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アイディア音楽教室からのお知らせ(その1)

◆ 第四回 『春休み音楽会 in庄栄コミュニティセンター』リハーサルおよび伴奏あわせについて

春休み音楽会のビアノ伴奏あわせおよび当日のリハーサリИこついてお知らせいたします。

※当日アイディアのスタジオで練習を希望される方は、予めご予約をお願いします。(先着順・有料)

◆ 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

お陰様で2月のレッスンもご好評の内に開催させて頂く事が出来ました。参加者の皆様ありがとうございます :
3月の課題曲は、バンクーバーで高橋大輔選手が銅メダリИこ輝いたときに採用した曲になる予定です。

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。

3月21日 (日)午 前10:00～ 2時間
編曲口指導 田中史人先生

1954年のイタリア映画 「道」主題歌
作曲:二―ノロロータ

3月 9日 (火)

4月 11日 (日)午 前10:00～ 2時間
編曲・指導 田中史人先生

3月 31日 (水)

■ 参加費用



レッスン予定表 平成22年 3月度
(2月28日現在)

月刊アイディア 2010年 03月号

☆☆☆ レッスンは予約制です。下記以外の日程でも承ります。☆☆☆
午前

9:30～12:00
午 後 A

12:00-15:00
午後 B

15:00～18:00
夜間

18:00～
1月

2火 ギター&ボーカル 声楽、
フラ

書道 書道
バイオリン

3水 ギター、書道    書道 ビアノ、サックス、書道
4木 ウクレレ (出張演奏)
5金 トランペット    ボーカル ヨガ     ギター、フラ
6土 (貸スタジオ)   ボイストレーニング、マリンバ 声楽
7 日 ピアノ、サックス サックス
8月

9火 フルート
声楽、

ボーカル
書道 書道

バイオリン

10水 チ ェロ シンセサイザー

書道
書道

トロンボーン

11木 シャドウ・アート、ウクレレ ウクレレ オーボエ
12金 アコーディオン    ヨガ    トランペット、フラ

1 3土
ボイストレーニング

声楽バイオリン

1 4日
ビアノ    ギター

クラリネット
、チ ェロ

チ ェロ

15月

16火 (貸スタジオ)  声楽、フラ     声楽   ボイストレーニング、声楽

17水 トランペット シンセサイザー サックス、ビアノ
トロンボーン

18木 フルート ウクレレ (出張演奏)

19金
ヨガ

トランペット
トロンボーン

20 土 オーボエ   (貸 スタジオ) ボイストレーニング   声楽

21 日
ビアノ

ウィンズアンサンブル
サックス

22(∫じ
23 火 (貸スタジオ) 春休み音楽会、フラ 春休み音楽会
24 水 書 遭 書道、ビアノ
25 木 シャドウアート オーボエ

26 金 アコーディオン ヨガ
トランペット、フラ

クラリネット
27 土 マリンババイオリン
2 8日 チ エロ

29月

30 火 書 道 バイオリン、書道
31水 シンセサイザー ホルン
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ライブ・コンサート情報

ライブ、コンサート
月刊アイディア 2010年03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。

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。

3/25(木 )1890開 場 1900開演
尼崎市総合文化センター アルカイックホール

阪神『尼崎」下車、立体遊歩道で徒歩約5分

料金 :一般 ¥2,000大 学生以下¥1,500
※ 当日は、各¥500増 し
出演 プラスパラダイス大阪

今田孝―(トロンポーン/ア イディア講師)、
室倫子(ホ,レン/ア イディア講師)他 多数

曲ロ ピーター・グレーアム/ザ ・レッドマシーン、
2010年度課題曲全曲、Nリムスキー=コンサコフ/トロンホ

・―ン協奏曲 他

問合せ先(アイデ石の

3/28(日)1380開場 1400開演
いたみホール

阪急『伊丹」下車、北へ徒歩3分

料金 :¥3,500※当 日は¥500増し
出演

伊丹市民オペラ合唱団、伊丹シティフィル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
フランツ・レハール 喜歌劇 「メリー・ウィドウ」〔全3幕・日本語上演〕

