
総合音楽教室と貸しスタジオの「アイディア音楽センター」が発行する会報です
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本文に左記マークのあるコーナーは、アイディアのホームページで詳細確認して頂けます。

アイディアは、お陰様で令和４年８月に創業１9周年を迎えました。
総合音楽教室と貸しスタジオの２本柱で地域に根ざした活動を続けています。
音楽に関わる人々の出会いと交流の掛け橋となり、音楽を通じて心通わす喜びを
分かち合うことをモットーに、明るく楽しく心温まる場所のご提供に努めています。
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１９周年のご挨拶

はじめに、たいへん嬉しいご報告からさせていただきます。いまだ逆風にあおられ続けている状況にあり
ながら、今年に入ってから音楽教室に１０名の新たな会員様がご入会されました。大手の音楽教室のよう
に大々的な宣伝を行っているわけではありませんが、ホームページをコツコツとリニューアルしたり、講師
演奏を音楽ビデオにして公開したり、いろいろな試みを実施してきた成果が少しずつ現れてきているので
はないかと感じます。 講師の皆様の献身的な御指導と、会員様の変わらぬお引き立に心から厚く御礼
申し上げます。今年は、３年ぶりの対面型による発表会を予定しております。それに向けて教室を盛り上
げていくことが目下最大の課題であると認識しています。 今後とも何卒よろしくお願いいたします。

いま私たちは、さまざまな困難に直面しています。気持ちが沈んでしまったとき、アイディアがそんな気分
を少しでも晴れやかにできる存在であり続けることができましたら、それ以上に嬉しいことはございません。

皆様のご健康とご多幸を心よりお祈りして１９周年のご挨拶とさせて頂きます。

令和４年８月 アイディア音楽センター 代表 福田 正昭

Ｔｏｐ Ｎｅｗｓ
◆ 第１７回 アイディア音楽センター発表会 参加者募集！

アイディア最大のイベントである発表会を、３年ぶりに１１月２３日（水・勤労感謝の日） 茨木市生涯
学習センターきらめきホールで開催します。 参加申し込みの締切は ８月末です。
既に、声楽・ボーカル＆ギターのメンバーさんのお申し込みを頂いていますが、せっかくの機会です
のでより多くのご参加をお待ちしております！
詳しくは、当誌面２頁をご覧ください。

◆ 第５回 アイディア音楽祭 2022 《下期》 ～ メディア編～ 参加者募集！

すっかりお馴染みとなりました、音楽ビデオを制作して教室内で発表するイベントを今年下半期も
開催いたします。第１７回発表会とあわせて、会員の皆さまのよき目標となりますよう積極的なご
参加をお願いいたします。
詳しくは、当誌面２頁をご覧ください。



P. 1     レッスン＆イベント カレンダー ／ 花暦

☆☆☆レッスンは予約制です。上記以外の日程でも承ります。☆☆☆

アイディア花暦

オニユリ （鬼百合）

８月２日（火）夏らしい花を求めて枚方茨木線をドライブしている
と、玉川橋団地のバス停近くでパッションオレンジ色をした花を見
つけました。花は背の高い茎の先端部分に咲いていて、近づいて
無心で写真を撮っていると、花粉が肩のあたりに付いてしまってい
ました。ずいぶんと草丈がある証拠ですね。葉は写真のように茎の
根元部分に茎から直接つきます。このオニユリという植物は、食用
として中国から輸入されたと言われています。皆さんが食べている
「ゆり根」は、ほとんどがオニユリの球根なのですよ！それにしても
鬼という名前を付けられたこの花・・・鬼は悪者のイメージがありま
すが、花言葉は明るいイメージばかりですね✿

分類：ユリ科／ユリ属 英名：Tiger Lily
開花期：7～8月 花色：オレンジ、黄色
草丈：100～200㎝ 原産地：中国、朝鮮半島南部
花言葉 ： 愉快、陽気、華麗、賢者

