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日本アコーディオン指導者協会

ごあいさつ
日本アコーディオン指導者協会は、昭和 34 年にアコーディオン教育の研究と指導者の育成を目的に設立さ
れました。
現在、首都圏 44 カ所のカルチャーセンター等でアコーディオン教室を開設、日本アコーディオン指導者協会
の専任講師が一人一人の将来性を大切にしながら、地域社会で活動できるよう親切丁寧な個人指導を行っ
ております。また、アコーディオンを活用して地域文化の向上と明るい社会の構築を目指し、地域イベント等で
の演奏活動等を行っています。
日本アコーディオン指導者協会創立者 平山 尚

【協会概要】
名称：日本アコーディオン指導者協会（にほんあこーでぃおんしどうしゃきょうかい）
設立：昭和 34 年
所在地：川崎市中原区
目的：①ヒラヤマ奏法に基づくアコーディオン教育
②ヒラヤマ奏法に基づくアコーディオン指導者の育成
③アコーディオンを活用しての地域交流・貢献
役員：４名（会長、理事長、常任理事、事務局長）

【活動実績】
神奈川県川崎市を中心に、地域イベントでの演奏活動や、幼児教育施設での演奏指導、病院や高齢者
福祉施設、企業での演奏活動を行っています。
また、指導者としての活動は茨城県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県にて行っています。

【活動内容】
・イベントでの演奏（１名から合奏演奏できる人数まで対応可能です）
・イベントでの歌伴奏（１名から対応可能。歌の内容と歌集についてはご相談ください）
・教育現場での演奏指導（１名から複数名まで対応可能。教材についてはご相談ください）
・カルチャーセンター等への講師派遣
※そのほかのご要望はお問い合せください

【ご依頼について】
ご依頼の内容につきましては、いちどお話を伺い、お引き受けできるか回答させていただきます。
講師の準備等もございますので、１か月以上前のご相談ですと大変助かります。

【お問い合せ・お打ち合わせについて】
まずは日本アコーディオン指導者協会窓口（平山）までご連絡をお願いします。
その後、対応する担当者が決定しましたら、担当者と直接お打ち合わせをお願いいたします。

【料金について】
ご依頼内容によって変わりますが、事前にご確認いただき、納得いただいた上で正式にお申込みください。
料金の目安：演奏者派遣…１時間５千円～１万円を基準に、＋出張費でお見積り
講師派遣……30 分 3,500 円を基準に、＋出張費でお見積り

【お問い合わせ先】
日本アコーディオン指導者協会

平山尚（ひらやまたかし） 電話：０４４－４１１－３５６１

※お問合せの際には、以下についてお知らせください。
希望する日時（〇月〇日の〇〇時から〇〇時まで）、場所（住所、最寄り駅より徒歩〇〇分）
内容（イベント名や、希望する活動内容）、謝礼金額の目安、ご担当者名・ご連絡先（tel.fax.email）

日本アコーディオン指導者協会

専任講師 指導教室一覧

日本アコーディオン指導者協会では、ヒラヤマ奏法に基づく指導法により指導を行っています。
アコーディオン独奏・伴奏のための「六つの基本形」「八つの奏法」「六つのリズム」を一緒に学びましょう。
六つの基本形：姿勢 構え 蛇腹 指型 暗譜 目線
八つの奏法 ：強弱長短奏法 終止奏法 蛇腹ブレス奏法 ベース転調奏法
蛇腹停止奏法 ツービート奏法 スタッカート奏法 レガート奏法
六つのリズム：ワルツ ツービート タンゴ ビギン ルンバ ブギウギ
・受講・体験・見学の申込みや質問は、各教室まで直接お問合せをお願い致します。
・アコーディオンのレンタルを行っています。詳しくは、各教室に直接お問合せください。
・最新情報はこちらに掲載しています。 http://acc.ivory.ne.jp/sikyo/
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電話番号

講師

取手カルチャーセンター

JR「取手」

稲敷アコーディオン教室

関東鉄道「竜ヶ崎」

よみうりカルチャー浦和

JR「浦和」

よみうりカルチャー川口

JR「川口」

戸田アコーディオン教室

詳細はお電話ください。

津田沼カルチャーセンター ★

JR「津田沼」新京成線「新津田沼」

よみうりカルチャー柏 ☆

JR「柏」

よみうりカルチャー船橋ららぽーと ☆

JR「南船橋」京成「船橋競馬場」

美浜カルチャーセンター

JR京葉線「検見川浜」

西新宿カルチャープラザ

東京ﾒﾄﾛ「西新宿」

シャンソニエ「ラフォーレ」

JR「阿佐ヶ谷」

イオンカルチャークラブ葛西店 ☆◎

東京ﾒﾄﾛ「西葛西」

五十嵐 美穂
029-825-3056 山岡 京子
048-824-5711 長阪 英子
048-255-3085 柴田 潔
080-5183-2715 柴田 潔
047-472-6111 五十嵐 美穂
04-7164-3151 五十嵐 美穂
047-434-1125 山路 浅子
043-277-3321 山路 浅子
03-5338-6711 山路 浅子
03-5373-5939 坂本 光世
03-5679-6091 坂本 光世

