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アイディア音楽教室からのお知らせ(その1)

◆ 『日曜3時の音楽会』特別企画 "クリスマス音楽会
¨

毎年恒例のクリスマス行事を、今年も『日曜3時の音楽会』の
スペシャルで開催します ! 終了後は忘年会も企画中です !
色々とがんばつた一年の締めくくりとして、その成果を発表して

のお知らせ

皆さん一緒に労をねぎらいませんか !?
みなさまのご参加をお待ちしていま～す !

【日時】12月20日 (日)15:00～ 16:00
【会場】アイディア3F多目的会場
【対象】どなた様でも参加していただけます
【費 用 】¥500 ※出演者・視聴者ともに同額 (小学生以下無料)

【予約】事前にアイディア音楽センターまでご予約下さい

◆ 一回完結型レッスン『アンサンブルレッスン(ウインズ編)』のお知らせ

来たる11月 の発表会での初披露が決まり、益々盛り上がりが期待されるウインズアンサンプルのお知らせです。
11月 は発表会に向けて取り組みます。 12月 の開催日は、アイディアのクリスマス音楽会&忘 年会の日です。
ぜひ、レッスンの成果を当日の「日曜3時の音楽会」で聴かせていただきたいと祈つています :

一回 ¥2,520(税 込)※ 楽譜代含む
※前回からの連続参加の場合、¥210割 引させて頂きます。
※応募締切後のキャンセリИこつきましては、参加費用全額がキャンセル料となります。
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11月 15日 (日)午 前10:00～ 2時間
編曲・指導 田中史人先生

賛美歌 111『 神の御子は』
他、1曲(未定)

12月20日 (日)午 前10:00～ 2時間
編曲・指導 田中史人先生

11月 29日 (日)

■ 参加費用



レッスン予定表          平成 21年 11月 度      月刊アイディア 2009年11月号

(10月31日現在)

生徒募集中 ! 入会相談口体験レッスンなど、お気軽にお問い合わせ下さい♪
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☆☆☆ レッスンは です。下記以外の日程でも承ります。☆☆☆
q_Hll

9:30～12:00
午後A

12:00-15:00
午後 B

15:00～18:00
夜間

18:00-

l   Eヨ ビアノ   |サ ックス、クラリネット |   ち

21月

31 火

4水 ギター、書道 |シンセサイザー、書道 バイオリン、ピアノ、書道 ボーカル

5木 ウクレレ (出張演奏 )
6金 トランペット |  ウクレレ ヨガ     (貸 スタジオ)
7土 (貸スタジオ) 声 楽

8 日
サックス ピアノ

日曜3時 の音楽会バイオリン
91月

10火 フルート  1驚=梅こつ婁菫砦r楽、ボイストレーニング1    甚許〕直

11水 シンセサイザー ビアノ、サックス
12 木 シャドウ・アート ・  ウクレレ  |  リコーダー  リコーダー、オーボエ
13金 ボーカル ヨガ    ボーカル、ギター

14 土 クラリネット ボイストレーニング
フルート、声楽
トランペット

15 日 ウィンズアンサンブル| チ ェロ

16月

17火 声楽、書道
戸 楽 バイオリン、書道

18水 書道
シンセサイザー ‐ピァノ、サックス、書道 トロンボーン

19木 フルート     ウクレレ (出張演奏)
20 金 トランペット リコーダー、ヨガ リコーダー、オーボエ

2 1土 三絃 (貸スタジオ)
|マリンバ、トランペットボイストレーニング

サックス
2 2日 ビアノ 1,: II

23( 月 第六回音楽発表会

24 火 フルー‐ト
ハワイアンロフラ

書道
声楽、ボイストレーニング

バイオリン、書道

251水 書道
シンセサイザー

書道

26 木 シャドウ・アート クラリネット、オーボエ

27 金 ヨガ

281土 三絃、バイオリン マリンバ
声楽、ボイストレーニング|

声楽

2 9日 サックス、オーボエ| チ ェロ

30月



発表会のお知らせ 月刊アイディア 2009年11月号

アイディア音 室からのお矢口らせ(その2)

◆ 第六回 アイデイア音楽センター発表会のお知らせ

アイディアならではと言える教室の生徒さんと講師による発表会が近づいてまいりました。 過去最多35名の
レッスン生の演奏を講師による模範演奏や伴奏が盛り上げます。初出演となる子供さんのパイオリンとビアノ、
マリンバ、ギター&ボーカル、そしてウインズアンサンプリレのみなさん。そして出演ご経験者の皆さんによる、更に
レベリレアップした取り組みの成果とともに、現在の教室の仲間による精一杯の表現を感じて頂ければ幸いです。
当日のプログラム概要を作成しましたのでご参照下さい。 皆様のお越しを心からお待ち申し上げております。

日時  2009年 11月 23日 (月 日祝 日)