問合せ先(アイデ石の

第24回 伊丹市民オペラ

3/24(水)1800開 場 1830開演
大阪国際交流センター大ホール

地下鉄谷町線・千日前線「谷町九丁目J⑩出ロ

料金 :¥3,000※ 当日は¥500増 し
出演

蔵条幸男(指揮)、
藤原昌太郎(チェロ/アイディア講師)、他

演奏曲目
チャイコフスキーオペラ「オプリチニク」への前奏曲 他

問合せ先(アイディつ

タ
ニ
フ

ンヽ

ッ

ク

西日本フィルハーモニー交響楽団
第1回定期演奏会

3/30(火 )1880開 場 1990開演
大阪音楽大学 ザロカレッジロオペラハウス

阪急宝塚線『庄内」西日より約600m

入場料(指定席)¥2,000※学生・シルバー等割引有
出演者

下岡万佑子(ソプラノ/ア イディア講師)
田中郷子(ソプラノ/アイディア講師)、加藤哲子(ピアノ)
演奏曲目 【20世紀の歌曲～21世紀へのメッセージ】
林光/四 つの夕

蓄魯警脇

貧しき信徒 他

ク

ラ

シ

ツ
ク

ザ・カレッジ・オペラハウス
第24回 推薦コンサート

3/4(木 ),4/1(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
JR「さくら夙川J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)
出清譴者 セマスチヤン(ボーカル,ギター)

山口玉二郎(ギター,ボーカル),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 デ石の

カ

ン
ト

リ
ー

＆
ウ

エ
ス
タ

ン

★ Sema&Tama★

Country&Western Live at FortworLH

3/18(木 ),4/15(木 )20■0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〈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イディつ

カ

ン
ト

リ
ー

＆
ウ

エ
ス
タ

ン

Semα ゝSoloロツec,Phoen汝 Bird

Since 2003



レッスン紹介、レッスンQ&A
月刊アイディア 2010年03月号

レッスン アイディア音楽教室のレッスン風景と講師をご紹介するコーナーです。

今回はアコーディオン教室の特集です !

中央の蛇腹を左右に広げたり縮めたりして演奏する動作が特徴的なアコーディオン。 右手側には、ピアノと同様の
鍵盤があり主に主旋律を担当。 左手側にはベース音や和音を担当するボタンが多数配置されています。
吹くときと吸うときのどちらでも音を鳴らすことができるフリーリードが使用されており、まさにハーモニカのオーケストラ♪
アリレゼンチンのタンゴの演奏で見かけるアコーディオンに似た楽器は「バンドネオンJといい、右手側も左手側も両方が
ボタン型の鍵盤になつているんですよ。小学校の音楽教育などで使われる合奏用アコーディオンは、左手側のボタン
がなく簡略化されたタイプです。 それでは、アイディアのアコーディオン教室のインタピューをレポートいたします :

生徒さんに色々質問してみました。

●先生は、一言でいうとズバリどんな先生ですか?
・やさしくて、穏やかで、癒されます。

●アコーディオンを始めたきつかけは何ですか?
・アコーディオン奏者の「COBA」 のフアンで、ビアソラの曲を
弾きたかつたからです。

●アコーディオンの魅力は?
・自分ひとりでメロディーも伴奏も弾けるところです。
・とにかく音色が好き:

↑レッスン生の向川舞さん(右)と、講師のさかいさん

●初めて弾いた曲は何でしたか? それは、アコーディオンを始めてどれくらいの時でしたか? その時の感想は?
・初めてのレッスンからlヶ月半で、「Aura Lee(ラ プロミーロテンダー)」を弾きました。
・短期間で自分で弾けて嬉しかつたです ! さつそく旦那さんに聴かせました(笑)

●今後はどのような曲に取り組みたいですか?
・ゴッドファーザーの主題歌などの映画音楽です。    ・チェ日の主人と一緒に「リベルタンゴ」を弾きたい!

月刊アイディアを読んでいる皆さんヘー言 !
アコーディオンは楽しい楽器です。 ぜひ体験してみて下さい !