２０２２年８月 下線付きレッスンはオンライン形式です 8/5 現在

撮影：アイディア編集局

日 月 火 水 木 金 土

♪

1
定休日

2

（貸しスタジオ）

3

ウクレレ

4

フルート

5

ピアノ

6

トロンボーン

7

ピアノ
トランペット

8
定休日

9

ピアノ

10

声楽
オーボエ

11 山の日

フルート

12

ホルン

13

ボーカル
声楽

14

夏季・臨時休業

15
定休日

16

夏季・臨時休業

17

ウクレレ
ギター
ボーカル
チェロ

18

フルート
マリンバ

19

ピアノ

20

声楽
クラリネット
チェロ
トロンボーン

21

ピアノ
サックス
フルート

22
定休日

23

ピアノ
バイオリン

24

声楽

25

ギター
ボーカル
マリンバ

26

ピアノ

27

（貸しスタジオ）

28

ピアノ
サックス

29
定休日

30

ピアノ
ホルン

31

ウクレレ
声楽
チェロ

♪ ♪ ♪



P. 2 賛助会員様名簿 ／ 創立１９周年メッセージ ／ 今年の下半期のイベント

賛助会員様名簿

当月刊誌の刊行を支援して下さっている賛助会員様の名簿です。
ご協力ありがとうございました。 賛助会員様のご支援に心より厚く御礼申し上げます。

５０音順 令和４年７月現在
天野眞佐子様
川人あゆみ様
高岡直樹様
なーば様（ペンネーム）
ミリオンスター様（ペンネーム）
その他、３名の方からご支援いただきました。 重ねて御礼申し上げます。

★ １９周年に寄せて頂戴したメッセージをご紹介します。温かいメッセージありがとうございました！ ★

M.Mさん（チェロレッスン生／2020年6月入会）

創立19周年おめでとうございます。
初めてチェロに触れてから早２年。先生の人柄と楽しいレッスンのおかげで弾ける曲も増え、楽しさは増すばかり！
いつか先生のように心のこもった温かい音を奏でられるようになるのが目標です。今では娘もピアノでお世話になって
います。母娘共々今後ともよろしくお願いします。

★ 今年の下半期のイベントをまとめてお知らせします！

アイディア最大のイベントである発表会を、３年ぶりに開催いたします！
この度の会場は、ピアノにスタインウェイのフルコンを備え、客席数４７８席という立派なホールです！
また、従来の発表会はクラシック部門と、ギター・ボーカル・ウクレレなどのポピュラー部門は別のイベントとして実施
してまいりましたが、今回は全ての会員様を対象に合同で執り行います。 また、アイディアを貸し教室として利用
していただいている皆さまにもお声かけする予定です。 現在休会中の会員様も、これを機にぜひご検討ください。
発表会を再開できる喜びを分かち合えるイベントになりますよう、皆さまの積極的なご参加をお願いいたします！
担当講師とご相談のうえ、なるべく早目に準備に取り掛かりましょう！

日時 １１月２３日（水・勤労感謝の日） リハーサル １３：００～１５：００ 本番 １５：３０～１７：３０

場所 茨木市立生涯学習センター きらめきホール

対象 アイディアの全ての会員様および講師

費用 ￥１１，０００（税込）／お一人 ※料金には会場費、機材使用料、人件費等が含まれます。

〆切 参加申込は、８月末まで にお済ませ下さい

お馴染み音楽ビデオ作品を制作して、教室内で発表するイベントです。 作品がだいぶん増えた方もいらっしゃい
ますよ！ ビデオアルバムにするのも夢ではありませんね♪参加方法は過去と変わりありません。 ぜひご参加を！

