
A部門　奨励賞
古澤 七帆さん

C部門　優秀賞 
田口 尊啓さん

C部門　優秀賞 
村手 響さん

レッスン風景

普段は県庁前店に勤務し、これからお通い頂く
レッスンや、お家の楽器についてご提案をさせて
頂いております♪レッスンにお通い頂いている
生徒様と、学校での事、職場での事、色々なお話
が出来て嬉しいです♪
皆様がこれからも音楽を通して、豊かな人生を送
れるよう、精一杯サポートをさせて頂きます！

6月11日（土）しらかわホールで開催
されました、第7回ヤマハジュニアピ
アノコンクール東海エリアセミファ
イナル受賞結果をお知らせします。
松栄堂楽器からは3名の方が受賞さ
れました。
優秀賞を受賞された田口尊啓さん、
村手響さんは、7月27日（水）ヤマハ
ホール（銀座）で開催されるグランド
ファイナルへ出場されます。
受賞された3名の皆様、おめでとう
ございます！

ミュージックタウン鵜沼でレッスンや楽器のご提
案をさせて頂いております！高校生の頃に吹奏楽
部で打楽器を担当、今はエレクトーンとサックス
に挑戦中です♪音楽を聴いたり演奏することが
大好きなので、生徒様と一緒に音楽を楽しめた
らいいな～と思っております！ご相談等ございま
したら、お気軽にお声かけください♪

こんにちは！ 編集長のFです！！
進級や新入会の生徒様のレッスンが春からスタートし、クラスのお友達が変わったり、レッスンもさらにレベルアップ
したり…色々な変化があったと思いますが、皆様の頑張っている姿を見て嬉しく思います。
私が担当している会場では、七夕ということで、生徒様に短冊へ願いごとを書いて頂き飾っています♪皆様の願い
ごとが叶いますように…！
わくわく交流NEWS♪では、生徒様のことをどんどん紹介していきたいと思っているので、載せてほし
い記事（最近頑張っていること、ハマっていること、描いたイラストなどなど…レッスンのこと、レッスン
以外の事でもOK！）がありましたら、教室のスタッフへ教えてくださいね♪こちらのQRコードから
メール作成画面へ入っていただき、編集長へ直接送っていただいても大丈夫ですよ♪
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♪

松栄堂楽器講師紹介♪

♬
編集長
コラム

今回は県庁前センターとミュージックタウン鵜沼の
スタッフをご紹介いたします♪

松栄堂楽器の先生を紹介します♪

炭竃ほのか 古田　芽　ミュージックタウン鵜沼県庁前センター

藤本　樹里 講師
担当コース

会場

●ヤマハシステムコース ●ヤマハシステムコース

●各務原センター ●県庁前センター
●長森西センター
●ハーモニーステーション岐阜

伊佐治　肇将 講師
担当コース

会場

●ドラム（ヤマハ） 

♪趣味は？
映画を観るのが好きです！最近は「ショーシャンク
の空に」を見返しました。
♪好きな食べ物は？
冷やし中華。
♪先生のイメージ
いつも黒い服を着ているので、生徒さんから
「影」って言われています。
♪生徒様に一言！
いつもみなさんがレッスンを楽しんでくれるので、
僕も楽しいです！

♪趣味は？
レコードを手に入れ、クラシックなど聴いて
います。

♪好きな食べ物は？
うどん。アレンジするのが好きです。

♪生徒様へ一言！
いつも色々なお話をしてくれてありがとう。
一緒に楽しくレッスンしましょう！

♪日頃レッスンで心掛けている事は？
生徒さんの努力や成長は見逃さないようにしてい
ます。出来た！出来る！と自信を持たせてあげられる
レッスンを心掛けています。

♪こだわりの1曲は？
パット・メセニーの『A Map of The World』
エネルギーを感じるアルバムです。

♪生徒様へ一言！
沢山聴いて、弾いて、いっぱい感動しましょう。

●ハーモニーステーション岐阜

松井　惠実 講師
担当コース

会場

ヤマハ音楽教室キャラクター
「なっぷる」

松栄堂楽器わくわく交流NEWS♪第4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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県庁前センターの店頭です 。中古ピアノや電子ピアノ、ギター等の商品を展示しています♪

