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アイディア音楽教室からのお知らせ

　◆　『日曜３時の音楽会』 特別企画　”クリスマス音楽会”　のお知らせ

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！
演奏のプレゼント交換のあとは、ケーキとドリンクでクリスマスの
お祝いをしましょう♪
みなさまのご参加をお待ちしていま～す！

【日時】 １２月１９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開催のお知らせ♪

レッスン名称 開催日時
担当講師 費用（税込）
レッスン概要

１２月１２日（日）午前１０：００～２時間
田中史人先生（アイディア・トランペット講師） ￥２，５２０　※楽譜代含む、連続参加の場合￥２１０割引

管楽器によるアンサンブルの楽しさを体験していただくための一回完結型レッスンです。耳馴染みのあるシンプルな
旋律の曲を題材に、当日の参加者のレベルや楽器の種類を考慮したオリジナル楽譜にもとづいて合奏を行います。

１２月８日（水）午後１：００～１時間
田中郷子先生（アイディア・声楽講師） ￥２，３１０　　※定員６名
発声・発音の基礎を学びます。「正しい音程で、もっと楽に、大きな声で、滑らかに歌えるようになりたい・・・」など、
ベーシックなお悩みに声楽の専門家がワンポイントアドバイスをいたします。　レクチャーのあと、参加者全員に対する
個別クリニックを行います。　今回は「きよしこの夜」を題材に歌のレベルアップを目指します。

ボイストレーニング・グループレッスン（基礎編）
１１月３０日（火）

応募締切

無　　料

アンサンブルレッスン（ウインズ編）
１１月３０日（火）



レッスン予定表 平成２２年１１月度
(10月31日現在)

 月刊アイディア  2010年11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 月

ギター＆ボーカル

3 水 ウインズアンサンブル サックス バイオリン
4 木 ウクレレ バイオリン （出張演奏）
5 金 ボーカル ボーカル、ギター、ヨガ

6 土 オーボエ （貸スタジオ） バイオリン、マリンバ
7 日

8 月

9 火 クラリネット、トロンボーン

ギター ボイストレーニング

オーボエ、ホルン

ギター、バイオリン ギター、トランペット
ヨガ ボーカル、フラ

13 土 オーボエ ギター ボイストレーニング
14 日 チェロ、クラリネット クラリネット、サックス サックス、ギター （出張演奏）
15 月

トロンボーン

ボーカル サックス、トロンボーン

18 木 バイオリン （出張演奏）
19 金 ギター、ヨガ ボーカル、ホルン、フラ

20 土 バイオリン （貸スタジオ） 声楽、ボイストレーニング マリンバ、ボイストレーニング

21 日 ピアノ、フルート ピアノ 休業
22 月

23 火

クラリネット、書道
ボーカル サックス トロンボーン

25 木 チェロ、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

ギター ギター、トランペット
ヨガ フラ

バイオリン、チェロ
フルート

28 日 ピアノ、サックス 休業
29 月

ピアノ、トランペット ピアノ

☆☆☆ 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

2 火
バイオリン、ピアノ

チェロ

第七回音楽発表会
定休日
書道

10 水
声楽、ボイストレーニング、ボーカル

書     道

リコーダー

12 金 アコーディオン

11 木 シャドウアート

水 フルート

定休日

16 火 フルート 書道
書道、ピアノ、バイオリン

ライブパーティー（高槻／ｲﾝﾃﾞｨｱﾝｷｬﾝﾌﾟ）

24 水 書道
ボイストレーニング、声楽、書道

声楽、ボイストレーニング

定休日

17

27 土 （貸スタジオ）

26 金 フルート アコーディオン

サックス
定休日

30 火
書道

Ｐ．１



ライブ・コンサート情報  月刊アイディア  2010年11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。

出演者

クリスマス・ソング集　ほか
問合せ先　生駒市中央公民館　 75-0101

プログラム：モーツァルト　交響曲 第40番 ト短調 K.550

田中郷子（ソプラノ／アイディア講師）
その他、総勢１７名

料金：\3,000 （一般）　\4,500 (親子ペア／小学生以下)

問合せ先　アイディア

待谷翠（ヴァイオリン／アイディア講師）
かつらぎチェンバーオーケストラ

料金：\1,500（一般）　\500(小・中学生)

