
7月 曜日 時間 内容 場所 講師 7月 曜日 時間 内容 場所 講師

10:00～12:00 基礎合奏～管打楽器合奏（スーパーマリオ） 10:00～12:00 基礎合奏～管打楽器合奏（スーパーマリオ）

13:00～15:45
管打分奏（フィンランディア、リトル・マーメイド、九十九

詩人）
13:00～15:45

管打分奏（フィンランディア、リトル・マーメイド、九十
九詩人）

16:00～17:00 合奏（リトル・マーメイド、九十九詩人） 16:00～17:00 合奏（リトル・マーメイド、九十九詩人）

8日 日 15:45～17:45 フルートA　パート練習 第1リハーサル室 釣谷先生 8日 日 13:30～15:30 フルートB　パート練習 第2リハーサル室 釣谷先生

10:00～12:00
清水先生合奏練習

管打合奏（スーパーマリオ）
10:00～12:00

清水先生合奏練習
管打合奏（スーパーマリオ）

13:00～15:00
清水先生合奏練習

合奏（リトル・マーメイド、フィンランディア）
13:00～14:00

清水先生合奏練習
合奏（リトル・マーメイド）

10:00～12:00
基礎合奏～

管打分奏（リトル・マーメイド、フィンランディア）
10:00～12:00

基礎合奏～
管打分奏（リトル・マーメイド、フィンランディア）

13:00～15:00
管打合奏（スーパーマリオ）
管打分奏（九十九詩人）

13:00～15:00
管打合奏（スーパーマリオ）
管打分奏（九十九詩人）

15:00～16:00 管打楽器　リズム講座 山ヶ城先生 15:00～16:00 管打楽器　リズム講座 山ヶ城先生

30日 月 14:00～15:30
清水先生合奏練習

合奏（リトル・マーメイド、九十九詩人）
大ホール 清水先生 30日 月 14:00～15:30

清水先生合奏練習
合奏（リトル・マーメイド、九十九詩人）

大ホール 清水先生

12:30～14:00
清水先生合奏練習

管打合奏（スーパーマリオ）
31日 火 12:30～14:00

清水先生合奏練習
管打合奏（スーパーマリオ）

大ホール 清水先生

14:15～15:45
清水先生合奏練習

合奏（フィンランディア）

7月 曜日 時間 内容 場所 講師 7月 曜日 時間 内容 場所 講師

10:00～12:00 基礎合奏～管打楽器合奏（スーパーマリオ） 10:00～12:00 基礎合奏～管打楽器合奏（スーパーマリオ）

13:00～15:45
管打分奏（フィンランディア、リトル・マーメイド、九十九

詩人）
13:00～15:45

管打分奏（フィンランディア、リトル・マーメイド、九十
九詩人）

16:00～17:00 合奏（リトル・マーメイド、九十九詩人） 16:00～17:00 合奏（リトル・マーメイド、九十九詩人）

3日 火 18:00～20:00 ローマの松特別練習　合奏練習 第1リハーサル室 太田先生、池田先生　ほか 3日 火 18:00～20:00 ローマの松特別練習　合奏練習 第1リハーサル室 太田先生、池田先生　ほか

8日 日 15:45～17:45 フルートA　パート練習 第2リハーサル室 釣谷先生 7日 土 14:30～16:30 オーボエ　パート練習 イベントホール 西川先生

10日 火 18:00～20:00 ローマの松特別練習　分奏・パート練習 第2リハーサル室 池田先生ほか 10日 火 18:00～20:00 ローマの松特別練習　分奏・パート練習 第2リハーサル室 池田先生ほか

13日 金 18:00～20:00 清水先生合奏練習　ローマの松特別練習 第2リハーサル室 清水先生 13日 金 18:00～20:00 清水先生合奏練習　ローマの松特別練習 第2リハーサル室 清水先生

10:00～12:00
清水先生合奏練習

管打合奏（スーパーマリオ）
10:00～12:00

清水先生合奏練習
管打合奏（スーパーマリオ）

13:00～15:00
清水先生合奏練習

合奏（リトル・マーメイド、フィンランディア）
13:00～15:00

清水先生合奏練習
合奏（リトル・マーメイド、フィンランディア）

17日 火 18:00～20:00 ローマの松特別練習　合奏練習 第1リハーサル室 太田先生、池田先生　ほか 17日 火 18:00～20:00 ローマの松特別練習　合奏練習 第1リハーサル室 太田先生、池田先生　ほか