ジュニアスクールドラムコースの皆さん（ハーモニーステーション岐阜）

上級ゼミの皆さん（県庁前センター）

幼児科1年目の皆さん（各務原センター）

第７回 ヤマハジュニアピアノコンクール   東海エリアセミファイナル受賞結果

ハーモニーステーション岐阜が新しくなってオープン！

ハーモニーステーション岐阜では、子どもたちが通えるドラム、
ギターコースも開講中♪
今回突撃取材をしたのは伊佐治先生のジュニアスクールドラム
グループ。最近入会した小学1年生のなるみちゃんをお兄さん、
お姉さんたちもサポートしてくれています。
「ほんと兄弟みたいなんです！！」担当の伊佐治先生は子どもた
ちにも大人気♪学年、レベルに合わせて様々なジャンルの曲を
レッスンしているそう。みんなの成長が楽しみです♪

5月18日（水）に新ハーモニーステーション岐阜がオープンしました！
全12部屋！子どもから大人までの音楽レッスンはもちろん、ヨガやプ
ログラミング教室も展開♪店頭には楽器お手入れ用品、音楽雑貨も
充実。スタッフのお気に入りは天井のト音記号と岐阜の町が描かれ
たパネルです♡オープニングイベントでは、ハーモニーステーショ
ン岐阜でレッスンをしている講師陣に
よるスペシャルライブ、エレクトーンプ
レイヤー中野正英さんによるストリート
ライブを開催。今後も様々なイベントを
予定しています。新ハーモニーステー
ション岐阜にぜひご注目ください！！

５月からおんがくなかよしコース進級のお友達と、新入会の
お友達の５人でレッスンしています。
藤本先生の音楽の楽しさに溢れるレッスンで、子どもたちも、
笑顔と元気がいっぱいで
す。保護者の方も子どもさ
んと一緒にレッスンを楽し
んでみえます。これからも
５人で楽しくレッスンを続
けてほしいと思います♪

みんな小さい頃からずっとレッスンに通ってくれています。
仲良し過ぎて、アンサンブルが好き過ぎて、この春から上級ゼ
ミに進級してくれました！

3人ともお話が大好きで、いつも笑いの
絶えないレッスンをしています♪

各務原センターのロビーです♪季節ごとに飾りつけをしています♪



詳しくは
松栄堂楽器
ホームページまで

うにとろプロジェクト チーム岐阜（season7）LIVEを開催しました！♪

YAMAHA エレクトーンフェスティバル　松栄堂楽器大会を開催！♪

ヤマハ音楽教室発表会を開催♪

「ハウジングギャラリーの音楽祭」を開催しました！♪

3月19日（土）・20日（日）可児・多治見地区、3月26日（土）各務原
地区、3月27日（日）・28日（月）岐阜地区と全地区で5日間、ヤマ
ハ音楽教室発表会を開催しました。去年と同じ形式で、感染症対
策をしながらの発表会（録画会）となりました。

毎年、生徒様・保護者様をはじめ、講師・スタッフが一丸と
なり取り組んでいる発表会です。コロナ禍でも、頑張って
練習した成果を披露され、とても感動しました。合同練習
では、練習の様子とインタビュー撮影を通して生徒様と
の交流もできました。
発表会当日は、全地区無事に終える事ができ、とても良い
発表会（録画会）となりました。
また出来上がった録画会DVDを店内やロビーで流します。
来年はリアル形式の発表会になって欲しいですね♪

5月4日（水祝）にハウジングギャラリー岐阜と松栄堂楽器がコラボをして「ハウジン
グギャラリーの音楽祭」を開催しました。
イベントスペースでは、エレクトーン・フルート・サックス・ギター・ウクレレのコン
サートを開催！ポップスからロック、クラシックまで幅広いジャンルの生演奏をたくさ
んのお客様に楽しんで頂きました。
また、楽器体験イベントも実施♪エレクトーン・ピアノ・ギター・サックス・バイ
オリンなどなど…さまざまな楽器を実際に触って体験して頂きました！
楽器をやってみたいけど一歩踏み出せないという方、昔やっていたけど
少し吹いてみたい、弾いてみたい！と思われる方のお力になれていたら
嬉しいです！今回のようなイベントの日でなくても体験レッスンは随時受
付しておりますので、気になる方はお気軽にお問い合わせください♪

人気ピアニストによる、ピアノクリニック聴講＆ミニコンサート開催！

チケットのお申し込みは、各店舗・教室スタッフまで
お気軽にお声掛けください♪

 ピアノクリニック聴講
ピアニストによるピアノクリックを聴講いただけます♪
●ピアノクリニック聴講費 2,000円（税込）
 ミニコンサート
ピアニスト＆ピアノクリニック受講者によるミニコンサートです♪
●ミニコンサートチケット 2,000円（税込）
 お得な１DAYチケット
ピアノクリニック聴講＆ミニコンサート＆パイプオルガン探検がセットに
なったチケットです。１DAYチケットにすると500円お得♪
●1DAYチケット 3,500円（税込）

