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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。

昨年は３・１１東日本大震災以降、日本中が哀しみと不安で被われた年でした。　
多方面で影響の出る中、私共への変わらぬご支援とご愛顧を賜りましたことに、心より厚く御礼申し上げます。
アイディアでは、５月の連休中に震災チャリティー音楽会を開催し、多くの関係者の皆さまのご参加を得ました。
皆様のご協力に感謝し、被災者の皆さまが一日でも早く幸せな日々を取り戻されますことを願ってやみません。

今年も皆さまとの絆をより大切にして、心にゆとりを感じられる空間と時間を御提供していければ幸いです。
日々の教室と四季折々のイベントを充実させるため、是非とも皆さまのご経験や智恵を拝借させてください！
そして、アイディアならではのレッスンやイベントを企画していければ．．．と、想いをめぐらせております。　たとえば、
関係者で実行委員会をつくり、広く一般の方々に来場していただけるコンサートを企画して、会員様や講師の
皆さまに出演していただくというのはいかがでしょう・・・！？　どんどんアイディアを膨らませていきましょう♪　

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。

平成二十四年　元旦   アイディア音楽センター　代表　福田　正昭

トップ・ニュース

　◆　春の音楽会を企画中です！

毎年恒例の春の音楽会を今年も開催いたします。 より多くの方のご参加を得て、お喜び頂ける
イベントにしたいと考えております。　 ご参考までに、過去の開催実績を掲載いたしました。
今月中には詳細を決めて、２月から募集を開始しますので、ご意見・ご希望をお寄せ下さい！

第五回 ２０１１年３月３１日（木） 茨木市立生涯学習センター／多目的スタジオ 17組参加

第三回 ２００９年３月２９日（日） 茨木市市民会館／ドリームホール 18組参加
第四回 ２０１０年３月２３日（火） 茨木市立庄栄コミュニティセンター／多目的室 13組参加

無　　料

第一回 ２００７年４月　３日（火） 大阪府立国際児童文学館内／講堂 15組参加
第二回 ２００８年３月２４日（月） 大阪府立国際児童文学館内／講堂 14組参加

ご
意
見
、
ご
希
望
 

お
寄
せ
下
さ
い
！

 



レッスン予定表 平成２４年１月度
(12月31日現在)

 月刊アイディア  2012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 日

2 月

3 火

ホルン
5 木 親子ゴスペル （出張演奏）

トランペット、ヨガ
7 土 ギーター＆ボーカル リコーダー ボイストレーニング 声楽
8 日 チェロ 休業
9 月

ウクレレ＆ボーカル
ギター＆ボーカル チェロ、トランペット

トロンボーン

12 木 シャドウアート アコーディオン オーボエ、フルート
13 金 ギーター＆ボーカル ギター、ヨガ
14 土 オーボエ、親子ゴスペル （貸スタジオ） ギター、マリンバ

ピアノ フルート

16 月

クラリネット
18 水 声楽 声楽、サックス サックス
19 木 親子ゴスペル （出張演奏）
20 金 ギーター＆ボーカル ヨガ トランペット

リコーダー 声楽

ウインズアンサンブル

23 月

24 火 ピアノ、バイオリン ピアノ
25 水 チェロ トロンボーン
26 木 シャドウアート アコーディオン オーボエ
27 金 ギーター＆ボーカル ギター、ヨガ （出張演奏）
28 土 親子ゴスペル （貸スタジオ） ギター

チェロ
30 月

31 火 （貸スタジオ） ホルン
定休日

（出張演奏）

定休日

29 日 クラリネット
サックス

休業

22 日
ピアノ

マリンバ

21 土
バイオリン ボイストレーニング

15 日 休業
サックス

定休日

17 火 フルート （貸スタジオ）
ピアノ、バイオリン

定休日

10 火
ピアノ、バイオリン

11 水 チェロ
声楽

サックス

（貸スタジオ）

6 金
ギター＆ボーカル

トランペット

ピアノ、バイオリン

☆☆☆ 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

4 水
声楽、ボイストレーニング

Ｐ．１



ライブ・コンサート情報  月刊アイディア  2012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。

通算１４回目となる八尾でのライブです♪
昨年から奇数月に出演させて頂いています！

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♪
料金：\2,000 (１ドリンク付)

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) 
Sema's Solo Live at Nashville

