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トップ・ニュース

　◆　第八回　アイディア音楽センター発表会に関するお知らせ

１１月６日(日)の発表会に向けて、発表者の皆様のご準備は順調に進んでいらっしゃいますでしょうか？
なお、本番当日は市民会館に隣接する福祉文化会館内のアップライトピアノを備えた部屋をご用意しました。
音出し可能な時間帯およびリハーサルの場所と時間割については、個別に事務局にお問い合わせ下さい。
下表は、ピアノ伴奏合わせ、リハーサルのおおまかな割り振りです。　ご確認をお願い致します。

※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。

　◆　ジャズヴィブラフォン (Jazz Vibraphone) 教室開講のお知らせ

マリンバ教室でお馴染みの、今田香織先生による「ジャズヴィブラフォン教室」
を開講いたします。　今田先生は、クラシック以外にヴィブラフォン奏者として、
ボサノヴァライブ等、幅広い活動を展開していらっしゃいます。
ヴィブラフォンがマリンバと大きく異なる機能は、共鳴パイプの上にファンが電気
モーターによって廻っており、それによって音のふるえを起こし、この楽器特有な
甘い音色を出すところです。  楽器の名称は、音のふるえ（ヴィブラート）から
来ています。　ご興味のある方は、是非お気軽にお問い合わせ下さい。

 １０月３０日（日）
 13:30～15:00

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）、声楽

無　　料

日 程 場 所 実 施 内 容 対 象

 バイオリン（子供）、声楽、
 フルート、ホルン

 １１月１日（火）
 夕方～夜間

アイディア
ピアノ伴奏合わせ
ピアノ（和泉先生）

 １０月３０日（日）
 15:00～18:00

アイディア
ピアノ伴奏合わせ
ピアノ（夏目先生）

 トロンボーン、サックス、
 フルート、声楽

 １１月６日（日）
 13:00～20:30

福祉文化会館
３０２号室

当日リハーサル
および、音出し

 全ての発表者

 １１月６日（日）
 13:30～16:00

ドリームホール 当日リハーサル
 ピアノ発表者および
 ピアノ伴奏有りの発表者を優先

HALLOWEEN ! 
今年もアイディアの受付で 

おともだちと一緒に 
待ってまーす♪ 



レッスン予定表 平成２３年１０月度
(9月30日現在)

 月刊アイディア  2011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～

声楽、ボイストレーニング

2 日 ピアノ、クラリネット ピアノ （貸スタジオ） 休業
3 月

4 火 ボーカル ボーカル、ウクレレ ピアノ ピアノ、ギター、ボーカル

5 水 チェロ、トロンボーン
6 木 ヨガ ギター・ウクレレ合奏 フルート （出張演奏）

ギター＆ボーカル ボーカル
ヨガ

8 土 フルート （貸スタジオ） ギター、ヨガ

サックス チェロ、サックス
10 月

クラリネット、ホルン
12 水 サックス
13 木 シャドウアート ウクレレ、アコーディオン バイオリン オーボエ
14 金 ヨガ ギター
15 土

16 日 休業
17 月

ボーカル
19 水 トロンボーン
20 木 （貸スタジオ） （出張演奏）

ギター トランペット
ヨガ ギター、トロンボーン

オーボエ ボイストレーニング

チェロ
24 月

クラリネット、ホルン
26 水 フルート、声楽
27 木 シャドウアート ウクレレ、アコーディオン リコーダー オーボエ
28 金 ヨガ （出張演奏）
29 土 （貸スタジオ） トランペット

