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新年のご挨拶

アイディアは創業して7回 目の新春を迎えることが出来ました。 この場をおかりして、皆々様からのご支援とご愛顧
に心より厚く御礼を申し上げます。 今年がアイディアに関わる全ての方にとつて、より良い一年となりますよう、私は
『和』というキーワードを念頭において日々の業務に当たつていく所存でございます。
辞書で『和』を引くと、のどか。おだやか。なかよくする。争わない。(音楽などの)韻や調子を合わせる。…・etc
とあります。 教室の皆さんが穏やかな気持ちで、仲良く、音楽を奏でてくださること。それこそ私どもが目指している
教室の姿です。 そのために私どもがすべきことは、まさしく会員様や講師の皆様との『和』を大切にしていく事であり
『和』の相乗効果により皆様がより大きな喜びを掴んで下さる事を願つて止みません。
昨年は、ウィンズアンサンプリレなど合奏のコースに注力してまいりました。これも、ひとつの『和』の産物であります。

今年もアンサンブル趣向を踏襲し、さらに多くの会員様に合奏の機会をご提供して
いきたく存じます。 また、今年は会員様による「リサイタル元年」と銘打ち、ご経験
を積まれた会員様によるリサイタルをプロデュースしていければと考えております。

人の和は、無限の可能性を秘めています。 皆様が夢や日標を実現していかれる
プロセスのお役に立てる喜びを胸に、今年も精一杯サービスに努めてまいります。
本年も何卒よろしくお願い申し上げます。

平成二十二年 元旦 アイディア音楽センター 代表 福田 正昭

教室便り(新年のご挨拶)

あけましておめでとうございます。
日々のレッスン、発表会などのイベントの中で皆さまの演奏を聞かせていただいたり、お話しさせていただきながら、
音楽つて居心地の良いものだなあと感じることが年々多くなりました。
今年も音楽を通して、新しい「出会い」がたくさんありますように!

アイディア総合音楽教室長、声楽講師 下岡万佑子
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レッスン予定表           平 成 22年 1月 度       月刊アイディア 2010年01月号

(12月31日現在)

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

9:30～ 12:00

q―俊 A

12:00～ 15:00

午後B

15:00～18:00
夜 間

18:00～

1(金

2土

3 日

4月

5火 書道、ハワイアン・フラ 書道
6水 書 道 ピアノ、書道    書道
7木 ウクレレ (出張演奏)
8金 トランペット    ボーカル ヨガ    アコーディオン、ギター

9土 バイオリン (貸スタジオ)
ボイストレーニング
チェロ、マリンバ

トランペット

10 日

11(月

12火
声楽

書道、ハワイアン・フラ
バイオリン、書道

13水 ギター   シンセサイザー   ビアノ   サックス、卜ロンボーン

書道
14木 シャドウ・アート ボーカル    オーボエ
15金 フルート ヨガ

1 6土 クラリネット ボイストレーニング   声楽
17 日 ピアノ サックス
18月

19火 声楽、ハワイアン・フラ 声楽
20 7К シンセサイザー サックス
21木 (出張演奏)
22 金 トランペット ヨガ     トロンボーン
23 土 バイオリン、オーボエ チエロ     トランペット

2 4日
ピアノ

ウィンズアンサンブル
25月

26 火 フルー・卜 声楽、書道
士戸楽、ボイストレーニン

バイオリン、書道
グ

27 7К 書道
シンセサイザー ピアノ

書道

サックス、トロンボーン

28 フト シャドウ・アート オーボエ
29 金 ヨガ クラリネット

30 土 マリンバ ボイストレーニング
声楽

3 1日 ピアノ、サックス サックス

P l



ライプロコンサート情報

ライブ、コンサー
月刊アイディア 2010年01月号

アイディアの講師、会員の皆さんの演奏活動を告知するコーナーです。

兵庫
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ζ1  1/31(日)1330開場1490開演フ

シl    神戸酒心館 酒心館ホール

;1    曜性
石屋川」下車、事

へ徒歩約8分

前売 ¥3,000 当日 ¥3,500
出演

下岡万佑子(ソプラノ/ア イディア講師)、
今井順子 (ピアノ)、日中良和(テノール)他

演奏曲目
柴田南雄:優しき歌、松浦伸吾:『つらなりうた』より 他

問合せ先0イディ7D

Semastian
5DeCia1 5olo Live at Nashv‖ le
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ン
ト
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＆
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エ
ス
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1/17(日 )2030開 演
ノヽ尾/NASHVILLE

八尾市山本町南 1-6-4近鉄「山本」より南へ約1～2分

チャージ¥500+ドリンク・フードのほとんどが¥500
出演者

セマスチヤン(Vocal&Guitar/アイテ
・
ィアのマスター)

通算3回 目となる八尾でのライプです♪
いつも地元の皆様に応援していただき感謝感激 !

皆様もぜひお出かけ下さい !