出演

１１／３０ (火)  開場 18:30　開演 19:00

兵庫県立芸術文化センター神戸女学院 小ホール

\1,500(小学生以下)

阪急「西宮北口」直結
入場料：￥3,000　（全席自由）

１２／１９(日)  13:30開場　14:00開演

生駒市中央公民館サンホール

問合せ先　アイディア

Sema’s Solo Live at Phoenix Bird

大江浩志（フルート独奏）、中江暁子（オーボエ独奏） 他

１１／２１(日)  13:30開場　14:00開演

世良美術館
阪急「御影」下車、南へ徒歩３分

料金：\2,500(前売)、\3,000（当日）

出演　　多賀みずほ(ピアノ)

出演

門小夜子(クラリネット独奏／アイディア講師)

１２／５(日)  13:15開場　14:00開演

なら100年会館（大ホール）

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)

ＪＲ「奈良」下車、西口改札を出てすぐ

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！

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

モーツアルト室内管弦楽団　　門良一（指揮）

独奏、重奏、独唱、重唱など
ブラームス：ヴァイオリン・ソナタ第2番 op.100　　他レスピーギ：昔の歌に寄せて　他

問合せ先　アイディア

財団法人奈良市文化振興センター

１１／１８（木），１２／１６（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

１１／４（木），　１２／２（木）　　20:00開演

山口涼子(ヴァイオリン／アイディア講師)
ショパン：ワルツ第5番 op.42、ノクターン第5番 op.15-2

料金：\4,000 (２ドリンク、おつまみ付) 

梅田／JR「大阪」より徒歩１０分  06-6312-7731

阪急「芦屋川」より徒歩５分  0797-35-6063

１１／１３（土）   開店 19:00　開演 20:30

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ドリンク付)

当月刊誌の読者割引有り！（通常の\1,000オフ！）

八尾／近鉄「山本」より南へ徒歩２分  072-924-1960

Sema's Solo Live at Nashville

カントリー＆ウエスタンのギター弾き歌いをお楽しみ下さい♪
今年後半から奇数月に出演させて頂いています！

通算７回目となる八尾でのライブです♪
１１／１４ (日)  開店 19:00　開演 20:30
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Mizuho Taga Piano Recital 
～生誕200年記念ショパン・シューマンに寄せて～ 

平城遷都1300年祭記念公演 
オペラ「天平の曼陀羅」 

カ
ン
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ー
、
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
等

 

Sema Music Live Schedule 

モーツァルト室内管弦楽団 
クリスマスコンサート 

大阪音楽大学卒業１０年を迎え 
今ここに集う熱狂の夜  

Ｐ．２



書道作品展、ペットのコーナー  月刊アイディア  2010年11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

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。

今回は、バイオリンレッスン生の奥野耀くんのペットをご紹介します！

耀くんは３歳と１０ヶ月のときにバイオリンをはじめました。　最初はちゃんとおとなしくレッスンを受けられるか心配でしたが、
そんな心配を他所に、とっても熱心に通ってくれています。　今年の発表会での演奏もとっても楽しみにしていますよ♪
耀くんはアイディアで飼っている小エビが大好きで餌やりを手伝ってくれていたのですが、とうとうご自宅でもペットを飼う
ことになったのですね（;´Д ｀）　　さて、奥野家のペットはどんなこたちなのでしょうか・・・

僕の家にはザリガニが3匹います。
パパと池で釣ってきました。

ほんとうは4匹いたんだけど、ある日突然1匹消えてしまいました。
しばらくして、ポンプのホースをよじ登って脱走しようとするザリガニ
の姿が…。
どうやらいなくなったザリガニも同じように脱走したみたいです。
靴箱の下やお風呂場もさがしましたが、結局見つかりません。
僕のママはいつどこからザリガニのミイラが出てくるかと毎日ビクビク
しているみたいです。

