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初めてでも楽しく学べる

特別号

ピアノ講座

歴史も奥も深い！

国にあるそうですが、川

もともとの起源は、中

そび）」が流行っていて、 って、京都御所で盛大な

期 に「 雛遊 び（ひ いな あ ています。江戸時代に入

日 本 で は 平安 時 代 の中 たのは江戸時代と言われ

ひな壇飾り

会にも広がり、庶民の間
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人形セットは共有するケ

買い足す形で姉妹でも雛

買うのではなく、人形を

最近では新しいセットを

大変ですね。ですから、

うです。これはちょっと

揃えなくてはならないよ

ます。新しいものを買い

の関係とは？

●飾る、片付けると天気

うです。

早さはあまり関係ないよ

片付ける早さと嫁に行く

ている所もありますし、

月ころまで雛人形を飾っ

すが、地方によっては４

うことだと思います。で

雛人形を出して飾る日

ースが増えているようで

す。住宅事情などもある

は、雨の日がいいそうで

けるのは晴れの日が良い

のだと思います。

これは昔からよく耳に

そう。きっと、そのほう

す。良縁に恵まれると言

する教訓ですね。雛人形

が都合良い何か理由があ

●いつまでも出しておく

はいつまでも出しておく

ると思います。また探っ

われています。逆に片付

と、その家の娘さんがお

てみようと思います。

と嫁に行き遅れる

嫁にいけなくなる、とい

音楽は自分で演奏するの

聴くだけじゃなくて、

スイ弾ける。海野先生の

もっと難しい曲もスイ

で、レッスンに取り組め

ピアノ講座なら、自宅で
素敵な演奏を聴いたあ

る、大人にピッタリのレ

も、とっても楽しいです

とは、こんどはあなたの

ッスンＤＶＤです。初め

好きな時間にマイペース

出番です。上の「うれし

春は新しい季節。あな

てでも一人で練習できる
きっとピアノの楽しさ

たも新しいことにチャレ

いひなまつり」にチャレ

に少しお気づき頂けると

ンジしてみませんか？

工夫が満載。

思います。

ンジしてみましょう。

よね！

楽しく弾いてみよう、
ひなまつりの定番曲を掲載。
憧れのピアノで楽しく上達！

るのもタブーとされてい

また、親子で譲り受け

うことなのですね。

対して雛人形が必要とい

それぞれのお嬢さんに

てはいけない、など。

緒の雛人形を使い回しし

す。例えば、姉妹でも一

色々なタブーもありま

ひなまつりといえば、

ご法度とは？

●ひなまつりに関係する

どを供えて祀ります。

ひなまつりの伝統について

で身を清めるという、今

そ のお 雛様 を川に 流す こ ひなまつりが行われるよ

ひなまつりといえば、左のイラストにもあるようにひな壇を
組んで飾るイメージですよね。ですが、こうした風習は江戸時
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らの慣習なので、歴史が気になり、調べてみました。

のひなまつりとは全く違

す。

文 化 に 繋 が っ た よ う で た祭りが徐々に、武家社

と で不 浄を 清める とい う うになり、公家中心だっ

す。
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と合体して、
「流し雛」へ

で盛んだった「人形遊び」 ● 江戸 時代 から始 まっ た にも広がり、そうして今

へ伝わり、もともと日本

これが平安時代に日本

う習慣でした。

３月３日はひなまつり

自宅で楽しく学べる

お勧め教材

受講者数八千人を突破

した、大人気のピアノレ

ッスンＤＶＤです。自宅

でマイペースにできるか

ら、大人の脳活にピッタ

リだと大変好評をいただ

いています。

（７３歳広島県在住）
先生の教本に縁して、

ています。まず、ストレ
スを、あまり感じなくな
りました。多少嫌な事が
あっても、楽譜に向き合
めに、歓びの歌

ピアノは脳に良い、楽
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考えました。終戦後のま
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だまだこれから弾きこん

私も、課題曲はじめ、ま

んが、第１弾から第２弾

す。教材が届きました。

つもありがとうございま

●６１歳初心者です。い

たします。
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これは、実際にレッス

来る脳トレをご用意いた

みましょう。手だけで出

ちょっとそれを体感して

話題になっていますが、

先日コンサートでスタ

てタッチしてみました。

いたので、後者を選択し

使っていいことになって

れており、好みのものを

インターネットも初め

な！」と思ったのです。

自分の手で弾きたい

からないけど、ちゃんと

う！どこまで出来るか分

「ピアノやってみよ

います。

も伝わり、大変嬉しく思

く練習をされている様子

ってしまいました。楽し

ご感想で、思わず読み入

とても臨場感あふれる

は遅いのですが、少しで
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す。仕事を終え、帰宅後

やってみようと思いま
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ょう。
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このホールでの記念写
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で出来るでしょうか。
★第一ステップ

●年ですのですんなりと

しくお願いします。

一回叩く間に、右手は二

を軽く叩きます。左手が

す。左手でタンタンと机

机の上に手を置きま

出来ませんが、時間は十

ています。今後ともよろ

分にあり、のんびりとや

回叩いてみましょう。
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メールで、音楽の知識が
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アノの練習と、毎日頂く
広がり、日々楽しく過ご

回

２
しています。
本当に沢山のお声をあ
りがとうございます。
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いている間に、右手はそ 叩くポイント
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うと、全て消えてしまい
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くのが何よりの楽しみで
て欲しいと思ってます。

ず見てみる、その後、第
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した。右手は、学校で習
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さあ、あなたはどこま

くことができたので、自

た。その時、先生の教本

録音された CD
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もらいました。

て下さるのか！と感動致

がら、２つの合唱団の練

も前に進めれば良しとし

分も触れてみたいなと思

に出会いました。迷う事
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●こんにちははじめてメ

嬉しいご報告は
まだまだ続々と
お 寄せ いただ いて
います。

っていたからです。
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まとめました 。
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