
この度は　40周年記念コンサートに　お祝い　を頂き　
　　ありがとうございました。

たくさんの　メッセージ　そしてお花や記念の品を頂いて
　　とても　嬉しかったです。

「ようこせんせいのピアノ教室」の40年を　振り返って
　　思い出の数々を想う時

どれだけ皆さんに　助けて頂いたことか
　　支えられて来たことか…

いえ、それどころか　この教室は　
皆さんが　作って下さったものなんだと気付かされました。

本当に…　感謝の気持ちで　いっぱいです。

ありがとうございました。

お寄せ頂いた　お手紙やメール　お電話などは　皆さんにもお伝えしたい内容だったものですから
頂いたものを全て　掲載させていただきました。　気になっていた「あの子」の様子もお分かり頂けるでしょうか？

さて、あと何年　頑張れるか　分かりませんが　歩んできた　この道を
これからも　ゆっくり　進んで行こうと思っています。
皆さん、どうか　これからも　仲良くして下さいね。　

ようこせんせい　より

○ 久世　千恵子　様より

心で感じてごらん

あんなに練習したつもりなのに…

うまく弾けないある日のピアノレッスン。

思わず、涙がポトリとこぼれた。

　　　　ようこ先生が、一言。

「心で感じてごらん」　　…　響いた。

今なお自分の心の在処もままならないけれど、

あの日から、いつの間にか大人になった。 （額に添えられた文章より）

🎵……… ようこせんせい　より
泣き虫だった聡くんも、もう社会人。
２才の頃は、佳多留くんの邪魔にならないようにと、お母様はレッスン中おんぶで外をお散歩。
ラッコのぬいぐるみがお気に入りでしたね。
３才になって始めたレッスン。ロングロングアゴーの階名唱が上手に出来て…
兄に続けと、５才で関西のコンサート。愛子ちゃんと一緒に「ロンド」…そして「海遊館」

…兄と２人で通った土曜のレッスン。駅から教室までの間に何故か擦り傷が出来てたね。
今も大の仲良し兄弟で連絡取り合ってるようで…安心しました。



○ 一色　直美　様より

ようこ先生のピアノ教室　４０周年記念コンサートの開催、心よりお喜び申し上げます。
　娘も今春から大学生になりました。泣きながら教室の階段を登っていた娘が
「小学校で音楽を教えたい！」という思いをもつようになるとは、あの時は考えてもいませんでした。
音楽の楽しさ、素晴らしさを私たち親子に教えていただいた先生に感謝しております。
また、忙しくしている母親に代わって子育ても支えていただきました。
先生と一緒に行かせていただいた夏期学校、京都でのコンサート等、娘の貴重な経験になりました。
先生の子ども達に対する情熱や温かさに勇気づけられている保護者はたくさんいるのではないでしょうか。
　今後も　子ども達のために益々のご活躍を　お祈り申し上げます。 （祝電より）

🎵……… ようこせんせい　より
音楽と共に心が育つ、素晴らしい実例が　美里ちゃんです。
美里ちゃんが居るとそこに集う皆が穏やかに幸せに過ごせます。
さあ！夢の実現に向けて、まっしぐらに懸命に励んで下さい。
そして、ご両親のような立派な教師に「必ず」なって下さい。
応援！しています。

○ 後藤　敦子　様より

ピアノ教室40周年おめでとうございます。

これからもますますお元気で、楽しい教室でありますように、

ご発展をお祈りしております。 後藤　大智
　　　　有貴 （祝電より）

🎵……… ようこせんせい　より
お電話も、ありがとうございました。
大智くんは、東大法学部４年生。目下受験生！とりあえずは司法試験目指して…。
有貴ちゃんは高校在学中に研Bまで卒業。
この春、京大物理工学部に入学。　オーケストラに入部希望とか…。
美里ちゃんもオーケストラでチェロを始めました。
皆、音楽大好きに育って…嬉しいです。

○ 木村　友光子　様より
４０周年おめでとうございます。
中略
公美は、東京に行っており、連休も帰ってこない予定です。
市民会館でのコンサートは盛大になりそうですね。おめでとうございます。

（メールより）

🎵……… ようこせんせい　より
公美ちゃんは東京ですか。きっと頑張っていることでしょうね。
幼稚舎の３人娘も…東京・京都・愛媛と、其々の道を歩み始めて…頼もしい限りです。
いつか、３人だけの同窓会を行いたいですね。その時はぜひ私も入れてね。

