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新年のご挨拶

 謹んで新年のご挨拶を申し上げます。

 旧年中は、格別のご愛顧ならびにご支援を賜り心より厚く御礼申し上げます。

 お陰様で創業８年目の新年を晴れやかに迎えることができ、新たな目標も芽生えました。
 昨年まで重点的に取り組んできたグループ趣向のレッスンとして、ウインズアンサンブルは
 コアなメンバーさんに熱心に参加していただけるようになりました。
 今年は、弦楽アンサンブルや、管弦楽アンサンブルなどのレッスンを
 ご提案し、新しいご経験を積んで頂けるよう注力してまいります。

 また、会員様のレベルが年々上がってくることに対応するため、
 設備面の充実も図っていきたいと考えています。
 教室運営側の人員の育成とあわせ、皆様に安心して快適に通って
 いただけるよう整備していきたく存じます。

 今年もアイディアでのびのびと音楽に取り組んで頂けるように
 皆さまの憩いの場を精一杯ご提供してまいります。　そして、
 季節折々のイベントで皆さまの晴れ姿を拝見するのが楽しみです。

 本年も何卒よろしくお願い申し上げます。

 末筆ながら皆さま方のご健康とご多幸を心よりお祈り申し上げます。

平成二十三年　元旦   アイディア音楽センター　代表　福田　正昭

無　　料



レッスン予定表 平成２３年１月度
(12月31日現在)

 月刊アイディア  2011年01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 土

2 日

3 月

4 火

ボーカル
6 木 （貸スタジオ） （出張演奏）
7 金 ボーカル ギター
8 土 バイオリン バイオリン、ギター ボイストレーニング、声楽

ギター
チェロ、サックス サックス

10 月

フルート ギター＆ボーカル ホルン
チェロ

声楽、ボーカル ボイストレーニング
ボイストレーニング クラリネット、トロンボーン

13 木 シャドウアート ウクレレ リコーダー オーボエ、リコーダー
14 金 アコーディオン トランペット、ヨガ トランペット、フラ

マリンバ、声楽
ボイストレーニング

ウインズアンサンブル

17 月

18 火 ピアノ ピアノ、トロンボーン

ギター 声楽、バイオリン サックス
ボーカル ボイストレーニング クラリネット

20 木 ウクレレ （出張演奏）
21 金 ギター、ヨガ ギター、フラ
22 土 （貸スタジオ） （出張演奏）
23 日 ピアノ、サックス チェロ、サックス サックス （出張演奏）
24 月

25 火 フルート ピアノ ピアノ、クラリネット
声楽、ボーカル ホルン

ボイストレーニング トロンボーン
27 木 シャドウアート ギター、リコーダー オーボエ、リコーダー
28 金 フルート アコーディオン ヨガ トランペット、フラ

マリンバ、声楽
ボイストレーニング

30 日 ピアノ 休業
31 月

サックス

☆☆☆ レッスンは予約制です。下記以外の日程でも承ります。 ☆☆☆

休業

定休日

9 日
ピアノ

5 水
フルート、ギター

休業

定休日

11 火 ボーカル
バイオリン、ピアノ

オーボエ （貸スタジオ）

12 水 ボイストレーニング

（出張演奏）
クラリネット

定休日

16 日

15 土

定休日

26 水 ボイストレーニング

19 水

定休日

29 土 バイオリン マリンバ

Ｐ．１



ライブ・コンサート情報  月刊アイディア  2011年01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

問合せ先　アイディア 問合せ先　アイディア

料金：\2,500 (１ドリンク付)
♪新春特別ライブ♪　１／２３（日）　20:00開演

料金：\4,000 (２ドリンク、おつまみ付) 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！） セマスチャンが最初に歌い始めたお店での里帰りライブ！

街の灯り ”シティライツ” にて
JR「摂津本山」、阪急「岡本」よりいずれも徒歩３分　078-453-2999

料金：\3,200 (２ドリンク、おつまみ付) 料金：\3,000 (１ドリンク、おつまみ付)

Lee Terrace　阪急「芦屋川」より徒歩５分  0797-35-6063 ♪新春特別ライブ♪ 　１／１６（日）　20:00開演

♪新春特別ライブ♪　１／２２（土）　20:00開演 毎月第３木曜におおくりしている定例ライブです。

Nashville　近鉄「山本」より徒歩２分  072-924-1960

Sema’s Solo Live at Phoenix Bird

１／６（木） ，２／３（木）　20:00開演 梅田／JR「大阪」より徒歩１０分  06-6312-7731

フォートワース　ＪＲ「さくら夙川」より徒歩２分  0798-39-1923 １／２０（木），２／１７（木）　20:00開演

シューマン：交響曲第１番「春」
問合せ先　  西　 080-5331-1978

シベリウス：カレリア組曲、グルーグ：ピアノ協奏曲

谷野裕子（ソプラノ）、下村美穂（アルト）、北浦啓（テノール）
杉山恭史（バス）、リコーダー（秋山滋）、チェンバロ（秋山麻子）

出演

問合せ先　アイディア
ベートーヴェン：交響曲第７番 第１＆４楽章　他

待谷翠（ヴァイオリン／アイディア講師）
相愛オーケストラ

梅田俊明（指揮）、宮下直子（ピアノ）、坂本博子（ピアノ）

１／２２ (土)  開演 17:00

甲東ホール

出演

阪急「甲東園」下車すぐ　アプリ甲東４階
料金：\3,000（一般／当日\500増し）　\1,500(学生)

