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トップ・ニュース

　◆　第六回　『春休み音楽会 in 生涯学習センター きらめき』 の出演者が決まりました！

３月３１日(土)の春休み音楽会への出演希望がほぼ出揃いました。　
若干ではありますが追加の出演枠をご用意できますので、参加をご検討中の際はお気軽にご相談下さい。
なお、ピアノ伴奏合わせおよび当日リハーサルのスケジュールについては、事務局にご確認下さい。
⇒ 詳しくは、当誌面３頁へ

　◆　第二回アイディア・チャリティー音楽会を開催します！

３・１１東日本大震災から約１年を迎える現在、被災地では失業手当の給付が打ち切られてしまうにも拘らず
職が見つからない人々が２千人以上おられます。　これは失業手当を受けていた人の約６割にあたるそうです。
一方、赤十字社などによる義援金の受付は、当初３月末で締め切られる予定が、９月末まで延長されました。
その他、険しい復興への道のりを象徴する状況を知るたびに震災の爪あとの深さを感じずには居られません。

アイディアでは、昨年５月４日に震災チャリティー音楽会を開催し被災地に義援金を寄付いたしました。　そのとき、
参加して下さった皆様のことを誇りに思い、またいつか被災地のために皆さんと一緒に音楽を奏でようと誓いました。
そこで、今年も昨年と同じゴールデンウィークの一日を利用して、チャリティー音楽会を開催させて頂きます。
お一人でも多くのアイディアの関係者の皆さまと、被災地に対する思いをひとつにできますことを願っております！
⇒ 詳しくは、当誌面４頁へ

　◆　春休み音楽会への参加者を貸しスタジオのサービスで応援します♪

個人またはグループで、アイディアのスタジオをご利用になる場合、期間限定で下記のサービスが受けられます！

  第六回　春休み音楽会への参加者

  ３月３０日まで

  １５分間の延長が無料

  ※ご予約時に、延長分を含めたご予約をお願い致します

  ※ご利用時の延長は、部屋が空いていれば可能です

無　　料
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レッスン予定表 平成２４年３月度
(2月29日現在)

 月刊アイディア  2012年03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 木 ヨガ 親子ゴスペル （出張演奏）
2 金 （貸スタジオ） ギター、ヨガ （出張演奏）

フルート

チェロ ギター＆ボーカル
5 月

ボーカル
ウクレレ＆ボーカル ギター＆ボーカル チェロ

チェロ
8 木 フルート、シャドウアート （貸スタジオ） オーボエ、トロンボーン

9 金 ギター＆ボーカル トランペット、ヨガ トランペット

リコーダー ギター
11 日

12 月

ホルン
14 水 声楽 声楽、サックス ボーカル
15 木 （貸スタジオ） 親子ゴスペル （出張演奏）
16 金 ギター＆ボーカル ギター、ヨガ
17 土 オーボエ （貸スタジオ）

マリンバ

19 月

20 火

21 水 チェロ
22 木 オーボエ

ヨガ トロンボーン
ギター、クラリネット

親子ゴスペル
25 日 サックス 休業
26 月

アコーディオン
ピアノ

28 水 声楽 声楽、サックス 声楽、ボーカル
29 木 親子ゴスペル オーボエ、ホルン
30 金 （出張演奏）
31 土

サックス、バイオリン
定休日

27 火
バイオリン

ピアノ、フルート

ギター＆ボーカル
春休み音楽会

シャドウアート

23 金 ギター＆ボーカル
トランペット

24 土 リコーダー ギター＆ボーカル （貸スタジオ）

18 日
ピアノ

休業
サックス

定休日

ピアノ、バイオリン マリンバ
定休日

13 火 フルート アコーディオン
ピアノ、バイオリン

7 水
声楽、ボイストレーニング

トロンボーン

10 土 ギター、親子ゴスペル
声楽、ボイストレーニング

休業

定休日

6 火
ピアノ、バイオリン

4 日
ピアノ

（貸スタジオ）

☆☆☆ レッスンは予約制です。下記以外の日程でも承ります。 ☆☆☆

3 土 バイオリン （貸スタジオ）
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03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。

S \5,000　A \4,000　B \3,000  C \2,000
入場料　￥５００　（税込・自由席）
※電話予約制（先着３０名様まで）

出演者

待谷翠（バイオリン／アイディア講師）

３／１１(日)  17:30開場　18:00開演

三井住友海上　しらかわホール
地下鉄東山線・鶴舞線「伏見」より徒歩約５分

学生 \1,800(当日\2,000)　高校生以下 \800(当日\1,000)
出演  当間修一（指揮）、シンフォニア・コレギウム　OSAKA

菊武厚詩（筝）、川崎敦久（尺八）、木下亜子（ピアノ）

問合せ先　芸術創造館　06-6955-1066

３／１８(日)  16:00開演 ３／２３(金)

