
レッスン風景

日ごろは本店にて日野センター・さぎ山センター・長森西
センターでのレッスンのご提案をさせて頂いております♪
幼いころにピアノ（ほんの少し）、中学生でブラスバンド部に
入部しユーフォニアムを担当、現在でも社会人の吹奏楽団に
て活動しています！
成長してからも音楽を楽しめるような皆様になっていただけ
るよう、精一杯サポートさせていただきます。
お気軽にお声かけくださいね♪

こんにちは！ 編集長の Fです。
先日、大人の音楽レッスン発表会が開催され、私もサックスの演奏で参加させていただきました。
習い始めて 1 年半くらい？ようやく長い曲も吹けるようになりました。
演奏した曲は、鬼滅の刃 OP「残響散歌」♪音がひっくり返ってしまったところもありましたが…
最後まで止まらず演奏できたので、ホッとしました（笑）次の目標はまだ決まっていませんが、
色々な曲が吹けるように頑張りたいです♪

トーン・パレット岐阜を担当させていただい
ております。年長さんの時からピアノ、中学
生の時からトランペットと小さい頃から音楽
が生活の一部です♪皆様にも音楽って楽し
いなと思っていただけるよう全力でサポー
トさせていただきます！レッスンの事から好
きな事の話まで、どんなことでもお気軽にお
声がけください♪

松栄堂楽器スタッフ紹介♪

♬
編集長
コラム

今回は日野・さぎ山・長森西センタースタッフと
　　　　　　　トーン・パレットスタッフをご紹介いたします♪

今枝 瑞恵 林　咲桜　トーン・パレット岐阜

梅村　智通 講師牧　紀子 講師

松栄堂楽器わくわく交流NEWS♪第５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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世界に１つだけのストリートピアノ GifuPiano撮影会♪

富岡ヤスヤのエレクトーン道場‼うにとろプロジェクトinGifu シーズン８道場見学受付中‼♪

松栄堂楽器
　　 講師紹介♪

ヤマハ音楽教室キャラクター
「ももぴー」

10月23日（日）県庁前店１階店頭にて、GifuPianoの演奏撮影会を行い
ました♪
GifuPianoとは…岐阜県立加納高等学校美術科の生徒様に「岐阜」を
テーマにペイントしていただいた、世界に１つだけのピアノです。
撮影会は、小学生のお子様から大人の方まで、カラフルなピアノで、
クラシックからポップスまで様々な曲を演奏していただきました。

皆様の楽しく演奏される姿を見て、改めてピアノって良いなぁと
感じました！ 皆様とっても素晴らしい演奏を有難うございました♪
松栄堂楽器のYouTubeチャンネルにも、当日の演奏の様子を掲載
していますので、是非ご覧下さい♪
これからも様々な場所で展示していきます。
どうぞお楽しみに♪

YouTubeチャンネルはこちらから ➡

詳細はこちらから♪【実施会場】
  松栄堂楽器ミュージックタウン鵜沼　住所：各務原市鵜沼西町3-309
  イオンタウン各務原鵜沼内（共有駐車場730台）
【うにとろプロジェクトに関するお問い合わせ窓口】
  松栄堂楽器トーン・パレット岐阜 うにとろプロジェクト係（窓口：田中）
  TEL：058-372-2312   Mail：unitoro@shoeidogakki.com

10月より、ミュージックタウン鵜沼にてスタートしたうにとろプロジェクトinGifuシーズン８ですが、道
場見学を随時受け付けております‼途中からの参加OK‼経験不問・大人の方も大歓迎です♪原則小学
4年生以上ですが、小学3年生以下の生徒様も興味のある方はご相談ください♪

【道場スケジュール（予定）】
 1月21日（土）18：00～20：00
 2月25日（土）18：00～20：00
 3月18日（土）18：00～20：00
 4月以降も土曜日に実施予定。

