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子供に学ぶ
　幼い子供たちのあの純真な姿は、美しい人間の姿であり、
ほんとうに羨ましいほどだと思いました。
　一、人を信じて少しも疑うことをしない。
　一、愛することを知って憎むことをしない。
　一、人生に喜びを求め、明るく生き生きとして生きている。
　一、不安を知らず、常に安心の中に生きている。
　教育とはいったい何をどう育てることだろうか、この美
しい姿をしている幼児が教育され、やがて大学を出るころ
ともなれば、
　一、他人を常に疑いの眼で見ることを教えられ他人を信

ずること少ない。
　一、他人を憎むことを知り、生きるために他人と競争す

る心を育てられる。
　一、人生を暗いもの、苦しみのものと教えられ、決して

幸福でない姿の中で生きる人にされていく。
　人の世では、教育、教育、といいながら、あの純真なものを、
醜い小利口な、不幸な人間の姿に育てておいて、何がいっ
たい教育なのかと大いに疑問に思うようになったのでした。
� （鈴木鎮一全集�第六巻　さまざまな出会い　より）

夏 期 学 校 の 思 い 出
夏期学校に参加して
　まだバイオリンが弾けない 0番教室に 3歳のころに初めて参加し
てから、今年は 26 番の研究科のクラスに入れるまでになりました。
　今年のレッスンではニュージーランドから江口ゆか先生が来てく
れました。課題曲のクライスラーの変奏曲は、音程もスタッカート
もトリルも難しかったです。先生にエチュードを使って、音程のと
り方や 3 重音の弾き方を教えてもらい上手になれた気がしました。
すごく面白い先生で毎日が楽しかったです。
　今年は午後のコンサートにもお友達と出ました。毎日いっぱい練習
したけれど会場に人が多くて去年のコンサートより緊張してしまいま
した。少し失敗してしまったので悔しいです。もっともっとバイオリ
ンの練習をしようと思いました。最後の日にはビンゴゲームで当たり
を引いて、江口先生と一緒にこの曲を弾くことができました。すごい
先生なので二人で弾けたことはとてもうれしかったし、先生のおかげ
でとても楽しく弾けました。
　今年の夏期学校もとても楽しく、たくさんのお友達ができました。
来年もまたみんなに会いに行きたいです。� 齊藤　優衣　10 歳

夏期学校を終えて
　周人がバイオリンを始めて 9年、7回目の夏期学校に
なりました。毎年楽しく参加させていただいています。
　午前中の教室レッスンでは色々な先生に教わり、初
めて会ったお友達とのレッスンはとても新鮮で楽しそ
うです。午後のグループレッスンでは何百人もの子供
たちと一緒のレッスンで夏期学校でしか味わえない大
勢のバイオリンの響きのシャワーをあびることは夏期
学校ならではの素晴らしい体験だと思いました。
　昨年から周人が午後のコンサートに参加させていた
だけるようになりました。憧れの舞台での演奏はとて
も澄みきったバイオリンの音色がホールに響きわたり、
この中で演奏している我が子をみて胸があつくなりま
した。
　夏期学校での 4日間はバイオリンの音の世界に触れ
貴重な体験をすることで大きく成長したことを実感す
ることができました。� 金澤　周人　12 歳（母）

＜道しるべの会＞【DVD 鑑賞会】
日　時：9月 20日（水）10時〜11時半
場　所：スズキ・メソード東海オフィス
参加無料です。どなた様でもお越しください。

　鈴木鎮一先生の映像などを見ながらスズキ・メソードの
心に触れてみましょう。毎日のレッスンや子育ては、いろ
いろ大変だったりして心が折れそうになることもあります
ね。そんな時こそ鈴木鎮一先生の素敵な笑顔が私たちを励
ましてくださいます。
　鈴木鎮一先生の笑顔に会いにいらっしゃいませんか？

＜道しるべの会＞

スズキ・メソードでレッスンを始める前のプログラムです。
生演奏・音とリズムの感性・季節感・日本の文化・ご挨拶・親子
の絆・・・などを大切に、スズキ・メソードの勉強もしていきます。
どうぞご兄弟の下の方やお友達などにお勧め下さい。

【体験会】9 月 12・19 日（火）
【後期レッスン日程】　10 月 17・24・31 日、11 月 14・28 日、
　　　　　　　　　　12 月 12・19 日、1月 16・23・30 日、
　　　　　　　　　　2月 13・27 日、3月 6日（おさらい会）

【時間】10 時～ 2・3歳児クラス　11 時～ 0・1歳児クラス
【教室】名古屋市中村区鳥居西通り 1-51-801「フィオリ―レ」
【名古屋教室メールアドレス】　suzuki.twinkle.star@gmail.com
【お問い合わせ電話　東京事務所】　０３−３２９５−０２７０

ご案内 スズキ・メソード　０～３歳児コース
平成 29 年度後期プログラムが始まります
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＜東海オフィス＞TEL�052-753-9878　メールアドレス�suzukimethod_tohkai@yahoo.co.jp
＜東海地区HP＞http://www.suzukitokai.com
＜編集＞岡本・齊藤・横江・長縄／伊藤（千）・森山（指導者）　＜印刷レイアウト＞東海タイプ商会��TEL�052-731-3077

