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トップ・ニュース

　◆　『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

昨年のクリスマス音楽会は多くの参加者に恵まれました♪
今年は、クリスマス当日の午後３時からアイディアで開催します！
皆さんで演奏のプレゼントを交換しましょう♪　演奏終了後の
ドリンクとケーキは、マスターからのささやかなプレゼントで～す！
今年も多数のご参加をお待ちしています！！

【日時】 １２月２５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

　◆　貸しスタジオの料金システムを改定し、更にご利用して頂き易くなりました

【改定内容】

１．グランドピアノをご利用いただく場合の、非会員価格を追加しました。
　　非会員様は、月会費(\500)のご負担が不要で、一回毎の基本料金が\300増しとなります。
　　ただし、アイディア音楽教室の会員様は月会費のご負担は不要で、いつでも会員価格でご利用可能です。

２．アップライトを備えた「Ｂスタジオ」を個人練習でご利用いただく場合の、非会員価格を追加しました。
　　非会員様は、回数チケットの購入が不要で、一回毎の基本料金が\200増しとなります。
　　ただし、アイディア音楽教室の会員様は回数チケットのご購入は不要で、いつでも会員価格でご利用可能です。

３．小学生以下の個人練習の付き添いは、入室人数に含まない事としました。

詳しくは、ホームページの貸しスタジオ料金規定もしくは、アイディア備え付けの料金表をご覧下さい。

無　　料



レッスン予定表 平成２３年１１月度
(11月1日現在)

 月刊アイディア  2011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～

ホルン
2 水 ギター ギター、ヨガ
3 木 （出張演奏）
4 金 （貸スタジオ） ヨガ ギター
5 土

6 日

7 月

8 火 ボーカル、ギター バイオリン ギター、クラリネット
ギター、声楽

フルート トロンボーン
10 木 シャドウアート、ギター アコーディオン リコーダー オーボエ、ボーカル
11 金 ヨガ トランペット、ギター
12 土 ギター （貸スタジオ） ギター、声楽

ピアノ

14 月

15 火 チェロ、ボーカル
16 水 チェロ
17 木 （貸スタジオ） （出張演奏）

ヨガ ホルン、トロンボーン

オーボエ ボーカル
ピアノ、クラリネット ピアノ
ウインズアンサンブル サックス

21 月

22 火 フルート
23 水

24 木 シャドウアート アコーディオン バイオリン、リコーダー オーボエ
25 金 ヨガ （出張演奏）
26 土

フルート

28 月

クラリネット

フルート、サックス サックス

声楽
定休日

バイオリン マリンバ

☆☆☆ 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
ピアノ、バイオリン、フルート

13 日 休業
サックス

第八回音楽発表会
定休日

9 水
声楽

定休日
ピアノ、バイオリン

サックス

18 金
トランペット

休業

定休日
バイオリン

定休日

19 土
バイオリン

20 日

ボイストレーニング、声楽、マリンバ

27 日
チェロ

（出張演奏）
サックス

30 水 チェロ
声楽、ボイストレーニング

定休日

29 火 ボーカル
ピアノ

Ｐ．１



ライブ・コンサート情報  月刊アイディア  2011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。

ワンノートサンバ（ｱﾝﾄﾆｵ・ｶﾙﾛｽ・ｼﾞｮﾋﾞﾝ）　他

１１／１９(土)  17:30開場　18:00開演
タケヤマホール

阪堺電車 「あびこ道」 下車

１１／３０(水)  17:30開場　18:30開演

ザ・シンフォニーホール
JR環状線「福島」下車、北へ徒歩約７分

出演者
リコーダー　秋山滋、平尾清治、深田智英（アイディア講師）

ピアノ　秋山麻子、　ベース　木村知之
曲目　ヴォカリーズ（ラフマニノフ）、スラブ舞曲第８番（ドヴォルザーク）

問合せ先　アイディア

１１／１３(日)  14:00開場　14:30開演 １２／１１(日)  13:30開場　14:00開演

演奏曲目

一般 ￥2,000　学生 ￥1,500
〔全席当日座席交換〕　※未就学児童入場不可

OSAKA UNIVERSITY OF ARTS SPECIAL CONCERT
待谷翠（バイオリン／アイディア講師）

問合せ先　アイディア

料金　￥2,500

出演　　モーツァルト室内管弦楽団

高嶋優羽（ソプラノ）、西垣俊朗（テノール）、山田愛子（アルト）

一般 \3,300(3,500)　学生 \1,800(2,000)　中高生 \800(1,000)

