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３月１１日（金）に発生した東北関東大震災の余震の続く中、予
定通りに、第18回ピアノ発表会が、野田市欅のホール小ホールに
て開催されました。
余震の続く中、遠方の特別出演者、スタッフも、非常事態ですか
らとご遠慮したにも拘らず、「流れを止めず、、」「こういうと
きだからこそ、、」と全員駆けつけて下さり、感動の発表会とな
りました。第１部記念写真

予ベルが鳴り、非常時の避難に関しての注意事項をアナウンスをした途
端に震度４の地震。ホールは大丈夫ですが、危険なのは釣りもののあ
るステージと袖です。すでにステ―ジ袖にスタンバイしていたオープニ
ングの出演者も一時廊下に避難しました。なかなか釣りものの揺れが
止まらず開演は遅れましたが、なんとか余震の中、発表会を最後まで
終えることが出来ました。 スタッフ
また、例年発表会を開催していたさわやかちば県民プラザは施設点検のため催し物は中止になったとのこと。今回の発表会
が開催出来たのもこの瞬間、この場所でなければならなかった、、、と奇跡のような気が致しました。
例年のように、私が帰宅するや否や、お母様方からメールが届きました。本当に疲れが吹き飛ぶ思いでした。みなさま、帰
宅された途端、いやが上にも現実に引き戻されたはずです。地震の後片付け、今後の生活の準備など色々としなければなら
ないことはあったことでしょう。その中で、感動を伝えて下さるメールは私の心を打ちました。有難うございました！
以下にその一部をご紹介致します。全部をご紹介出来ないのが本当に残念ですが、紙面の都合上、ご了承下さい。

昨日は、発表会ありがとうござ
いました。
今までに経験したことがない事
態に心配な日々を過ごしていま
したが、昨日は素晴らしいス
テージ、優雅な時間を過ごさせ
ていただきました。

みなさん、本当に真剣に取り組
んでこられたんだなあと、胸が
熱くなりました。先生をお慕い
する人が集まり、先生のすばら
しさをみな肌で感じたステージ
だったと思います。
お仲間に入れて頂き、この感動
を味わえることが出来、本当に
本当に親子で感謝しておりま
す。
これからも、どうぞ宜しくお願
い申しあげます。

また、あかりさんのピアノ演奏
に、母と涙してしまいました。
あかりさんの音色、なにか、心
に響いたのです。
本当に素敵でした。

田代先生
余震の続く中、発表会が無事にそして大成功に終わりましたことおめでとうござい
ます。
「当たり前」が幸せなことだと日本中が思い知ったこの三日間、たくさんのご心配
を抱えての発表会開催だったことでしょう。10時前からいらしていた皆さんの表情
にも、困難を乗り越え、心をひとつにしようという決意を感じ、これが先生のお教
室の強みだと思いました。
趣向をこらしたオープニング、人を楽しませ、癒し、勇気づける音楽のパワーが伝
わりました。はじめのことば、おわりのことばは以前より低年齢化しているようで
すが、お行儀がよく、しっかりと的確な表現でご挨拶できて感心しました。（かわ
いらしくて、私は孫を見ているような？気分になりました）
生徒さんの演奏は、一年間の成長の度合いにひとりひとり驚かされました。身長が
伸びて大人っぽくなっただけでなく、どの子も心の軸が整って迷いのない演奏をし
ていました。人に感動を与える演奏をするには技術面の上達と内面の成長の両輪が
そろわなければならないのですね。先生はこんなにも多くの子どもたちの心の奥を
見つめ、寄り添い、ときには親や本人も気づかない可能性を引き出して下さいまし
た。内面の豊かさが、色彩に富み個性のにじみ出る演奏につながり、聴く人を感動
させるのだと思います。子どもたちは、熱く厳しいご指導の裏にある、先生の大き
な愛情を感じとりながら曲を創り上げることができました。ステージ上の晴れやか
な表情を見て、我が子のことのようにうれしく思いました。本当に有難うございま
した。
今回の発表会は例年にも増して骨身を削られたことでしょう。お疲れが出ませんよ
うご自愛下さいませ。
 
