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アイディア音楽教室からのお知らせ（その１）

　◆　第七回　アイディア音楽センター発表会に関するお知らせ

今年も発表会の季節が近づいてまいりました！　なお、参加者が多数になりましたので、ポピュラーボーカル、
ギター、ウクレレの発表は別会場で実施することとしました。　詳しくは、当誌面３頁と５頁をご覧下さい。
下記は、ピアノ伴奏合わせ、リハーサルの予定です。関係者の皆さまにはご予定の調整をお願い申し上げます。

※ピアノ伴奏合わせには、レッスン料又はスタジオ料の他に、伴奏料￥１，０５０　が必要となります。

　◆　一回完結型レッスン開催のお知らせ♪

アンサンブルレッスン（ウインズ編）は、１１月３日（水・祝）午前１０：００～２時間、発表会に向けたレッスンを行います。

ボイストレーニング・グループレッスン（基礎編）の、１０月２７日（水）午後１：００～１時間の募集枠は、９月末時点
で残り２名となっています。　参加を希望される方は１０月１７日（日）までにお申込下さい。　なお、一般の方でも体験
を受け付けます。　ご興味がおありの際はお気軽にお問い合わせ下さい！

茨木市立生涯学習センター内

録音スタジオ
自由に音出し

 第２部に参加される方

 第１部に参加される方

１１月７日（日）午前 きらめきホール 当日リハーサル

 全ての参加者

１１月７日（日）午後 きらめきホール 当日リハーサル

１１月７日（日）終日

１１月２日（火）午後 アイディア
ピアノ伴奏合わせ
ピアノ（和泉先生）

 バイオリン（子供）、声楽、チェロ

１１月３日（水・祝日）
※時間未定

アイディア
ピアノ伴奏合わせ
ピアノ（中谷先生）

 サックス、フルート、トロンボーン

無　　料

日 程 場 所 実 施 内 容 対 象

１０月２４日（日）午前 アイディア
ピアノ伴奏合わせ
ピアノ（和泉先生）

 バイオリン（大人）

HALLOWEEN ! 
今年もアイディアの受付で 

お友達と一緒に 
待ってまーす♪ 



レッスン予定表 平成２２年１０月度
(9月30日現在)

 月刊アイディア  2010年10月号

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 金 ボーカル ボーカル、ギター、ヨガ フラ
2 土 フルート、ホルン、ギター ギター
3 日 ピアノ ギター 休業
4 月

ギーター、ボーカル トロンボーン
書道

ギター 声楽 ボイストレーニング
サックス、書道

7 木 ウクレレ、ヨガ バイオリン （出張演奏）
8 金 アコーディオン ギター ギター、フラ
9 土 オーボエ （貸スタジオ）

11 月

12 火 フルート、チェロ 書道
ボイストレーニング

ボーカル トロンボーン
14 木 フルート、シャドウアート リコーダー リコーダー、オーボエ

15 金 ギター、ヨガ トランペット、フラ
16 土 バイオリン ギター ボイストレーニング、マリンバ

17 日 ウインズアンサンブル、ピアノ サックス サックス、トロンボーン

18 月

19 火 （貸スタジオ） バイオリン、ピアノ ピアノ
ボイストレーニング 声楽、ボイストレーニング

21 木 ウクレレ （出張演奏）
22 金 アコーディオン ヨガ フラ
23 土 （出張演奏）

バイオリン ピアノ、チェロ
フルート フルート、サックス

25 月

26 火 フルート、チェロ 書道
ボイストレーニング

フルート、トロンボーン

28 木 シャドウアート バイオリン、リコーダー リコーダー、オーボエ

29 金 ギター、ヨガ ギター
30 土 （貸スタジオ）
31 日 ピアノ、バイオリン ピアノ ホルン 休業

ボイストレーニング、声楽、マリンバ

（出張演奏）

定休日
書道、ピアノ

24 日 サックス

27 水
書道、サックス

書     道

定休日

20 水
書     道

定休日
書道、バイオリン

13 水
書道、声楽、ボイストレーニング

書     道

　　サックス

6 水
書     道

休業10 日
チェロ、クラリネット

☆☆☆ レッスンは予約制です。下記以外の日程でも承ります。 ☆☆☆

定休日

5 火 ウクレレ
書道、ピアノ、バイオリン

Ｐ．１



ライブ・コンサート情報  月刊アイディア  2010年10月号

ライブ、コンサート情報　　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。

料金：\3,000 (１ドリンク、おつまみ付)
月替りでアーティストを特集中！　飛び入り歓迎♪

料金：\2,000 (１ドリンク、おつまみ付)