10:00～12:00
基礎合奏～

管打分奏（リトル・マーメイド、フィンランディア）
10:00～12:00

基礎合奏～
管打分奏（リトル・マーメイド、フィンランディア）

13:00～15:00
管打合奏（スーパーマリオ）
管打分奏（九十九詩人）

13:00～15:00 管打合奏（スーパーマリオ）

15:00～16:00 管打楽器　リズム講座 山ヶ城先生 15:00～16:00 管打楽器　リズム講座 山ヶ城先生

24日 火 18:00～20:00 ローマの松特別練習　分奏・パート練習 第1リハーサル室 池田先生ほか 24日 火 18:00～20:00 ローマの松特別練習　分奏・パート練習 第1リハーサル室 池田先生ほか

14:00～15:30
清水先生合奏練習

合奏（リトル・マーメイド、九十九詩人）
14:00～15:30

清水先生合奏練習
合奏（リトル・マーメイド、九十九詩人）

16:00～18:30
清水先生合奏練習
合奏（ローマの松）

16:00～18:30
清水先生合奏練習
合奏（ローマの松）

12:30～14:00
清水先生合奏練習

管打合奏（スーパーマリオ）
12:30～14:00

清水先生合奏練習
管打合奏（スーパーマリオ）

14:15～15:45
清水先生合奏練習

合奏（フィンランディア）
14:15～15:45

清水先生合奏練習
合奏（フィンランディア）

7月 曜日 時間 内容 場所 講師 7月 曜日 時間 内容 場所 講師

10:00～12:00 基礎合奏～管打楽器合奏（スーパーマリオ） 10:00～12:00 基礎合奏～管打楽器合奏（スーパーマリオ）

13:00～15:45
管打分奏（フィンランディア、リトル・マーメイド、九十九

詩人）
13:00～15:45

管打分奏（フィンランディア、リトル・マーメイド、九十
九詩人）

16:00～17:00 合奏（リトル・マーメイド、九十九詩人） 16:00～17:00 合奏（リトル・マーメイド、九十九詩人）

8日 日 15:15～17:15 クラリネットA　パート練習 練習室2 坂口先生 3日 火 18:00～20:00 ローマの松特別練習　合奏練習 第1リハーサル室 太田先生、池田先生　ほか

10:00～12:00
清水先生合奏練習

管打合奏（スーパーマリオ）
8日 日 15:15～17:15 クラリネットA　パート練習 練習室2 坂口先生

13:00～15:00
清水先生合奏練習

合奏（リトル・マーメイド、フィンランディア）
10日 火 18:00～20:00 ローマの松特別練習　分奏・パート練習 第2リハーサル室 池田先生ほか

10:00～12:00
基礎合奏～

管打分奏（リトル・マーメイド、フィンランディア）
13日 金 18:00～20:00 清水先生合奏練習　ローマの松特別練習 第2リハーサル室 清水先生

13:00～15:00 管打合奏（スーパーマリオ） 10:00～12:00
清水先生合奏練習

管打合奏（スーパーマリオ）

15:00～16:00 管打楽器　リズム講座 山ヶ城先生 13:00～15:00
清水先生合奏練習

合奏（リトル・マーメイド、フィンランディア）

30日 月 14:00～15:30
清水先生合奏練習

合奏（リトル・マーメイド、九十九詩人）
大ホール 清水先生 17日 火 18:00～20:00 ローマの松特別練習　合奏練習 第1リハーサル室 太田先生、池田先生　ほか