開催期間 令和４年７月～１２月中旬

開催場所 アイディア音楽センター内、ホール

参加費用 ￥２，０００（税込）／お一人（作品数に制限なし） ＋ 伴奏料 ￥２，０００／１曲

締め切り 開催期間中いつでもエントリー可能ですが、なるべくお早めに済ませましょう！

第１７回 アイディア音楽センター発表会

第５回 アイディア音楽祭 2022 《下期》 ～ メディア編～



P. 3 歌のメッセージ を知ろう！ ／ ラララ♪キッチン

ラララ♪キッチン 料理のレシピや材料など、美味しい発見をご紹介します！

油も火力も使わないから簡単ヘルシー🎵 ～ 茄子とシーチキンのディップソースで食す生野菜プレート ～

今回ご紹介するのは、今が旬の茄子を使ったラララ♪キッチン特製レシピです！ 茄子には、最もポピュラーな千両なす、

サイズがその２倍ほどある米なす・・・などなど色んな種類がありますね。その中で、今回使った水なすはあく抜きの必要がなく、

皮まで生のまま食べられる食材です。 千両なすでもためしてみましたが、水ナスの食感とみずみずしさが今回のレシピには

ぴったり！ おまけに生活習慣病の予防・高血圧や動脈硬化の予防・老化防止・目の疲労改善・体を冷やす・・・などの

効果がありますよ！ ぜひ夏休みにご家族いっしょにお楽しみ下さい！ それではレシピに従って一緒に作ってみましょう！
➊ なすは、縦半分に切り、皮の内側に包丁で切り込みを入れ、スプーンで実を取り出す。
実を取り出す前に、包丁で縦横に切り込みを入れると簡単に作業できますよ！

❷ 写真のように実をくり抜き、実は包丁で細かく切る
❸ ボールに❷、細くほぐしたかに風味かまぼこ（半量）、油を切ったシーチキン、Ａの調味料
を入れよくかき混ぜる（これがディップソース）

❹ ❸のソースをボール内で半分にわけ、それぞれをなすの皮のなかに戻しいれる
❺ お好みの生野菜を食べやすいサイズにカットして、皿に盛れば出来上がり！
今回は付け合わせに、トマト（1/2個）・きゅうり（1/2本）・セロリ（1/3本）・大葉（5枚）・
かに風味かまぼこ（残りの半量）を使いました。ディップソースをつけて、大葉でくるんだり、
もちろんなすの皮ごとパクリもグー！！ いろんな組み合わせで味変を楽しんでね！

【材 料 ２人分】

・ 水なす・・・１個（約180ｇ）
・ かに風味かまぼこ・・・１パック（約70g）
・ シーチキン・・・１缶（内容量70ｇ）
A ｛・ マヨネーズ・・・大さじ１
・ かつお節・・・１パック（2ｇ)
・ 塩・黒コショウ・・・少々
・ しょうゆ・・・小さじ1/2 ｝

・ お好みの生野菜・・・適宜

歌のメッセージを知ろう！
今回ご紹介する曲は、日本の唱歌です。詩は漢学者の林古渓によって大正２年に「はまべ」と題して発表されました。
のちに、西条八十作詞の「かなりや」を作曲した人としても知られる成田為三が作曲。時は大正５年とされています。
曲の題名が「浜辺の歌」になったのは大正７年で、原詩がすべてひらがなで表記されていたのに対して、漢字かな交じり
の文体で詩が表記されました。わかりにくい箇所も含まれていますね。ちなみに、あした＝朝、さまよえば＝あてもなく散
歩すれば、ゆうべ＝夕方、もとおれば＝徘徊（散策）すれば、星のかげ＝星の光、という意味です。
浜辺の風景とともに、過ぎ去った思い出や、別れた人々のことが懐かしく心によみがえる様が美しく描かれていますね。