よみうりカルチャー錦糸町 ☆

JR・東京ﾒﾄﾛ「錦糸町」

03-5625-2131

坂本アコーディオン教室

詳細はお電話ください。

090-8443-0305 坂本

昭和の森カルチャーセンター ☆

JR「昭島」

042-541-4561

よみうりカルチャー大森 ★

JR「大森」

03-5471-6311

よみうりカルチャー北千住 ☆

JR・東京ﾒﾄﾛ「北千住」

03-3870-2061

よみうりカルチャー八王子 ☆

JR「八王子」

042-622-6211

朝日カルチャーセンター立川教室

JR「立川」

042-527-6511

吉祥寺産経学園

JR・京王線「吉祥寺」

0422-21-4195

0297-70-5911

アコーディオン：平山 尚
うたごえ：五十嵐 美穂

小田急線・JR「町田」

042-722-4030

相鉄線「三ツ境」

045-365-5491

港北カルチャーセンター

横浜市営地下鉄「センター南」

045-948-5211

よみうりカルチャー横浜

各線「横浜」

045-465-2010

カワイ音楽教室 MS横浜

JR・横浜市営地下鉄「桜木町」みなとみらい線「馬車道」

0120-062-350

イオンカルチャークラブ十日市場店 ☆

JR「十日市場」

045-988-6105

平山アコーディオン教室

JR・東急線「武蔵小杉」JR「向河原」

044-411-3561

ヨークカルチャーセンター上永谷

横浜市営地下鉄「上永谷」

045-843-6561

ヨークカルチャーセンター小杉

JR・東急線「武蔵小杉」

044-711-8322

スタジオアイシャ

JR・東急線「武蔵小杉」

044-872-7844

光世
坂本 光世
五十嵐 美穂
五十嵐 美穂
五十嵐 美穂
坂本 光世
田中 直子
五十嵐 美穂
平山 尚
石井 美緒
石井 美緒
平山 尚
石井 美緒
畑田 知勢子
平山 尚
石井 美緒
平山 尚
山路 浅子

JR「武蔵溝ノ口」東急線「溝の口」

044-844-6363

山路

㈱有隣堂 戸塚カルチャーセンター ★

JR・横浜市営地下鉄「戸塚」

045-869-3263

横須賀カルチャーセンター

JR「横須賀」京急線「汐入」

046-828-5912

五十嵐 美穂
山田 ユウ子

相模原カルチャーセンター

JR「相模原」

042-786-2821

セブンカルチャークラブ武蔵境 ★（注1） JR「武蔵境」

よみうりカルチャー町田

神奈川 三ツ境カルチャーセンター

セブンカルチャークラブ溝の口 ★
（H30年11月開校予定）

0422-31-4114

五十嵐

浅子

美穂

※アコーディオンはグループレッスン

南林間カルチャーセンター ★

小田急線「南林間」

046-278-0311

五十嵐

ヤマノミュージックサロン相模大野

小田急線「相模大野」

042-767-1481

相模大野カルチャーセンター

小田急線「相模大野」

042-746-9411

辻堂カルチャーセンター ☆

JR「辻堂」

0466-31-0411

湘南台カルチャーセンター

小田急線・相鉄線・横浜市営地下鉄「湘南台」

0466-45-4900

イオンカルチャークラブ湘南台店

小田急線・相鉄線・横浜市営地下鉄「湘南台」

0466-41-0260

ヨークカルチャーセンター茅ヶ崎

JR「茅ヶ崎」

0467-58-1010

生田アコーディオン教室

詳細はお電話ください。

044-299-9544

綾瀬アコーディオン教室

詳細はお電話ください。

044-299-9544

畑田
小林
小林
石井
石井
小林
渡井
渡井

（H30年11月開校予定）

美穂
知勢子
拓美
拓美
美緒
美緒
拓美
輝美
輝美

☆印は「うたごえひろば」も開催しています。★印は「うたごえひろば」のみ開催しています。◎印は「ピアノ・音楽理論」講座も開講しています。
※講座名は店舗により異なります。 （注1）「セブンカルチャークラブ武蔵境」の★（うたごえひろば）は「フォークソングを唄おう」です。