12:30～14:00
清水先生合奏練習

管打合奏（スーパーマリオ）
10:00～12:00

基礎合奏～
管打分奏（リトル・マーメイド、フィンランディア）

14:15～15:45
清水先生合奏練習

合奏（フィンランディア）
13:00～15:00 管打合奏（スーパーマリオ）

15:00～16:00 管打楽器　リズム講座 山ヶ城先生

24日 火 18:00～20:00 ローマの松特別練習　分奏・パート練習 第1リハーサル室 池田先生ほか

14:00～15:30
清水先生合奏練習

合奏（リトル・マーメイド、九十九詩人）

7月 曜日 時間 内容 場所 講師 16:00～18:30
清水先生合奏練習
合奏（ローマの松）

1日 日 10:00～12:00 基礎合奏～管打楽器合奏（スーパーマリオ） 第1リハーサル室
池田先生、小林先生、桐谷先生、

坂口先生　ほか
12:30～14:00

清水先生合奏練習
管打合奏（スーパーマリオ）

8日 日 14:00～15:00 クラリネットB　パート練習 練習室2 坂口先生 14:15～15:45
清水先生合奏練習

合奏（フィンランディア）

14日 土 10:00～12:00
清水先生合奏練習

管打合奏（スーパーマリオ）
第2リハーサル室 清水先生

13:00～15:00 管打合奏（スーパーマリオ）
池田先生、小林先生、桐谷先生、

坂口先生　ほか

15:00～16:00 管打楽器　リズム講座 山ヶ城先生

31日 火 12:30～14:00
清水先生合奏練習

管打合奏（スーパーマリオ）
大ホール 清水先生

7月 曜日 時間 内容 場所 講師 7月 曜日 時間 内容 場所 講師

10:00～12:00 基礎合奏～管打楽器合奏（スーパーマリオ） 10:00～12:00 基礎合奏～管打楽器合奏（スーパーマリオ）

13:00～15:45
管打分奏（フィンランディア、リトル・マーメイド、九十九

詩人）
13:00～15:45

管打分奏（フィンランディア、リトル・マーメイド、九十
九詩人）

16:00～17:00 合奏（リトル・マーメイド、九十九詩人） 16:00～17:00 合奏（リトル・マーメイド、九十九詩人）

7日 土 14:00～16:00 ファゴットA　パート練習 練習室3 池田先生 7日 土 13:00～14:00 ファゴットB　パート練習 練習室3 池田先生

10:00～12:00
清水先生合奏練習

管打合奏（スーパーマリオ）
10:00～12:00

清水先生合奏練習
管打合奏（スーパーマリオ）

13:00～15:00
清水先生合奏練習

合奏（リトル・マーメイド、フィンランディア）
13:00～15:00

清水先生合奏練習
合奏（リトル・マーメイド、フィンランディア）

10:00～12:00
基礎合奏～

管打分奏（リトル・マーメイド、フィンランディア）
10:00～12:00

基礎合奏～
管打分奏（リトル・マーメイド、フィンランディア）

13:00～15:00 管打合奏（スーパーマリオ） 13:00～15:00 管打合奏（スーパーマリオ）

15:00～16:00 管打楽器　リズム講座 山ヶ城先生 15:00～16:00 管打楽器　リズム講座 山ヶ城先生

30日 月 14:00～15:30
清水先生合奏練習

合奏（リトル・マーメイド、九十九詩人）
大ホール 清水先生 30日 月 14:00～15:30

清水先生合奏練習
合奏（リトル・マーメイド、九十九詩人）

大ホール 清水先生

12:30～14:00
清水先生合奏練習

管打合奏（スーパーマリオ）
12:30～14:00

清水先生合奏練習
管打合奏（スーパーマリオ）

14:15～15:45
清水先生合奏練習

合奏（フィンランディア）
14:15～15:45

清水先生合奏練習
合奏（フィンランディア）

第1リハーサル室
池田先生、小林先生、桐谷先生、

坂口先生　ほか

14日 土 第2リハーサル室 清水先生

1日 日

アルカスSASEBOジュニアオーケストラ7月練習予定表

池田先生、小林先生、桐谷先生、
坂口先生　ほか

第2リハーサル室

池田先生、小林先生、桐谷先生、
坂口先生　ほか

火

23日 月

池田先生、小林先生、桐谷先生、
坂口先生　ほか