コロナ禍でも、頑張って学んでいるピアノ学習者の
皆様を応援する、1日ピアノ三昧の夏休み特別企画です。
場所は岐阜の音楽の聖地、サラマンカホール。
皆様のご参加を心よりお待ちしております。

岡山県岡山市に生まれ、3歳より
ヤマハ音楽教室でピアノを始め
る。2010年には東京藝術大学
大学院へと進み、2013年3月に
首席で修了。クロイツァー賞、大
学院アカンサス賞、藝大クラ
ヴィーア大賞を受賞。

2001年生まれ。4歳よりピアノ
を始める。第43回ピティナ・ピア
ノコンペティション特級グランプ
リ、及び聴衆賞受賞。2022年、
マリア・カナルス国際ピアノコン
クール第3位受賞。ヴァンクライ
バーン国際ピアノコンクールセ
ミファイナリスト。

7/27（水） 7/28（木）ピアニスト ピアニスト

中 桐　望 亀井　聖矢

ピアノ分解教室ピアノ分解教室

管楽器フェア管楽器フェア

参加料無料

5組様 限定

ミライオンステージミライオンステージ

Myピアノ相談会Myピアノ相談会

スペシャルイベント 要予約

日7月24日 ❶10：00～　❷13：30～

日7月24日 11：00～

本店
日7月17日

14：00～ 可児店
日7月24日

11：00～

土 日7月9日 ・10日 10：30～

調律師によるピアノ分解教室！ 
調律体験もできます♪

ヤマハデモンストレーターが1組ずつコンサート
や説明を交えながらあなたに合った1台を
お選びします♪

ヤマハエレクトーンフェスティバル受賞者による
オンステージです♪

おすすめモデル大展示！！ 全て試奏OK♪

県庁前店

可児店

本店

●営業時間／10：30～19：00
●開催店舗／本店・県庁前店・可児店

2022

夏の
決算セール

9●土 31●日
7月 
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あめすくい
チャレンジ券が必要です

※なくなり次第終了とさせて頂きます。
※お1人様1回

ご成約記念プレゼントご来場記念プレゼント
期間中、10万円以上の
鍵盤楽器をご成約のお客様に
涼の雫フルーツゼリー
詰め合わせプレゼント

6月19日（日）プリニーの文化会館文化ホール（各務原文化ホー
ル）にて感染症対策を徹底の上、エレクトーンフェスティバルを
開催致しました。上位大会に行けるコンクール部門と、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の2
部門を用意しました。今年も、年長さんから大人の方まで、さま
ざまな年代の方にご出演頂き、とっても賑やかで楽しいフェス
ティバルになりました♪
また、7月には今回の受賞者によるオンステージを2か所で開催
致します。7月17日（日）に可児店、7月24日（日）には
本店で予定しており、素敵な演奏を入場無料で聴いて
頂けますよ♪詳しくは教室のスタッフまで♪
秋にはアンサンブル部門も開催する予定です♪詳細は
改めてご案内します。

今年で７回目のシーズンを迎え、先日5月８日（日）に
熱いライブを終えた「うにとろプロジェクトin 
Gifu」です！今回は、個性豊かなメンバー８名に、
当日３名の飛び入りメンバーが加わって、１１名で
のステージとなりました！一人一人、これまでの道場
で得たものを存分に発揮し、お客さんと一体に
なった素晴らしいパフォーマンスを披露してくれ
ました。メンバー同士が互いに刺激を受けながら
成長し、新しい自分に出会う。そしてその進化は止
まらない！「うにとろってやっぱりいいな」と思える、
そんなライブでした。
秋からは新しいシーズンが始まります！
是非一緒に盛り上がっていきましょう！！
うにとろに関する詳細はHPへ♪

 【LIVE当日セットリスト】
（会場：ライブハウス Souldyna）
りんせい・・・・・・ 魂のルフラン
りんりん・・・・・・ Into The Night
ぱぱ・・・・・・・・・・・ Spain
れい・・・・・・・・・・・ ドラマツルギー
はるか・・・・・・・・ 彼方の光
さっちゃん・・・・ 花に亡霊
きたちゃん・・・ 哀れな人々
ふるちゃん・・・ 公然の秘密
ゆうた・・・・・・・・ 残響散歌
イイダ・・・・・・・・・ 24K Magic
りょうくん・・・・ Like Flames
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