３／１３(日)  13:00開場　14:00開演

高槻現代劇場大ホール

問合せ先　アイディア

入場料：￥2,000　（全席自由）

曲目

２/１３(日)  13:00開場　13:30開演

門真市民会館　ルミエールホール
京阪「古川橋」下車、南へ徒歩約５分

入場無料

門真市民吹奏楽団

出演

森香織（客演指揮）、鈴木華重子（ピアノ独奏）

入場料：￥500　（全席自由）

紫苑交響楽団

（アイディア会員の新﨑絢加さんがトロンボーンで出演します）
演奏曲目　　ARSENAL(Jan Van der Roost)

南海電鉄「和歌山市」下車、徒歩約20分

２／２５(金)  18:30開場　19:00開演

和歌山県民文化会館大ホール

リコーダー（深田智英／アイディア講師）、バロックチェロ（野田佑子）

ナスカー地上に描かれた遥かなる銀河(八木澤教司) 他H.パーセル：劇音楽「テオドシウス」、オード「偉大な創立者を讃えよ」 他

問合せ先　アイディア
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沙羅の木会和歌山支部創立３０周年記念演奏会 

コンチェルトの夕べ 
紫苑交響楽団 

第１７回定期演奏会 

パーセル・トラヴァース vol.1 
～ はじめの一歩 ～ 

門真市民吹奏楽団 

 第１８回演奏会 

大阪、兵庫 

カ
ン
ト
リ
ー
＆
ウ
エ
ス
タ
ン
 

大阪、兵庫 

★ Sema & Tama Live Schedule ★ 
セマスチャン(Vo&G)、山口玉三郎(G&Pf) 

カ
ン
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ー
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Sema Music Live Schedule 

Ｐ．２



アイディア写真館  月刊アイディア  2011年01月号

アイディア写真館          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。

　◆　『日曜３時の音楽会』 特別企画　”クリスマス音楽会””　を終えて

日時 ２０１０年１２月１９日（日）  １５：００～１６：３０    場所 アイディア３Ｆ多目的会場にて

今年のクリスマス音楽会は、写真の通り多くの参加者で賑わいました。　教室の仲間や出演者のご家族、お友達が見守る中、
１４組（総勢１６名）の出演者が思い思いの選曲でクリスマスムードを盛り上げました。　
今回が初舞台となる人、先生との共演に胸をときめかせた人、友人への追悼の気持ちを込めた人、この日の為に選曲した人、
などなど、さまざまな模様がありました。　この音楽会ならではの身近で気持ちを通わせることのできた幸せなイベントでしたね！
クリスマス音楽会恒例のケーキタイムは、人数の関係で音楽会会場をそのまま利用するかたちに・・・。　　皆さんで助け合って
ほんとうに楽しいクリスマス会となりました。　参加者の皆さんに心から御礼申し上げます。
ここに、参加メンバー全員の写真を掲載させて頂きました。（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、アイディア音楽教室からのお知らせ（その１）  月刊アイディア  2011年01月号

アイディア写真館 つづき

アイディア音楽教室からのお知らせ（その１）

　◆　『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。

みなさん、すてきな演奏を 
 

ありがとうございました♪ 

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



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  2011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

２月の日曜午前１０：００～２時間（日程未定）
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。

２月１６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。

　◆　２０１１年の主な行事予定

◇　春の音楽会

昨年は３月２３日（火）に、平日に集まれる皆様を対象に茨木市立庄栄コミュニティセンターにて実施しました。
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、八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！

◇　第八回　アイディア音楽センター発表会

アイディアの一年は、年間通じて最大の行事である当行事で始まり、終わると言っても過言ではありません。
皆様の日頃の取り組みの締めくくりとして、また新たな課題や目標を見つける機会としてお役立て下さい。

◇　日曜３時の音楽会　 Sunday 3-o’clock Musicale

2005年9月より定期的に行ってきたワンコイン（\500）で参加していただける「Musicale（社交音楽会）」です。　
アイディア内の多目的会場にて、毎週日曜の午後３時～４時まで出演者を募って開催しております。　

◇　クリスマス音楽会

昨年のクリスマス音楽会は当誌の写真館でお伝えしたとおり大盛況でした。　演奏終了後のドリンクとケーキ
のサービスも大変ご好評でした。 今年も多数のご参加をお待ちしています。アイディアで心温まるクリスマスを！

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）
１月３０日（日）

ボイストレーニング・グループレッスン（基礎編）
１月３０日（日）

アイディア音楽センターはお陰様で創業８年目を迎えました。 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。 

Ｐ．５