開場 16:15 第1部 16:30～ 18:30 第2部 19:00～ 21:00

料金  入場無料(全席自由)

場所  茨木市立生涯学習センター きらめきホールにて
JR茨 木駅北へ約1 5Km

阪急茨木市駅よリバスで中央図書館前バス停下車すぐ

JR茨 木駅よリバスで中央図書館前′ヽス停下車すぐ

発表順 (開始時刻は目安です。進行状況によって実際と異なる場合があります。)



ライブ・コンサート情報
月刊アイディア 2009年11月号

報  ァィディァの講師、会員の皆さんの演奏活動を告知するコーナーです。

このコーナーに掲載を希望される方は、アイディアまで内容のわかる資料をお持ち下さい。

アイディア 3F多 目的会場
料金:¥500(小 学生以下無料)

今回は、ちびつこから大人まで多彩な出演者
が集まつてくださいました。
秋の日曜のひと時、アイディアでお楽しみ下さい♪
みなさまのご来場お待ちしています !

´ 刊 彩 ガイオリン (3組)～ タ ノ伴奏 ～

′ 義卜 &ボ ーカ,レ r′客、劇拗Fプ客ノ
 ́ クク″程 ボーカプレ 伝 数未定)

´ 声楽 r露 ノ ～ ク ノ″秦～
※「アンサンブルわれもこう」さんの出演は延期になりました。

秋の音楽会のひこここ
みなさ春のご声擬

ようしくお願いし春す♪
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11/19(木 ),12/17(木 )2000開 演
フェニックスノヽ―ド

大阪市北区曽根崎2丁目2-11安 田ビル3F
」R「大阪」より徒歩10分 06-6312-7731

料金 :¥3,000(1ドリンク、おつまみ付)
出演者

セマスチヤン(ギター・ボーカル)
毎月第3木 曜におおくりしている定例ソロライプです。

カントリーの名曲、アーティストの特集でお楽しみ下さい !

第2ステージは飛び入り大歓迎 !歌や楽器でご参加下さい !

問合せ先C7イディつ
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リ
ー

＆
ウ

エ
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Semoヽ Solo lⅣe c,Phoen汝 Bid

Since 2003

11/5(木 ),12/3(木 )2000開 演

フォートワース
西宮市神楽町4-17高 橋ガーデンピル0798-39-1923

」R「さくら夙川」より徒歩2分、阪急「夙川」より徒歩10分

料金 :¥3,200(2ドリンク、おつまみ付)

出演者 セマスチヤン(ボーカJレ,ギター)

山口玉二郎(ギター,ボーカル)腋 m TOkyo

毎月第1木曜におおくりしている定例ライプです。
Sema&Tamaの サウンドが、皆様の想い出の曲との再会や

新しい曲との良き出会いとなりますように・…♪

問合せ先(アイデイの
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■r Sema&Tama】 キ
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兵庫

ピア ・ジュリアン ナイトライプ

11/20(金)① 198o～②2190～
ピアロジュリアン

神戸市中央区加納町4-3-2近 藤ビJレ9F

阪急「三宮」より42m 078-391-8081

チャージ ¥1,050(フ ード、ドリンク月1途)
出演者

高橋由有子(クラリネット)
和泉真子(ピアノ/ア イディア講師)

演奏曲目
ノ1-ンスタイン、プラームスなどのクラリネット・ソナタ、

問合せ先0フイデイD

復活祭第2弾 ! Kocho創立25周 年記念公演

ウーマン★パワー

演

劇

11/27(金 )19:30-、 28(土)14100-
28(日 )18:00～ 、29(日 )14:00～

受付は各開演1時間前から、開場は30分 前より

伊丹市立演劇ホール AI―HALL
JR「tFヂ手」題Rl蘭 072-782-2000

料金:前売 ¥2,500 当日¥2,800
幼子を抱え病に怯える主婦、障害を持つ子供の母、子連れ同士での結婚など、

実在の人物をモデ′Иこしたノンフイクション演劇

Dancer&Singerでボーカルレッスン生の岡村さんが出演します

問合せ先0フイディ7D

P.3



見て見て、うちのペットのコーナー
アイディアの関係者のペットをご紹介するコーナーです。

ペットのコーナー、書道作品展

御内翠華 (みうちすいか)

・太源書道会理事
。日本詩文書作家協会準会員
・月刊太源誌学生部硬筆手本執筆中
・毎日書道展 秀作賞3回受賞
・毎日書道展 佳作賞2回受賞

月刊アイディア 2009年11月号

今回は、ギターレッスン生の加賀美美穂さんのペットをご紹介します !
11月 の発表会では、ギターの弾き歌いで出演して下さいます♪

7才 の柴犬の女の子で、名前は「はち」です。
ハチ公物語からとりました。
無邪気で甘えん坊ですが、

日本犬特有の神経質な面も持ち合わせています。
3年前横浜から引つ越して来た時は、

環境の変化に戸惑つていました(飼い主も同じく・・)が
今はすつかりここに慣れ、お友達やボーイフレンドも(!)で きて、

毎日楽しく過ごしています。
一応ご近所では「美人」だと評判です !:

本当に死ぬほど愛しくて大切な存在で、私がラブソングを歌う時は
歌詞が何であろうと「はちJのことを考えながら歌つてると思います～

加賀美さん、可愛いペットにまつわるエピソードありがとうございました。
みなさんのペットもぜひこのコーナーで紹介して下さいね ! 写真とコメントをアイディアまでお持ち下さい。

道作品展 アイディアの書道教室の生徒さんの作品をご紹介するコーナーです

一般 岸本 美梢 (1級)
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一般 J 國ヽ 志津 (4段)

室

書道教室 (毛筆半紙、仮名、ベン字、細字、近代詩文書)

火曜クラス 月二回 午後2時 ～夜9時 新設 :

水曜クラス 月三回 午前 10時 ～夜9時

※火曜、水曜ともにご都合に合わせたフリータイム制

※夜7時以降については要予約

月謝3,500円(月刊誌太源代500円含む)

※火曜クラス、水曜クラスともに同額

※入会金1,000円、年会費2,000円(年一回3月)・・・全コース共通

P.4

岡田 照蓉 (初段)

通信書道教室

月謝3,150円

お手本、月刊誌太源代、

月2回往復郵送料、

事務手数料込み



アイディア音楽教室からのお知らせ(その3)、伝言板 月刊アイディア 2009年11月号

アイディア音楽教室からのお知らせ(その3)

◆ 『100レッスン達成』おめでとうございます♪

(写真右)サックス講師の大川平徳子先生    
第五回音楽発表会 in高槻市総合市民交流センター・イベントホール

『枯葉』

今月100レッスン達成でご紹介するのは、サックスの原智佳子さんです!
原さんは、2006年2月にチェロの旦那様と一緒にご入会され、2009年10月に100レッスンを達成されました。
週末にご夫婦そろつてアイディアに練習にいらつしゃることが多く、発表会ではご夫婦でデュオも聴かせて下さいました!

原さん、ありがとうございます。
そして、これからも末永くアイディアをご愛顧いただけますようお願い申し上げます。

100レッスンを達成された会員様には、ミュージックギフト券(¥1,000)、および100レッスン達成記念フォトアルバム
をプレゼントいたします。レッスン回数が不明の方は事務局でご確認下さい。

2008年 ¬1月 24日 (月)

伝言板
アイディアの関係者のみなさんの伝言コーナーです。ホームページの掲示板にも伝言を寄せて下さい!

■教室便り  【発信者】教室長 下岡万佑子

今年の秋は、インフルエンザの流行口長引く不況・悲しい事件の勃発……などで、秋晴れの空のようにさわやかに
すつきり:とはいきませんが、少しでも「音楽があつてよかつた」と思つていただけたら、こんなに嬉しいことはありません。
レッスンでも発表会でも思いつきり演奏しましょう! そうすれば不安や緊張は飛んでいつてしまいますヨ:

アイディア音楽センターは、お陰様で6周 年を迎えました。 総合音楽教室生徒募集中です !

指導者の人柄と、無理なく続けられる予約・料金システムが生徒さんを支えます。
レッスンは月謝制(月3回固定)のほか、月1回～の完全予約制があります。(参考料金¥3,700/40分・個人レッスン)

入会相談・体験レッスンは随時受付中です。子供さんから大人まで、ご経験の有無に関わらずお気軽にお問い合わせください。

|   ボーカル ーーー | |~~ 弦楽器 ――
¬

管楽器 鍵盤・打楽器  |

ピアノ     |バイオリン、ヴィオラ、チェロ|    トランペット、ホルン
||

声楽
ポイストレーニング
ポピュラーボーカル
ギター弾き歌い
ウクレレ弾き歌い

アコースティックギター |

ウクレレ
エレキベース   |

争■1〒味?ジ

トロンポーン、サックス
フリレート、リコーダー

クラリネット、オーボエ

マリンノヽ
ミュージックベル
アコーディオン

１
／

ウイで了イアイイン ヒ三γ丁
~岬

ヒ:ν

賛助会員様募集 !月刊誌の刊行をご支援して下さる賛助会員様を募集致します。
『月刊アイディア』の誌面のさらなる充実と、より多くの皆様への情報発信の為に活用させて頂きます。

1回年間 3,000円(1回以上)。年1回お名前を誌面に掲載させて頂きます(事前承諾の上)。
賛助会員様特典 ①アイディア主催の特定イベントヘのご招待 ②月刊誌に加えて賛助会員様向け特別情報の送付
ご賛同下さる個人様および法人様は、アイディアまでご連絡願えますと幸いです。どうぞ宜しくお願い申し上げます。
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