
普段は仲良し3人組ですが、レッスンが始まると真剣で、お互いに
刺激し合って成長できる魅力的なクラスです。
今年度は、個々のレベルアップはもちろん、グループの演奏では
日頃のチームワークを発揮され、エレクトーンフェスティバル
松栄堂楽器大会アンサンブル部門において、見事に金賞を受賞！
ヤマハエレクトーンフェスティバル地区大会にも出場されました。
また、12月12日に行われたヤマハグランドピアノC3Xespressivo
オンステージには全員が出演され、素敵な演奏を披露してくださ
いました。これからのご活躍がますます楽しみな皆さんです。

ジュニア専門コース 2年目の皆さん（本店センター）

レッスン風景

教室全般の業務を担当させていただいており
ます。レッスンやイベント等で会員様の笑顔を
見ると、毎回とっても嬉しい気持ちになります♡
困ったことや疑問があれば何でもお気軽にお声
がけくださいね。今後も笑顔いっぱいの楽しい
教室づくりを目指して頑張ります！

ハーモニーステーション岐阜、ミューズタワー岐阜
の担当をしています。幼いころピアノに、中学生の
時ファゴットに、短大の時エレクトーンに出会いま
した♪（ファゴットはトッポみたいな楽器です。本当
はサックスがやりたかったんですけどね～）みなさ
んと一緒に音楽を楽しめたらいいなと思います！

こんにちは！ 編集長のFです！！
皆様、お正月はどのように過ごされましたか？私は、毎年大晦日に実家へ帰っていたのですが今回は帰らず、自宅
で紅白歌合戦とRIZIＮを交互に見ていました（笑）お正月休みは食べて寝ての繰り返しだったので体重も大変な
ことに…食べ過ぎは注意ですね（泣）寒い日が続きますが、皆様もお体に気を付けてお過ごしくださいね。
それではまた、次回のわくわく交流NEWS♪をお楽しみに～！

