
 

中田元子先生による

アドバイスレッスンを受講して、

カワイ梅田コンサートサロン「ジュエ」で

ちを高め

 

講師：中田元子

 

 

 

 

 

 

日 

会 

受講料：

※非公開の個人レッスンです。（ただし、同じ先生の門下生は聴講可。）

※お一人の先生

※スケジュールの都合により、レッスン時間はご希望に沿えない場合があります。

※希望者多数の際は、抽選とさせていただきます。

※お申込み締切

♪お申込み・お問い合わせ

カワイ梅田

〒530

201

（ふりがな）

お名前

ご住所

ＴＥＬ

参加する級

希望時間

曲目

      

ワンポイント
中田元子先生による

アドバイスレッスンを受講して、

カワイ梅田コンサートサロン「ジュエ」で

ちを高めましょう

講師：中田元子

 時：2018

 場：カワイ梅田コンサートサロン「ジュエ」（大阪駅前第３ビル・カワイ梅田内）

受講料： 15

※非公開の個人レッスンです。（ただし、同じ先生の門下生は聴講可。）

※お一人の先生

※スケジュールの都合により、レッスン時間はご希望に沿えない場合があります。

※希望者多数の際は、抽選とさせていただきます。

お申込み締切

♪お申込み・お問い合わせ

カワイ梅田  

530-0001 大阪府大阪市北区梅田１

2018 年 5 月 13

（ふりがな）

お名前 
 

ご住所 〒 

ＴＥＬ    

参加する級        

希望時間 15

曲目 

バロック・

      ♪レッスン曲目は、地区予選の課題曲に限ります。

相愛大学音楽学部ピアノ科卒、

テップ担当者連絡会委員、運営委員。Ｍｉｙｏｓｈｉ

ルフェージュの指導にあたった後、自らの教室ミュージックコスモスを主宰し後進の指導に力を注いでいる。ピ

ティナ・ピアノコンペティションにおいて、毎年、

輩出し、特に、

る。又

門下からは東京芸術大学、京都芸術大学をはじめとする音楽大学、音楽高校に毎年入学しており、ピアニスト

として活躍している者も少なくない。最近では幼児のピアノ教育にも力をそそぎ、またシニアのピアノ教育にも

取り組んでいる。そしてその経験を生かして各地でセミナーを行い好評を得ている。

ピティナ

ワンポイント
中田元子先生による“ピティナ課題曲

アドバイスレッスンを受講して、

カワイ梅田コンサートサロン「ジュエ」で

ましょう。普段のレッスンを見守るおうちの方、先生方もぜひ一緒にご参加ください。

講師：中田元子 

8 年 5 月 

場：カワイ梅田コンサートサロン「ジュエ」（大阪駅前第３ビル・カワイ梅田内）

15 分＝3,000

※非公開の個人レッスンです。（ただし、同じ先生の門下生は聴講可。）

※お一人の先生 1 時間まで（

※スケジュールの都合により、レッスン時間はご希望に沿えない場合があります。

※希望者多数の際は、抽選とさせていただきます。

お申込み締切 4 月 20 日（金）

♪お申込み・お問い合わせ 

  TEL：06-

大阪府大阪市北区梅田１

13 日（日）中田元子先生ワンポイント

 

    

