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アイディア音楽教室からのお知らせ（その１）

　◆　来年前半の共益費お支払に関するお願い

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ヶ月分（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・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。

　◆　第七回　アイディ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七回アイディ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。
ＣＤの盤面には、タイトル・発表内容・発表者氏名等を印刷してお渡しします。
ご購入を希望される方は、お電話かアイディア受付でお申し込み下さい。（制作に１～２週間必要です）

第七回発表会謝恩特価　￥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。

　◆　『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

１２月１９日(日)のクリスマス音楽会には既に１２名の出演者が集まっています♪
毎年恒例となりましたが、今年はひときわ賑やかになりそうですね！
音楽会終了後は、アイディアからケーキとドリンクのサービスがありますよ♪
もちろん聴くだけでもＯＫ！　みなさま是非アイディアで心温まるクリスマスを楽しみましょう！
詳しくは、当誌面２頁「ライブ・コンサート情報」をご覧下さい。

無　　料

重要 



レッスン予定表 平成２２年１２月度
(11月30日現在)

 月刊アイディア  2010年12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～

ギター ボイストレーニング 声楽 ギター

2 木 ヨガ ウクレレ バイオリン ヨガ、（出張演奏）
ボーカル ギター、トランペット

ヨガ フラ
4 土 オーボエ、バイオリン バイオリン
5 日 ピアノ ギター フルート 休業
6 月

7 火 チェロ 書道、トロンボーン
ボイストレーニング

バイオリン オーボエ、ホルン

ヨガ トランペット、フラ

11 土 チェロ ボイストレーニング、声楽

ピアノ ボーカル

13 月

14 火 フルート フルート、書道 バイオリン、ピアノ、書道 ピアノ、クラリネット、書道

15 水 （貸スタジオ） トロンボーン
16 木 （貸スタジオ） バイオリン （出張演奏）
17 金 ボーカル、ギター、ヨガ ギター、フラ
18 土 （貸スタジオ） ボイストレーニング、声楽

ピアノ チェロ、サックス
バイオリン ウインズアンサンブル

20 月

オーボエ、トロンボーン

リコーダー ボイストレーニング

23 木

24 金 ギター、ヨガ
25 土 マリンバ
26 日 フルート 休業
27 月

28 火

29 水 トロンボーン
30 木 （出張演奏）
31 金

※ 新年は、４日（火）より 平常営業を開始する予定です。

☆☆☆ レッスンは予約制です。下記以外の日程でも承ります。 ☆☆☆

1 水
書     道

8 水
声楽、ボイストレーニング

書     道 サックス、書道

3 金 ボーカル

木 シャドウアート

マリンバ

定休日
書道

（貸スタジオ）

12 日 ギター

リコーダー

10 金
ギター

9

19 日 日曜３時の音楽会

休業
サックス、クラリネット

定休日

（出張演奏）

定休日

21 火 書道
バイオリン、ピアノ、書道

定休日

サックス

22 水
声楽、ボイストレーニング

書     道 サックス、ボーカル、書道

休業
休業

定休日
バイオリン、ピアノ、クラリネット

Ｐ．１



ライブ・コンサート情報  月刊アイディア  2010年12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。

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

のメンバーさんの出演を予定しています
その他の出演者を大募集中です！

入場無料（全席自由席／任意カンパ制）

問合せ先　アイディア
P.ｳｯｽﾞ：アルト・サクソフォンとピアノの為のソナタ　他
演奏曲目　G.リゲティ：ハンガリアン・ロック（シャコンヌ）

夏目有香（ピアノ）、金崎亮太（コンピューター）
出演者　　大川平徳子（サックス／アイディア講師）、

12/19 (日) 15:00～16:00　
アイディア ３F　多目的会場

出演者　　管弦楽　アンサンブル・ルペガース

料金：￥500　（小学生以下無料）
出演者　　アコーディオン、チェロ、ボーカル、

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

阪神「岩屋」から南に徒歩約8分、ＪＲ「灘」から南に徒歩約10分

料金：\3,200 (２ドリンク、おつまみ付)

