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アイディア音楽教室からのお知らせ(その1)

◆ 第六回 アイデイア音楽センター発表会 『CDア ルバム』ご注文受付のお知らせ♪

11月に実施させて頂きました第六回アイデイア音楽センター発表会の音声をCDでご購入して頂けます。
なお、音声は音響さんに収録して頂いた内容で、ご本人の発表部分のみとさせていただきます。

3晟賀管軍珊 婁鷺庵簿雰ヂ肇乳議嚢得講鵬 蠍臨 |コ曖週間必動 わ
第六回発表会謝思特価 ¥1,050(税 込)※ 音声は音響システムで収録した内容となります。

◆ 来年前半の共益費お支払に関するお願い 重要

共益費を半年まとめてお支払い頂ける会員様に、来年1月～6月分のご入金をお願い申し上げます。
毎月お支払いただく場合は、月額 ¥1,050(休会時は半額)でございます。
まとめ払いの場合、¥5.670/6ケ月分(10%お 徳)と なりますので、ご検討下さい。
なお、まとめ払いのお支払期日は、12月 末 とさせて頂きます。

ご負担いただいた共益費は、教室の維持口運営上全ての会員様に共通的に発生する支出に充当しております。
安心して快適に利用していただける教室環境を保ち、円滑な運営業務をご提供するべく努力しておりますので、
ご理解を賜れますよう何卒よろしくお願い申し上げます。

◆ 年末年始の営業について

年内は、本誌1ページのカレンダーのとおり27日 (日)まで営業いたします。
年明けは、5日 (火)より平常営業を開始いたします。
例年より長めのお休みをいただきますが、何卒よろしくお願い申し上げます。



レッスン予定表 平成21年 12月 度      月予lアイディア2009年12月号
(11月30日現在)

す。下記以外

※年明けは、5日 (火)より平常営業を開始いたします。

生徒募集中 ! 入会相談・体験レッスンなど、お気軽にお問い合わせ下さい♪

P.1

☆☆☆ レッスンは予約制です。下記以外の日程でも承ります。☆☆☆
q_HIJ

9:30～12:00

q―彼 A

12:00～ 15:00

午後 B

15:00～18:00
夜 間

18100～

1火
戸 楽

ハワイアン・フラ、書道
バイオリン、書道

2水
ギター    シンセサイザー    ビアノ   サックス、トロンボーン

書道
3木 ウクレレ (出張演奏 )
4金 トランペット    ボーカル ヨガ    アコーディオン
5土 フルート   (貸 スタジオ) ボイストレーニング   声楽
6 日 ビアノ サックス
7月

8火 書道
ボイストレーニング バイオリン、書道

9水 書道
シンセサイザー ビアノ クラリネット

書 道

10木
シャドウ・アート

ウクレレ オーボエ

11金 トランペット ヨガ

1 2土 ノ`イオリン トランペット

1 3日
ウィンズアンサンブル
ピアノ、サックス

サックス、ホルン

141月

15火
フルート

アコーデイオン
戸楽

ハワイアン・フラ、書道|
バイオリン、書道

16水 書道
シンセサイザー ピアノ

サックス、
トロンボーン
書道

17木 フルート     ウクレレ (出張演奏)
18金 トランペット   (貸 スタジオ)    ヨガ    ギター、トロンボーン
1 9土 オーボエ、クラリネット    ボイストレーニング   声楽
2 0‐日 ピアノ 日曜3時 の音楽会
2 1月

22 火 声楽、ハワイアン・フラ   声楽    ボイストレーニング
23(水

24 木 シャドウ・アート (出張演奏) オーボエ
25金 ヨガ

26 土 バイオリン、オーボエ マリンバ ボイストレーニング 声楽
トランペット

27日 オーボエ
28月

29 火

30 水

31‐木



ライブ・コンサート情報
月刊アイディア 2009年 12月号

ライブ コ ン サ ー ト情 嘲風 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。
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い ず み ホ ー リレ 環状線「大阪城公園」より徒歩3分

一般 ¥5,000(指 定席)学 生 ¥2,500(当 日限定数発売)

出演  モーツアリレト室内管弦楽団

門良一(指揮)、門小夜子(クラリネット/アイディア講師)、
本村能里子(ソプラノ)、西垣俊朗(テノール)、田中勉(バリトン)

モーツァルト記念合唱団

演奏曲目
プログラム:ハイドン最後の超大作 オラトリオ《四季》

問合せ先0イ ディつ

モーツァルト室内管弦楽団
第132回 定期演奏会

12/13(日 )1380開 場 1400開演12/20(日 )15100～ 16100

アイディア 3F多 目的会場

料金:¥500(小 学生以下無料)
出演者

ギター&ボーカルとウクレレ&ボーカルのメンパーさん
および講師の出演が決まつています。
その他の出演者を大募集中です !

