッシー記念シリーズ」と題して鳥栖に。気品 強さ 微細な多様性に溢れる彼の音楽に心満たしてください。

「 合唱の練習始まりました。 」

コンチェルトとコーラスです。
バスティン福岡元気印合唱隊･･･結成。5/15本当に・・・公園ではしゃいで遊んでいるような･･･
大きく伸びやかな声を出す楽しみの時間になりました。・・・歌声は元気をくれます。
引き続き歌う子供たち募集です。
6/26・7/17午後6時15分から8時までの練習。7/30にオーケストラとリハーサル・・・7/31本番です。
曲目は、ガチャガチャバンドと音楽隊がやってくると世界中の子供たちのオリジナルメドレー。
練習1回500円・リハーサルと本番で5,000円の参加費です。
ピアノの先生日記

♪「 コンチェルトの合唱 」♪

”今道 美佳さん”

･『娘がピアノを習い始めて半年がたちました。

この半年、驚きと感動が沢山でした。
クリスマス会で見た、子供達のトリオ。びっくりしました。バイオリンやチェロをこんなに間近で感じることが出来る子供達をすごく
羨ましくも思いました。
そしてこんどは七月のコンチェルト合唱です！
先日行われた合唱の練習では皆楽しそうで、私は久しぶりに聞いた子供達のきれいな歌声（幼稚園や小学校の合唱って、とに
かく大声！って感じなので…〓）に、感激でした。
今回のコンチェルト合唱で、子供達は何を感じ、何を得るのだろう…と、今から楽しみです。』
・・・･･ご参加･･感謝いっぱいです。ご縁に感謝です。・・・・そんな今道先生に･・・インタビュー♪・・・・・♡“幸”
質問１…バスティンに興味を持ったきっかけは？====自分が母親になり、自分のレッスンを親の目線で考える事が増えるにつ
れて、『私のレッスンは今の時代の親にも子にも合って無いのでは？』と思うようになりました。そんなとき、以前、友達から聞い
たバスティンの講座を思い出し、受講して見ようと思ったのがバスティンとの出会いでした。
質問 2…我が子にバスティンと思った所は？====娘が歌を口ずさみながらピアノを探り弾きしているのを見てア然としました。
メロディーは上がってるのに、探り弾きをする指は、下がってる…これって子供なら普通？異常？音痴かしら？どちらにしても娘
の音楽の土台は間違ってる！と思いました。この土台をきちんと固めるには…と考えた時、バスティンの講座で聞いた『あがる、
さがる、おとなり、とんで』やリズム打ち、ポジション、という言葉が頭に浮かび、娘にはバスティンを、と思いました。

「バスティングランドコンサート2011・・コンチェルトandソロ 」 ご案内
6/24.25.26.コンチェルトコンサートマスター(大田圭亮氏)によるコンチェルトレッスン
7/22.23.全盲のヴァイオリニスト安藤正太郎氏によるコンチェルトレッスン
7/30午後 リハーサルを兼ねた指揮者によるオーケストラとのコンチェルトレッスン 見学可・無料
ヴァイオリニスト安藤正太郎氏によるクラッシックメロディの楽しみのデュオレッスン 見学可・無料
日時：2011.7/31午前10時よりリハーサル 開場13：30 開演14：00 終演20:30

入場自由・無料

会場：スプリングホール
（指揮者）山本郁夫氏(東京芸術大学指揮科卒、現在ヤクーツク歌劇場正指揮者、モスクワ中央音学院管弦楽団客員指揮者)
(共演オーケストラ) シンフォニエッタ福岡
バスティン子たちの舞台です。見に来てくださーーい。