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

12/29 (水)  18:00開場　18:30開演

いずみホール
JR環状線「大阪城公園」より徒歩３分

入場料 ￥2,000　　※当日座席引換

待谷翠(バイオリン／アイディア講師)　他

出演

門小夜子(クラリネット独奏／アイディア講師)
モーツアルト室内管弦楽団　　門良一（指揮）

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

ベルリオーズ　幻想交響曲　作品１４お祝いをしましょう♪ アイディアで心温まるクリスマスを♪
問合せ先　アイディア

兵庫県立美術館ギャラリー棟１Ｆアトリエ１

１２／２３(木・祝日) 
一部：開場13:00/開演13:30　二部：開場15:30/開演16:00

料金：\1,500（一般）　\500(小・中学生)

演奏曲目　　ビゼー　交響曲　第１番　ハ長調
グノー　「ファウスト」より　バレエ音楽

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

１２／３０（木）   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！

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：\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

１２／１９ (日)  開店 19:00　開演 20:00

ギター、ウクレレ、トランペット、ウインズアンサンブル

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♪

１２／１６（木），１／２０（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

１２／２（木），　１／６（木）　　20:00開演
西宮／ＪＲ「さくら夙川」より徒歩２分  0798-39-1923

Sema & Tama Live at FortwortH
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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 
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日曜３時の音楽会 
特別企画 ”クリスマス音楽会” 

～フェアウェル2010コンサート～ 
”モンゴルにゲルを贈ろう！” 

Xmas Trio Concert !! 

Ｐ．２



アイディア写真館（その１）  月刊アイディア  2010年12月号

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

　◆　第七回　アイディア音楽センター発表会

日時 ２０１０年１１月７日（日）    場所 茨木市立生涯学習センター きらめきホールにて

今年も写真のとおり、多くの参加者に恵まれ、盛大に気持ちよく発表会を終えることができました。　本番ですばらしい演奏
を披露して下さった参加者の皆様、講師の皆様、そして温かいご声援を送ってくださった観客の皆様に心より厚く御礼申し
あげます。　課題や目標は見つかりましたか？　更なるレベルアップを目指して一緒に成長していきましょう！
ここに、参加メンバー全員の写真をひとコマずつ掲載させて頂きました。（講師演奏含まず、順不同）　

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



アイディア写真館（その２）  月刊アイディア  2010年12月号

アイディア写真館（その１） つづき

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

　◆　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

日時 ２０１０年１１月２３日（火・祝）  １６：００～２０：００ 場所 高槻／インディアン・キャンプ

初のこころみだったライブパーティーは、たいへん盛り上がってよかったです！　会場の雰囲気も手伝って、みなさんの
表情はいつもにも増してにこやかに・・・とってもリラックスしたムードで演奏できましたね♪　ライブ終了後に食事が
始まると、みるみるうちに皿が空っぽに！！　みんなよく召し上がりました。　秦さん、ごちそうさまでした！！
参加者の皆さんからは、「また企画してください！」という嬉しい声が上がっています。　練習に励んで、セマスチャンと
その音楽一座のレベルを上げていきましょう♪　　さあ、こんどはいつごろやりましょーか！？
当日の模様を、お一人ひとコマずつ掲載させていただきました。（順不同）　少しでも雰囲気が伝われば幸いです。
他のコースの皆さんも、ぜひライブパーティーをしてみてはいかがですか！！

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。 

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



書道作品展、アイディア音楽教室からのお知らせ（その２）  月刊アイディア  2010年12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

書道教室「すいか畑の仲間たち」は、１２月末をもって生徒数増加による会場移転の為終了いたします。
長らくのご愛顧に感謝いたしますとともに、書道教室の皆様方の益々のご活躍をお祈り申し上げます。

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

１月１６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。

　◆　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 ２９日（水）まで 営業いたします。
年明けは、４日（火）より 平常営業を開始いたします。

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。

応募締切

アンサンブルレッスン（ウインズ編）
１２月２９日（水）

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！

 
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。 

小学六年 福留 ちさと （六段） 一般 稲村 愛子 （初段） 小学六年 廣田 香帆 （七段） 

Ｐ．５