神戸朝日ホール いずみホール　環状線「大阪城公園」より徒歩３分

門良一（指揮）、門小夜子(クラリネット／アイディア講師)、

一般 ￥5,000 (指定席)　学生 ￥1,000ＪＲ「元町」より徒歩約８分

ショスタコーヴィチ／交響曲第5番 他

モーツァルト／《魔笛》K.620 序曲、レクイエム 二短調 K.626 他

問合せ先　アイディア問合せ先　アイディア
待谷翠（バイオリン／アイディア講師）

演奏曲目

小学生 \500(500)　親子ペア \3,500(3,800)  ( )内は当日料金

大阪ハインリッヒ・シュッツ室内合唱団
当間修一（指揮）、シンフォニア・コレギウム　OSAKA

出演者
田中勉（バス）、モーツァルト記念合唱団

Country Music Band Live at "Lee Terrace"

１１／３（木）18:00開演、１２／１（木）20:00開演　

阪急「芦屋川」より徒歩５分  0797-35-6063

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

１１／２５（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：\2,000 (１ドリンク付)

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

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♪

１１／２７ (日)  開店 19:00　開演 20:30
通算１３回目となる八尾でのライブです♪

料金：\3,000 (１ドリンク、おつまみ付)

八尾／近鉄「山本」より南へ徒歩２分  072-924-1960

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

料金：\4,000 (２ドリンク、おつまみ付、読者割引有り) 

月替りでアーティストを特集中！　飛び入り歓迎♪

Sema's Solo Live at Nashville

梅田／JR「大阪」より徒歩１０分  06-6312-7731

昨年から奇数月に出演させて頂いています！
１１／１７（木），１２／１５（木）　20:00開演
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Sema Music Live Schedule 

Anrieu Recorder Festival 

モーツァルト室内管弦楽団 
第１４４回定期演奏会 

大阪コレギウム・ムジクム 
神戸公演 Vol.5 <音楽の贈り物>  

大阪芸術大学特別演奏会 

Ｐ．２



アイディア写真館（その１）  月刊アイディア  2011年11月号

第二回ライブパーティーを終えて（その１）
　◆　セマスチャンとそのレッスン生による第二回ライブパーティー

日時 ２０１１年１０月１０日（月・祝）  １５：００～１９：３０ 場所 芦屋／リー･テラス 

「ライブ・パーティー」は、アイディアの新しいかたちの音楽会として昨年から始まりました。　他の音楽会に比べ型にはまらず、
時間にしばられず、のびのびと演奏していただきたいという思いから企画したイベントなんですよ♪

今回は、アイディアのマスター（＝セマスチャン）が毎月バンドでライブ出演している場所を借り切って行いました！
昨年よりも多い参加者による熱のこもった演奏は、明るい時間から日が暮れるまで長時間に亘って盛り上がりましたネ！
ほんと～に、お疲れ様でした m( __ __ )m 
ライブ・パーティーの狙いどおり、ソロから合奏に至るまで色々なバリエーションが楽しめたことは今回の大きな成果です。
参加してくれたレッスン生の皆さんをはじめ、マスターのバンド仲間や、一般参加の皆さん、ありがとうございました！

ライブの終了予定時刻を１時間ほど超過したところで「涙そうそう」を全員で合奏。　そしてリー･テラスのママさんの用意して
くれたオードブルで懇親会が始まりました。　カウンターでは、何やらホステスに変身しているような参加者も・・・？
楽しい会話はエンドレスで続きそうでしたね！　ママ特製の名物おでんは、前夜から泊り込みで用意してくれたそうです。
ママさん、お世話になりありがとうございました！

ここに、全ての演奏者の写真を発表順に掲載させて頂きました。　来年もライブ・パーティーしましょうネ！

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  2011年11月号

第二回ライブパーティーを終えて（その２）

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



一回完結型レッスン  月刊アイディア  2011年11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。

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。　

貸しスタジオのご紹介

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

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

 
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