最近ではジャンボタニシも2匹仲間入りして、僕の家の水槽は
ますますにぎやかです！

奥野さん、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。

事務手数料込み

通信書道教室

月謝3,500円（月刊誌太源代500円含む）

月謝3,150円

お手本、月刊誌太源代、

月２回往復郵送料、

一般 小河 実希子（８級） 一般 岸本 美梢 （初段） 一般 鍜治 友里 （６級） 

Ｐ．３



レッスン生の部屋  月刊アイディア  2010年11月号

レッスン生の部屋　　　アイディア音楽教室のレッスン生をご紹介するコーナーです。

今回は、ボーカルの「白瀧慎里子さん」をご紹介します。

白瀧さんは、今年の２月からアイディアのポピュラーボーカルのレッスンに通っていらっしゃる、とっても明るい奥様です。
アイディアには、いつも「こんにちわぁ～！」と元気な声で入って来て周りの人の注目を集めます(笑)
最近は、ボイストレーニングのレッスンも受けて音楽会でも大活躍！！　１１月のライブパーティーも楽しみですね♪
さて、白瀧さんは和風手作り品の制作・販売をされているそうです。　ご紹介しますね！

『mariko工房』 より、読者の皆様へメッセージ♪

１５年ほど前にイギリスで折り紙を教えたことがきっかけで、主に和紙などを使った和風の手作り品を作るようになりました。
今回読者の皆さんにご紹介させていただくのは、季節柄、年賀状・ぽち袋・祝箸・クリスマスカードなどです。
作ること自体が楽しいので、うれしい気持と元気が伝わればOK！　見本と実物はアイディアで是非ご覧下さい。　
バラでもセットでも購入していただけます。 セットの場合、色・柄はおまかせとなります。
まったく同じものは作れないけれど　注文の際に好みなどを言ってもらえれば、添うように努力します。
郵送の場合、代金が1000円以上ならば送料無料です。　また1000円ごとに、かわいいおまけを用意しました！

１０００円／５枚セット （１１００円相当！） 

年賀状は、お年玉付き年賀状でも作成できます。 
  その場合は、年賀状代金が別途必要です。（または持ち込みも可） 

２５０円／１枚 

３００円／１枚 １５０円／１枚 １５０円／１枚 

２００円／１膳、３５０円／２膳 
７００円／５膳 

２００円／１枚 ３００円／１枚 

３００円／１枚、５００円／２枚 

１００円／１枚 
２５０円／３枚（おまけ：ミニポチ袋） 

１０００円ごとに、おまけの 
メッセージカードがつきます！ 

おまけ 

Ｐ．４



セマミュージック通信  月刊アイディア  2010年11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

　◆　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♪

日頃から懇意にして頂いている会場にお世話になり、食事とドリンク付きのライブパーティーを企画しました。
今回は、ギター、ウクレレ、ボーカルの皆さんの参加が決まっています。　 そして、ご家族やお友達もお客様として参加
して下さいます！　オーナーの秦さん手作り料理も楽しみですね♪　　我慢できなくなりそうですが、自分の出番までは
食事もドリンクも控え目にしなくちゃね ヽ( ^∀^)ﾉ
会場となる「インディアン・キャンプ」は、高槻の山を越えたところにあるためこの季節はずいぶん寒いそうです。
みなさん暖かい服装でお越し下さい。　そして、室内にあるアンティークな薪ストーブで暖まりましょう (笑)
参加ご希望の方はお問い合わせ下さい。

日時 ２０１０年１１月２３日（火・祝）
１６：００～１８：００　　ライブ
１８：００～２０：００　　食事

料金 会費制（要予約、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

出演順 出演者数内訳：生徒８名、ゲスト：１名、講師・伴奏１名
№

ギター＆ボーカル（Semastian） －
カントリー・ボーカル(Chieko.Y) ギター＆ボーカル
ポピュラー・ボーカル(Mariko.S) ギター＆ボーカル

－
ポピュラー・ボーカル(Sachiko.T) ギター
ウクレレ＆ボーカル（Yoshiko.M) ギター
ウクレレ＆ボーカル（Hiroko.A) ギター
ギター＆ボーカル（Miho.K） ギター＆ボーカル
ギター＆ボーカル（Kensyo.S） －

ギター＆ボーカル（Nobuyo.S）＋ゲストボーカル(Keiko.K)

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。

4 16:40

7 17:20

伴奏
1 16:00

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！

9

開始時刻 発表内容

8

2

6

3

5

 
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 

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。 

Ｐ．５