○ 今井（中島）佳子　様より
洋子先生、40周年おめでとうございます。
娘もピアノ教室に通い始め、親子で連弾を楽しんでいます。
先生のおかげで、ピアノを通じた娘との幸せな時間を過ごしています。
これからもお元気でご活躍されますことをお祈り申し上げます。

（メッセージより）



🎵……… ようこせんせい　より
コンサートの親子連弾、素敵でした。
仲良し親子の音が心地よく響いてました。
お母さん大好き…と見上げている
通くんの嬉しそうな様子を見ていて心が和みました。
３人の子育てとお仕事の両立は、困難も多いでしょうけれどその分喜びも多いことでしょう。
仲良し家族のお話、またゆっくり聞かせて下さいね。

○ 黒崎　美紀　様より
先生、４０周年おめでとうございます。
せっかくの　お誘いですが、娘が里帰りをしていますので、伺えません。
実は　３月末、初孫が　誕生しました。　そんな訳で、　お・ば・あ・ちゃんは　クタクタです。
両親のお墓参りにも、しばらく行ってません。今度帰省するときには、ぜひお会いしたいです。
先生　お元気でいて下さいね。 （電話より）

🎵……… ようこせんせい　より
なんと幸せいっぱいのお電話だったことでしょう。
帰省の時には、必ず連絡してね。お茶しましょう。その時にはお孫さんの写真も見せて下さいね。
美紀ちゃんは、ようこせんせいの教室「音大受験生・第１号」でした。まだ教室１年目で…２人で頑張ったね。
また徳島へも遊びに行きます。ゆっくりお話楽しみましょうね。

○ 白石　美津子　様より
ご無沙汰しております。  
40周年おめでとうございます。 
月日の経つのは早いですね。教室に通っていたのがつい先日の事のようです。 
子供達も家を離れ、私も仕事を始め、生活も随分変わりましたが 
子供達が帰省の折りにはビアノを弾いて貰って、昔を思い出したりしております。
中略
宏輔は、目下、就活で多忙らしく…早々と内定貰って余裕ならいいのですが・そんな身分ではないらしく
リクルートスーツで日々説明会に走り回ってるようです。　また、受験再来のような気分です。
杏奈は、なんとか留年回避し三年生になれましたが、昔と違い、学業が予想以上に厳しいらしく…
たまに帰ってはボヤいております。
部活に予備校のバイトも多忙らしく…  GWの予定も直前まで判らないと申しております。
結局、ご案内を戴きましたが、不参加にさせて下さい。 
ご迷惑でなければ、当日、可能でしたら、飛び入り参加させていただけると幸いです。
最後に、先生のご健康とお教室の益々の発展をお祈りいたします。 

こんにちは。白石です。 
コンサートのプログラムありがとうございました。
懐かしくて…プログラム拝見させていたきながら﨏タイムスリップした気分です。 
他楽器とのアンサンブル…豪華ですね。 
林先生の演奏も素敵でしょうね。 
よく見ると、麻衣ちゃんは、奥田麻衣ちゃんで…佳子さん親子は１０年前お見かけした方？ 
美里ちゃんは大学生で…先生の孫弟子ちゃんもすっかり大きくなって…
詩菜ちゃん直央ちゃんも高校生、 
ひかりちゃん、向居くんも多感な時期、ピアノを続けてるのですね。 
等々…プログラムだけでほっこりした気分です。
が…きっと今頃は、コンサート直前で練習に熱が入ってらっしゃる頃かと思います。 
お忙しい中、本当にありがとうございました。 （メールより）

🎵……… ようこせんせい　より
2度のメール、ありがとうございました。
宏輔くんとは、昨年、大輝くんの通う音大の見学に行きました。



その時、早大政経３年生…来年は就活で忙しくなると話してました。
しっかりと考えて進路を見据えている姿を見て、頼もしく思いました。
…ご報告を楽しみにお待ちしています。
杏奈ちゃんは広島大医学部３年生ですね。
今年こそ広島に遊びにいかなくちゃ！
夏期学校で詩菜ちゃん直央ちゃんに優しく指導してくれていたお姉さま。
どんなお医者様になるのかしら…楽しみです。

○ 安田　冬子　様より

洋子先生　４０周年おめでとうございます🎵

いつも前向きで笑顔の洋子先生から
たくさんの生徒さんやお母様が　元気とエネルギーをもらって
ピアノを楽しんでこられたことでしょう。
３２年前の　生徒の私も　その一人です。
先生の　ますますのご活躍とご健康を　心より　お祈り申し上げます。

