
松栄堂楽器生徒様×大垣女子短期大学

ストリートエレクトーン「ミライ」完成！

２０２１年５月より、松栄堂楽器わくわく交流NEWS♪がスタートしました！
生徒様のレッスン風景や講師・スタッフ紹介、松栄堂楽器でのイベントや
フェアをご紹介していきたいと思います♪

3月20日（土）、21日（日）に可児・多治見地区、3月27日（土）に各務原地区、3月28日（日）、
29日（月）に岐阜地区のヤマハ音楽教室発表会を開催いたしました。今回は、例年の発表会のよ
うにたくさんのお友達の前で発表ではなく、録画会という形での開催をさせていただきました。

コロナ対策として入り口での検温、マスク着用、消毒、人数制限、ディスタンス
の確保を行いました。生徒様、保護者の皆様、ご理解とご協力をいただきあり
がとうございました。
コロナ禍での開催でしたが、ステージの上で1年間
頑張って練習してきた成果を披露してくれました。
今回は演奏している姿を後日、DVDで映像作品とし
てご覧いただけます。DVDには発表会当日の演奏

の他に、合同練習の様子や一人一人のインタビュー映像も収録されて
いますので、ぜひご覧くださいね♪

今年は大変な状況の中での開催でした
が、関係されたすべての皆様のおかげ
で無事に終了することができました。
本当にありがとうございました。
来年もこの舞台でたくさんの素敵な

演奏を聴かせてくださいね♪
　　　　　　　　　　　　　

出勤時の検温・
体調管理

マスク・フェイス
ガードの着用

教室備品の清掃・
衛生管理

ソーシャルディスタンスを
確保した指導、受付の対応

こまめな換気の
実施

手洗い・消毒の
徹底

教室で徹底する
感染予防対
㈱松栄堂楽器では、感染拡大
防止のために以下のような対
策を行っております。

レッスン会場のミュージックタウン鵜沼
（イオンタウン各務原鵜沼にあります。）
店頭では楽譜の販売もしていますよ♪

6月から5人で楽しくレッスンをしてきました。4月に編入の
お友達も来て6人クラスになりました。6人の音楽の輪は素晴
らしいです。音楽を楽しんでまとまりのあるクラスです。
保護者の方も子供さんと楽しく参加され、親子共に笑顔が
いっぱいです。全員進級しますがクラスは火曜日、金曜日、
土曜日と分かれます。担当してくださった鹿野先生も他会場
での稼働になり、またそれぞれ新しい出会いの春になりま
した。これからも音楽を楽しんでほしいと思います。

弊社教室生徒様からいただいた［未来のエレクトーン］応募作品
500枚の中から選ばれたデザインをもとに大垣女子短期大学
デザイン美術学科の学生さんにペイントをして頂きました！
大好評Gifuピアノに次ぐ素敵なエレクトーンの誕生です。
お披露目までお楽しみにお待ちください！
沢山のご応募ありがとうございました！

6月20日（日）プリニーの文化会館文化ホール
（各務原文化ホール）にてエレクトーンフェス
ティバル（ソロ部門）が開催されます。上の大会
に行けるコンクール部門。楽しく演奏しエレク
トーンの魅力を最大限に出せるカーニバル部門
と2つの部門を用意しました。去年は非常事態宣
言によりエレクトーンフェスティバルの開催が中
止となりましたが今回は感染予防対策を行い、
安心して舞台での演奏を披露して欲しいと思い
ます。秋にはアンサンブル部門も開催します。
詳細は改めてご案内します。
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レッスン会場の
    各務原センター

発表のグル
ープごとに

演奏を待っ
ています♪
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各地区の発表の様子です♪可愛く、かっこよく、迫力満点のステージでした♪

各務原センターおんがくなかよしコースのレッスンの様子です♪
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おんがくなかよしコースの皆さん ～ それぞれの春 ～

ミュージックタウン鵜沼のバイオリン
個人レッスンの様子です♪
基礎的な練習から始まり、レパートリー
は「オーラリー」を練習されていまし
た。とても優しく話しかけやすい雰囲気
の先生で、上手くできたところは褒め
てくれますよ♪生徒様がわからないと
ころも丁寧に指導されていました。
個人レッスンのため、自分のペースに

合わせてレッスンができ、できない
ところは繰り返し教えてもらうこと
ができます。
生徒様は、バイオリンを習い始め
たことによって、音に対する興味が
広がり、オーケストラの演奏や色々
な楽器にも目が向くようになった、
と仰っていました。

　

ミュージックタウン鵜沼
のグループレッスンの
様子です♪
最初にストレッチをし歌
う準備をしてから、発声
練習をされていました。
すごく明るい先生で、
生徒様も笑顔で楽しくレッスンをされていました。誰かが失敗し
ても笑い合える、とてもいい雰囲気のグループです♪
「Closeｔoｙou」という曲を３名でハーモニーを作り歌われてい
ました。先生がわかりやすくアドバイスしてくださるので、難しい