音楽会終了後はパーティーを予定しています。(参加費別途)
アイディアで心温まるクリスマス&忘 年会を♪

問合せ先0フイディ7D
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日曜3時 の音楽会
特別企画 "クリスマス音楽会"

2010/1/24(日)1380開場 1490開演

伊丹アイフォニックホーリレ
阪急「伊丹」下車、北へ徒歩4分

一般 ¥1,500 高校生以
~F¥500※

全席自由

出演
伊丹シテイフイJレハーモニー管弦楽団

福原彩乃(アイディアロフルート講師)他 多数
演奏曲目

歌劇「ゲノヴェーヴア」序曲(シューマン)、交響曲第7番ハ長調(シベリウス)、他

問合せ先(アイディ7D
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伊丹シティフィルハーモニー管弦楽団
名曲コンサート vo:.19

ンインド・ノンナンブル 繁
″

楽

吹1  12/27(日 )1330開 場 1490開演

奮l      いずみホール
JR環状線「大阪城公園Jより徒歩3分

一般 ¥3,000高 校生以下 ¥1,500※当日座席指定
出演者  客演指揮 守山 俊吾

田中史人(アイディア・トランヘ
°
ット講師)他 多数

演奏曲目
オリジナル名曲集;風紋(保科洋)、オセロ(Aリード)、他
アレンジ作品集:白鳥の湖、ラプソテ

・
イーイン・プリレー、他

問合せ先0イ ディつ

12/17(木 ),1/21(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

JR「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0イ ディ7D
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Semα ヽSo′o live c'Phoen汝 Bird

Since 2003

12/3(木 ),1/7(木 )20●0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

JR「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)frOm 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0イ ディ7D
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■r Sema&Ta099a】キ
Country&Western L市 e at FortwortH



アイディア写真館(その1)

アイディア

月刊アイディア 2009年12月号(HP用)

(その1)ア イディアのイベントや、関係者のライプロコンサートの写真を掲載するコーナーです。

◆ 第六回 アイディア音楽センター発表会

日時 2009年 11月23日 (月日祝日) 場所 茨木市立生涯学習センターきらめきホーJ‖こて

アイディアの歴史の新たな一頁を飾つて下さつた参加者の皆様、本当にお疲れ様でございました。そして、演奏を温かく
見守り、応援して下さつた講師、観客の皆様のお心遺しヽこ厚く御礼申し上げます。来年も四季折々の音楽会を企画
してまいります。教室の皆様の更にレベルアップした演奏を聴かせて頂けるのが楽しみでなりませんね !
ここに誌面スペースの関係上各コース1組ずつとなり恐縮ですが、初参加の方を優先に写真を掲載させて頂きました。

プライバシー保護の観点より、インターネット上は非公開とさせて頂いています。

P.3



アイデイア写真館(その2)、書道作品展 月刊アイディア 2009年 12月号(HP用 )

アイディア (その2)アイディアのイベントや、関係者のライプ・コンサートの写真を掲載するコーナーです。

◆ 「日曜3時の音楽会J

日時 2009年 11月 8日 (日)15:00～ 16:00 場所 アイディア3F多 目的会場

今回が人前で演奏するのが初めての参加者が9組 中3組もいらつしゃり、緊張とワクワク感で満ちた音楽会となりました。
ご家族や先生も手に汗握るなか皆さん立派な演奏でしたね ! 各カテゴリー1組ずつ会の模様を掲載させて頂きます。

プライバシー保護の観点より、インターネット上は非公開とさせて頂いています。
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書道作品展

一般 岡田 照蓉 (初段)

ィール

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

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 上田 明子 (10級 ) 一般 鍛治 友里 (10級 )

☆

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 :

水曜クラス月二回 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

る
ィ＞
協
％
ｏ

●

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

※入会金1,000円、年会費2,000円(年一回3月)・̈全コース共通



アイディア音楽教室からのお知らせ(その2)、伝言板 月刊アイディア 2009年12月号

アイディア音楽教室からのお知らせ(その2)

◆ 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

11月の発表会では感動的な初合奏を皆さんに披露していただきました。 アイディアのグループレッスンのトレンド
として今後ともご注目していただき、是非ともご参加していただけますようお願いいたします !

■ 参加費用   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。

◆ ピアノ教室レッスン生募集 !

和泉真子先生のピアノ教室に新規のレッスン生の受入が可能になりました。
開講日およびレッスン料は次のとおりです。 ご興味がおありの方はお気軽にお問い合わせ下さい!

月謝制(月3回 )¥5,880(税 込)/30分 、 ¥7,980(税 込)/45分 ,¥9,450(税 込)/60分

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

第六回音楽発表会に出演された皆様、お疲れ様でした!
年に一度の大舞台、今年はハイレベリレな曲に挑戦された方が多かつたですね !
人前で演奏する緊張感は何度本番を踏んでもなくなりませんが、やり遂げた達成感は何ものにも代え難いものがあります。
今回出演されなかつた方も、次回はぜひ!!

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 弦楽器 管楽器 鍵盤・打楽器

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

バイオリン、ヴィオラ、チェロ
アコーステイックギター

ウクレレ
エレキベース

竿、三絃(三味線)

トランペット、ホルン
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
ウインズアンサンブル

ピアノ
マリンノヽ

ミュージックベル
アコーディオン

シンセサイザー出張レッスン

12月 13日 (日)午 前10:00～ 2時間
編曲・指導 田中史人先生

注)日程が変更になりました
12月 5日 (」ヒ)

1月24日 (日)午 前10:00～ 2時間
編曲口指導 田中史人先生

12月 27日 (日)

午前(930～12ЮO) 午後(1230～ 1■00) 夕方(15:30～18:00) 夜(1&30～ 2190)

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■l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口年間 3,000円(1日以上)。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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