 楽屋のスタッフの皆様もきっといろいろなご事情やご心配がおありだったでしょう
に、発表会を全力で守り立てて頂き、お礼を申し上げたいです。
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未曽有の大災害から２日で迎えた発表会。その日は穏や
かな晴天で、出演者全員は揃わなかったもののそれぞれ
の気持ちのこもった演奏はお客様の温かい拍手に包まれ
ていつもどおりの発表会でした。こうしてみると奇跡の
ような時間に思えてきます。被災地の方の悲しみや苦難を
思えばなんとありがたい時間だったことでしょう。先生
がおっしゃった当たり前の幸せをかみしめつつ、今私た
ちができることは何か考えています。
いつもとおり素晴らしい、だからこそ特別な発表会でし
た。
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受付係のお母様方

田代先生
本日は長丁場な一日、ありがとうございました。
先生の最後のお言葉を聞き、思わず涙してしまいまし
た。どの生徒さんも、今日まで大変な努力をなさったの
でしょう…皆さんとても良い演奏でした。素晴らしい発
表会でした。
お母様方の協力するご様子など、感じ入ることが沢山あ
りました一日でした。
娘はところどころ間違えたり止まったりしましたが、
「楽しかった！もっと練習したい！上手になりたい！」
と笑顔で話しておりました。

それから、森下さんのドビュッシー、素晴らしい演奏と
音色にうっとりしました。
音色がとても良いお嬢さんですね。集中力もあり、なる
ほど…と思いました。将来が楽しみですね。

先生のお嬢様、あかりさんの演奏も流石に素晴らしく、
ワーグナーのあの作品が大好きな私としては、本当に心
から楽しく聞かせていただきました。

素晴らしい発表会、参加させていただけて光栄でした。
娘も前向きに、もっと上手になりたいという気持ちが生
まれて来たようです。

盛大な発表会のご成功おめでとうございました。
今年は、直前に大地震という天災に見舞われ先生も開催
を苦渋のご決断だったのではとお察しいたします。しか
し、やはり田代先生ですね。事前のご準備が行き届いて
るからこそ、素敵な発表会がとり行えたのだと思います。
昨年からのこの一年ありがたいことに○○共々、いろい
ろな場所に立たせていただきましたが、これほどまでに
落ち着いて演奏できるステージはなかったなと、あらた
めて思いました。
本当に、素敵な発表会に出演させていただきましたこと
に感謝いたします。

生徒さん、お一人お一人曲の磨き込みも素晴らしくやは
り先生のレッスンの賜物なんですね。その、一員となれて
本当に感激いたしましたが、同時に襟を正す思いとなり
ました。

田代先生、発表会お疲れ様でした。先生の教室に
通わせて頂き始めて数回めの発表会でしたが、皆
さんの成長ぶり、その陰にある先生のご指導のお
力に感銘致しました。あれ程多彩な曲を選ばれる
だけでも大変だったのではないでしょうか？お陰
様で客席の私達はすっかり楽しませて頂きまし
た。思い返せばなかなか練習せず譜面を読むのも
出来なかった○○を見捨てず最後までご指導くだ
さいました。本当にご苦労だったことと思いま
す。発表会も先生のお言葉も、、○○の心に残り
財産となってくれることと思います。これからも
ご指導をよろしくお願いいたします。

お疲れさまでした。
大きな余震もなく、無事に発表会が終わりホッとし
ております。
 今回の発表会はとても複雑な心境の中、最後の自宅
での練習も集中出来ない状態の中、本番を迎えたの
で、とても心も落ち着かずとても不安な気持ちでし
たが、会場に着くと活気に溢れていて、地震の事やな
んとも言えない複雑な思いもどこかへ吹っ飛んでし
まいました。
 
またピアノの心地よい音、響きが更に心を癒してくれ
ました。
音楽の素晴らしさを実感致しました。
こんな時だからこそ！！音楽が必要なんですよね。
この事をすっかり忘れていました。
それを思い出させて下さった田代先生には感謝の気
持ちでいっぱいです。
 発表会の実行を決意した田代先生の英断に感謝して
おります。
どんなに悩まれて今回の発表会実施を決断された事
か、、、
余震の不安、安全確保、全ての責任を一人で背負う
覚悟で今回の発表会の実施を決めた事と思います。
 心の負担を増やさぬよう、身体を壊さぬよう
これからもご指導をお願い致します。

発表会ありがとうございま
した。いきづかい、自分の
いしで指を動かすこと、人
前で泣かないこと、えんそ
うをきいて下さっているお
客さまにかんしゃすること
などいろいろなことを教え
ていただきました。ピアノ
をひくのが大好きになりま
した。先生のわらってる顔
が大好きです。