〈コンサート案内〉
日　　時 コンサート名 場　　  所
9月 3日（日）
13：00 開場
13：30 開演

スズキ・メソード
廣岡クラス
チェロコンサート

おおぶ文化交流の杜
allobu
こもれびホール

9月 23日（土）
14：00 開演

各務原教室コンサート
及び浮田紗世卒業記念
リサイタル

岐阜クララザール
じゅうろく音楽堂

10月 21日（土）
13：30 開演

藤山台教室コンサート
及び在田ゆり子卒業記念
リサイタル

春日井
東部市民センター
ホール

10月 22日（日）
13：00 予定

中央支部　大沢教室
ヴァイオリン演奏会 昭和文化小劇場

11月 23日（木・祝）
未　定

名岐支部
牧野クラス　森林クラス
ヴァイオリンコンサート

可児市文化小劇場
ala　小ホール

12月 3日（日）
未　定

チェロ、ドリームコンサート
（大人の生徒の皆さんの
コンサート）

聖霊病院ホール

12月 17日（日）
未　定

アンサンブル〝もくりん〟
コンサート

尾張旭市文化会館
あさひのホール

12月 23日（土・祝）
未　定 加藤クラスコンサート まなびパーク

多目的ホール

平成28年度  東海地区三科連絡協議会会計報告書
平成28年4月～29年3月

収　入 支　出
前年度繰越金
地区費
受取利息
政吉コンサート
ピアノ使用料
その他収入
書籍販売

10,064,411
2,060,340

479
67,849

0
36,900

0

事務費
事務所家賃分担金
東海大会を考える会
東海大会費
政吉コンサート
道しるべ費
地区便り費
連絡協議会費
送金手数料
寄付
次年度繰越金

451,784
408,000
32,440
700,000
550,432
42,202
199,983
154,380
4,708
0

9,686,050
合計 12,229,979 合計 12,229,979

　以上のとおりご報告いたします。
　　　　　　　東海地区三科連絡協議会会計

　上記の会計報告に相違ないことをご報告します。
　　　　　　　東海地区三科連絡協議会会計監査

　昭和 36 年 10 月 1 日名古屋市金山体育館において端を発した東海グランドコンサートは、その後毎年→隔年→ 2年お
きとスタイルを変えながら、本年 11 月 5 日（日）多治見バロー文化ホールにて 26 回目の実を結びます。
　平成 3年、同じホールで「1500 名の子どもたちによる」と銘打った第 17 回は、終演後近くのレストランで鈴木鎮一
先生ご夫婦を囲みパーティーでなごやかに締めくくられたのでした。
　今回は「800 名の子どもたちによる」というフレーズからも察せられますとおり、地区の財務状況は会員減少ととも
に悪化の一途をたどっております。
　平成 25 年と 28 年（共に翌年東海グランドコンサートを控えた年）の財務状況を比較しますと、資金余裕が 170 万円
弱減少しており、地区会計担当の斉藤さん（岐阜支部）からは下記 2点が指摘されています。
　　　１）早急に会員拡大対策が求められる
　　　２）当コンサートは再度費用面など考察を要する
　今年 2月 12 日地区三科会会議において、支部長の皆様と地区委員（指導者の代表 5名）により大会費について多様な
意見が出され、討議の末『１会員 1,000 円を参加有無にかかわらず集めさせていただく』事が決定されました。
〈母語教育法〉に始まり泉のように湧き出た鈴木先生のアイデアの一つにこの〝合奏形式大コンサート〟があります。自
分の音の一滴が大河と化す喜び、絡み合うメロディーや和音に包まれるアンサンブルの幸福感は個人では得られません。
私たちはそのたぐいまれなアイデアをグランドコンサートという形で継承しているに過ぎませんが、時代の波とも言え
る資金余裕の減少、名古屋市内大型ホールの抽選倍率高騰など開催を阻む要素は非常に手ごわいのです。
　このままではあと何回開催できるのか危惧されますが、「守ること、変えること」について常に模索し、連綿と次の担
い手へ受け継がれていく催しとなりますよう願っております。
　末筆ながらあらためて会員の皆様のご理解、ご協力のほど賜りたくお願い申し上げます。

実行委員長 ヴァイオリン科指導者　加藤　寿子
　いよいよ第 26 回東海グランドコンサートが近づいてきました。今回も子供たちの素晴らしい演奏で大いに盛り上がる
ことでしょう。しかし皆様もご存じのとおり、少子化に伴う会員数の減少（現在約 600 会員）などで、3年間の地区費
の積立だけではコンサートの継続が苦しくなってきています。リハーサル等を含め、コンサートの開催に 400 万～ 500
万円程必要なのですが、実際には年間 80 万円程度の地区費しか貯えができていません。このような事情により今回は、
3年間の地区費 240 万円、大会費として 1000 円をご負担いただいた 50 万円、残りの不足分を長年お預かりしている繰
越金から賄う予定です。できる限り節約しつつ、将来の子供たちのため、少しでも長くこの東海グランドコンサートが
継続されるように、大会費のご負担及び繰越金の利用に対し、皆様にご理解をいただくことを心よりお願い申し上げます。

東海地区　三科会 議長　淺田　勝頼

第 26 回東海グランドコンサート大会費について

10 月 9 日（月・祝）  全体リハーサル　早野龍五会長の講演があります。皆さま ぜひお聴き下さい。

第 26 回　スズキ・メソード800 人の子どもたちによる

東海グランドコンサート
2017年 11月 5日（日） バロー文化ホール開場 13：00　開演 13：30

ピアノフルートチェロヴァイオリン

入場無料


