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21th Piano Concert が無事終了致しました。今回は、諸々の事情で、私が久しぶりにペダル
セッティングなどすることになり、うまく進行出来るだろうかという心配もありました。また、
昔、九州で苦楽を共にした仲間がサプライズで駆け付けてくれ、朝から私は大泣きしてしまい、
始まる前から化粧崩れ、情緒不安定（苦笑）の中、いつにも増して、たくさんのお母様方が朝
の準備から駆け付けて下さり、助けて頂きました。本当に有難うございました。 
また、毎年のことながら、私が帰宅する前からたくさんのメール、そして続々とお手紙も頂戴
しました。特徴的なことは、発表会を大きく捉えての感想や感動を伝えて下さるものが多く、 
ご自分の子どもだけでなく、他の子どもたちの成長を喜ぶものも多く、大変嬉しく思いました。
全部をご紹介出来ないのが残念ですが、、、 
今回はなんといってもアンサンブルを絶賛する声が多かったです。楽しい一日をプレゼントして
頂いた海老原恭平さん、桜田悟さんにも心から感謝しております。

発表会他

NEWS LETTER83
発行　田代稚恵美ピアノ教室

田代先生、 
素晴らしい１日をプレゼントして頂いて本当にありがとうござ
いました。 
ピアノだけでなく、バイオリンのきれいな音色や、 
サックスの何ともいえない心地よい響き、そして楽器と人と合
わせる事を心から感じるあかり先生の伴奏に酔いしれた音楽
会でした。 
控え室で演奏直後の新関さんにお会いしました。 
いつかショパンのノクターンを弾けるようになりたくて、少し
ずつ練習してるのよとおっしゃっていました。 
田代先生と新関さんの積み重ねてきた時間、そしてこれからも
そのような時間が続いていくのかを思ったらじーんと胸が熱く
なりました。 !
田代先生は生徒さん１人１人と、真剣に向き合って下さります。
演奏に至るまでの積み上げてきた時間こそが本当に宝物なので
す。 
目標に向かって努力する事を、ピアノを楽しむ事を、人に感謝
する気持ちを、そして潤いのある日々を、家族で学ばせて頂い
ております。 
本当にありがとうございました。 
あかり先生のご挨拶も、両親への想いがあふれており、本当に
すてきなご家族だなと感激致しました。 
これからも、ずっーとずーと宜しくお願い致します。

c

田代先生、発表会が今年も感動がいっぱいの玉手箱
のような時間でした。 
Yはあのような大曲を頂き、なんとか華やかな雰囲気
をかもしつつ弾きおえられて終わった瞬間私が涙し
ました。緊張して朝から頭痛になり薬をのんでいき、
弾き終えた後は汗をかいて、やった～！！という顔
で晴れやかな顔がみられました。先生のご指導のお
かげだとレッスンを見るようになって今まで以上に
感じるようになりました。 !
田代先生のごあいさつを伺い、先生のレッスンを思
い返し、田代先生の理念や生徒さんに対する温かさ
を感じ泣かずにはいられなくなりました。 
そして、あかりさんのご卒業おめでとうございます。
あかりさんのご両親に対する感謝、そしてご両親の
愛情の深さがしみじみ感じられました。田代先生の
愛情が生徒皆さんにしみわたり、あふれた思いが音
楽となりホールに響きわたっているような幸せな空
間ができていました。 
一年間の確かな成長をみんなで喜び合い、また来年
への希望を見出せる素敵な時間でした。あかりさん
の企画もあるということで、今年もますます夢広が
る田代ピアノ教室になりそうで楽しみです。 
田代先生、ありがとうございました。

