
今年もあともう少し！　楽しかった１年を振り返って・・ 

今年の初め、1月からのことを振
り返ってみます。
昨年の11月に赤ちゃんを出産し

て、そして１月に皆さんと再会
できた私の喜びは、とても大き

なものでした。お正月という嬉
しいイベントの後の皆さんはと
ても明るく希望に満ちていて、

そして曲を弾く指のなめらかさ
は、「お休みの間にもピアノを弾

いていたんだな」とすぐに分か
りました。

3月～4月の進級の季節、皆さん

は日が増すごとに頼もしくなっ
て、私もその成長の課程に立ち
会える喜びでいっぱいでした。

5月、発表会の曲を決める楽し
さ・・皆さんそれぞれに本当に

良い曲を選ばれました。
8月末～9月初め、VIVO!!でのミ
ニコンサートは、ちょっと緊張

しながらもノバホール発表会の
予行練習ということで、人前で

ピアノを弾く体験をされ、その後

チェロを間近で聞いたりDVD鑑

賞をしながら、他の人達と時間
を共有する・・大人になって何
が大切かというと、周りの人々

と協力し合いながら生きていく
ことです。自分の夢を叶えていく

課程にも、人々の助けがなくて
は成し得ません。そして、周り
の人々と楽しい時間を持つこと

ができたら、それは人生を2倍も
3倍も、あるいは10倍も楽しくし

てくれますよね。その「いつも
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自分が何かをする時、周りに

人々がいるんだ」ということを
いつも、何となく肌で感じなが
ら大人になっていってほしい、

そしてコミュニケーションの術
を身に付けていってほしい・・

その思いからも、ミニコンサー
トをしたのでした。
そして10月、ノバホールでの発

表会は本当に素晴らしい演奏会
でした。誰一人として「ただ弾

いている」という人はいません
でしたね。一人一人が、その人
の魅力を曲に映し出していまし

た。聴いていて美しく、また楽
しく、そして優雅な演奏の数々

に胸を打たれました。
そして、皆さんのお父様お母様
が沢山のお客様を招待してくだ

さいました。温かいまなざしに
包まれて皆さんが演奏できたこ

とを、とても嬉しく思いまし
た。ご家族の皆様、ありがとう
ございました。

 発表会が演奏会として成立した
ことは本当に素晴らしいことで

す。皆さんが誇らしく、嬉しく
幸せな１日でした。

そして11月、12月・・・皆さん
は更に前進しています。発表会

を経験したことも大きな力と
なっているようです。
来年は、どんな音楽を奏でるの

でしょうか。楽しみにしていま
すね♪

今月号は最後に、私の好きな言
葉をご紹介します。

木村素衛さん（1905～1946）と
いう哲学者で、教育学者でもあ

る人の言葉です。

「交響曲の一音を

　　発すべき時に
　　発すべき音を

　　発して消えたとき
　　一切はそれでいい」

こうした言葉から感じる思い
は、読む人によって、また同じ

人でも年齢を重ねるごとに深み
を増していくと思います。まだ
お小さい皆さんは、何を思われ

たでしょうか。これからも、こ
うした言葉を載せていきます

ね。

メリークリスマス！

そして良いお年を！！
（2008年12月号

　文章/河合美穂）
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