当月刊誌の読者割引有り！（通常の\1,000オフ！）

JR「摂津本山」、阪急「岡本」よりいずれも徒歩３分　078-453-2999

街の灯り ”シティライツ” にて

大マスターのブロンソン小林と共に歓迎しますよ♪
ここは、マスターが２０代の頃入り浸っていたお店です
偶数月におおくりしているマスターの里帰りライブです

１０／２４ (日)  開店 19:00　開演 20:00梅田／JR「大阪」より徒歩１０分  06-6312-7731

１０／２１（木），１１／１８（木）　　20:00開演
毎月おおくりしているギターの弾き歌いによるライブです

ギターの名手「山口玉三郎」を東京より迎えての月例ライブです

１０／７（木），　１１／４（木）　　20:00開演

阪急「芦屋川」より徒歩５分  0797-35-6063

１０／２３（土）   開店 19:00　開演 20:30

ギターとピアノで弾き歌います♪ 落ち着いた雰囲気のバーで

歌とトークによる癒しの世界をゆったりお楽しみ下さい！

出演

伊福部昭：シンフォニア・タプカーラ
J.S.バッハ：シャコンヌ BWV1004　他ラヴェル：ピアノ協奏曲ト調　他

藤原昌太郎(チェロ／アイディア講師)　他
J.ハイドン：３つのチェロのためのディヴェルティメント

西宮／ＪＲ「さくら夙川」より徒歩２分  0798-39-1923

Sema & Tama Live at FortwortH

料金：\3,200 (２ドリンク、おつまみ付)

Sema’s Solo Live at Phoenix Bird

Country & Jazz Solo Live at Lee Terrace

カントリー、スタンダード、ジャズ、ポップス、オリジナルなどを

料金：\4,000 (２ドリンク、おつまみ付) 

入場無料

問合せ先　アイディア

阪急「高槻」下車、徒歩約５分

１１／６(土)  13:30開場　14:30開演

高槻現代劇場　中ホール

長谷川眞弓（ソプラノ）、小玉晃（バリトン）

１０／２７(水)  18:30開場　19:00開演

ザ・フェニックスホール
梅田新道・東南角　「フェニックスタワー」　内

入場料： \3,000 (自由席）　※小学生よりご入場頂けます

関西ユングチェリステン

入場料： 前売￥2,000　当日￥3,000　※全席自由

今田香織(マリンバ／アイディア講師)、森口綾子（ピアノ）、

阪急「西宮北口」下車すぐ、南側ロータリー正面ビル

高槻室内管弦楽団　　寺坂隆夫（指揮）

１０／２４(日)  13:30開場　14:00開演

八尾市文化会館・プリズムホール

出演

近鉄「近鉄八尾」下車、徒歩５分

入場無料
出演

１０／２７(水)  18:00開場　18:30開演

西宮市プレラホール　プレラにしのみや(５Ｆ)

問合せ先　アイディア

ため息、ラ・カンパネラ、献呈、スザンナ・カイルのために　他

問合せ先　アイディア

星に願いを、とほくゆく雁、鐘が鳴ります、恋を知る男は、

オーケストラ・アンサンブル・フォルツァ
（アイディア会員の中山友里さんがオーボエで出演します）

出演

問合せ先　アイディア
メンデルスゾーン：「フィンガルの洞窟」序曲　他

ベートーヴェン：交響曲第７番　イ長調
（アイディア会員の原祥允さんがチェロで出演します）

ク
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大阪 

   開催地 
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１６人の若いチェリスト達による 
KANSAI JUNG CELLISTEN 

高槻室内管弦楽団 
第５回定期演奏会 

The Classic Lover's Concert 

カ
ン
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ー
、
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等

 

Sema Music Live Schedule 
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発表会のお知らせ  月刊アイディア  2010年10月号

アイディア音楽教室からのお知らせ（その２）

　◆　第七回　アイディア音楽センター発表会のお知らせ

発表者のレベルアップもあいまって、七回目となる今年の発表会は見所満点であること間違いなしですよ！
昨年初出演していただいたウインズアンサンブル、新しいフルートアンサンブルグループ、過去最多の参加人数の
ピアノコースの皆さん、初参加されるフルートとバイオリンの方々、更にレベルアップした演奏が楽しみな参加経験
のある皆さん、そして講師による模範演奏など、盛りだくさんの内容でご来場の皆様をお迎えします♪
当日のプログラム概要を作成しました。　皆様ぜひお誘いあわせのうえ、お気軽にご来場下さい！

日時 ２０１０年１１月７日（日）

開場　１６：１５　　第１部　１６：３０～１８：３０　　第２部　１９：００～２０：３０

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

阪急茨木市駅よりバスで中央図書館前バス停下車すぐ

ＪＲ茨木駅よりバスで中央図書館前バス停下車すぐ

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。）

出演者数内訳：生徒３０名、講師・伴奏１０名
№

開会のご挨拶 －

こどものピアノ（３名） －
ピアノ（２名、講師１名） －
こどものバイオリン（３名） ピアノ
バイオリン（２名） ピアノ
声楽（１名） ピアノ
フルート・アンサンブル（３名１組） －
フルート・アンサンブル（２名１組） ピアノ
フルート（４名、講師１名） ピアノ
チェロ（１名） ピアノ