連弾やバイオリンとサックスのアンサンブルや特別出演の演奏一人一人の演奏、どれをとっても質が高く気持ちがこもっ
ていてひとつひとつの曲に心打たれました。 
また娘の演奏を聴いて(完璧ではありませんが)おおざっぱで怠け者の娘がよくここまで来れたものだなあとしみじみ思
いました。田代先生でなければ娘はここまで頑張れなかったでしょう。先生との出会いに感謝致します。 
娘はお友達の演奏を楽しんでいました。お手本にしたい先輩が沢山いるのも田代教室のだからこそ。素敵な先輩たちに
近付けるよう頑張ります。
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発表会、ほんとうにお疲れさまでした！  
そして ここまで ひっぱってくださり、ほんとうにありが
とうございました。  !
 うちをでるぎりぎりまで あきらめずに ひいていたのが
良かったのか、ミスタッチ はありましたが 何とか大きく
演奏することを意識してできたようです。 
 教室のこどもたちもどんどん 上手になっていくのが、自
分のこどものことのように うれしく、いつも楽しみにし
ています(^-^) !
 それから、あかりさんのご卒業 おめでとうございます  
演奏がすばらしかったのはもちろんのこと、お話される
姿も 堂々としていて、先生との絆が感じられる雰囲気で
とても素敵でした！ 娘たちも、あかりさんみたいな素敵
な人になってほしいです(*⌒―⌒*) !
 発表会が終わって一段落、少しはゆっくりしてください
ね。(といっても、きっとお忙しいとは思いますが(^-^))  
 これからも 愛情いっぱいの 楽しく、厳しいご指導をよ
ろしくお願いします(*^-^*)

c

田代先生、今日の発表会無事に終わることができて、ありが
とうございました。 !
親もよく理由が分かりませんが、リハーサルの少し前から急
に良くなったような気がします。 
本人の中で何かが変わったのでしょうか。閉ざされていた心
が、少し開いたように感じました。これも先生のご指導のお
陰だと思い感謝しております。 
あかりさんのご挨拶を聞いても涙が出るし、先生のご挨拶を
聞いても涙が出るしで大変でした。 
うまく書けませんが、感動しました。 
頑固で不器用な娘ですが、これからもどうぞよろしくお願い
します。 
先生もお疲れが出ませんように。 
本当に今日はありがとうございました。

c

田代稚恵美先生、 
春の訪れが待ち遠しい中、第21回のピアノ発表会が盛大に
開催されましたこと、心よりお祝い申し上げます。 
また、その素晴らしいステージに母子で出演させていただ
けたことを、大変嬉しく思っております。 
ステップでの連弾とは比べものにならない緊張感を経験し、
子供たちの気持ちもよくわかりました。と同時にステージ
での演奏の魅力に「次もまた挑戦したい」とも思っていま
す。 
先生の前向きなお考えは、娘だけでなく私にも刺激を与え
て下さり、子育て感もすごく変わりました。あかりさんの
お人柄、ご両親や周囲の方々への感謝が滲み出るスピーチ
も感激いたしました。今後とも愛深いご指導をお願い申し
上げます。

c

田代先生、昨日は一日お疲れ様でした。 
また今年も、沢山の感動をいただきました！ 
毎年毎年、皆さん上達されて曲のバラエティも 
豊かで素晴らしい発表会でした。 
あれだけたくさんの生徒さんと難曲の数々、ご指導が
忙しく、先生は休む間もなかったのではないでしよう
か？まずはゆっくり休んでくださいね！ !
また、あかりさんのお話にも感銘を受けました。 
御両親の愛情を受け、しつかり地に脚をつけて 
社会に出て行く、そんな印象を受けました。 
素敵なご家庭ですね！温かい気持ちになりました。 
感動の1日をくださり、ありがとうございました。

ステ―ジの袖から演奏する子供たちの背中を見ながら、聴いてお
りましたが、「本番力」が付いてきたなあというのが実感でした。
参加者は一様に「教室の発表会が一番緊張する」と言います（笑）
知っている人達が大勢いること、参加者のレベルが年々上がって
いることなどが緊張感を増す要素のようですが、その中で我を忘
れて疾走する演奏が無くなりました。今回も、この発表会で一番
いい演奏が出来たのではないかという子たちがたくさんいて、胸
が熱くなりました。