（お便り　より）

🎵……… ようこせんせい　より
もう３２年ですか…愛大医学部のころでしたね。
今は神戸で眼科医としてご活躍。
２人のお嬢さんもスズキ・メソードピアノ科で立派に育ち、本当にうれしい限りです。
関西のコンサートの度にお声をかけて頂いて…研B卒業のご報告には嬉しくて涙しました。
立派に育った「孫」の姿はほんとうに嬉しいものです。
最近はお会いすることもなくなりましたが、また懐かしい松山へご旅行にでもいらっしゃいませんか？
まだまだ、元気にご案内出来る…つもりです。

○ 作田　奈々子　様より

ようこ先生　ピアノ教室40周年おめでとうございます。
大変ご無沙汰いたしております。
先日は、ご案内をいただき有難うございました。
35周年でコンサートに参加させていただいてからもう5年も経つのですね。早いものです。
中略
奈穗は高校1年生の夏（4年半前）に辞め
貴俊もその時同時に辞めましたが1年強のブランクを経てピアノを再開しました。
ようこ先生のような先生に巡り合いずっと続けていくつもりでいましたが
県外の高校進学に伴い辞めました。貴俊は現在、久留米で寮生活をしております。
二人とも時々弾く程度で、ピアノが泣いています。

GWは部活（サッカー）の試合と6日には寮に戻らなければならないため
5日パーティーへの参加はできず大変残念です。申し訳ございません。

45周年・50周年・・・　ますますの先生のご活躍をお祈りしております。
（メールより）

🎵……… ようこせんせい　より
５年前のベートーヴェンのソナチネの音が今でも耳に残っています。
高校サッカーで…きっとシュートもパスもあの音のような、すばらしいプレーをされているのでしょう。
サッカーと言えば、昨年は松山北高の「藤岡将平くん」が全国大会で活躍しました。
教室のOB・OGの活躍は嬉しいものです。今年は貴俊くんを応援します！
そうそう、奈穗ちゃんの振り袖姿の写真に思わず見入ってしまいました。
すっかり大人ですね。またお会いしたいです。



○ 戸梶　優子　様より　

ピアノ教室40周年
おめでとうございます

これからも益々お美しく元気溌剌で
　ご活躍されますことをお祈りいたします

（メッセージより）

🎵……… ようこせんせい　より
せっかくお電話頂いたのに、ゆっくりお話できなくて…ごめんなさい。
明子ちゃんは、地元の銀行で忙しくされているそうですね。
私のドジのために新宿を走って付き合ってくれた事…忘れられない思い出です。
あの走りなら、どんなに忙しくても乗り切れる事！間違いなしです。
創史くん、成人式おめでとうございます。
「あきたん、ゆび…あ～ぁ　そうくんなら、もっとじょうずにできるのに」…これ2才の時のセリフです。
いつの間にか　大人　になりましたね。
ゆっくり、高知へ遊びに行きたいです。その時にはよろしくね。

○ 須崎　洋子様・英史様より

　ピアノ教室　４０周年おめでとうございます。
何人もの子供達が先生の教えを通して巣立っていったこと　を思うと　感動します。
　先日　英史ファミリーと合流して　USJと　大阪の３日間を過ごしました。最上級の幸せでした。
１０才の瑛太が、洋子先生に習い始めた頃の英史に　本当にそっくりで　あの頃を思い出します。

この度はおめでとうございます。いつまでも良き先生でいて下さい。
いつの日かお会いできるのを　楽しみにしています。 （メッセージより）

♪……… ようこせんせい　より
素敵な写真ですね。
瑛太くん　１０才ですか。大きくなったね。本当に英くんそっくりで…性格も…でしょう？
３人ともサッカー少年なんですってね。頼もしいです。　　パパ！頑張れ！
香川にも関東にも、また遊びに行きます。一馬くんにも会いたいし…。

○ 小野（宮崎）かほり　様より

　　ようこ先生へ　♪
40周年記念コンサート
　おめでとうございます
これからも　たくさんの人に　音楽の
楽しさを伝えて下さい♪
　私もがんばります　♡ （メッセージより）