出演者（小２）から
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以下は、発表会当日、特別出演に駆けつけて下さった日下美穂
さんやお母様の日下恵子さん、スタッフに駆けつけて下さった
村木裕子先生、中前浩子先生からのメールです。

演奏者はもちろんのこと、はじめ、おわりのことば、アナウンスの子たち、またステ―ジ裏での出演者のお世話係の子た
ちが、みな、自分のやるべきことをしっかりとこなす姿が印象的でした。 ステ―ジ袖では出演者が静かに出番を待ち、
お世話係の春日里友ちゃん、古里彩乃ちゃん、濱垣奏子ちゃんがその出演者を見守っていました。スタッフの先生から
「こんなに整然とした楽屋はないわよ。」と感嘆の声が上がっていました。お世話係の子たちはそれぞれが機転を利か
せ、気配りをして、進行を支えました。発表会の会場には、お父さま、お母様、ご親戚や知人の方々が大勢いらして下さ
いました。また、お母様方が「なにかお手伝い出来ることはありま
せんか？」とステ―ジの袖までいらして声をかけて下さいました。
会が終わっての片付けにも多くの方々が残って下さりお手伝い下
さいました。

第２部記念写真

世の中が恐怖でいる中、先生から
頂戴した豪華なお花[バラ]がレッス
ン室を癒してくれています。お母
さま方も喜んで下さいます。
先生の数々のお心遣いには、お礼
が言い尽くせません。
そして、一番学べた事は、「情熱
を言葉で表現して伝える事」で
す。私も改革したいと思っていま
す。
今回の発表会は忘れられない出来
事になりました。
先生と生徒さんご父兄様が一枚岩
になって、ゆるぎない信頼感で結
ばれていました。そして、あかり
さんやゲスト、中学生の演奏が素
晴らしいから、小さい子達も高い
レベルを目指した演奏になってい
ました。
‥というか、小さい子から大人ま
で見事に育て上げる先生が素晴ら
しいのですよね！
田代先生のお手伝いができて、嬉
しかったです。
ありがとうございました。心から
御礼申し上げます。　　村木裕子

今日はお疲れ様でした。
今頃、先生は皆さんへのメッセージを書かれているのでしょうか。
昨年に引き続き、お手伝いさせていただき、大変気持ちのよい1日でした。
余震が危ぶまれましたが、無事、滞りなく終わり、本当によかったです。

生徒さんはじめ保護者の皆さん、すべての方々が、きびきびとしていて
手伝いの私などにも「先生、今日はありがとうございます。」などと
お声をかけてくださいました。また、お花を分けたときも、２輪しかない
大きな蘭の花を、村木先生と私のところへ入れてくださったり・・・と
たくさんのお心遣いに、心温まるひとときでした。

誰かが落としたものを、さっと別の子が拾ってわたす、小さな生徒を
さりげなく誘導する・・といった子供たちのさりげない仕草ひとつひとつにも
「心」がこもっていて、感動しました。
こういうことは、一朝一夕では無理なことですし、誰かが強いてやらせる
ことでもありません。先生との関わりの中で、少しずつ少しずつ
作り上げられた、生徒たちの宝物なのだと思いました。

はじめのことばやおわりのことばで、「音に心をこめる」というような
言葉が出てきました。指導者として、私も日々、子供たちに
投げかけていることですが、ただ「心をこめなさい。」と言ったって
できるものではないですよね。それは大人が背中で「見せる」ことで
子供たちに初めて伝わるのだと感じました。
さりげなく、なにげない動作ひとつひとつに、子供たちの「心」が見え、
そしてその向こう側に先生の姿が見える・・・大変素敵な発表会でした。
先生、どうぞゆっくりお休みくださいね！　　中前浩子

こんにちは、今年も田代先生の発表会に出演させていただけて
本当に光栄に思います。毎年発表会が終わってから素敵なお葉
書がわたしのもとに届くと、今年も素敵な発表会だったなぁ、
と田代先生の偉大さと素晴らしさを痛感させられます。
今年は発表会直前に地震があり、とても大変だったと思います
が、出演させていただくことがとても幸せなことなんだな、と
本当に思いました。
田代先生、今年もお疲れ様でした。先生のお弟子さんの成長が
毎年目に見えてわかります。それは田代先生の日々のお弟子さ
んへの愛情の込もったレッスンゆえだと思っています。お身体
には充分お気をつけて下さいませ。
それではまた会えるときを楽しみにしております。　日下美穂