リコーダー（１名） －
サックス（３名） CD
サックス（４名） ピアノ
トランペット（１名） CD
トロンボーン（１名） ﾄﾛﾝﾎﾞｰﾝ（講師）、ピアノ
マリンバ（１名） －

サックス・アンサンブル（２名１組）

閉会のご挨拶 －

29

21

31

34

22～24

30

33

32

11 17:30

オーボエ・カルテット
【オーボエ講師、ヴィオラ講師、チェロ講師、バイオリン講師】

19

－

12
13

開始時刻 発表内容
16:30

17:00

～　第１部　～

伴奏
1

2～4

6～8

20:30

19:00
～　第２部　～

18:00

サックス（講師）
トロンボーン（講師）

ウインズアンサンブル（４名１組）
【フルート２名、サックス１名、トランペット１名】

指揮
（ｳｲﾝｽﾞｱﾝｻﾝﾌﾞﾙ講師）

20:00

25～28 19:30

3～5

20

9～10

14～18

Ｐ．３



書道作品展、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10月号

書道作品展  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

講師プロフィール 書道教室のご案内☆すいか畑の仲間たち

 御内翠華（みうちすいか）  書道教室（毛筆半紙、仮名、ペン字、細字、近代詩文書）

　 火曜クラス 月三回 午後２時～夜９時 新設！
 ・太源書道会理事 　 水曜クラス 月三回 午前１０時～夜９時
 ・月刊太源誌学生部硬筆手本執筆中 　　※火曜、水曜ともにご都合に合わせたフリータイム制

 ・毎日書道会会員 　　※夜7時以降については要予約

 ・毎日書道展　秀作賞４回受賞
 ・毎日書道展　佳作賞２回受賞 　　※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

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♪

１００レッスンを達成された会員様には、ギフト券（\1,000) 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。

月謝3,500円（月刊誌太源代500円含む）
事務手数料込み

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、

一般  半田 華仙 （初段） 一般 水野 正章 （９級） 一般 上田 明子 （３級） 

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口年間 3,000円 (1口以上)。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へのご招待 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。 

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．４



セマミュージック通信  月刊アイディア  2010年10月号

セマミュージック通信 音楽事務所「Sema Music」の活動をご紹介するコーナーです

「Sema Music」は「アイディア音楽センター」を拠点としてライブ活動、イベント企画などを行っています。
このコーナーでは、セマミュージックのライブやイベントなどのトピックスをお伝えしていきます！

　◆　セマスチャンとそのレッスン生によるライブパーティーのお知らせ♪

セマスチャン（＝アイディアのマスター）がライブやイベントでお世話になっている場所で、アイディアのメンバーさん達と
ライブパーティーをさせていただくことになりました！

日頃からボーカルやギターそしてウクレレなどに一緒に取り組んでいるメンバーさん達と一緒に、食事を楽しみながら
一組２～３曲の演奏を披露するという内容です。

今回の会場を提供してくださったのは、高槻の「インディアン・キャンプ」さんです！
アイディアを始める前からのお付き合いで、ライブやイベントでとってもお世話になっているところなんですよ！
オーナーの秦さんは料理の達人でもあります。　手作りソーセージや、ベーコンの味は特にお気に入りの絶品です！
周りには山や畑の絶好の景色が広がり、山小屋風の会場は私たちを異次元の世界へ誘います（笑）
今では珍しくなった「五右衛門風呂」もあり、マスターはいつも入らせてもらってお泊りというフルコース・・・（;´Д ｀）
今回メンバーさん達を連れて行けるのが本当に嬉しいです！
楽しいひとときになりますように。。。詳しくは１１月号でもお知らせします！

日時 ２０１０年１１月２３日（火・祝）　夕方～夜

料金 会費制（詳しくはお問い合わせ下さい）

場所 高槻／インディアン・キャンプ

高槻市大字原２０２８－１

ＪＲ高槻駅北バスターミナル①のりば

《上の口行き》上の口バス停下車徒歩５分

《原大橋行き》原立石バス停下車バス停前

※参加人数内訳（９月末現在）

ギター＆ボーカル４，　ウクレレ＆ボーカル２，　ポピュラーボーカル３、　ゲストボーカル１

☆このようなライブイベントを企画提案していきます。　他のコースのメンバーさんも是非ご参加下さい！

アイディア音楽センターはお陰様で創業７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。

 
声楽 

ボイストレーニング 
ポピュラーボーカル 
ギター弾き歌い 

ボーカル 
 

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 

弦楽器 
 

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

管楽器 
 

ピアノ 
マリンバ 

ミュージックベル 
アコーディオン 

鍵盤・打楽器 

はじめての 
 

ライブパーティー！ 
 

楽しもう♪ 

Ｐ．５