ピアノ
ウインズアンサンブル ピアノ、フルート

31 月 定休日

声楽、ボイストレーニング、サックス

30 日
発表会ピアノ伴奏あわせ

休業

25 火 ボーカル
ピアノ、バイオリン

23 日
ピアノ、サックス

サックス

22 土
バイオリン マリンバ

（出張演奏）

定休日

ウインズアンサンブル
定休日

ピアノ、バイオリン

ボイストレーニング、声楽

21 金

18 火 チェロ ギター＆ボーカル

ライブパーティー（芦屋／リー・テラス）

11 火
バイオリン

（貸スタジオ）
（貸スタジオ）

定休日

声楽

7 金
フルート

9 日
ピアノ、バイオリン

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。 ☆☆☆

1 土 ギター （貸スタジオ）
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。

月替りでアーティストを特集中！　飛び入り歓迎♪

街の灯り ”シティライツ” にて

梅田／JR「大阪」より徒歩１０分  06-6312-7731

ここは、マスターが２０代の頃入り浸っていたお店です
１０／２０（木），１１／１７（木）　20:00開演

料金：\2,000 (１ドリンク、おつまみ付)

西宮／ＪＲ「さくら夙川」より徒歩２分  0798-39-1923

料金：\3,200 (２ドリンク、おつまみ付)

Sema’s Solo Live at Phoenix Bird

大マスターのブロンソン小林と共に歓迎しますよ♪

１０／２３ (日)  開店 19:00　開演 20:00

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

料金：\3,000 (１ドリンク、おつまみ付)

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

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

１０／２８（金）　　　
開店 19:00　開演 20:30 

Sema & Tama Live at FortwortH 出演             

KENWORTH (ｹﾝﾜｰｽ) 
10年ぶりに再結成したバンドの熱い演奏を毎月お届けします♪

料金：\4,000 (２ドリンク、おつまみ付、読者割引有り) 

曲目　ベートーベン／序曲 コリオラン Op.62  他
問合せ先　アイディア問合せ先　アイディア

カッチーニ／アマリッリ麗し、ジョルダーニ／カロミオベン　他

Country Music Band Live at "Lee Terrace"

１０／６（木）20:00開演，　１１／３（木）18:00開演

阪急「芦屋川」より徒歩５分  0797-35-6063

待谷翠（バイオリン／アイディア講師）、女声合唱団「ゆい」

出演者　　田中郷子（ソプラノ／アイディア講師）

曲目　ヘンデル／『９つのドイツアリア』より、
秋山裕子（チェンバロ）、西村喜子（ヴィオラ・ダ・ガンバ）
藤田隆（リコーダー）、平井誠（バロック ヴァイオリン）

出演　　　シンフォニア・コレギウム　OSAKA

ＪＲ大阪環状線 「大阪城公園」 より徒歩約３分

学生 \1,800(当日\2,000)　高校生以下 \800(当日\1,000)

入場料　\2,500　（全席自由）

ホテルオークラ神戸　チャペル １０／２３(日)  14:30開場　15:00開演

S \5,000　A \4,000　B \3,000  C \2,000

いずみホールＪＲ 「元町」 東口から南へ徒歩約１０分

１０／２１(金)  18:30開場　19:00開演

入場料　￥２，５００　（全席自由）
出演　釜崎禎（ピアノ独奏）、アンサンブル　リーブス

稲葉ひろき（ヴァイオリン）、ピアノ（小櫻尚子）、
藤原昌太郎（チェロ／アイディア講師）、他多数

チケット／￥2,500　当日／\3,000　

１０／２８(金)  18:00開場　18:30開演

ムラマツリサイタルホール新大阪
地下鉄御堂筋線「新大阪」4番出口より徒歩８分

演奏曲目
メンデルスゾーン　ピアノ三重奏曲　第１番　二短調　Op.49　他

問合せ先　アイディア

曲目　J=M.ﾙｸﾚｰﾙ：ｿﾅﾀ ﾄ長調、P.ﾋﾝﾃﾞﾐｯﾄ：ｿﾅﾀ
T.ﾍﾞｰﾑ：ｸﾞﾗﾝﾄﾞ･ﾎﾞﾛﾈｰｽﾞ作品16 他

問合せ先　アイディア

出演者
福原彩乃（フルート／アイディア講師）

蒲生祥子（ピアノ）

１０／１５(土)  15:30開場　16:00開演
ムラマツ リサイタル ホール 新大阪

地下鉄御堂筋線 「新大阪」 ４番出口から歩道橋へ。徒歩約８分
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Sema Music Live Schedule 

