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アイディア音楽教室からのお知らせ（その１）
　◆　第五回　『春休み音楽会 in 生涯学習センター きらめき』 のお知らせ

昨年と同様、今年の春の音楽会は平日に集まれる方を対象に開催します。
会場は、１１月の発表会でおなじみ「生涯学習センター」内のスタジオです。
すでに参加を表明して下さっている方が１０名以上いらっしゃいます！
この日はアイディアのスタジオは春休み。皆さんと一緒にスタジオを飛び出して
春のひとときを過ごせるのを楽しみにしています。　是非ご参加下さい！

日時 ２０１１年３月３１日（木）　午後１時～約１．５時間
※会場は土足禁止です。備え付けのすりっぱに履き替えるか上履きを持参下さい。

※当日は本番会場隣の「録音スタジオ」で音出しが可能です。

※現地リハーサルは行いません。

場所 茨木市立生涯学習センター 多目的スタジオにて

内容 アイディア音楽教室の生徒さんおよび講師による音楽会

費用 ￥３，７００（税込）／お一人５分以内
（当日の入場料は無料です）
※参加費のお支払にはレッスンチケットのご利用が可能です。
※演奏時間は５分以内／一人（一組）でお願いします。
※料金には会場費、機材使用料、人件費等が含まれます。
※ソロとグループ両方での出演も可能です。（追加料金不要）

〆切 参加申込は、２月末まで にお済ませ下さい

尚、ピアノ伴奏合わせが必要な方は、３月２９日（火）午後 ＪＲ茨木駅北へ約１．５Km

または、３月２７日（日）午後、アイディアで行います。 阪急茨木市駅よりバスで中央図書館前バス停下車すぐ

※レッスン料又はスタジオ料の他に伴奏料￥１，０５０　が必要です。 ＪＲ茨木駅よりバスで中央図書館前バス停下車すぐ

無　　料

定員70名、ピアノ、音響設備あり



レッスン予定表 平成２３年２月度
(1月31日現在)

 月刊アイディア  2011年02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＆ボーカル
ギター ボーカル

2 水 ギター ウクレレ ギター クラリネット、サックス

3 木 ヨガ （貸スタジオ） （出張演奏）
4 金 ギター、ヨガ ギター、フラ
5 土 フルート ヨガ
6 日 ピアノ （貸スタジオ） 休業
7 月

ボーカル バイオリン ホルン

ギター ボーカル、トロンボーン

トランペット
ギター、ウクレレ
アコーディオン ウクレレ オーボエ、ボーカル

11 金

12 土 バイオリン （貸スタジオ） マリンバ、ボイストレーニング

チェロ、サックス
14 月

ボーカル トロンボーン

ギター クラリネット
17 木 ウクレレ ギター、バイオリン （出張演奏）
18 金 ヨガ フラ
19 土 オーボエ、バイオリン ギター ボイストレーニング、声楽 （出張演奏）
20 日

21 月

ホルン、トロンボーン

ボーカル ギター サックス、クラリネット

24 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

25 金 アコーディオン ギター、ヨガ トランペット、ボーカル

26 土 バイオリン （貸スタジオ）
ピアノ、サックス

ウインズアンサンブル

28 月

☆☆☆ レッスンは予約制です。下記以外の日程でも承ります。 ☆☆☆

1 火 チェロ
バイオリン、ピアノ

ギター

定休日

8 火 フルート
ピアノ

10 木 シャドウアート
リコーダー

9 水
ボイストレーニング、声楽

定休日

13 日
フルート、クラリネット

サックス 休業

定休日　　★★★　グランドピアノ導入　★★★

15 火 ギター
ピアノ

ピアノ
定休日

16 水
ボイストレーニング、声楽

23 水
ボイストレーニング、声楽

22 火
バイオリン

定休日

マリンバ

27 日 サックス （出張演奏）

Ｐ．１



ライブ・コンサート情報  月刊アイディア  2011年02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) 料金：\2,000 (１ドリンク、おつまみ付)

２／１７（木），３／１７（木）　　20:00開演 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
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 ここは、マスターが２０代の頃入り浸っていたお店です
月替りでアーティストを特集中！　飛び入り歓迎♪ 大マスターのブロンソン小林と共に歓迎しますよ♪

料金：\3,200 (２ドリンク、おつまみ付) 街の灯り ”シティライツ” にて
Sema’s Solo Live at Phoenix Bird JR「摂津本山」、阪急「岡本」よりいずれも徒歩３分　078-453-2999

梅田／JR「大阪」より徒歩１０分  06-6312-7731 ２／２７ (日)  開店 19:00　開演 20:00

西宮／ＪＲ「さくら夙川」より徒歩２分  0798-39-1923 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！
２／３（木），　３／３（木）　　20:00開演 料金：\4,000 (２ドリンク、おつまみ付) 

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 当月刊誌の読者割引有り！（通常の\1,000オフ！）

Sema & Tama Live at FortwortH 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