発表会でお疲れでしょうに、こちらにまでおはが
きをいただき、有難うございます。家族皆で、
感動しました。
今回は、無事 発表会を行うことができ 心から 
「よかった！」と いつもとでは比べようもない
程、ホッとしました。予期せぬ大地震で、どんな
に大変だったことか、それにしても 立派な発表会
でした。演奏はレベルアップし、皆さんが一致団
結し 稚恵美先生についていこうというのが よく
わかりました。「心のある発表会」でした。すば
らしい会に参加させていただき、本当に嬉しかっ
たです。有難うございました。　日下恵子



ちいさながんばりやさんのコンサート
2月20日（日）にヤマハ銀座店１階ポータルスペースにて「ちいさながんばりやさんのコンサート」が開催されました。
うちの教室からは第２部（15:00開演）に７名が参加しました。第２部では参加者15名の演奏の後、
ピアニストの木曽真奈美さんが参加者のすぐ近くで演奏をして下さいました。ピアニストの息づか
い、音、仕草に、子ども達は目を見張りました。

ピアニストと記念写真

ピアニスト木曽真奈美さん

櫻井望登　佐藤輝季　片岡優花　上田萌莉　石橋彩花　中島結音　田代
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　石井美有

「木曽先生の心に残るピアノ、本当に素敵な時間でした。○○の
夢は、ずっと客室乗務員でした。でも今日の 帰り道、私にこっ
そりと、「夢が、変わった。ピアニストになりたい」と、言っ
てきました。大きな大きな夢ですが、支えていければと思いま
す。」
「素敵な場所素敵なステージに出演させていただきましてあり
がとうございました！なかなか成長せず年明けから悶々とする
日々のなか、やはりステージに立ち、ピアノを弾くことへの緊張
感を肌で感じることが何よりの薬だとあらためて実感しまし
た。
また、初めてあんなに間近でピアニストの方に触れ合うことが

ステップ参加

文京春日ステップ
大西　和歌（フリー３）
佐藤　輝季（フリー５）
上田　萌莉（フリー５）
町田ステップ
小澤里穂野（フリー７）

2/13

2/12

うちの教室から２月に上記のステップに６名が参加
致しました。今回は発表会の曲でフリーステージに
参加しました。アドバイザーの先生方から頂いたア
ドバイスは的確で、レッスンに大いに役立つもので
した。また、佐藤輝季くんは継続15回表彰を受け、
賞状と記念品のキ―ホルダーを頂きました。

坂本　菜帆（フリー10）
高橋　智子（フリー10）
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できたこともとっても興奮しており、帰りの電車は夢心地で…。相変わらずの○○でした。」
「先生がお帰りになられた後、子供達は木曽真奈美さん演奏の『小犬のワルツ』を間近で聴き、木曽さんから直接、演奏
中に書いて下さったコメントに一言添えて、そして握手をして頂きました。ヤマハさんからは鉛筆のプレゼントまで頂
き、至れり尽くせりの１日でした。」子ども達が、また、一段大きな夢を持つことが出来た１日でした。

編集後記

http://idisk.mac.com/ctpstudio/Public/Piano/index.html C.TASHIRO PIANO STUDIO

志望校に合格！！

森下真里奈ちゃんが東京音楽大学附属高等学校ピアノ演奏家コースに合格しました。その他、教室では、春日里友ちゃ
んも志望高校に合格しました。おめでとう！！

参加したお母さま方からは、感動を伝える
メールが田代のもとに続々と届きました。
「感動」を伝える、これは当たりまえのよ
うでなかなか出来ることではありません。
うちのお母さま方の素晴らしいところで
す！！以下にご紹介致します。

計画停電が始まり、 その間は 信号も消え、「無風地帯」
といった様相を呈しています。 不足するガソリン、灯油を
求めて ガソリンスタンドは長蛇の列。スーパーマーケット
もレジを抜けるまでに１時間余り。この千葉でさえこの状
態なのですから、被災地のみなさまの状況は察するに余り
あります。一日も早い復興を願うばかりです。
みなさま、不安な毎日をお過ごしのこととお察し致しま
す。しかし、朝の来ない夜はありません。子ども達に目を
向けてみて下さい。無邪気に「明日」を信じて笑っている
でしょう。この子たちの未来を開いていくのは私たち大人
の役目です。私たちも「ゆめ」を捨てることなく、今を乗
り切ってまいりましょう！！
どうぞ、お大事にお過ごし下さいませ。

（敬称略）
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