Sema Musicのカヴァーバージョンは、Sema Music Home Page の Official Videos で聴くことが出来ます♪

作詞：林古渓 作曲：成田為三

1916年（大正５年）発表

浜辺の歌
あした浜辺を さまよえば
昔のことぞ しのばるる
風の音よ 雲のさまよ
寄する波も 貝の色も

ゆうべ浜辺を もとおれば
昔の人ぞ しのばるる
寄する波よ 返す波よ
月の色も 星のかげも

1941年（昭和１６年） 李香蘭（山口淑子）



P. 4 ライブ、コンサート、イベント情報

日時 場所 イベント名・出演 料金 問合せ先

8/16(火）
開場 18:00

開演 18:30

京都／コンサート♪ホール
レスパス・エラン

ＪＲ嵯峨野線・地下鉄東西線
「二条」より１０分

大文字鑑賞と

ピアノ五重奏の夕べ
中前晴美、神谷将輝（ヴァイオリン）

白木原有子（ヴィオラ）
三宅香織（チェロ／アイディア講師）

石川まぎ（ピアノ）

曲目
ベートーベン／ 弦楽四重奏曲第３番ニ長調 Op.18-3

シンフォニー宙 オリジナル曲

入場券
¥3,000

ネット視聴

¥2,000

レスパス・エラン

075-822-0708

8/21(日）
開場 18:00

開演 18:30

茨木市立穂積
コミュニティーセンター

JR「茨木」より
約700メートル、下穂積分署横

Bel Suono

坂本理穂（ソプラノ／アイディア講師）

ウータン食堂
映画「タイタニック」より My Heart Will Go On

ミュージカル「オペラ座の怪人」より Think Of Me

映画「アナと雪の女王」より Let It Go ほか

¥5,500
お食事付

アイディア

072-624-8080

8/21(日）
開場 13:00

開演 13:30

池田市民文化会館
小ホール

阪急宝塚線 「石橋阪大前」
より８分

０歳から入れるコンサート
むじっく☆ショー vol.5

１時間目：リズムで遊ぼう！むじくるむ体操

２時間目：音楽史を学ぼう！シューベルトの生涯

３時間目：ゲーム音楽を聴こう

出演
福原彩乃（フルート／アイディア講師）

ほか（サックス、ファゴット、トランペット、ホルン、

バイオリン、チェロ、コントラバス、パーカッション、

ピアノ、ソプラノ）

大人
¥2,000

学生
¥1,000

小学生
¥500
未就学児

無料

※当日
¥500増

むじくるむ

10musikrum

@gmail.com

9/28(水）
開場 18:00

開演 19:00

ドルチェ・アートホール
Osaka

JR「大阪」御堂筋口改札
より１０分

小林千佳 Chika Kobayashi

TROMBONE RECITAL

小林千佳（トロンボーン／アイディア講師）
城綾乃（ピアノ）

前売
¥2,000

当日
¥2,500

ドルチェ楽器

06-6377-1117



P. 5    アイディア音楽センター概要

アイディア音楽センター

〒567-0816 茨木市永代町6-19 近藤ビル401号

E-mail : sema-music@nifty.com

定休日：月曜・祝祭日

お問い合わせは、お電話でお気軽に！
072-624-8080 （受付 10:00～18:00）

阪急茨木市駅より徒歩２分！ 駐車サービスあり！

詳しくはホームページもご覧下さい⇒ アイディア音楽センター 検索
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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。

アイディアは、お陰様で令和４年８月に創業１９周年を迎えました。

総合音楽教室と貸しスタジオの２本柱で地域に根ざした活動を続けています。総合音楽教室には、
クラシック系からポピュラー系まで約３０種類のコースがあり、小さな子供さんから大人まで幅
広い年齢層の会員様が通われています。在籍する２０名の講師陣は横のつながりが強く、演奏活
動を共にすることも稀ではありません。安心してご利用していただくために感染症対策を徹底し、
レッスンは小規模の音楽会を行えるほどゆったりしたホールを使用して執り行います。全ての施
設は、個人練習やグループ練習でもご利用していただけます。また発表会は、従来の形式にとら
われずインターネット・ビデオ・パソコン・スマホなどのマルチメディアを用いて開催します。
体験・見学は随時受付中。どうぞお気軽にお問い合わせください！

アイディア総合音楽教室の概要
●レッスンコース一覧 ※会員様は全てのコースの受講が可能です

【 ボ ー カ ル 】 声楽，ボイストレーニング，ポピュラーボーカル，ギター・ウクレレ弾き歌い

【 弦 楽 器 】 バイオリン，ヴィオラ，チェロ， 弦楽アンサンブル，ギター，ウクレレ

【 管 楽 器 】 トランペット，ホルン，トロンボーン，ユーフォニアム，サックス，ジャズサックス,
フルート，クラリネット，オーボエ，イングリッシュホルン，アンサンブル（ウインズ編）

【 鍵盤・打楽器】 ピアノ，マリンバ，ジャズヴィブラフォン

●参考料金 ※レッスン料のほかに、ご入会金 11,000円、共益費 1,100円（月額）が必要です

月謝制ピアノコース ・・・ 6,000円／30分個人レッスン×月３回
１ レッスン制コース ・・・ 2,600円／30分個人レッスン（完全予約制）

新型コロナウイルスへの対応について

➊ レッスンはホール（約１７㎡）で行います

❷ 手と設備の消毒を徹底します

❸ 特別規定を設けてレッスンの振替をします

❹ 発表会は2022年より対面型を再開予定

❺ オンラインレッスンも承ります

❻ キャッシュレス決済を導入しています