松栄堂楽器の先生を
ご紹介するよ♪

日野センター・さぎ山センター・長森西センター

ドレミらんど ぷっぷるクラスの皆さん（県庁前センター）

ジュニア専門コース１年目の皆さん（美濃加茂センター）

エレキギターの会員様（ミュージックタウン鵜沼）

5人でレッスンをしている土曜日
のクラスです。
先生、そして保護者の方もお子様
と一緒になって楽しくレッスンを
しています♪
レッスンの終わりには、先生によ
るエレクトーンの生演奏‼じっと
聴き入ったり、踊ったり、それぞれ
の感じ方を見せてくれています♪
これからもみんなで楽しくレッス
ンを続けて欲しいと思います♪

中学生の頃からギターのレッスンにお通いいただいてる、石川君です♪
最初はアコースティックギターのレッスンをされていましたが、途中か
らエレキギターのレッスンに変わりました。今年の春に高校へ入学し、
軽音楽部に入りましたが活動時間が限られておりなかなかバンド練習
ができていないとのこと…。ネットでもバンド募集をかけているそうで
すが、反応がないそうです。どなたか一緒にバンドをやりたい！という
方がいましたら、ぜひ石川君と一緒にバンドをやりませんか！？ギター
（石川君もギターですが、もう一人ギターが欲しいとのこと）、ベース、
ドラム、ボーカル募集中♪ご興味のある方はミュージックタウン鵜沼
（メールアドレス→mt.unuma@shoeidogakki.com）までご連絡くだ
さい♪
石川君の好きなジャンル、アーティスト→J-POP、ボーカロイド、
米津玄師、King Gnu。

5月からジュニア専門コース
が始まり、あっという間に7ヶ
月が過ぎました。男の子4人の
とても元気なグループです。
エレクトーンフェスティバル、
個人レッスン発表会、ジュニ
アオリジナルコンサートなど
幼児科の時と比べ、多くの行
事に参加しています。
年明けにはピアノフェスティバルも控え毎日練習に励んでいます。
これからもこの4人で力を合わせて楽しく頑張ります♪

県庁前第2センターの外観とロビーで♪店舗を構えた
第1センターの西側にあり、第2センターの前には20台
の駐車スペースがございます。

ミュージックタウン鵜沼の外観と
ロビーです♪名鉄鵜沼宿駅より徒
歩6分。共有駐車場730台有り。

美濃加茂センターの外観とロビーです♪JR美濃太田駅
より徒歩8分。駐車場も充実しておりますので、安心して
レッスンにお通いいただけます。

担当コース

会場

●アコースティックギター
●エレキギター ●ウクレレ

♪趣味は？
筋トレです。その日は何を食べても０Kcalです。

♪好きな食べ物は？
Aimer。

♪生徒様へ一言！
いつも有難うございます！皆さん着実に上達されて
ます。楽しみながら練習していきましょう。

●本店
●ハーモニーステーション岐阜
●ミュージックタウン鵜沼

担当コース

会場

●ヤマハシステムコース

♪趣味は？
バイオリン、断捨離、怪談話を聞くこと。

♪好きなミュージシャンは？
矢野顕子、狭間美帆。

♪生徒様へ一言！
いつも皆さんからエネルギーをもらっています。
ありがとう‼

●可児センター
●美濃加茂センター



9月19日（月祝）プリニーの文化会館にて、エレクトーンフェスティバル2022アンサ
ンブル部門・コンテストの部、11月20日（日）美濃加茂市文化会館にて、アンサンブ
ル部門・フリースタイルの部を開催いたしました。上位大会に行けるコンテストの
部と、楽しく演奏しエレクトーンの魅力を最大限に出せるフリースタイルの部、2部
門を用意しました。フリースタイルの部は、台風の影響で延期となりましたが、全て
のチームの方に出演いた
だきました。
親子や家族で出演された
グループ、子どもの頃から

の仲良しグループなど、子どもから大人まで様々なチームが
出演され、会場全体が手拍子をする場面もあり、とても盛り
上がったと思います！
両日ともに大垣女子短期大学講師の松井宏行さんに審
査をしていただき、フリースタイルの部は、キラキラスマ
イル賞、エキサイティング賞など、松栄堂オリジナルの
賞をご用意していただきました。受賞結果と審査講評
をHPにて公開しておりますので、是非ご覧ください！