問合せ先(アイディつ

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。

1/10(日 )1830開 場 1990開 演

Tontreff Hiko(トントレフ・ヒコン

阪急京都線「淡路」下車、西出口より北へ約5分

入場料無料 ・要予約 (カンパ制)
出演 大川平徳子(サックス/アイディア講師)
ピーターロベロンス(サックス)、中谷有香(ピアノ)

演奏曲目
メンデルスゾーンヴアイオリンコンチエルトop64より第3楽章

葉加瀬太郎 愛のテーマ「流転の王妃」より 他

問合せ先0フイディ7D

タ
ニ

フ

ンヽ

ツ

Ｌ
ツ

Trio Oma Saxophone ConcerL

Vol.2

1/24(日)1380開 場 1490開演

伊丹アイフォニックホール
阪急「伊丹」下車、北へ徒歩4分

一般 ¥1,500高 校生以下 ¥500※ 全席自由

出演
伊丹シティフィリレハーモニー管弦楽団

福原彩乃(アイディア・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

ク

ラ

シ

ッ
ク

伊丹シティフィルハーモニー管弦楽団
名曲コンサート vol。19

1/7(木 ),2/4(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)什om 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 ディつ

カ

ン

ト

リ
ー

＆
ウ

エ

ス
タ

ン

チr Sema&Tama lキ
Countrγ &Western Live at FortwortH

1/21(ラ代)①2000～②2190～③2200～

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Jレ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

含 亀翼斃ごと受量当冒5で

ご参カロ下さtロ
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Semo's Solo日 νe c,Phoenix 3ird

Since 2003
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アイデイア写真館

アイディア

月刊アイディア 2010年01月号(HP用)

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。

◆ 『日曜3時の音楽会』特別企■ "クリスマス音楽会""を終えて

日哺12009毎 珂2月 20日 (日)15:00～ 16:00 場所 アイディア3F多 目的会場にて

ボーカル、ギター、ウクレレのメンバーさんがおおぜい集まつてくださり、たいへん賑やかなクリスマス音楽会となりました。
思い思いのクリスマスソングを一生懸命練習して臨んでくださつた皆さん、いまや弾き話りを難なくこなされるようになられた
ウクレレグリレープの皆さん、この日は合唱の伴奏まで立派に担当して頂きました! 音楽会終了後のクリスマ刀1-テイー
では、応援にかけつけてくださつた声楽のメンバーさんもアカベラで歌を披露 ! そして盛り上がりはピークに達しました♪
参加して下さつた皆様ほんとうにありがとうございました。 ここに、当日の棋様をプログラム順に掲載いたします。

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。

P.3



編集局だより 月刊アイディア 2010年01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『アンサンプルレッスン(ウインズ編)』のお知らせ

昨年6月の初回レッスン以来、田中先生のご指導のもと毎月欠かさず継続してこれたことは大きな喜びです。
今年は更に多くの会員様に参加していただいて益々盛り上|デていきたいと願つております!

■ 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‖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。

◆ 2010年 の主な行事予定

◇ 春の音楽会

昨年はおおぜいの参加者にめぐまれ、3月29日 (日)に茨木市市民会館ドリームホーリ‖こて実施しました。
今年も3月下旬～4月上旬をめどにお気軽に参加していただけるイベントとして企画してまいります。

◇ 夏の音楽会

毎年アイディアの誕生月である8月にアイディア内で実施しております。 今年も、七周年記念スペシャル
『日曜3時の音楽会』と題して8月の全ての日曜日を対象に参加者を募る予定です!

◇ 第七回 アイデイア音楽センター発表会

アイディアの発表会としては最大規模のイベントです。年々参加者も増え、難しい曲に挑戦される方も増え
てきました。 今年も11月後半の日曜又は祝日に開催する方向です。

◇ 日曜3時の音楽会 Sundav 3 o'clock Mttsicalc

2005年9月より、アイディア内で定期的に行つてきたお手軽な音楽会です。今年は、会員様の個人的な
リサイタルの場としても活用していただきたいと考えております。 ぜひご遠慮なくご相談下さい。

◇ クリスマス音楽会

毎年アイディアのクリスマスは、音楽と笑いで溢れています。音楽会で演奏のプレゼント交換をしたあとは、
パーティーで盛り上がりましょう!今 年もアイディアで心温まるクリスマス&忘 年会を!

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¥3,7∞/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‐一―¬
き 虫        |
声楽

ポイストレーニング
ポピユラーボーカル
ギター弾き歌い
ウクレレ弾き歌い

|バイオリン、ヴイオラ、チエロ

| 
アコ~硼 ギタ~

トランペット、ホルン
トロンポーン、サックス
フルート、リコーダー
クラリネット、オーボエ

ピアノ     |
マリン′1    1

ミュージックベル  |

「一 ― 弦楽器 ― ―¬ 「―~~~~管 楽器 ―一 .「 ― 鍵盤・打楽器 ―¬

|   エレキペース

竺

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。

L_■壼生堂メ
アコーデイオン   |

翌   フ

1月24日 (日)午 前10:00～ 2時間
編曲・指導 田中史人先生

1月 10日 (日)

2月 28日 (日)午 前 10:00～ 2

編曲・指導 田中史人先生
1月31日 (日)

/
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