生徒さんから先生ヘー言 :
いつも丁寧に教えて頂きありがとうございます。 今後ともよろしくお願いします。

レッスンQ&A (ァ コーディオン編 回答者:さかいともこ先生)

音楽レッスンに関する様々なご質問にアイディアの講師が回答するコーナーです。 既にアイディアのレッスン生の方は
もちろん、皆様のご質問を受け付けています。ご質問はアイディアのメッセージボードに書き込んで下さい。

アコーディオンは、どんな楽器ですか?
一人オーケストラもできるし、伴奏にもまわれる楽器です。 また、どんなジャンルでも演奏できます。

アコーディオンを始めるのに、ピアノは弾けたほうがよいですか ?
弾けなくても大文夫です。

アコーディオンの好きなところはどこですか?
哀愁がある音色が好きです。 マイクがなくても歩きながらでも演奏できるところも好きです。
年齢を問わず楽しめるところもいいですね。

最近はどのような活動をされていますか ?
ドイツの「ビアソング」をビアホーリレやビールバーティなどで演奏したり、イタリアの「カンツォーネ」をイタリアンレストラン
で演奏したりしています。
歌声喫茶がプームだつた頃の方々の集まりで、「青い山脈」や「りんごの唄」などを伴奏することがありますが、
皆さんおおよろこびで、すごく盛り上がって歌つて下さいます。



書道作品展

一般 水野 正章

御内翠華 (みうちすいか)

・太源書道会理事
口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
口毎日書道展 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 2010年03月号

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 (8級 ) 一般 岸本 美梢 (2級)

す|

書道教室(毛筆半紙、仮名、ベン字、細字、近代詩文書)
火曜クラス月三回 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

※入会金1,CX10円、年会費2,000円(年一回3月 )・̈全コース共通

書道作品展、アイディア音楽教室からのお知らせ(その2)
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アイディア音楽教室からのお知らせ(その2)

◆ レッスン開講曜日変更のお知らせ

今年の4月より、一部のレッスンコースの開講曜日を変更させていただきます。
既に下記のコースに通つて頂いている方々には、ご理解とご協力を賜りありがとうございました。
また、曜日が変更になつたことにより何かとご不便をおかけすることもあるかと存じますが、何卒よろしくお願い致します。

現在水曜日に開講しているクラスを、火曜日に移動させて頂きます。
日曜クラスについては、変更ありません。

現在火曜日に開講しているクラスを、水曜日に移動させて頂きます。
土曜クラスについては、変更ありません。
なお、現在の担当講師の下岡万佑子先生は3月末をもつて退任されます。
4月からの声楽およびポイストレーニングの講師は、田中郷子先生です。 皆様、どうぞよろしくお願いいたします。

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

1)月 謝制ピアノ

午前(930～1290) 午後(1280～15ЮO) 夕方(15:30～18:00) 1に(18:30-21:00)

2)声 楽、ポイストレーニング

午前(930～12:∞) 午後(1230～ 15ЮO) 夕方(15:30～18:00)

“

に(18:30-21:00)



アイディア音楽教室からのお知らせ(その3) 月刊アイディア 2010年03月号

アイディア音楽教室からのお知らせ(その3)

◆ 第四回 『春休み音楽会 in庄栄コミュニティセンター』のお知らせ

アイディア春の恒例行事の日が近づいてまいりました。 今回初めて利用する会場は、阪急総持寺駅前のたいへん

辱留察栃暫塁:露:しも鯛評酬寧箸錯淵躍議霧場疑響籍諄等諸鶉果語■
日時  2010年 3月 23日 (火)15:00～ 約 1時 間半

料金  入場無料(全席自由) ※会場は土足禁止です。備え付けのすりつぱに履き替えるか上履きを持参下さい。

場所  茨木市立庄栄コミュニティセンター/多目的室  阪急総持寺駅から徒歩約3分
所在地:大阪府茨木市庄2丁目26番12号    駐車場は近隣に確保しますのでアイディアまでお申し込み下さい。

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。)

L 開始時刻 発表内容 伴 奏
1

2～ 4

5

6～ 8

9

10～ 12

13～ 14

15

15:00

15:30

16:00

16:30

開会のご挨拶
ギタニ晨ボニカル(2名、講師i名)
ボーカル(1名)
ウクレレ&ボ ーカル(3名)
ボーカル(1名)
声楽(2名、講師1名)
サックス(1名、講師1名)
開会のご挨拶

ギター

ギター、ウクレレ
ピアノ
ピアノ
CD、ピアノ

ボーカル 弦楽器 管楽器 鍵盤・打楽器

アイディア音楽センターはお陰様で自業7年 目を迎えました。 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。

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
アコースティックギター

ウクレレ
エレキベース

事、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1

ミュージックベル
アコーデイオン

シンセサイザー出張レッスン

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回年間 3,剛円 (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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