子供たちの会場でのマナーもとてもよく、こんな発表会は
他にないとたくさんの方々にお褒めの言葉を頂きました。 
子供たちの心の中に大きな宝物が育っていますね。
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c

土曜日は美しい音色をたくさん聞かせていただきありが
とうございました。 !
毎年、新鮮な選曲とテクニックに感動いたします。 
どうしたら、あの年齢の子どもたちが、あの美しい演奏
を磨き上げることができるのか・・・・私の中ではミス
テリーです。 
しかもあの人数の子どもたち全てが・・・・ 
先生の高い志が表現され、美しい音楽は癒しの力と向上
心を目覚めさせてくれました。 !
今回は、スタッフの大人が足りなかった分、先生が動か
れる仕事が多く、お疲れになった事と思います。  !
ステージ裏方の仕事が記されているシナリオは、足台、
椅子の高さが1cm刻みに書き込まれているきめ細かく見
事なものです！ !
生徒さんお一人お一人を大切にご指導されているレッス
ンが、本番の瞬間まで行き届いています。 
だからこそ生徒さんは安心して本番で力を発揮できるの
だと感じました。 !
また、あかりさんが演奏家として歩み出されますことお
めでとうございました。 !
アンサンブルの新たな風が吹き込まれ広がっていくこと
を楽しみにしております。 
ご夫婦、親子の絆も学ばせていただきました。 
先生のリーダーシップの魅力にぐいぐい惹かれます。 
村木裕子

c

昨日の発表会ではお世話になりました。 !
子供たちとの共演も勉強になることばかりで、とても良い経
験でした。トトロもディズニーもニュー・シネマ・パラダイ
スもピアソラも、本番が1番良い演奏になったのではないか
と思います。素晴らしい生徒さんたちです。 !
長丁場で50人を超える演奏をプロデュースするのは本当に骨
が折れることとお察しいたします。 
お疲れ様でございました。 
お身体を休ませて、お風邪などひかれぬようにご自愛くださ
い。 !
海老原恭平

会場にいらして下さったお客さまからは、演奏のみならず、 
はじめのことば、おわりのことば、作文などが素晴らしいと 
お声を頂戴しました。 
はじめ、おわりのことばを聞きながら、心の中で相づちを打っ
たり感心したりしましたというお手紙も届いております。 
特別出演の海老原恭平さん、一日中スタッフをして下さった 
村木裕子先生からもメールが届きました。

子どもたちからもお葉書を頂きました。

c

田代先生、発表会ではお世話になりました。発表会の曲を
初めて聞いた時、こんなに速くてむずかしい曲ひけるかな
と思いました。でも、どんどん練習していくうちにこの曲
がとっても好きになりました。毎日の練習は大変だけど上
手く弾けたときの気分は最高です。すてきな曲を選んで下
さり、ありがとうございます。

c
発表会、ありがとうございました！ 
先生のレッスンに行くと、気合い、元気、やさしさ、笑顔。
たくさんのパワーをいただいて、レッスンがとても楽しみ
です。これからもよろしくお願いします。
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発表会のリハーサルは２月１５日（土）にさわやかちば県
民プラザ多目的室にて行われました。その日は、前日から
の大雪が大雨に変わり予想を超える悪天候になりました。
しかしその中、そのための欠席者は一人だけ。皆さんの気
合いの入り方に深く感じ入りました。会場の椅子が足りな
くなると黙って足して下さるお父さま、みんなの楽譜を演
奏の順番に並べて下さるお母様方、寒さの中でも心が温ま
る光景でした。 
みなさまのお力が結集してなんとか乗り切ることが出来ま
した。