       級 
先生の

お名前

15 分  30

バロック・古典・ロマン

近・現代 

♪レッスン曲目は、地区予選の課題曲に限ります。

相愛大学音楽学部ピアノ科卒、

テップ担当者連絡会委員、運営委員。Ｍｉｙｏｓｈｉ

ルフェージュの指導にあたった後、自らの教室ミュージックコスモスを主宰し後進の指導に力を注いでいる。ピ

ティナ・ピアノコンペティションにおいて、毎年、

輩出し、特に、D 級以上の中学生以上の級やグランミューズ部門での一般大学生の活躍が注目を集めてい

る。又、全日本学生ピアノコンクールで全国一位を出すなど、他のコンクールにおいても受賞者を出している。

門下からは東京芸術大学、京都芸術大学をはじめとする音楽大学、音楽高校に毎年入学しており、ピアニスト

として活躍している者も少なくない。最近では幼児のピアノ教育にも力をそそぎ、またシニアのピアノ教育にも

取り組んでいる。そしてその経験を生かして各地でセミナーを行い好評を得ている。

ピティナ ピアノ

ワンポイント アドバイス
ピティナ課題曲 ワンポイント

アドバイスレッスンを受講して、ワンランク上の演奏を目指しませんか。

カワイ梅田コンサートサロン「ジュエ」で

普段のレッスンを見守るおうちの方、先生方もぜひ一緒にご参加ください。

 13 日（日

場：カワイ梅田コンサートサロン「ジュエ」（大阪駅前第３ビル・カワイ梅田内）

3,000 円  30

※非公開の個人レッスンです。（ただし、同じ先生の門下生は聴講可。）

時間まで（15 分×４名

※スケジュールの都合により、レッスン時間はご希望に沿えない場合があります。

※希望者多数の際は、抽選とさせていただきます。

日（金） 結果：

 

-6345-8300

大阪府大阪市北区梅田１-１

日（日）中田元子先生ワンポイント

先生の 

お名前 
          

30 分  ※○印をおつけください。

古典・ロマン 作曲家：

 作曲家：

♪レッスン曲目は、地区予選の課題曲に限ります。

相愛大学音楽学部ピアノ科卒、PTNA

テップ担当者連絡会委員、運営委員。Ｍｉｙｏｓｈｉ

ルフェージュの指導にあたった後、自らの教室ミュージックコスモスを主宰し後進の指導に力を注いでいる。ピ

ティナ・ピアノコンペティションにおいて、毎年、

級以上の中学生以上の級やグランミューズ部門での一般大学生の活躍が注目を集めてい

、全日本学生ピアノコンクールで全国一位を出すなど、他のコンクールにおいても受賞者を出している。

門下からは東京芸術大学、京都芸術大学をはじめとする音楽大学、音楽高校に毎年入学しており、ピアニスト

として活躍している者も少なくない。最近では幼児のピアノ教育にも力をそそぎ、またシニアのピアノ教育にも

取り組んでいる。そしてその経験を生かして各地でセミナーを行い好評を得ている。

ピアノ コンペティション参加

中田元子先生

アドバイス
ワンポイント

ワンランク上の演奏を目指しませんか。

カワイ梅田コンサートサロン「ジュエ」で、本番さながらの予行演習をして、

普段のレッスンを見守るおうちの方、先生方もぜひ一緒にご参加ください。

日（日） 11：00～

場：カワイ梅田コンサートサロン「ジュエ」（大阪駅前第３ビル・カワイ梅田内）

30 分＝6,000

※非公開の個人レッスンです。（ただし、同じ先生の門下生は聴講可。）

分×４名/ 30 分×

※スケジュールの都合により、レッスン時間はご希望に沿えない場合があります。

※希望者多数の際は、抽選とさせていただきます。

結果：4 月末連絡予定

8300  FAX：

１-３ 大阪駅前第３ビル１

日（日）中田元子先生ワンポイント

              

※○印をおつけください。

作曲家：                 

作曲家：                 

♪レッスン曲目は、地区予選の課題曲に限ります。

PTNA 千里支部長、大阪城ステーション代表、ステップ課題曲選定委員長、ス

テップ担当者連絡会委員、運営委員。Ｍｉｙｏｓｈｉ

ルフェージュの指導にあたった後、自らの教室ミュージックコスモスを主宰し後進の指導に力を注いでいる。ピ

ティナ・ピアノコンペティションにおいて、毎年、A

級以上の中学生以上の級やグランミューズ部門での一般大学生の活躍が注目を集めてい

、全日本学生ピアノコンクールで全国一位を出すなど、他のコンクールにおいても受賞者を出している。

門下からは東京芸術大学、京都芸術大学をはじめとする音楽大学、音楽高校に毎年入学しており、ピアニスト

として活躍している者も少なくない。最近では幼児のピアノ教育にも力をそそぎ、またシニアのピアノ教育にも

取り組んでいる。そしてその経験を生かして各地でセミナーを行い好評を得ている。

 

