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支部名 実施日 研修表題 会場 講師　(敬称略)

北海道 8月27日 シリーズ技術伝承1　塗装修理の達人に学ぶ【たんぽずり】 エルム楽器ピアノ工房 村田敏明

1回

東北 7月31日 技術力アップ研修 仙台常盤木学園音楽棟3F 深谷祐治

7月17日 ペダルボックス＆脚＆キャスターの修理 アクテデユース 深谷祐治

8月9日 Zoomでショパンコンクール調律師インタビューを観る オンライン上 ホスト:小田島智、解説:深谷祐治

11月3日 調律・整調・整音、実践研修 オアシス楽器　音楽教室 深谷祐治

11/7、8 GPハンマー交換1台分(整調・整音まで) 大仙市 大網交流館 深谷祐治

2023/1/28,29 グランドピアノハンマー1台交換 青森明の星高校音楽室 深谷祐治

6回

信越 10/17、10/18 世界を駆け巡るTopチューナーの仕事を見る！ 才能教育会館(長野県松本市) 五家和夫

1回

関東 4月17日 ハンマーフェルト研究会 ハウススクエアヨコハマ 今出川寛、佐藤一夫

6月17日 張弦勉強会 海老名文化会館 米持久美子

4月20日 第2回音ってなんだろう？～音色と倍音～ 熊谷文化創造館さくらメイト練習室1 倉田尚彦

7月14日 ピアノの音ってなんだろう？～ピアノと倍音～ 熊谷文化創造館さくらメイト会議室2 倉田尚彦

6月27日 6班コラボGPアクション構造と整調理論とその手順 楽器会館3階会議室 伊藤正敏

7/31、8/7、8/21 『GPハンマー交換』研修会 相模原プログレス 佐藤一夫

2022/7/31　延期 バージナル　クラビコード研修 ホテルレイクビュー水戸 嶋田ひろみ

9月4日 永江楽器水戸 音楽ホールアリエット

11月26日 ジルバーマンピアノ研修 つくばカピオ　リハーサル室

ショパンサロン

8月29日 調律測定会 国立音楽院 小田中秀夫

9月25日 7班コラボGP整音研修～クラヴィアバウマイスターの後援等 国立音楽院 伊藤正敏

2022/8/24　 延期 ファツィオリジャパン訪問とファツィオリピアノ解説 ファツィオリジャパン/第二会場未定 アレック・ワイル、越智晃

10月13日

9月12日 支部研修「GP整調手順研修」～関東支部入会式 楽器会館3階会議室 吉岡保

9月1日 ピアノの音響学 レイボックホール(市民会館おおみや)小ホール 西口磯春

10月19日 9班日比谷セントラム東京見学研修会 ベヒシュタインジャパン日比谷セントラム東京 加藤正人

10月26日 実機を使ってお悩み解決！！ 島村楽器ピアノショールーム八千代店 小田中秀夫

10月28日 スティック修理研修会 海老名文化会館 北村典夫

11月13日 現場での整音研修 国立音楽院 伊藤正敏

2023年2月19日 倍音！倍音！！倍音！！ 国立音楽院(レクチャー１) 鶴田圭寿

11月20日 長年放置の放置のピアノを短時間でどう良くするか？ SOOOO　dramatic! 小田中秀夫

12月17日 調律研修 国立音楽院 小田中秀夫

12月18日 グランドピアノ　整音研修 国立音楽院 伊藤正敏

10月30日 ピアノ技術書を読む会　PTGジャーナル読解-2 ZOOM使用 高久昌之

12月未定

2023年2月8日 ベヒシュタインピアノ研修会 ベヒシュタインセントラム東京 加藤正人

2023年2月11日 678合同研修 千代田荘 未定

24回

静岡 7月24日 塗装修理研修 アクトシティ浜松研修交流センター52室 窪田宏行

9月22日 中部東部エリア研修部事業部合同セミナー レイアップ御幸町ビル6階6C(静岡駅北口) 伊藤牧子

12月4日 アンドロイドは調律師を電脳化するか？ カワイ音楽教室中央センター 鶴田圭寿

3回

中部 7月10日 もう一度考える調律の基本 中部楽器技術専門学校 山田悦司

9月4日 調律測定会(UP) 中部楽器技術専門学校 丸山光

2023/1/15 工房での修理の実際・GPハンマーづけ 中部楽器技術専門学校 宮北治朗

3回

北陸 11月11日 スタインウェイ技術者に学ぶ 富山市民芸術創造センター　リハーサル室 大橋宏文

2023/1/11 ユーロピアノ ワルシャワ大会2022に参加して 石川県女性センター 小笠原萠子

2回

関西 6月13日 過去問題集を使った学科勉強会 旭堂楽器店 六車秀一郎

10月2日 KAWAI　GP調律測定会及び整調講習 カワイ難波センター 山下好章

12月5日 チューニングハンマーの考察 難波市民学習センター(講堂) 北村典夫

2023/1/15 らしくないO-180をSteinwayらしくする 宝塚ミュージックリサーチ 松本安生

4回

中国 7月24日 2022年度第1回一般研修会 Piano Studio くれっしぇんど 鹿倉春美

8月7日 整調・修理レベルアップ研修 (株)ピアノ夢工房 米田一郎

2回

四国 6月27日 調律測定、修理、整調 ヤマハユニスタイル高松west 伊藤晃彦、伊藤雅俊

8月30日 創作工具のヒント 楽器堂 オーパスクラブ ライラホール 大久保武

2023/2/6 整調グループワーク研修 ヤマハユニスタイル高松west

3回

九州 7/24,7/25 2022年度 地区合同研修会 鳥栖市民文化会館リハーサル室 武内順一

大谷楽器ピアノタウン熊本

9月4日 スキルアップ技術研修会 古屋嘉彦、松川亮

10月16日 2022年度九州支部技術研修会 サンメッセ鳥栖 鶴田圭寿

12月12日 鹿児島宮﨑地区合同研修会 姶良市民会館(加音ホール)リハーサル室 石坂久

4回

合計53回

全国統一企画研修会
北陸 8月22日 コミュニケーション講座 石川県女性センター 村上えり子

北海道 10月3日 アンドロイドは調律師を電脳化するか？ エルムホール(札幌市西区) 鶴田圭寿

関西 11/20、21 ダンパー調整(止音不良は必ず直せる） 難波市民学習センター 大野富士夫

九州 2023/2/19 人生を変える音創り、美しい調律とは サンメッセ鳥栖 塩崎誉征

中国 2023/1/17 人生を変える音創り、美しい調律とは 広島市文化交流会館リハーサル室 塩崎誉征

関東 2023/2/3 ピアノをより響くようにするには？ 八王子芸術文化会館いちょうホール(小ホール) 程内隆哉
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