発表会リハーサル



文京ジャズステップ
沼田　遥菜（フリー5）　
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左記３名がステップに参加しました。前回のニュースレター
でご紹介したステップの参加者と共に、発表会のリハーサ
ル代わりの参加でした。一つの目標を決めて、それに向かっ
て完成度を上げていく子どもたちは頼もしいです。 
発表会直前のステップとあって、素晴らしい評価を頂きま
した。稲垣光希くんは継続20回表彰、沼田遥菜ちゃんは
継続10回表彰でした。おめでとう！

ステップ合格おめでとう！

発表会が終わってすぐのレッスンで、佐藤菜奈子ちゃんに
「私は客席のど真ん中に座って子供たちの演奏を聴くのが
夢なんだ～。」といいました。すると、菜奈子ちゃんが「先
生、私達がステージ袖で待っている間に、走っておトイレ
に行ったでしょ。先生がいなくなった間に、駿（弟）は硬
くなってすごく緊張してるのがわかったよ。先生が戻って
きたら、駿の力が抜けたのがわかった。演奏を待っている
間に、先生の顔を見るだけで安心する子たちって多いと思
うよ。」 
なんだか胸がジ～ンと熱くなりました。 
進行を気にしながら、準備しながら、今後もステ―ジ袖に
いることにします！有難う！

2pf 1st Live 

３月１５日（土）に北本
市文化センターにて北本
ピアノコンクール上位入
賞者による入賞者記念コ
ンサートが開催されまし
た。うちの教室からB部
門第１位を頂いた石井美
有（小２）、C部門第３
位を頂いた佐藤輝季（小
４が参加しました。

日時  ;　 4月23日（水） 
会場 ；　大泉学園ゆめりあホール 
 　　　　18:30開場　19:00開演 
チケット代 ;　2000円 学生:1500円
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北本ピアノコンクール  入賞者記念コンサート
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〜菊池広輔＋田代あかりのライブ〜

北習志野ステップ

稲垣　光希（フリー10）　  稲垣　朱音（フリー7）　

編集後記
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流山ステップ

April  2014

光希、輝季、美有、遥菜、朱音

会場に稲垣光希、朱音ちゃ
んとママ、沼田遥菜ちゃ
んとママが応援に駆け付
けて下さいました。

〜ミニコンサート付き映画上映会ジストニア〜

日時  ;　4月29日（火） 
会場 ；代々木の森リブロホール 
昼の部: 12:00開場　12:30開演 
夜の部: 16:30開場　17:00開演 
チケット代 ;　2500円

教室の子どもたちが何人もお世話になっている藤田尚
先生が出演されるコンサート付きの映画上映会が開催
されます。どうぞお誘い合わせの上お越し下さい。

楽しい企画になるように知恵を絞っ
ているようです。どうぞよろしく
お願いします！

６月２９日（日）に流山市生涯学習センター多目的ホー
ルにてピティナ流山地区ステップが開催されます。 
今回は流山市のみならず、柏市、野田市の教育委員会の
後援を頂いております。 
参加ご希望の方は田代までお申し出下さい。 
また、当日は、昼と夕方の２回、ピアニスト赤松林太郎
先生のトークコンサートが開催されます。 
赤松林太郎先生は国際的に活躍しておられる方です。 
ステップに参加しない方もどうぞ、演奏を聴きにお出か
け下さい。

左の写真は３月２３日（日）に横
浜で娘あかりが出演したライブの
ときのものです。 
今回の発表会のアンサンブルが好
評でしたので、10月ごろに海老原
恭平さんをお迎えしてアンサンブル
をしたいと考えております。

海老原恭平、あかり、松下洋

右の写真は３月２６日（火）にトッ
パンホールにて開催された大場温子
さんのコンサートのときのものです。

田代、上田萌莉、萌莉ちゃんママ、石井美有、輝くんママ、佐藤輝季 
　　　　　　　　撮影は美有ちゃんママ

掲載のお名前はすべて敬称略で
失礼します。
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