シューベルト：岩上の羊飼い、ショーソン：蝶々　他
問合せ先　アイディア問合せ先　アイディア

プッチーニ：歌劇「トゥーランドット」より　他

Country & Jazz Solo Live at Lee Terrace
阪急「芦屋川」より徒歩５分  0797-35-6063

２／１９（土）   開店 19:00　開演 20:30

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

演奏曲目

門真市民吹奏楽団
（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）

出演　　早稲田摂陵高等学校ウィンドバンド

スパーク：祝典のための音楽、
曲目

阪急少年音楽隊　阪急商業学園　他

ピア・ジュリアン
神戸市中央区加納町４－３－２　近藤ビル９Ｆ

問合せ先　アイディア

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

出演　　　相愛オーケストラ

京阪「古川橋」下車、南へ徒歩約５分

入場無料
出演

和泉真子（ピアノ／アイディア講師）

２／２５(金)  18:30開場　19:00開演

和歌山県民文化会館大ホール
南海電鉄「和歌山市」下車、徒歩約20分

入場料：￥2,000　（全席自由）

梅田俊明（指揮）、宮下直子（ピアノ）、坂本博子（ピアノ）

チャージ　￥１，０５０　（ﾌｰﾄﾞ、ﾄﾞﾘﾝｸ別途）

植田祐佳（ソプラノ）、高橋由有子（クラリネット）

ザ・シンフォニーホール

２／１９(土)  
昼の部 14:00開演　夜の部18:00開演

演奏曲目　　ARSENAL(Jan Van der Roost)
ナスカー地上に描かれた遥かなる銀河(八木澤教司) 他

入場料：￥1,000

問合せ先　アイディア

出演者

藤原昌太郎（チェロ／アイディア講師）
待谷翠（ヴァイオリン／アイディア講師）

ベートーヴェン：交響曲第７番 第１＆４楽章　他

阪急「三宮」より４２ｍ　　078-391-8081

２／２２（火）  ①19:30～　②21:00～
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Sema Music Live Schedule 

門真市民吹奏楽団 

 第１８回演奏会 

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 

早稲田摂陵高等学校ウィンドバンド 

第５２回定期演奏会 
ピア・ジュリアン ナイトライブ 

Ｐ．２



アイディア音楽センターからのお知らせ  月刊アイディア  2011年02月号

アイディア音楽センターからのお知らせ

　◆　グランドピアノ導入のお知らせ

８年目を迎えたいま、音楽教室の皆様の技術レベルの向上、その熱心に取り組んでいらっしゃる姿は、私どもが向う先
への道しるべとなり、「グランドピアノ」 の導入という方針に辿り着きました。　
今後は、「グランドピアノ」 を備えた総合音楽教室・貸しスタジオとして付加価値の高いサービスをご提供してまいります。
そして、ゆとりある教室とスタジオの運営に繋げていくことができればと考えております。

レッスンはもちろん、発表会やコンサート前のピアノ伴奏合わせも、より本番に近い環境で行なえますね！
ピアノ個人練習のお客様からは、兼ねてから「グランドピアノ」は置いていないのか？　という旨のお問い合わせが多く
その度にお断りしてきましたが、今後はそのようなお客様のニーズにもお応えしていきます。

下表はグランドピアノ導入後の施設概要・料金システムです。　

変更ポイント

１）　貸しスタジオは会員制をとっていませんでしたが、グランドピアノをご利用になる場合、会員登録して頂きます。
　毎月最初のご利用日に 月会費\500 を申し受けます。　ご利用のない月は無料です。
　ただし、音楽教室の会員様は月会費のご負担は不要です。

２）　アップライトピアノは［Ａスタジオ］から［Ｂスタジオ］に移動。　電子ピアノは、［Ｄスタジオ］に常設。
　３Ｆの［Ｄスタジオ］に電子ピアノを常設することにより、レッスン会場として本稼動させます。