YAMAHA エレクトーンフェスティバル アンサンブル部門 松栄堂楽器大会を開催♪
ピアノマスターコース＆エレクトーンマスターコース修了コンサートを開催♪

8月7日（日）各務原地区、10月23日（日）多治見地区、
11月5日（土）・6日（日）・12日（土）・13日（日）岐阜地
区、11月12日（土）・13日（日）可児地区で、個人レッスン
発表会を開催しました。
コロナ対策として、検温・消毒・マスク着用にご協力い
ただきました。

初めて発表会に出る生徒様も、毎年
出演されている生徒様も最後まで
堂々と演奏してくれました♪
皆さん、素敵な演奏をありがとうご
ざいました。これからもレッスン頑
張ってくださいね♪

8月28日（日）に岐阜地区でリトルオンステージ・ジュニアオンス
テージ（ぎふメディアコスモスみんなのホール）、10月30日（日）
に可児・美濃加茂・多治見地区でみんなDE楽しく演奏会（美濃
加茂リバーポートパーク）、10月30日（日）岐阜地区でオンス
テージ（岐阜ハウジングギャラ
リー県庁前展示場）、11月20日
（日）各務原地区でミニ音楽
発表会（各務原センター３F）を
開催しました♪

レッスンを始めたばかりの生徒様や、小さい頃から
ずっとレッスンに通われている生徒様まで、頑張って
練習してきた曲を発表してくれました♪
コロナ禍でお客さんの前で演奏する機会が減ってし
まいましたが、頑張って練習した成果をお友達やご家
族に聴いていただき、皆様に喜んでいただけました。
今後も、このようなイベントを開催していきたいと
思っていますので、ぜひご参加くださいね♪

9月4日（日）ぎふメディアコスモスみんなのホールにて、ピアノマス
ターコース修了コンサート、エレクトーンマスターコース修了コン
サートを開催しました。修了コンサートでは、1年間のレッスンの
成果を先生や保護者の方にご覧頂きました。
今シーズンからレッスンに通い始め、今回が初めての修了コンサー
トの生徒様もみえましたが、皆さん堂々とした姿でステージに立ち、
最後まで素晴らしい演奏をしてくれました♪
ピアノマスターコースは10月から、エレクトーンマスター
コースは11月から新たなシーズンが始まりました。発表会
やコンクール、次の修了コンサートに向けて更なる成長が
出来るよう、頑張って取り組んでいきましょうね♪

12月紹介
キャンペーン実施中♪

詳しくは松栄堂楽器教室サイトへ♪

お友達やご兄弟の方が、2023年春開講クラスへ
ご入会いただきますと…

ご紹介者様（在籍生の方）へも、ぷっぷる
ぬいぐるみをプレゼント‼
お申し込み・キャンペーン詳細は…

お近くの松栄堂楽器音楽教室へお問い合わせください♪

特典❶ 入会金が1,100円（税込）※通常5,500円（税込）

特典❷ ぷっぷるぬいぐるみプレゼント♪
特典❸ ご希望のクラスが定員になる前に、
　　　ご予約いただけます♪

年内限定！！ メーカー希望商売価格
220,000円（税込）

生徒様ご優待価格
209,000円（税込）

⬇

２０２3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！

手のひら
よりも少し
大きいよ♪

個人レッスン発表会を開催しました♪

各地区で生徒様による演奏会を開催♪

おうちでレッスンを体験してみよう♪

来年度、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を実施しています！
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☆

ヤマハグランドピアノ新モデル
「C３Xespressivo」を本店にて
展示中‼実際に弾いて、聴いて、
その違いをお確かめください♪

松栄堂楽器 YouTubeチャンネル
フェア期間限定動画を見て、
クイズに答えた方へ…
お得な特典があります♪

動画はこちらから‼

詳しくは松栄堂楽器
ホームページまで

1年間の感謝を込めて、全店同時の楽器大セール！！
11/26●
12/25●▶▶
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日
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