コンペティション参加

中田元子先生

アドバイス 
ワンポイント アドバイス

ワンランク上の演奏を目指しませんか。

、本番さながらの予行演習をして、

普段のレッスンを見守るおうちの方、先生方もぜひ一緒にご参加ください。

～17：00 

場：カワイ梅田コンサートサロン「ジュエ」（大阪駅前第３ビル・カワイ梅田内）

6,000 円 

※非公開の個人レッスンです。（ただし、同じ先生の門下生は聴講可。）

分×2 名など）受講可

※スケジュールの都合により、レッスン時間はご希望に沿えない場合があります。

※希望者多数の際は、抽選とさせていただきます。  

月末連絡予定   

：06-6345-

大阪駅前第３ビル１
 

き り と り

日（日）中田元子先生ワンポイント アドバイス

保護者の

お名前

Ｅ-mail

    先生 

※○印をおつけください。    （   

                 

                 

♪レッスン曲目は、地区予選の課題曲に限ります。 

千里支部長、大阪城ステーション代表、ステップ課題曲選定委員長、ス

テップ担当者連絡会委員、運営委員。Ｍｉｙｏｓｈｉ Ｎｅｔ運営委員。２５年間相愛音楽教室の講師としてピアノ・ソ

ルフェージュの指導にあたった後、自らの教室ミュージックコスモスを主宰し後進の指導に力を注いでいる。ピ

A２級から G 級、グランミューズ部門にわたり、多数の入賞者を

級以上の中学生以上の級やグランミューズ部門での一般大学生の活躍が注目を集めてい

、全日本学生ピアノコンクールで全国一位を出すなど、他のコンクールにおいても受賞者を出している。

門下からは東京芸術大学、京都芸術大学をはじめとする音楽大学、音楽高校に毎年入学しており、ピアニスト

として活躍している者も少なくない。最近では幼児のピアノ教育にも力をそそぎ、またシニアのピアノ教育にも

取り組んでいる。そしてその経験を生かして各地でセミナーを行い好評を得ている。

コンペティション参加

中田元子先生 

 レッスンのお知らせ
アドバイス レッスン”

ワンランク上の演奏を目指しませんか。 

、本番さながらの予行演習をして、

普段のレッスンを見守るおうちの方、先生方もぜひ一緒にご参加ください。

 

場：カワイ梅田コンサートサロン「ジュエ」（大阪駅前第３ビル・カワイ梅田内）

※非公開の個人レッスンです。（ただし、同じ先生の門下生は聴講可。） 

名など）受講可  

※スケジュールの都合により、レッスン時間はご希望に沿えない場合があります。

-8863 

大阪駅前第３ビル１F E-mail：umeda

り 

アドバイス レッスン

保護者の 

お名前 
 

mail  

 
先生の 

ご連絡先 

   ）時頃希望

                 曲名： 

                 曲名： 

 