３）　［Ｂスタジオ］と［Ｄスタジオ］の使用料は基本的に従来通りですが、土曜・日曜の料金は平日夜間と同じになります。

４）　ギャラリーの貸し出しは終了し、ギターやウクレレのレッスンで使用するほか待合場所として利用して頂きます。

アイディアは、「より良いサービス」、「付加価値の高いサービス」 を
ご提供するため新たな進化を遂げました！

２月１５日（火） の営業より、"グランドピアノ" が導入されます！

貸しスタジオ・料金規定 (平成23年2月15日適用）　

個人練習 グループ

グランドピアノ 9:30-18:00 \800/45分 + \400/15分 \1200/45分 + \600/15分

18:00-21:30

土曜 9:30-21:30

日曜 9:30-18:00

アップライトピアノ
9:30-18:00

\500/60分 + \250/15分

\400/60分 + \200/15分
（ピアノを使用しない場合）

\1000/60分 + \500/15分

\800/60分 + \400/15分
（ピアノを使用しない場合）

18:00-21:30

土曜 9:30-21:30

日曜 9:30-18:00

電子ピアノ
平日 9:30-21:30 \1600／60分 + \800／30分

（営利目的の場合５割増し）

土曜 9:30-21:30

日曜 9:30-18:30

※上記は、空調使用料、および設備使用料込みの価格です。

※一般のお客様（アイディア音楽教室の会員様以外）で、グランドピアノをご利用になる場合は会員登録が必要です。　（ 月会費\500[税込] ）

※Ａスタジオをグループでご利用になる場合は、会員登録を済ませた方が最低１名必要です。

\1800／60分 + \900／30分
（営利目的の場合５割増し）

平日

平日

Ｂスタジオに準ずる

\500/45分 + \250/15分

\400/45分 + \200/15分
（ピアノを使用しない場合）

\1000/45分 + \500/15分

\800/45分 + \400/15分
（ピアノを使用しない場合）

[ Ｂスタジオ ]

防音室

壁一面鏡張り
ギターアンプ
ベースアンプ

ピアノ
料   金　［税込］

\800/30分 + \400/15分 \1200/30分 + \600/15分

曜日
区分

時間帯

3F

[ Ｄスタジオ ]

非防音

大型ミラー
ホワイトボード

長机、椅子

約
24畳

ﾌﾛｱ 部屋区分／設備 広さ

4F

約
5.5畳

約
5.5畳

[ Ａスタジオ]

防音室

Ｐ．３



おとなの作品展、グランドピアノ豆知識  月刊アイディア  2011年02月号

おとなの作品展
アイディアの関係者の皆様の作品をご紹介するコーナーです。　

展覧会名 樹の会

会期期間 ３月１０日（木）～１５日

場所 阪急ロサヴィア２階  茨木市立ギャラリー

茨木絵画研究所（稲垣直樹先生）のアトリエに通う方たちの個性豊かな力作が揃って展示されます。
近くにお越しの際は、ぜひお立ち寄りください。

アイディアでは、おとなの作品を募集しています。　どしどし応募して下さい！　次回もお楽しみに♪　

グランドピアノ豆知識

□グランドピアノ豆知識　〔グランドピアノの特徴をアップライトピアノと比較して知りましょう〕

■ グランドピアノの歴史の方が古いのです！

グランドピアノは１８世紀に発祥しました。　１９世紀になってから、
よりコンパクトに安価なピアノとして開発されたのがアップライトです。

■ トリルなど、細かな連打が思うままに！

アップライトのスペックでは、一秒間に約７回の連打が可能ですが、
グランドの場合、一秒間に約１４回もの連打が可能です。
これは、鍵盤を完全に上まで戻さなくても連打が出来るからです。

■ ペダルの役割が違います

音を弱く（ソフトに）する
音量を下げる
鍵盤から指を離しても弦が長く振動を続ける
鍵盤が右にずれて音量・音色が変化する
直前に押した鍵盤の音だけに余韻が残る
鍵盤から指を離しても弦が長く振動を続ける

アップライト
左
中
右

グランド
左
中
右

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02月号

アイディア音楽教室からのお知らせ（その２）

　◆　インフルエンザ（新型・季節性）への対応について （アイディア音楽教室の特別規定；平成21年10月より適用）

今年もインフルエンザが流行しています。　アイディアでは、一昨年よりインフルエンザ感染時の特別規定を設け、
これに対応してまいりました。　ご一読いただき、感染時は規定にもとづいて対応をお願いいたします。
（以下、本文）
インフルエンザに生徒さんご本人が感染した場合、もしくはお子様が感染して付き添いが必要になった場合は、
振替レッスンを行いますので、事務局までご連絡下さい。　ご予約日の２日前までにご連絡をして頂ければ
無償にて振替レッスンを行います。　ご予約日当日及び前日のキャンセル・変更は通常受け付けておりませんが、
インフルエンザの場合は例外とし、レッスン料の半額の手数料にて振替レッスンを承ります。
学級閉鎖などにより自宅待機を命じられた場合もこれに準ずるものとします。
講師が感染した場合はレッスンを休講とし、教室の責任において振替レッスンを行います。
アイディアでは、ウイルス感染の防止のため空気清浄機の稼動やアルコール消毒などを徹底し、安心して利用して
いただける環境をご提供してまいります。　皆さまも、教室ご利用の前後は手洗いとうがいの習慣をつけましょう。
関係者の皆さまには、この難局を乗り越えるためご理解とご協力を賜れますよう、何卒よろしくお願い致します。

　◆　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

３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。

　◆　ピアノ教室レッスン生募集！

新たに導入する「グランドピアノ」で和泉真子先生のピアノレッスンを受けませんか！　　
レッスン料は従来のままご利用いただけます。　　お知り合いにも是非お声をかけてあげて下さい！　

開講日 水曜午後～夜間　および　日曜午前～午後
月謝制（月３回） ￥５，８８０ （税込）／３０分、　￥７，９８０ （税込）／４５分，　￥９，４５０ （税込）／６０分

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）
２月２７日（日）

ボイストレーニング・グループレッスン（基礎編）
２月１０日（木）

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