秋のバロック in Chapel 

Flute Recital  福原 彩乃 
はっぱのこんさーとvol.8 

Piano Solo & Ensemble 

大阪コレギウム・ムジクム第60回定期演奏会 

管・弦・声その魅力のすべて 
～古典の香り、ロマンの香り～ 

Ｐ．２



100レッスン達成　ライブパーティーのお知らせ  月刊アイディア  2011年10月号

『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。

第二回ライブパーティーのお知らせ

Ｓｅｍａ（アイディアのマスター）と、その生徒さんによるライブを行います！　生徒さんたち個人のレベルアップはもちろん、
生徒さん同士のコラボや全員での合奏など、新しい流れが生まれてきたことも嬉しいですネ♪　今回は、マスターの
バンド仲間や一般のお客様の参加も予定しています！　セマ音楽一座・・・芦屋で盛り上がってきます！

日時 ２０１１年１０月１０日（月・祝） １５：００～１７：３０

場所 芦屋／ミュージック・カフェ＆バー 「リー・テラス」
芦屋市川西町２－３７　芦屋サウザンドビル３０１号室
℡ 0797-35-6063
阪神「芦屋」より徒歩約５分、阪急「芦屋川」より徒歩約７分
ＪＲ「芦屋」より徒歩約１０分
サウザンドビル１Ｆに駐車場有り

プログラム概要 出演者数内訳：生徒１０名、ゲスト：２名、講師１名

Vo(Chieko.Y、Hiroko.H)　It Wasn't God Who Made Honky Tonk Angels  ; G(Sema) , Steel G(Mitzo)

G&Vo（Miho.K）　The Road Song , I'm Only Human  ; Bass(Sema)

G&Vo（Nobuyo.S）　This Masquerade ; G(Sema)

Vo(Kyoko.I)　Fly Me To The Moon  ; G(Sema)  , The Nearness Of You ; G&Vo(Sema)

G&Vo（Yasuo.M)　True Love  , 粉雪  ; G(Sema)

Ukulele&Vo（Yoshiko.M)　アロハ・オエ , 知床旅情  ; G(Sema)

Ukulele&Vo（Hiroko.A)　別れの朝 ; G(Sema)  , 恋におちて ; G(Sema)

Vo(Chieko.Y)　Once A Day ; G&Vo(Sema)  , Two More Bottles Of Wine  ; G&Vo(Sema)

Vo(Hiroko.H)　Faded Love ; G(Sema)  , Hello Mary Lou ; G(Sema)

Vo(Kyoko.I) , G&Vo(Miho.k)　Loving You
G&Vo（Nobuyo.S）, Vo(Keiko.K)　Time After Time  , 空も飛べるはず
G&Vo（Nobuyo.S）, Vo(Ryoko.N)　　I Love You  ; Vo(Sema)  , 糸
G&Vo（Kensyo.S）　ほほにかかる涙 , ジャンバラヤ ; G(Sema)

全員で合奏　涙そうそう

№

9
10

12

3
4
5
6

演　奏　内　容
G&Vo（Sema）, Steel G(Mitzo)　Take It Easy , The Songs We Loved , Now And Forever ; G&Vo(Miho.K)

14
15

7
8

11

1
2

13

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



発表会のお知らせ  月刊アイディア  2011年10月号

第八回　アイディア音楽センター発表会のお知らせ

アイディアの発表会の歴史は、今回の会場である「ドリームホール」から始まりました。　その懐かしい場所で教室の
皆様と発表会を開催できることは大きな喜びです。　発表会に臨んで、またひとつハードルを飛び越えていかれる
発表者の皆様。　その瞬間を分かち合えることは、わたくしどもにとってどれたけ励みになることか計り知れません。
生徒さんの発表を講師が支え、講師の模範演奏を聴いて次の目標を見出して頂くというスタイルは、アイディアの
伝統といえます。　発表者の皆さんはもちろん、運営に協力して下さる先生方にも、心から感謝申し上げます。
当日のプログラム概要を掲載しました。　皆様のご来場をお待ち申し上げております！