♪……… ようこせんせい　より
かほりさん、お花とメッセージ　ありがとうございました。
子育てをしながらのお仕事、大変でしょう…。
私たちの仕事は、子どもが幼稚園・学校から帰る時間に始まります。
我が子に寂しい思いをさせていないかと心配する事もあるでしょう。
でも…大丈夫　！　あなたの愛情は、充分伝わっていますから。
子育て中の友人たちが、経験し乗り越えるところをずっと見てきました。
そして、その子供達がとても立派な大人になった事も。
真剣に取り組んでいるその後ろ姿を、ちゃんと見てくれています。
安心してお仕事なさって下さいね。応援しています。



○ 松澤　彩香　様より
…前略…あたたかく見守って、ていねいに指導してくださって
ありがとうございました。洋子先生のおかげでピアノが好きになって
シヨパンも弾けるようになりました。…中略…洋子先生大好きです（色紙より）

♪……… ようこせんせい　より
彩香ちゃん、パーティーでは子ども達に優しくしてくれて、ありがとう。
大学生になって、とても楽しい毎日を過ごしていらっしゃることでしょう。
体に気をつけて、無理をしないようにね。
また、湖奈ちゃん・美里ちゃんとお茶しましょう　！！

○ 河上　輝子様・幸四郎様・大志郎様・湯川明日香様　より

前略
１９年前　子供達３人を連れて「ようこせんせいのピアノ教室」を
初めて　お訪ねした時を　なつかしく思い出しております。　
中略
明日香は　現在第２子を妊娠中ですが、自宅安静中です。
２才の長男の為にも　出産までは何とか入院せずに済むようにと
極力安静に過ごしており、外出は難しい状況です。
幸四郎は　東京で就職をして　一人暮らし中ですが、仕事柄
ゴールデンウイークに休みが取れる可能性は　ほとんどない　そうです。
大志郎は　現在　大阪で開催される「オトノバ」完結記念ライブコンサートの
準備に追われています。ゴールデンウイークは５月中旬〆切の　イベント用
小冊子作成の為、アシスタントの方と　追い込みになるそうです。
中略
思い返せば
明日香が　まったくレッスンをしなくなった時に　色々気を使っていただき
何とかピアノを弾く機会を作って下さったにもかかわらず　途中でやめてしまった事。
幸四郎が反抗期で　ソファーに後ろ向きに座ったまま、ピアノを弾かずに
帰ってきてしまった事。
大志郎が　ちゃっかり　お昼ご飯にチャーハンを　ごちそうになっていた事。
母親の私も、自宅レッスンや　CDを聞かせる努力が　足りず
いたらない事ばかりでした。
そんな我がままで勝手な私共親子を　優しく　楽しく　時に厳しく　ご指導いただき
本当に　ありがとうございました。

あらためて　４０周年を　心から　お祝い申し上げますと共に
ようこせんせいの　ご健康と
「ようこせんせいのピアノ教室」の益々のご発展を　心から
お祈りしております。 （お手紙より）

♪……… ようこせんせい　より
あ～思い出が尽きませんね…。
あの時、どうしてもっと良い言葉かけが出来なかったのか…
あそこでもっと褒めておけば…反省ばかりです。
私は決して良い先生では無かったけれど
スズキ・メソードのおかげで河上さん一家と出会えた事に、感謝しています。
そして、立派になった皆さんを誇りに思っています。
これからもずっと、ご一家のお幸せを祈っています。



○ 河上　大志郎様より

ピアノの先生　４０周年おめでとうございます。
小学２年生から習い始めて気付けばもう２６歳です。
宮﨑先生から教えていただいた事とは全く生かせていない
マンガ家という世界でがんばっていますが、僕は元気です。
当時はぐずりながら、半泣きでピアノを触っていた毎日でしたが
大人になった今、またイチから習ってみたいと生意気ながら
考えてしまいます。
これから４５年　５０年と　いつまでも
元気な宮崎先生でピアノを弾き続けてください！
また松山に帰ったら会いに行きます！ （色紙より）

♪……… ようこせんせい　より
いやいや…スズキ・メソードは感性を育てる教育です。
大ちゃんがマンガ家になったのは、この教育法が大成功だった事の証です。
それに、ピアノだって…あの難しい合唱曲の伴奏を弾き熟し、中学の卒業式でも演奏させて頂き…
大したもんです。立派です。　…ご両親に感謝！ですね。
体に気をつけて、益々のご活躍を　！！　　　　応援しています。