英語の歌詞も皆さんスラス
ラっと歌われていてかっこ
よかったです♪
愉快な生徒様が１名いるの
で和やかな空気でレッスン
が行われていましたよ♪

バイオリンレッスン ボーカル（グループ）

レッスン風景

わくわく交流NEWS♪  
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約3年の工事期間を経て今年3月末に完成し、5月にオープンを
迎えた岐阜市新庁舎。そんな今話題の施設の１階に誕生した市
民交流スペース「ミンナト」に、松栄堂楽器創業１００周年プロ
ジェクト最後の事業として、ヤマハグランドピアノC3Xを寄贈し
ました。今までの市役所のイメージを変え、たくさんの市民の
方に使っていただくスペースにしたいという願いが込められて
いるそうですよ。ピアノをたくさんの方に見て、聴いて、弾いて
いただき、多くの方に愛される施設になるといいですね。
今後はピアノのイベントも企画中です。是非お楽しみに！！

店頭スタッフとして働いています。商品
の注文から販売、管楽器の修理もしてい
ます。管楽器修理や買い替えのご相談、
レッスンのお問い合わせなどございまし
たらお気軽に声をかけて下さい。

可児市、美濃加茂市、多治見方面の学
校へ訪問し、学校備品や吹奏楽部個人
持ち管楽器の販売と修理もしています。
店頭にいる事もありますのでレッスンや
ご来店の際に是非お寄り下さい。

こんにちは！編集長のFです。
生徒の皆様、進級・新入会おめでとうございます。大人の会員様もいつもありがとうございます。
春は環境の変化があったり、今までとは違う新生活がスタートする季節でもありますね。
私も何か新しいことに挑戦しようと思い、今年の４月からサックスレッスンを習い始めました。
まだまだ音を出すのにも苦戦していますが、曲が吹けるよう練習を頑張りたいと思います！
今回から始まった「わくわく交流NEWS♪」ですが、今後も生徒様のレッスン風景やイベント情報
など、記事にしていきたいと思います。また、何か面白い記事がありましたらご紹介いたします
のでお店のスタッフに教えてくださいね♪
それでは次回の「わくわく交流NEWS♪」もお楽しみに～！！

2月28日（日）サランマンカホールにて、国内外で活躍中の今話題の実力派ピアニスト、
福間洸太朗さんによるピアノリサイタルを開催いたしました。良質なピアノ音楽を地域の
方々にお届けしたい、という思いで今回のコンサートを開催させていただきました。
コロナ禍で大変な中でしたが、おかげさまでたくさんの方にご来場いただきました。
また、今回はご自宅でも福間さんのピアノ演奏をお聴きいただけるよう、ツイキャスでの
リアルタイム配信を行いました。ご来場いただいたお客様、配信をご視聴いただいたお
客様、ご協力いただきましたすべての皆様のおかげで無事に終了することができました。
本当にありがとうございました。

ま　つ　ま　つ　り
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岐阜市で今一番話題のあの施設にピアノ寄贈！

2月28日（日） 福間洸太郎ピアノリサイタルが開催されました！

松栄堂楽器スタッフ紹介♪

♬
編集長コラム

今回は本店と可児店のスタッフをご紹介いたします♪

松栄堂楽器の先生をご紹介するっぴ～♪

児玉　菜々子 藤井　あかね

可児店スタッフ　本店店頭スタッフ

林　智子 講師

担当コース

会 場

●オリジナルピアノ個人 
●話すための
      ヴォイストレーニング

♪好きな音楽
ミュージカル音楽、クラシック音楽

♪これから始めようという方に一言！
ピアノは末永く楽しんで欲しいとの願いを込めて
レッスンしています。声は一生物。声の老化を防い
で若々しいハリのある声にする為に、プレゼンテー
ションを成功させる為に、マスクをしていても、リ
モート会議でも聞き取りやすい声にする為にetc…
ボイストレーニングで一緒に声を磨きましょう！

岡田　竜次 講師

担当コース
●トランペット 

♪すきなこと・趣味は？
ドライブです！！車でどこへでも行きます
♪ズバリ！自分の性格は？
穏やかです。めったに怒りません・・・

♪みなさまへのメッセージ
ぜひ私と一緒に音楽に親しみましょう！笑顔の絶え
ないレッスンでお待ちしています！

石坂　有里 講師

担当コース

会 場

●英語

●各務原センター
●美濃加茂センター

●本店
●トーン・パレット岐阜
●ミューズタワー岐阜

♪日頃心掛けていることは？
保護者の方に毎回のレッスンの様子を伝えること
を心掛けています。

♪趣味は何ですか？
旅行です。最近は出かけられず残念です。オース
トラリアは大好きで4回ほど旅行しました。
♪好きな食べ物は何ですか？
スパゲッティです。

北野　喜美子 講師

担当コース

会 場

●バイオリン

●ミュージックタウン鵜沼

♪バイオリンの魅力は何ですか？
どの楽器にも言えることかと思いますが、「自分の
感情」を音にのせて表現できるところです。楽しい
気持ちの音、力強い音、悲しい音…バイオリンは
いつも自分の気持ちに寄り添ってくれます。

