
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策

レッスン会場のミューズタワー
岐阜です♪「岐阜シティ・タワー
43」内３階にある、大人中心の
教室です♪

レッスン会場のハーモニーステー
ション岐阜です♪
JR岐阜駅から徒歩0分！！アクセス
抜群のスタイリッシュな教室です♪

４月からスタートし今では５人のクラスになりました。
みんな元気にレッスンに来ています。半年が経ち、
落ち着きも出てきました。先生が歌を歌ったりお話す
る時はみなさん広子先生の目を見て集中してます。
レッスンが終わり、いつも「バイバイ」と手を振って
笑顔もいっぱいです。これからの成長が楽しみです！

レッスン会場の
可児センターです♪可児センター、らっきークラスの

レッスンの様子です♪

ドレミらんど　らっきークラスの皆さん（可児センター）

ジャズピアノレッスン（ミューズタワー岐阜）サックスレッスン（ハーモニーステーション岐阜）

レッスン風景

ミューズタワー岐阜、ジャズピ
アノグループの皆さんです♪
ジャズピアノレッスンを始めた
きっかけは様々。ご自宅にピア
ノがあったから、子供の頃にピ
アノやエレクトーンを習ってい
たからなど、昔から身近にピア
ノがあったようです。
水野先生のレッスンはとにかく
楽しいそう♪
肩の力を入れず、気軽に楽しめ
るのが大人のレッスンの魅力
でしょうか？

このインタビュー中も先生は率
先して!?インタビュアーになっ
てくださいました。
年齢や性別はもちろん、ご職業
も異なるメンバーが集まる大人
のグループレッスン。ご家族や
会社など普段とは違った仲間と
音楽を楽しむのも良いですね♪
スタッフも、みなさんとお話が
できるの、いつも楽しみにして
います♪

ハーモニーステーション岐阜、サックスグループの皆さんです♪
お２人ともレッスンには長くお通い頂いています。もともと別
グループでレッスンをスタートされたお２人ですが、今では一緒
にレッスンして頂いています♪Yさんはハーモニーステーション
岐阜があるアクティブGで行った先生の演奏を聴いてサックス
を始めようと、Kさんは無料体験説明会でサックスをやってみ
て、気づいたらレッスンに通っていたそうです。（笑）良い楽器
を購入したのも、レッスンを長く続けられる秘訣だとか…
良い音が出るし、お値段も良いものを買ったので“今辞めては
いけない！”という気持ちもあるそうです！！
いつもスタッフに優しく声をかけてくださるお２人。

これから先も、サックス
楽しんでくださいね♪
練習できてないから
レッスン行きにくいな…
と思ってもスタッフは
お待ちしておりますの
で！！（笑）

8月より県庁前店のスタッフになりました！
楽器の販売や音楽教室（北方センター）・そろ
ばん教室（県庁前センター）の担当をしてお
ります。
店頭にいることが多いので、お時間のある時
にお気軽にお声がけください♪

今年の3月から多治見センターで教室全般の
担当をしています。音楽とお寿司と猫とドラ
イブが好きです。教室の事や楽器購入など、
何かご相談があれば気軽に「小林さーん！」と
呼んでください（笑）口下手なところもあり
ますが、精一杯対応させていただきます！

こんにちは！ 編集長のFです！！
私が今年の春に始めたサックスレッスンですが、10月に入り、6か月が経ちました！11月28日（日）各務原・可児・多治見
地区合同の大人の音楽レッスン発表会に、同じサックスグループの方と参加する予定です♪ソロとアンサンブルを1曲
ずつ演奏予定です！足を引っ張らないよう練習を頑張りたいと思います…（笑）
さて、今回2回目の発刊となった「わくわく交流NEWS♪」ですが、今後も各教室の生徒さんのレッスン風景やスタッフ・
講師の紹介、イベント情報等発信していきますので、（もし載せたい記事がありましたら教室スタッフに教えてくださいね♪）
「わくわく交流 NEWS♪」を楽しみにお待ちくださ～い！ 

松栄堂楽器スタッフ紹介♪

♬
編集長
コラム

今回は県庁前店と多治見店のスタッフをご紹介いたします♪

松栄堂楽器の先生を
ご紹介するよ♪

久世　有桜 小林　大起多治見センタースタッフ　県庁前店頭スタッフ

桑原　広子 講師
担当コース

会場
●ヤマハシステムコース 

♪日頃心掛けていることは？
皆さんに安心・安全にレッスンに通っていただける
教室づくり。

♪趣味は？
趣味は特にないので、日々の小さな楽しみがありま
す。ひとりで好きな音楽を聴きながら（大きな声で
歌いながら）運転すること。

♪好きな食べ物　カレーライス。
♪生徒様へ一言！
いつも元気にレッスンに来てくれてありがとう！

●ハーモニーステーション岐阜　
●県庁前センター
●美濃加茂センター  ●可児センター
●ミュージックステーション西可児

牛田　桐加 講師
担当コース

会場

●クラリネット

♪趣味・特技は？
趣味は映画観賞で、特にディズニー映画を観ること
が好きです。

♪先生の子供の頃の将来の夢は？
シュークリーム屋さん。

♪好きな食べ物　カレーライス。
♪生徒様へ一言！
いつもありがとうございます。大好きな音楽を一緒
に出来ることを嬉しく思います。これからもクラリ
ネットを一緒に上達しましょう！！