松栄堂楽器スタッフ紹介♪

♬
編集長
コラム

今回は トーン・パレット岐阜とハーモニーステーション岐阜の
スタッフをご紹介いたします♪

松栄堂楽器の先生を
紹介するよ♪

田中  友梨 遠山  文菜　ハーモニーステーション岐阜スタッフ　トーン・パレット岐阜スタッフ

堀部 千恵 講師
担当コース

会場
●ヤマハシステムコース 

♪好きなことは、趣味は？
最近はアクア・トトの年間パスポートでお魚を見る
ことです

♪日頃心掛けていることは？
休日の朝ご飯をしっかり作って食べること。

♪好きな食べ物は？　辛い物。
♪好きなレッスン曲は？
おちば（幼児科）…最初の右手だけのメロディー
で、おちばが1枚ひらっと落ちるイメージが心に響
きます。

♪何か続けていることがありますか？
テニス、エアロビクス。ダイエットのために頑張っています。

♪好きな曲は？
デイズニー映画「アラジン」の主題歌「ホール・ニュー・
ワールド」。ピアノ・エレクトーンどちらで弾いても
素敵な曲です。

♪好きな食べ物は？ 唐辛子系の辛いもの。パスタ。寿司。
♪生徒様へ一言！
目標を持って頑張りましょう。弾きたい曲を、弾ける曲に。

●本店センター　
●ミュージックタウン鵜沼
●ハーモニーステーション岐阜
●北方センター

内山 希代子 講師
担当コース

会場

●フルート（オリジナル・ヤマハ）
●オカリナ（ヤマハ） 
●ケーナ（ヤマハ）
●声楽（オリジナル）

●ウクレレ（ヤマハ）
●アコースティックギター（ヤマハ）
●ジュニアスクールギター（ヤマハ）

●本店センター
●ハーモニーステーション岐阜
●可児センター

●ミュージックタウン鵜沼

戸谷 和弘 講師
担当コース

会場

●トランペット（オリジナル） 

♪好きな音楽は？
JAZZ、Rock、Funk、Salsa、昭和歌謡etc…

♪楽器を始めたきっかけは？
高校の吹奏楽部。

♪休日の過ごし方は？
暇ができれば登山をしています。

♪座右の銘は？
為せば成る為さねば成らぬ何事も。

♪一言メッセージをお願いします！
音を奏でて人と一緒に演奏するとすごく楽しいで 
す。何事も毎日の積み重ねが大切。コツコツやれば 
いつかできるようになります。

♪音楽を始めたきっかけは？
女の子にモテたかったから。

♪趣味は？
競馬。毎月小遣いの範囲で遊んでます。
去年は赤字でした。

♪好きなアーティストは？
エリック・クラプトン。ブルース系。

♪生徒様へ一言！
3歩進んで2歩さがるでもOKですんで、
楽しみながらレッスンしてきま～す！

●ミュージックサロン羽島

渡辺　睦 講師
担当コース

会場

渡邉 京美 講師
担当コース

会場

湯浅 彰浩 講師
担当コース

会場

●ピアノ個人（オリジナル） ●ピアノ個人 （オリジナル）
●エレクトーン個人 （オリジナル）
●ピアノ個人オンラインレッスン
                          （オリジナル）

上西 佑季 講師
担当コース

会場

●フルート （オリジナル） 

♪好きな食べ物はなんですか？
ピザ、オムライス。

♪好きなこと、趣味はなんですか？
100均が大好きで暇さえあれば行っちゃいます！

♪生徒様へ一言！
お一人お一人のペース、状況に合わせたレッスンを
心掛けています。初心者の方も大歓迎です！
是非フルート、音楽を一緒に楽しみましょう。

●県庁前センター

曽我 智子 講師
担当コース

会場

●ヤマハシステムコース 

♪趣味・特技は？
ヨガをしています。

♪好きな食べ物は？
いちごタルトです。

♪生徒様へ一言！
楽しくレッスンできるように心がけていますので、
皆さんで一緒に楽しみましょう！

♪趣味はなんですか？
映画、読書です。

♪好きな食べ物は？
鶏肉料理。

♪生徒様へ一言！
いろんな曲に挑戦しましょう。

♪趣味はなんですか？
読書。ドラゴンズ応援。

♪好きな食べ物はなんですか？
ちらし寿司。こしあん。そば。梨以外はなん
でも食べます

♪生徒様へ一言！
こわくないので楽しくレッスンしましょう。

●多治見センター
●美濃加茂センター
●ミュージックステーション西可児

●ミュージックタウン鵜沼
●美濃加茂センター
●可児センター

●ミュージックタウン鵜沼　●可児センター
●ミュージックステーション西可児

ヤマハミュージックレッスン
キャラクター

「おんぷー」

松栄堂楽器わくわく交流NEWS♪第３弾です！ 
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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レッスン会場の
本店センターです♪
1階の店頭では楽譜や楽
器の販売をしています♪

和気あいあいとしたクラスで、とても明るい雰囲気でレッスン
をしています。毎回レッスンの最初に先生がみんなの名前を呼
んでくれるのですが、3人とも「はーい！」と元気よく挨拶をして
くれます。この日は「あーとぶっく」という教材に、みんながお
うちで作ってきてくれた冬の景色を見せ合いっこしましたが、
みんな違ってみんな良い！それぞれに個性があって面白かった
です（笑）自分の想像したものを音楽で表現できるようになる
のがおんがくなかよしコースの良いところですね♪
これからも楽しくレッスンにお通いいただきたいと思います！

おんがくなかよしコースの皆さん（多治見センター）

レッスン会場の
多治見センターです♪
12月末に補修工事が
終わり、外観がきれい
になりました！

昨年11月に出演した
発表会の様子です♪

毎回のレッスンでは、みんなで目標を持って頑張っています。
最初は１つ１つ先生に教えてもらっていたコードも、だんだん

自分で分かるようになってきて楽
しいとのこと。そして、「曲が弾け
ると達成感があってもっといっぱ
い弾けるようになりたいと思う！」
とのこと(^^)
レッスンで先生やお友達とおしゃ
べりできるのも楽しいそうです。
これからも応援してるよ！

ジュニアスクールギターコース  グループの皆さん（トーン・パレット岐阜）

レッスン会場のトーン・パレット
岐阜です♪カラフルタウン岐阜
の中に教室があります♪

ミュージックタウン鵜沼のアコースティックギターグループクラスです♪
3名のクラスですが、皆さん始めた時期はバラバラ！
入会して半年の生徒さんもいますが、コードの押さえ方もバッチリ
で皆さんお上手に弾かれていました…！レッスンでは「夢の中へ」、
「Daydream Believer」を練習されていました。難しいリズムや
コードが出てきても先生が確認しながら丁寧に教えて下さるの

でとってもわかりやすいです♪3名とも熱心にレッスンを受けられていました！
レッスンの合間に先生がご家族のエピソードをお話されたり、生徒さんや
スタッフに話を振ったり…笑いながらの楽しいレッスンです（笑）これから
もレッスンでどんどん上達してくださいね♪先生や生徒さんのお話を聞ける
のも楽しみにしています♪