♪好きな漫画・アニメは？
宮崎駿さんの作品が好きです。「風の谷のナウシ
カ」や「天空の城ラピュタ」は、何回観ても深く考え
させられます。

♪先生が最近ハマっているものは？
入浴剤です。いろいろな香りも楽しめてリラックス
効果もあるのでよく使っています。

♪生徒さんへ一言！
少しずつ曲が弾けるようになると、とても嬉しいも
のです。

江﨑　まい 講師

担当コース

会 場

●ボーカル

●ミュージックタウン鵜沼

♪ボーカルレッスンの魅力は何ですか？
皆で声を合わせて体も使うので心地よい疲れと
共に笑顔で帰れます。

♪好きなゲームは？
Codモバイル。

♪一番好きな曲は？
幅広いジャンルでいろんな曲が好きです。（好き
な曲がたくさんありすぎて一つに絞れなかったと
のこと）

♪先生が最近ハマっているものは？
ゲーム。

♪生徒さんへ一言！
大変な時ですが、いつも通ってくれてありがとう。
楽しい時間を過ごせる空間を作れるようこれから
も頑張ります。

棚橋　勇 講師

担当コース

会 場

●ロボット

♪ロボット教室で身につく力は？
テキストを通して、論理的思考力・空間把握能力が
養われます。タブレットを使うクラスになるとプロ
グラミング的思考力が生まれます。また、先生の
言うことも受け入れる心が養われます。

♪先生の子供の頃の夢は？
とくに当てはまる夢がない時代でした。今の時代な
ら存在していますが。だから、今なにも思い浮かば
なくってもなんとなく“こんなことが楽しいな～”と
思ったらどんどん膨らませてゆくことが大事かな。

♪先生が最近ハマっているものは？
・超精密ペーパークラフトの製作。
・いろんな公園の散歩で自然の風景や植物の観察。
♪生徒さんへ一言！
はじめから“できる”、“できない”を決めつけるの
ではなくていろんなことに関心を持ってみること。

倉地　有香 講師

担当コース

会 場

●英語

●各務原センター
会 場

●トーン・パレット岐阜

♪日頃心掛けていることは？
子どもたちが楽しくレッスンできるように心掛け
ています。

♪趣味は何ですか？
ピアノ演奏。ショパンが好きです。

♪好きな食べ物は何ですか？
チョコレート。

イタリア
・クレモ

ナの

バイオリ
ンです♪ ●美濃加茂センター

●瑞浪グランドセンター
●ミューズタワー岐阜
●ミュージックサロン羽島

マルチな抗菌
 マスクケース
アンケートにご回答いただいた方
各店先着50名様

ピアノ・エレクトーン・電子ピアノ 鍵盤楽器大展示！！

営業時間／１０：３０～１９：００
5/22● 6/6●日土 ▶

松祭2021 EVENT
ご予約は各会場まで

木曽真奈美さんと“ありがとう”って伝えようコンサート

エレクトーン enjoy コンサート

中古ピアノ選び方講座

楽器の日コンサート ＆ 楽器体験イベント（予約不要）

超限定 プレミアム中古ピアノ・エレクトーン抽選会

日時：５/２３（日）①10：30～　②13：30～（定員各5組）
会場：松栄堂楽器 本店 5Fホール

日時：５/２３（日）10：30～
会場：可児店3Fホール

日時：５/30（日）13：00～　　　会場：県庁前店 店頭　（定員5組）

日時：6/6（日）演奏 ①11：00～　②13：30～　③15：00～
会場：岐阜ハウジングギャラリー（岐阜市薮田東1-2-2）

日時：５/30（日） ピアノ 日時：6/6（日） エレクトーン

対象：春からおんがくなかよしコース、幼児科
　　  コースにお通いのお子さん・保護者様 演奏：ヤマハエレクトーンデモンストレーター

日時：５/３０（日）10：30～
会場：県庁前店2F

（定員各8組程度）

参加費
無料

会場：県庁前店 店頭
         オンラインにてお近くの松栄堂楽器で抽選結果がわかります

（各20分程度）

13：00～ YU11（現行モデル）
14：00～ YU33（現行モデル）

13：00～ ELB-02（現行モデル）
14：00～ ELS-02C（現行モデル）
15：00～ ELS-01C typeU

管楽器Fair2021

ギターフェア

本　店：5/29●・30●
可児店：6/5●・6●

土 日

土 日

県庁前店：5/29●・30●    6/5●・6●土 日 土 日

フェア開催！&

おすすめモデル
大展示！！（全て試奏OK）

アコギもエレキも大量展示！
ご購入で純正アクセサリー
                       プレゼント！

川島　幸子 講師

担当コース

会 場

●ヤマハシステムコース 
●青春ポップス
●健康と音楽

♪すきなこと・趣味は？
スポーツ観戦！！テニス・野球大好きです♡
お休みの日に、ハンドメイドを楽しんでいます。

♪みなさまへのメッセージ
音楽の楽しさをたくさん伝えていきたいです！
歌う楽しさ、弾ける楽しさ、音で伝える楽しさ。
宜しくお願いします♪

●本店  ●さぎ山センター
●トーン・パレット岐阜
●県庁前センター

松栄堂楽器
　　 講師紹介♪

松栄堂楽器ゆるキャラ
     「うさっP」
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