問合せ先　アイディア

３／１８(日)  14:45開場　15:00開演

大阪市立芸術創造館

大阪ハインリッヒ・シュッツ室内合唱団

２階　レコーディングスタジオ

奥田裕美（フルート）、小林千晃（オーボエ／アイディア講師）

地下鉄谷町線「千林大宮」４番出口より、徒歩約１０分

野村初葉（ヴィオラ／アイディア講師）

待谷翠（バイオリン／アイディア講師）

茨木市市民会館　ドリームホール

出演　《夜の部》

前売一般 \3,000　前売学生 \1,500  当日\3,500

ムラマツリサイタルホール新大阪 《昼の部》14:00開演　《夜の部》19:00開演

阪急「茨木市」より西へ徒歩約１０分

開場は昼の部・夜の部ともに３０分前地下鉄御堂筋線 「新大阪」 ４番出口から歩道橋へ。徒歩約８分

Sema & Tama Live at FortwortH

その他、クラリネット・ピアノ・声楽・合唱など多数
問合せ先　アイディア問合せ先　アイディア

Ｅ．グリーグ／ふたつの悲しい旋律 Op.34　他

東山梓（クラリネット）、奥山紀子（ファゴット）

入場料　昼の部・夜の部　各 ￥１，０００
出演   伝田正秀（Guest Concert Master/Solo Violin）

演奏曲目　Ｊ．シベリウス／アンダンテ・フスティーヴォ
藤原昌太郎（チェロ／アイディア講師）　他多数

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

３／１（木），　４／５（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♪

梅田／JR「大阪」より徒歩１０分  06-6312-7731

３／１５（木），４／１９（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

３／３０（金）　　　
開店 19:00　開演 20:30 

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♪

３／２ (金)  開店 19:00　開演 20:30
偶数月の八尾でのライブもお陰様で通算１５回目♪
今回はギターの名手「山口玉三郎」と出演します♪

料金：\4,000 (２ドリンク、おつまみ付、読者割引有り) 

Sema&Tama Live at Nashville

八尾／近鉄「山本」より南へ徒歩２分  072-924-1960
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Sema Music Live Schedule 

ヒビキミュージック チェンバーオーケストラ 

第２回定期演奏会 
”ア・ラ・カルト” コンサート 

～１５年目のしめくくり～ 
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大阪コレギウム・ムジクム 
第５回名古屋公演＜バロックから現代へ＞ 

ワンコイン スタジオライブ 
Vol.1７  ～ 音楽の橋 ～ 
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春休み音楽会のお知らせ  月刊アイディア  2012年03月号

春休み音楽会のお知らせ

　◆　第六回　『春休み音楽会 in 生涯学習センター きらめき』 のお知らせ

アイディアの春の恒例行事には、今年も多数の出演者が参加してくださいます。
開催日を土曜に設定したこともあり、昨年よりもいっそう賑やかな催しとなりそうですよ♪

新たな選曲で挑戦をされる方や、今回がはじめての方まで、様々な立場の方が熱心に取り組んでいらっしゃいます。
また、講師による演奏のコーナーもございます。
読者の皆さまにもアイディア音楽教室の仲間による春のコンサートをお楽しみいただければ幸いです。 
どうぞお誘いあわせの上、お気軽にご来場下さい！

日時 ２０１２年３月３１日（土）　１５時００分～約２時間

料金 入場無料（全席自由） ※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。

場所 茨木市立生涯学習センター 多目的スタジオにて
所在地：茨木市畑田町１番４３号
ＪＲ茨木駅北へ約１．５Km

阪急茨木市駅よりバスで中央図書館前バス停下車すぐ

ＪＲ茨木駅よりバスで中央図書館前バス停下車すぐ

駐車場：３０分１００円、最大料金６００円

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：レッスン生１８名、講師・伴奏５名

№

開会のご挨拶

こどものバイオリン（１名） ピアノ（ピアノ講師）

こどものピアノ（２名） －

マリンバ（１名） ピアノ（マリンバ講師）

声楽（親子デュオ） ピアノ（ピアノ講師）

リコーダー リコーダー（リコーダー講師）

ピアノ＆ボーカル －

ギター＆ボーカル －

ポピュラー・ボーカル ピアノ（ピアノ講師）

声楽（１名） ピアノ（ピアノ講師）

ピアノ（２名） －

フルート（３名） ピアノ（ピアノ講師）

サックス ＣＤ

サックス ピアノ

ギター＆ボーカル（講師） －

フルート（講師） ピアノ（ピアノ講師）

マリンバ（講師）

閉会のご挨拶

15:00

10 16:00

3～4

9

6

11

17

19

開始時刻

5

1

22 17:00

2

7

8

21

発表内容 伴奏

20

12～13

14～16

18

Ｐ．３



チャリティー音楽会のお知らせ、100レッスン達成  月刊アイディア  2012年03月号

アイディア・震災チャリティー音楽会のお知らせ

　◆　第二回アイディア・チャリティー音楽会　参加者募集！

３・１１東日本大震災から一年を迎える現在も、被災地には多くの義援金が寄せられています。
復興を祈る気持ちは、人の絆となって被災地に届いているのですね。

アイディアは、昨年５月に実施したチャリティー音楽会をはじめ、日々の営業を通じて、２５，２０９円の義援金を
集め、日本赤十字社を通じて被災地に送金することができました。　ご協力にいま一度厚く御礼申し上げます。

私たちが音楽を演奏する目的は様々です。　友のため、恋人のため、家族のため、自分のため・・・などなど。
昨年チャリティー音楽会を開催して感じたことは、チャリティーという目的故に参加者の皆さんの気持ちが近づき
ひとつになることを強く実感できたことではなっかったでしょうか？

今年も、ゴールデンウィークを利用して同じ趣旨のイベントを開催いたします。

会員様はもちろん、読者の皆さま、講師の皆さま、スタジオ利用のお客様など、アイディアに関る全ての方々の
ご参加をお待ちしております！　下記に詳細をお知らせしますので、お気軽にお問い合わせ下さい！

【名称】 アイディア・震災チャリティー音楽会

【日時】 ５月５日（土）１５：００～　※参加者数により終了時間が変動します。

【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】 無　料　（義援金箱にお気持ちをお願い致します）

※会場費はアイディアが負担します。　ピアノ伴奏が必要な方はお申し出下さい。

【予約】 出演される方は事前にアイディア音楽センターまでご予約下さい

『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。 

Ｐ．４



一回完結型レッスン  月刊アイディア  2012年03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。　

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