●本店
●ハーモニーステーション岐阜

●サックス

●ミューズタワー岐阜
●ハーモニーステーション岐阜
●トーン・パレット岐阜

水野 真志 講師
担当コース

会場

●ジャズピアノ
●大人のピアノ
●ポップスタイルピアノ

♪趣味・特技は？
スニーカー、映画、野球が好きです。

♪先生の子供の頃の将来の夢は？
漫画が描けるピアニスト。

♪生徒様へ一言！
ピアノを通じて音楽の楽しさ、奥深さが伝われば
いいなと思います。
Let’s Enjoy Music Life.

♪趣味・特技は？
お菓子作り。最近はチョコ系のお菓子にハマってま
す♪特技はげっ歯類の口元のものまねです（笑）

♪先生の子供の頃の将来の夢は？
ピアノの先生か、幼稚園の先生ってずっと言ってま
した（笑）

♪生徒様へ一言！
楽しくサックスや音楽の幅広い世界を知って頂け
たらなと思います。一緒に楽しみましょう♪

●ミューズタワー岐阜

成田　和夏子 講師
担当コース

会場

石澤 千代子 講師
担当コース

会場

金原 早紀 講師
担当コース

会場

●英語 
●そろばん 

●ミュージックサロン羽島 ♪英語教室で身につく力や魅力は
何ですか？
英語を特別なものと思わず身近に感じられます。
日本語に訳さないで理解する感覚、リスニング力
が身に付きます。

♪趣味は何ですか？
旅行ですが今は行けないのでNetflixで映画やドラマ
を見たり、TOEIC等の英語のテストを受けること。

♪好きな食べ物は何ですか？　
アボカド、ゴールデンキウイ。

♪生徒様へ一言！
Practice makes perfect.継続は力なり。お家で
CDを聞いてください。

●多治見センター

山田 麻理 講師
担当コース

会場

●ピアノ個人 

♪趣味は何ですか？
ショッピングが好きです。
コロナ禍でゆっくり楽しむことができません。コロナ
が収まってショッピングが楽しめるようになるとい
いと思います。

♪生徒様へ一言！
家での練習をコツコツと積み重ねると好きな曲が
演奏できるようになるので頑張ってほしいです。

♪そろばんの魅力は？
自分を超えるという実感が味わえることと同時に、確
実に計算力が身に付くこと。 

♪先生の子供の頃の将来の夢は？
キャビンアテンダント。

♪好きな食べ物は？　
プチプチした食感のもの

♪生徒様へ一言！
自分が歩く電卓って思えたらきっと楽しいと思う。そう
思えるように一緒にチャレンジしよー！

●県庁前センター
●各務原センター

櫻木　晴香 講師
担当コース

会場

●ヤマハシステムコース 

♪趣味は？
映画鑑賞が好きです。特に、ディズニー映画が大好
きです。

♪子供の頃の夢は？
保育園の先生になりたかったです。

♪生徒様へ一言！
明るく楽しいレッスンを心掛けています。
目標に向かって楽しくレッスンしていきましょう♪

●ミューズタワー岐阜
●ハーモニーステーション岐阜
●ミュージックタウン鵜沼
●長森西センター

松栄堂楽器
　　 講師紹介♪

ヤマハ音楽教室キャラクター
「ぷっぷる」

㈱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。

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♪
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松栄堂楽器生徒様限定！ ピアノ調律キャンペーン実施中♪

 ピアノフェスティバル2022  開催のご案内♪

ヤマハ音楽教室＆英語教室
紹介キャンペーン実施中！

（第7回 YJPC出場者選考会 松栄堂楽器大会）

大人の音楽レッスン発表会開催予定！！♪

エレクトーンフェスティバル2021 ソロ演奏部門 三重・岐阜大会 受賞者ご紹介♪

松栄堂楽器生徒様限定で、ピアノ調律キャンペーンを実施中♪
良い音ってどんな音？松栄堂にお任せください！ヤマハ認定技術者がお伺いいたします。
弊社での調律が初めての方、または弊社にて2年以上調律をしてみえない方が対象です。

8月9日（月・祝）に、プリニーの文化ホールにて各務原地区個人レッスン発表
会を開催いたしました。コロナ対策として、入口での検温、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、
頑張って練習してきた成果を披露してくれました。舞台袖では緊張した様子
で演奏順を待っていた子も、ステージでは堂々と演奏を披露してくれました。
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。