ステップ・・お誘い

♪ 「室内楽研修」 ♪

今年も室内楽研修いたします。楽しみいっぱいのこの企画は・・人気企画。受付開始します。ご参加お待ちしています。
･･･併せてステップ参加もお待ちしています。

ピアノの先生日記

♪「 夢の…ような 」♪

定員があります。お申し込み・・・お早めにお願いいたします。

牛島 真理

総額90億円ともいわれるストラディヴァリウス11挺をベルリン・フィルが演奏するという夢のようなコンサートを聞く機会に恵まれ
ました。ダイヤモンド・トーンと称される高音部のキラキラした華やかな音色が今も耳に残っています。
私もヴァイオリンを始めてはや幾年…今でも練習を始めると、なぜか部屋から人影がなくなるのです…？
ピアノは鍵盤の場所で音が決まっていますが、弦楽器は自分で音を見つけなければなりません。
さらにピアノは白鍵が全、全、半…と並んでいますが、弦楽器は半音の距離を意識して音程をとらなければいけません。
…というわけで、私はまだまだ音色うんぬんの次元ではないのでした！コンサートのアンコールでは震災にあわれた方の魂に
届くようにと、バッハの「G線上のアリア」を演奏されました。みなさん涙をぬぐいながら、祈りのときを一緒に過ごしました。生かさ
れていることに感謝しながら、今自分にできることを精一杯頑張ろうと思います。・・・ご一緒して、私も楽しみました。・・・・♡
“幸”
ピアノの先生日記

♪ 「 オカリナ･･大沢 聡さん･･まもなく 」 ♪

”松永 里香さん”

オカリナとの出会い。。それはピティナから来る『OUR MUSIC』の中にありました～♪
ピアノも好きですが、以前からとても気になる楽器の 1 つでもありました。
土笛の素朴さがそのまま音として顕れる。そのやさしく心温まる音色魅力。とても癒されるんです～♪
オカリナの名称は楽器の形が「ガチョウ（oca）の子ども（rina）」ににていたので、名付けられたそうです。
日本のオカリナの奏者で有名なのは宗次郎さんですが、世界のオカリナ奏者は大沢 聡さんと言われています。。
ご縁があり、その大沢先生に出会えて、ただ今勉強中です。オカリナのコンサートってなかなかないのですが、6 月 11 日に九州
キリスト教会館で大沢先生のコンサートが開催されます。今楽しみ〓でたまらない私です♪
癒されて来ます。皆さんにも聴いていただきたいなぁ…きっとハマっちゃいますよ～☆ RIKA♪ ・・いいですね・・・・♡ “幸”

編集後記

“さちこのつれづれ”

アメリカの、アレックスちゃんのお話に出会いました。彼女は４歳の時から自宅の庭でレモネードスタンドを始めます。レモンを絞
り、レモネ─ド・ドリンクを作って、道行く人に買っていただくのです。アレックスちゃんなぜレモネードスタンドをやったかというと、
お金をためて、病院へ寄付したかったからです。実は、アレックスちゃんは神経芽細胞種という小児ガンを患っていました。
ある日、同じ病院に入院していたお友達の部屋へ行くと…………どこにもいない……お友達は病気で亡くなっていたのです。そ
れをきっかけに、アレックスちゃんはレモネードスタンドをさらに一生懸命やるようになりました。集まったお金で薬の開発を進め
てもらい自分や病気の子どもたちの命が助かる方法を探したかった。アレックスちゃんは、病気の体にも関わらずレモネードを
自ら売り、 売上金に手紙を添え病院へ寄付します。 「どうぞこのお金で病気のこどもたちをみんな元気にしてください」一日で
も早く、病気が治る薬を見つけて欲しかったのです。自分のためだけじゃなく、お友だちのためにも･････。そのアレックスちゃん
も８歳で亡くなります。でも、その志を全米の人たちが引き継いだ。そのレモネードスタンドが、全米各地で広まったのです。これ
まで集まった寄付の総額は27億円だそうです。そのアレックスちゃんの言葉がこれです。「すっぱいレモンをもらったら…… 甘
いレモネードを作ればへっちゃらよ♪」 なんてなんて･･うれしい響きでしょう。彼女の志は、死後、日本にも届き活動が始まって
いるそうです。･･『私にも・・何か・・・』って気持ちも忘れないように・・しようって思います。あなたたちのためにお祈りしてるとmail
を下さったジェーン先生、コンサートで日本のために祈ってくれたベルリンフィルのメンバー・・・人の中のすばらしい力に出会い
ました。皆さんと一緒にしたチャリティバザー・・寄付も足して223,950円5/27に日赤に寄付できました。ありがとうございました。
最後まで読んでくれて感謝です。元気で毎日お過ごしくださーい。・・・・・♡ “幸”
バスティン会員各位様 ・お知らせとお願い・更新・新規入会の方も2011会費１０００円 お気軽にご参加ください。
口座名義口座番号

（有）ユーオン芸育社

郵便局０１７００―2

130647 バスティン通信会費 2011 年分と明記