アコースティックギターグループの皆さん（ミュージックタウン鵜沼）

レッスン会場のミュージックタウ
ン鵜沼店内です♪楽譜や楽器
お手入れ用品が購入できます♪

松栄堂楽器
　 講師紹介♪



2022年、春開講クラスの入会受付が始まりました♪
各教室にて体験レッスンも実施しています！
既に満員となっているクラスもありますので、
レッスンをお考えの方はお早めに☆
           ●詳しくはこちらから➡

松栄堂楽器アレンジコンサート・ジュニアオリジナルコンサート♪

レッスン紹介＆カムバック
キャンペーン実施中！ 

親子でオリジナル楽器をつくろう♪

岐阜地区 個人発表会♪

2021年秋 発表会を開催しました♪ お話読みきかせ＆楽器演奏会を
開催しました♪

ヤマハエレクトーンSTAGEA
60分ウォッチ！♪

ヤマハの新しいグランドピアノ
C3Xespressivoでコンサートや
生徒様のオンステージを開催しました♪

2年ぶりのコンサート形式での開催！この日はクリスマスということも
ありステージ上にはサンタさんが♪ヤマハ音楽教室で学ぶ子どもたちが
心に感じたことを曲にし、自ら演奏するジュニアオリジナルコンサート。
自分で考えた物語や、日々の生活の中での出来事、思い出などなど！
素晴らしい作品ばかりでした♪
また、松栄堂楽器アレンジコンサートでは、レッスンで
取り組んだ“アレンジ”を事前に動画で募集。
動画審査を通過した方にステージで演奏していただき
ました♪同じ曲でも様々なアレンジがありました♪
また来年、皆さんの作品を楽しみにしています！

2021年12月19日（日）トーン・パレット岐阜にて「ヤマハ
エレクトーンSTAGEA60分ウォッチ！」が開催されました。
この日はヤマハエレクトーンデモンストレーター小野由紀子
さんをお招きし、エレクトーンステージアELS-02Cの特徴
や機能を、演奏を交えながら楽しくお伝えいたしました♪
実際に楽器に触れながら体験していただく場面もあり、今
まで知らなかったエレクトーンの機能や魅力を沢山発見！！
エレクトーンをこれから本格的に学びたい方はもちろん、
そうでない方も楽しめるイベントでした♪
最後は参加者の方へ、「聖者
が街にやってくる」の楽譜と
データをプレゼント♪（デー
タはＵＳＢを持参の方のみ）
お家でも是非チャレンジし
ていただけるといいなと思
います。

2021年12月5日（日）にミュージックタウン鵜沼、12月12日
（日）に県庁前センターで、「お話読みきかせ＆楽器演奏会」
を開催しました♪
当日は、絵本や紙芝居に合わせてエレクトーンから出る様々
な音色をお楽しみいただきました。
12月に開催したので、エレクトーンでクリスマスソングの演
奏もさせていただきました！それ以外にも手遊び歌や、楽器
に触れていただく場面もあり、とっても楽しいひと時となり
ました♪ご来場いただいた皆様、ありがとうございました。

2021年12月12日（日）ハーモニーステーション岐阜にて「親子でオリジナル楽器を
つくろう」を開催しました。楽器はカスタネット・カリンバ・ウクレレの3種類！自分
だけのオリジナル楽器を作って楽器を身近に感じてほしいと思い企画しました。
水彩絵の具を使ってのお絵描き♪様々な色を使って音符やお花など好きな絵を
黙々と描いてくれていました！絵ができたら楽器の組み立て！ここでは大人たちが
大奮闘。世界で一つのオリジナル楽器を完成させてくださいました。

お友達やご家族の方へご紹介、又は以前レッスンされて
いた方が再度入会された場合に、素敵なプレゼントを
贈呈いたします♪キャンペーンは全コース対象！
  （プレゼントはコースごとに異なります。）
更に抽選で5名様に…飛騨牛、Amazonギフトカード、
スイーツの中からお好きな商品をプレゼント！
この機会にぜひ、お友達やご家族にご紹介ください♪

皆様に「C3Xespressivo」の良さ
を感じていただくために、12月5
日（日）ピアニスト今泉藍子さんに
よるC3Xespressivoトーク＆
コンサート、12月11日（土）仲田久
美子先生による「ワンコインナイト
コンサート」、12月12日（日）
「C3Xespressivoオンステージ
＆ピアニスト木曽真奈美さんの
コンサート」を開催いたしました。