千里支部長、大阪城ステーション代表、ステップ課題曲選定委員長、ス

Ｎｅｔ運営委員。２５年間相愛音楽教室の講師としてピアノ・ソ

ルフェージュの指導にあたった後、自らの教室ミュージックコスモスを主宰し後進の指導に力を注いでいる。ピ

級、グランミューズ部門にわたり、多数の入賞者を

級以上の中学生以上の級やグランミューズ部門での一般大学生の活躍が注目を集めてい

、全日本学生ピアノコンクールで全国一位を出すなど、他のコンクールにおいても受賞者を出している。

門下からは東京芸術大学、京都芸術大学をはじめとする音楽大学、音楽高校に毎年入学しており、ピアニスト

として活躍している者も少なくない。最近では幼児のピアノ教育にも力をそそぎ、またシニアのピアノ教育にも

取り組んでいる。そしてその経験を生かして各地でセミナーを行い好評を得ている。

コンペティション参加者様

レッスンのお知らせ
レッスン”を今年も開講致します

、本番さながらの予行演習をして、コンペティション予選に向けて、気持

普段のレッスンを見守るおうちの方、先生方もぜひ一緒にご参加ください。

場：カワイ梅田コンサートサロン「ジュエ」（大阪駅前第３ビル・カワイ梅田内）

※スケジュールの都合により、レッスン時間はご希望に沿えない場合があります。 

umeda-shop@kawai.co.jp

レッスン 受講申込書

 

希望 ※ご希望の時間帯があればお書きください。

千里支部長、大阪城ステーション代表、ステップ課題曲選定委員長、ス

Ｎｅｔ運営委員。２５年間相愛音楽教室の講師としてピアノ・ソ

ルフェージュの指導にあたった後、自らの教室ミュージックコスモスを主宰し後進の指導に力を注いでいる。ピ

級、グランミューズ部門にわたり、多数の入賞者を

級以上の中学生以上の級やグランミューズ部門での一般大学生の活躍が注目を集めてい

、全日本学生ピアノコンクールで全国一位を出すなど、他のコンクールにおいても受賞者を出している。

門下からは東京芸術大学、京都芸術大学をはじめとする音楽大学、音楽高校に毎年入学しており、ピアニスト

として活躍している者も少なくない。最近では幼児のピアノ教育にも力をそそぎ、またシニアのピアノ教育にも

取り組んでいる。そしてその経験を生かして各地でセミナーを行い好評を得ている。 

者様へ 

レッスンのお知らせ
を今年も開講致します。

コンペティション予選に向けて、気持

普段のレッスンを見守るおうちの方、先生方もぜひ一緒にご参加ください。 

場：カワイ梅田コンサートサロン「ジュエ」（大阪駅前第３ビル・カワイ梅田内） 

shop@kawai.co.jp 

受講申込書 FAX:06

※ご希望の時間帯があればお書きください。

千里支部長、大阪城ステーション代表、ステップ課題曲選定委員長、ス

Ｎｅｔ運営委員。２５年間相愛音楽教室の講師としてピアノ・ソ

ルフェージュの指導にあたった後、自らの教室ミュージックコスモスを主宰し後進の指導に力を注いでいる。ピ

級、グランミューズ部門にわたり、多数の入賞者を

級以上の中学生以上の級やグランミューズ部門での一般大学生の活躍が注目を集めてい

、全日本学生ピアノコンクールで全国一位を出すなど、他のコンクールにおいても受賞者を出している。

門下からは東京芸術大学、京都芸術大学をはじめとする音楽大学、音楽高校に毎年入学しており、ピアニスト

として活躍している者も少なくない。最近では幼児のピアノ教育にも力をそそぎ、またシニアのピアノ教育にも

レッスンのお知らせ 
。 

コンペティション予選に向けて、気持

 

 

FAX:06-6345-8863

※ご希望の時間帯があればお書きください。

千里支部長、大阪城ステーション代表、ステップ課題曲選定委員長、ス

Ｎｅｔ運営委員。２５年間相愛音楽教室の講師としてピアノ・ソ

ルフェージュの指導にあたった後、自らの教室ミュージックコスモスを主宰し後進の指導に力を注いでいる。ピ

級、グランミューズ部門にわたり、多数の入賞者を

級以上の中学生以上の級やグランミューズ部門での一般大学生の活躍が注目を集めてい

、全日本学生ピアノコンクールで全国一位を出すなど、他のコンクールにおいても受賞者を出している。

門下からは東京芸術大学、京都芸術大学をはじめとする音楽大学、音楽高校に毎年入学しており、ピアニスト

として活躍している者も少なくない。最近では幼児のピアノ教育にも力をそそぎ、またシニアのピアノ教育にも

 

コンペティション予選に向けて、気持

8863 

※ご希望の時間帯があればお書きください。 

 