頂いた2枚の色紙は、教室に飾らせて頂いてます。皆の宝物です。

○ 熊上　敬子　様

♪……… ようこせんせい　より
敬子さん、加帆ちゃんと一緒にステージに上がって下さって、ありがとうございました。
この間産まれたと思ったら、もうあんなに大きくなって…
聡子さんの幸せが、熊上さん一家の幸せになって…私の心にも幸せが伝わってきます。
皆さんお忙しい事と思いますが、またゆっくりお喋りできますように。その日を楽しみに…。

○ 小田　泰之様より

　イマ
時ハ流レタ。　現在ハ瞑想ノ時。　心ヲ澄マシ、　大宇宙ノ声ヲキカム。

（大吟醸「瞑想水」ラベルより）

♪……… ようこせんせい　より
コンサートでは、たいへんお世話になりました。
ステージ係、想像以上にハードでしたね。
そんな中での演奏…楽しんで頂けたでしょうか。
パーティーでのスピーチも、ありがとうございました。
この教室での出会いを大切に思って下さって、とても嬉しかったです。
さぁ　！　夢に向かって、まっしぐら　！！　宇宙が待っています。　
仙台で2年。　その後のご報告を　♡待っています♡

○ 米田（渡部）真由美　様より

…前略……中略…
私が教職に就いたのも、音楽を通していろんな人たちに出会えたのも
ようこ先生のピアノ教室でたくさん学ばせていただいたからだと思っています。
これからも、ずっとお元気で、すてきなピアノ教室を続けてください　！！
50周年では何か弾けるといいなぁ…（お手紙より）



♪……… ようこせんせい　より
忙しい中、コンサートに来て下さってありがとうございました。
ゆっくりお話出来なくて、ごめんなさいね。
新婚生活と仕事の両立、楽しんでいますか？
今、教職を夢見る子供達が増えています。
そのたび、まーちゃんの話をしています。
もし、くしゃみが出たら、ピアノ教室を疑って下さい。
お暇を作って遊びにきてね。待ってます。

○ 越智　鈴穂　様より

前略
このたび　ようこ先生のピアノ教室が　４０周年を迎えられたとのこと、心よりお祝い申し上げます。
４０年も　一つのことに　情熱を注ぎ続けることは、なかなか　できることではないと思います。
私たちが教室に通い始めたのが　２５周年のときで、９年間レッスンに通いましたが、今でもテレビや
街中で、レッスンを受けた曲を耳にすると、その時、その時の情景や子ども達の様子が鮮明に思い出され
懐かしい思いでいっぱいになります。　きっと　ようこ先生のもとに通ったお子さんや　ご家族の方も同じで
音楽を通して　ようこ先生に　たくさんの　宝物をいただいたと感じていると思います。
　これからも、５０周年、６０周年…と、お元気でたくさんの子どもたちに、音楽の楽しさを教えていただけたら
…と思います。いつになるやら分かりませんが、孫を連れて、ようこ先生の　レッスンに通うのが、私の今の
夢なので…。　　　　後略 （お手紙より）

♪……… ようこせんせい　より
美月ちゃん、忙しい中コンサートに来て下さってありがとうございました。
ゆっくりお話も出来なかったけど、会えて嬉しかったです。
来年は社会人。優しくて、しっかりした薬剤師さんになられることでしょうね。
幹くんも、自分の道を見据えて進んでいるようです。
2人とも、もうすっかり大人なんですね。頼もしいです。

○ 越智　幹仁　様より
今日は40周年、おめでとうございます。
大切な日に顔を出すことができず、申し訳ありません。次の45周年には、ぜひ参加したいと思いますので
その日までどうかお元気で教室を続けてください。

秋から1年ほどパリに留学することになりました。夏休みに帰省するので、またお会いできればと思います。
（メールより）

♪……… ようこせんせい　より
いよいよパリですね。子供のころからフランスが大好きでしたものね。
それなのに、何故かバッハとモーツァルトの曲がお好み…でしたね。
45周年には何の曲が「頭の中で鳴っている」かしら…？
5年後の演奏を楽しみにしています。
夏休みにはゆっくりお食事に行きましょう！
連絡、待ってます。

○ 伊藤（奥田）麻衣　様より
ようこ先生♡　４０周年　おめでとうございます。コンサート楽しみにしています♪
…中略…またピアノ弾きにいかせて下さい。連絡します♡ （メッセージより）

♪……… ようこせんせい　より
久しぶりの　ドビュッシー　素敵でした。



さすが　！　感性の人です。
きっと、職場でも　その感性を　充分に発揮されていることでしょう。
また　ゆっくり　遊びに　来てね。　私も　新居浜へ行くときには　連絡します。