オンステージでは8組の生徒様にご参加いただき、日頃頑張っ
てきた成果を素敵な音色で響かせてくださいました。生徒様
の演奏後には、木曽真奈美さんによる演奏
もあり、生徒様からは「とても素敵な演奏と

オーラで心を動か
されました」とお声
をいただきました。
ご参加いただいた
皆様、ありがとうご
ざいました。

11月６、７、１３、１４日の4日間、じゅうろくプラザに
て開催された岐阜地区個人レッスン発表会には、340
名を超える会員様にご出演いただきました。大きなス
テージの上で1人で演奏するというのはとても緊張す
ることだと思いますが、皆さん日頃の練習の成果を存
分に発揮されていました。発表会の経験が、さらなる
ステップアップに繋がることと思います。これからも
頑張ってくださいね♪

11月28日（日）かも～る美濃加茂市文化会館ホワイエにて
各務原・可児・多治見地区 大人の合同音楽レッスン発表会を開催しました！

今回は各務原市から瑞浪市までの広範
囲の生徒様に出演していただきました。
ピアノやエレクトーンの演奏を始め、ギターやサックスアンサンブルもあり
クラシックから今流行りの演奏を聴く事ができ、司会をしながら楽しい時間
を過ごせました。また秋に大人の合同発表会を予定します。
皆さんの参加お待ちしております♪

可児・多治見・各務原地区 大人の音楽レッスン発表会♪

10月30、31日の2日間、岐南町にあるライブハウスSoul Dyna（ソウルダイナ）にて岐阜地
区LM系楽器の発表会がありました。どの生徒様もとても素敵な演奏で、教室とご自宅

で練習された成果が見えて感動しました！

11月3日（祝・水）、club-Gにて岐阜地区バンド系の
発表会がありました。club-Gでは2年ぶりの開催。
普段は別の会場、グループでレッスンしている会員
様同士、同じグループでレッスンしている会員様同士
などバンドやアンサンブルでご出演いただきました。
本格的ライブさながら！皆さん輝いていました～♪

11月23日（祝・火）、じゅうろくプラザにて岐阜地区合同、クラシック系楽器の発表会を開催
しました。鍵盤楽器や管楽器、弦楽器、声楽等種類は様々でしたが、皆様とても素敵な演奏
をしていただきました。ご参加いただいた会員様、ありがとうございました♪

岐阜地区 大人の発表会（LM・バンド・クラシック）♪

2021年12月に期間限定で「C3Xespress i vo」が
本店の店頭に展示されました♪モデル名につけられた
「espressivo（エスプレッシーヴォ）」は、「表情豊かに」を意味
する音楽用語（イタリア語）です。音色・音量の幅が広く、表情

豊かな演奏を可能にする高い表現力を備えてい
ます。コンサートでは、「C3Xespressivo」の音色
や響きを実際に肌で感じていただき、魅力や良さ
が十分に伝わる演奏会
となりました。

ご参加いただいた方からは、「とって
もステキな演奏でした！」「ピアノの
音色に癒されました」というお声を
いただきました。

抽選で
プレゼント！

メーカー希望商売価格
198,000円（税込）

生徒様ご優待価格
187,000円（税込）

⬇

２０２２年 春開講クラス入会受付中♪

軽めの鍵盤
指の力が未発達な子どもたち
でも無理なく弾けるので「正し
い姿勢・スムーズな指づかい」
を意識しやすくなります♪

二段の鍵盤
右手は上鍵盤、左手は下鍵
盤で演奏。「メロディーと
ハーモニー」それぞれの役
割が分かりやすく両手の音
量もバランス良く弾けます♪

豊かな音色
豊かな音色が曲のイメージ
を膨らませ「こんな風に弾き
たい」という意欲と表現の
向上をサポートします♪ 教室でのレッスン感覚をそ

のままお持ち帰り。テンポを
変えたり、右手・左手のみの
練習ももっと楽しく応援＆
サポートしてくれます♪

おうちで
おけいこソフト

お子さまから大人まで音楽を始めたい人にぴったりの楽器

ヤマハエレクトーンSTAGEAベーシックモデルのご紹介♪

☆うれしい特典☆
♪「おけいこBook」と対応データ（USB）プレゼント！
♪「アプローチガイド」プレゼント！

～6/30
   （木）まで
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