日時 ２０１１年１１月６日（日）

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

料金 入場無料（全席自由）

場所 茨木市市民会館/ドリームホールにて
阪急茨木市駅、ＪＲ茨木駅からいずれも徒歩約８分

駐車場  市営中央公園地下駐車場（有料）の利用となります。

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２５名、講師・伴奏１１名

№
開会のご挨拶 －

こどものピアノ（４名） －
ピアノ（２名） －
こどものバイオリン（２名） ピアノ
バイオリン（１名） ピアノ
声楽（２名） ピアノ
ホルン（１名） ピアノ
フルート（４名） ピアノ

－
フルート・アンサンブル（３名１組） －
声楽（講師） ピアノ

リコーダー（１名） －
オーボエ（１名） オーボエ（講師）
声楽（２名１組） ピアノ
トロンボーン（１名）
サックス（１名） ピアノ
サックス（２名） CD

閉会のご挨拶 －31

23

26

29

開始時刻 発表内容
16:30

～　第１部　～

伴奏
1

2～5

8～9

20:00

19:00

19:30

～　第２部　～

11～12

14～17

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）

カルテット（講師）　<詳細未定>

19

－

18 18:00

13

6～7 17:00

10
17:30

ピアノ、トロンボーン、フルートのファミリーアンサンブル

ピアノ、トロンボーン（講師）

24

21

22

25

講師演奏　<詳細未定>

20

30

27～28

（ドリームホール） 

Ｐ．４



一回完結型レッスン  月刊アイディア  2011年10月号

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／頻度
担当講師 費用（税込）
レッスン概要

月１回・日曜午前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　　※定員４名以上
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。

月３回・水曜（５０分間）
田中郷子先生（アイディア・声楽講師） ￥２，３１０　　※定員２～３名
「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を声楽の
専門家が解決いたします。　２～３名様でお誘いあわせの上ご予約下さい。

月１回・曜日未定（３０分間／お一人あたり）
アイディアのチェロ、ヴィオラ、ヴァイオリン講師 ￥５，０４０　　※定員３名以上
チェロ、ヴィオラ、ヴァイオリンを基本に、ヴァイオリン、フルート、オーボエなどの奏者がファーストを務める四重奏の
レッスンです。講師の中に何名かの生徒さんが一人ずつ入れ替わりで加わるかたちのグループレッスンです。

月１回・平日午前（５０分間）
今田孝一先生（アイディア・トロンボーン講師） ￥２，３１０　　※定員３名以上
バス・トロンボーン講師を中心に、金管から木管まで様々なブラスご経験者がアンサンブルに加わるレッスンです。
平日の午前中に毎月継続的に参加できる方を歓迎します。

カルテット・レッスン 毎月末に翌月分
締め切り

ブラス・アンサンブルレッスン（平日コース） 毎月末に翌月分
締め切り

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。

アイディア音楽センターはお陰様で創業８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。　

応募締切

アンサンブルレッスン（ウインズ編） 毎月末に翌月分
締め切り

ボイストレーニング・グループレッスン 毎月末に翌月分
締め切り

貸しスタジオのご紹介

 
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 
ジャズヴィブラフォン 

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。 

Ａスタジオ 
〔ピアノ防音室約５．５畳〕 

個人練習￥８００～ 
１グループ￥１，２００～  

Ｂスタジオ 
〔防音室約５．５畳〕 

個人練習￥４００～ 
１グループ￥８００～  

Ｄスタジオ 
〔多目的会場約２４畳〕 

個人練習￥４００～ 
１グループ￥１，６００～   

Ｐ．５