ミンナトオンステージを開催しました！♪
7月25日（日）岐阜市役所市民交流スペース「ミンナト」にて、ピアノオンステージ
を開催しました！皆さんに演奏いただいたピアノは、松栄堂楽器創業100周年
記念事業として寄贈させていただいたグランドピアノC3X。
この場所で行われる初のイベントということもあり、受付開始後すぐに満員に
なってしまう程、多数の参加お申込みをいただきました！出演者の皆さんの
演奏は、日頃の頑張りやピアノが好きな気持ちが伝わってくる、とても素敵な
演奏ばかりでした。各部の最後にはピアノデモンストレーター小笠原さんによる
演奏もあり、プロの迫力ある演奏を身近に体感いただきました。これからも
楽しくピアノを続けてくださいね。そしてまた、こういった機会に是非沢山の
方にご参加いただきたいです♪こちらのピアノは普段どなたでも弾けるので、
市役所に用事があった時や図書館の帰りなどに、ぜひ弾いてみてくださいね♪

2021年8月22日（日）、ミュージックタウン鵜沼にて「サックス＆ピアノロビーコンサート」を開催しました。
音楽を身近に触れて楽しんでいただきたい、という思いで企画いたしました。当日は第1公演（10：30～）
11名、第2公演（13：30～）10名のお客様にご参加いただきました。松栄堂楽器の生徒様だけでなく、
一般のお客様にもご参加いただきました。
感染症対策で人数制限をしていたため、通りがかった方には外から演奏を聴いてもらいました。サックス
演奏はミュージックタウン鵜沼の教室でサックスレッスンご担当の齋藤陽一先生、ピアノ演奏は同じ

くミュージックタウン鵜沼の教室でピアノレッスンご担当の渡邉京美先生に演奏し
ていただきました。
情熱大陸や宝島、official髭男dismのPretender等、一度は聴いたことのある人
気曲を演奏していただきました。ご参加いただいた方からは、とっても素敵な演奏
でした！迫力のある演奏を近くで感じられてとてもよかったです！というお声を頂
きました。今回はコロナ禍ということもあり、ご来場者様には消毒・検温・マスク着用
をお願いしました。ご協力いただきありがとうございました。

2022年1月29日（土）・30日（日）、岐阜・各務原地区（プリニーの文化ホール）
2022年2月5日（土）・6日（日）、可児・多治見地区（バロー文化ホールにて）
ヤマハピアノフェスティバル松栄堂楽器大会が開催となります。
課題曲も発表となり、どの曲で参加しようか迷っている方も多いかと思います。
特別講師をお招きしアドバイスレッスン、事前にホールを使用してリハーサル、
チャレンジコンサート等も予定しています。皆さんの参加お待ちしております！

ご紹介いただいた方が
ご入会すると…音楽教室は「ぷっぷるとおともだち
抗菌ランチ巾着」、英語教室は「Hoppy＆Bonnyの
エコバッグ（幼児）、ミニ黒板
ボード（小学生）」をプレゼント！
おともだちやごきょうだいを
ぜひ紹介してね！

大人の音楽サークル
紹介＆Wレッスン
キャンペーン実施中！
ご紹介いただいた方がご入会、
又はＷレッスンご入会で…除菌
セットをプレゼント♪
ぜひお知り合いにご紹介、又は
Ｗレッスンを始めてみませんか？

8月1日、ヤマハエレクトーン
フェスティバル2021ソロ演奏
部門 三重・岐阜大会で受賞し
た皆様です。
金賞受賞の方はセミファイナル
へ出場しました！
次回のわくわく交流NEWS♪
でセミファイナルの結果の報告
をいたします♪

コンサートホール・ライブハウス等…様々な会場で、子供
だけでなく、大人の方の発表会も開催いたします♪

一般部門
金賞

服部 沙綾さん
    （多治見センター）

中学生部門
金賞

加藤 沙菜さん
       （可児センター）

小学生高学年部門
銀賞

金子 和嘉人さん
    （美濃加茂センター）

小学生低学年部門
銀賞

井戸 敦彦さん
     （さぎ山センター）

〈今後の個人レッスン発表会スケジュール〉
可児地区・・・・ 個人レッスン発表会
　　　　　　 10月9日（土）、10日（日）
多治見地区・・ 個人レッスン発表会
　　　　　　 10月24日（日）
岐阜地区・・・・ 個人レッスン発表会
 １1月6日（土）、7日（日）、13日（土）、14日（日）

《今後の大人の音楽レッスン発表会スケジュール〉
岐阜LM系・・・・・・・・・・・ 10月30日（土）、31日（日）
岐阜バンド系・・・・・・・・・ 11月3日（水・祝）
岐阜クラシック系・・・・・・ 11月23日（火・祝）
各務原・可児・多治見・・・11月28日（日）

【申込期間】 　令和3年10月1日  ～  令和4年1月25日
【実施期間】 　令和3年10月1日  ～  令和4年1月31日

ミュージックタウン鵜沼サックス＆ピアノロビーコンサートを開催しました！！♪

各務原地区 個人レッスン発表会♪

詳細やお問い合わせは、お通いの教室スタッフまで♪

お近くの松栄堂楽器各店、または各センタースタッフまでお問い合わせください♪

お見積り
無料♪

♪音が変な気がする・・・ なんとなく弾きにくい・・・ 音が出ない！？等、お気軽にお申し込みください。
♪ピアノ移動、クリーニングも承ります。
        期間中、調律をご実施いただいた方には・・・ QUOカード  プレゼント!
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