八尾／近鉄「山本」より南へ徒歩２分  072-924-1960

１／２２ (日)  開店 19:00　開演 20:30梅田／JR「大阪」より徒歩１０分  06-6312-7731

１／１９（木），２／１６（木）　20:00開演

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

Country Music Band Live at "Lee Terrace"
阪急「芦屋川」より徒歩５分  0797-35-6063

１／２７（金）　　　
開店 19:00　開演 20:30 

出演             Sema & Tama Live at FortwortH

"モアイ－太陽を見つめる七体の巨像－"(八木澤教司) 他

問合せ先　アイディア問合せ先　京都大学交響楽団　075-751-9412
ヨーゼフ・シュトラウス　ワルツ　「天体の音楽」

料金：\3,000 (１ドリンク、おつまみ付)

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

１／５（木），　２／２（木）　　20:00開演
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

月替りでアーティストを特集中！　飛び入り歓迎♪

マーラー　交響曲第９番　ニ長調
曲目

井上道義（客演指揮）、京都大学交響楽団

演奏曲目　　パイレーツ オブ カリビアン

入場無料

（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）

Ｓ席 \1,500(事前座席指定)　Ａ席 \1,000(当日座席指定)

出演

京阪「古川橋」下車、南へ徒歩約５分ＪＲ「福島」下車、北へ徒歩約７分

A.ヴィヴァルディ／ファゴット協奏曲 ホ短調 P 137 RV 484 他

門真市民吹奏楽団
出演

問合せ先　アイディア

１／１９(木)  18:00開場　19:00開演 ２/１２(日)  13:00開場　13:30開演

問合せ先　アイディア

ザ・シンフォニーホール 門真市民会館　ルミエールホール

１／２５(水)  19:00開演

日本福音ルーテル大阪教会

福原彩乃（フルート／アイディア講師）

地下鉄谷町線「谷町四丁目」下車、１Ｂ出口より徒歩１分

待谷翠（バイオリン／アイディア講師）

一般 \2.,000　会員 \1,300　学生 \1,000
高校生以下　無料ご招待

出演者
当間修一（指揮）、シンフォニア・コレギウム　OSAKA

演奏曲目　　春の海、神仙調舞曲～羽根つき　他

１／１２ (木) 13:30開場　14:00開演　
ゴウダＣ＆Ｅビル３Ｆ　オアシスホール

茨木市上郡2-13-14 ゴウダＣ＆Ｅビル

「中河原南口」バス停にて下車

料金：￥500　（小学生以下無料）　※要予約
出演者　　石黒識絵（お箏）

JR茨木より阪急バス①のりば「茨木サニータウン」行きに乗車
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Sema Music Live Schedule 

京都大学交響楽団 
第１９０回定期演奏会 

GODA C&E 

門真市民吹奏楽団 

 第１９回演奏会 
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大阪コレギウム・ムジクム 

マンスリー・コンサート 音 楽 市 場  
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音楽会を終えて（その１）  月刊アイディア  2012年01月号

クリスマス音楽会を終えて（その１）
　◆　『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 ２０１１年１２月２５日（日）  １５：００～１６：００    場所 アイディア３Ｆ多目的会場にて

今回のクリスマス音楽会は、１３組（総勢１４名）の出演者が参加して下さいました。　観客席は、ご関係者の皆さまで満席
の状態となり、お陰様で幸せムード溢れるクリスマスとなりました。　参加して下さった全ての方々に心より御礼申し上げます。
満席のため立ち見を強いられた方、スリッパが行き渡らなかった方など、ご不便おかけして申し訳ございませんでした。　

毎年さまざまな想いを胸に演奏して下さるみなさま。。。記念すべき初舞台となったひと、目標を達成するべく頑張ったひと、
新しい技術に挑戦したひと、この日の為にレパートリーを増やしたり、煮詰めなおしたり。。。などなど、みなさんほんとうに素晴
らしかったですね！　アイディアにとっても、最高のクリスマスプレゼントになりましたよ！　皆さまの努力に感謝いたします！　
次回も楽しいクリスマス音楽会を迎えられますように！　ここに参加メンバー全員の写真を掲載させて頂きます。（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



音楽会を終えて（その２）、100レッスン達成  月刊アイディア  2012年01月号

クリスマス音楽会を終えて（その２）

『１００レッスン達成』 おめでとうございます♪

　◆　『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。

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



主な行事予定  月刊アイディア  2012年01月号

２０１２年の主な行事予定

◇　春の音楽会

昨年は３月３１日（木）に、茨木市立生涯学習センター／多目的スタジオにて実施しました。
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、九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！

◇　第九回　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レビュー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！

貸しスタジオのご紹介

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９年目を迎えました。 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。　

 
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