第1リハーサル室

大ホール 清水先生火

23日 月 第1リハーサル室

23日 月 第1リハーサル室

清水先生

池田先生、小林先生、桐谷先生、
坂口先生　ほか

A合奏クラス

フルートAコース

日 第1リハーサル室
池田先生、小林先生、桐谷先生、

坂口先生　ほか

池田先生、小林先生、桐谷先生、
坂口先生　ほか

31日 火 大ホール 清水先生

14日

第1リハーサル室
池田先生、小林先生、桐谷先生、

坂口先生　ほか

清水先生

31日

1日 日

14日 土 清水先生

第2リハーサル室

大ホール 清水先生

第1リハーサル室

A合奏クラス

クラリネットAコース

31日

23日 月 第1リハーサル室

23日 月

日1日

B合奏クラス

フルートBコース

1日 日 第1リハーサル室
池田先生、小林先生、桐谷先生、

坂口先生　ほか

A合奏クラス

14日 土 第2リハーサル室

31日 火

B合奏クラス

ファゴットBコース

1日 日 第1リハーサル室
池田先生、小林先生、桐谷先生、

坂口先生　ほか

オーボエAコース

A合奏クラス

14日 土 第2リハーサル室 清水先生

B合奏クラス

クラリネットBコース

30日

清水先生

23日 月 第1リハーサル室

月 大ホール

14日 土 第2リハーサル室 清水先生

23日

23日 月 第1リハーサル室

池田先生、小林先生、桐谷先生、
坂口先生　ほか

月 第1リハーサル室

A合奏クラス

フルートAコース（ローマの松参加者）

1日

1日

日 第1リハーサル室
池田先生、小林先生、桐谷先生、

坂口先生　ほか

清水先生

池田先生、小林先生、桐谷先生、
坂口先生　ほか

日 第1リハーサル室
池田先生、小林先生、桐谷先生、

坂口先生　ほか

クラリネットAコース（国民文化祭おおいた2018参加者）

1日

土 第2リハーサル室

31日 火 大ホール

第1リハーサル室

清水先生

30日

14日

23日

土 第2リハーサル室 清水先生

月 大ホール 清水先生

池田先生、小林先生、桐谷先生、
坂口先生　ほか

第1リハーサル室月

14日 土

ファゴットAコース

30日 月 大ホール 清水先生

31日 火 大ホール 清水先生

31日 火 大ホール 清水先生

池田先生、小林先生、桐谷先生、
坂口先生　ほか

大ホール 清水先生

A合奏クラス



7月 曜日 時間 内容 場所 講師 7月 曜日 時間 内容 場所 講師

10:00～12:00 基礎合奏～管打楽器合奏（スーパーマリオ） 10:00～12:00 基礎合奏～管打楽器合奏（スーパーマリオ）

13:00～15:45
管打分奏（フィンランディア、リトル・マーメイド、九十九

詩人）
13:00～15:45

管打分奏（フィンランディア、リトル・マーメイド、九十
九詩人）

16:00～17:00 合奏（リトル・マーメイド、九十九詩人） 16:00～17:00 合奏（リトル・マーメイド、九十九詩人）

7日 土 14:30～16:30 ホルンAB　パート練習 練習室2 伊藤先生 7日 土 14:30～16:30 ホルンAB　パート練習 練習室2 伊藤先生

10:00～12:00
清水先生合奏練習

管打合奏（スーパーマリオ）
10:00～12:00

清水先生合奏練習
管打合奏（スーパーマリオ）

13:00～15:00
清水先生合奏練習

合奏（リトル・マーメイド、フィンランディア）
13:00～15:00

清水先生合奏練習
合奏（リトル・マーメイド、フィンランディア）

10:00～12:00
基礎合奏～

管打分奏（リトル・マーメイド、フィンランディア）
10:00～12:00

基礎合奏～
管打分奏（リトル・マーメイド、フィンランディア）

13:00～15:00 管打合奏（スーパーマリオ） 13:00～15:00 管打合奏（スーパーマリオ）

15:00～16:00 管打楽器　リズム講座 山ヶ城先生 15:00～16:00 管打楽器　リズム講座 山ヶ城先生

30日 月 14:00～15:30
清水先生合奏練習

合奏（リトル・マーメイド、九十九詩人）
大ホール 清水先生 30日 月 14:00～15:30

清水先生合奏練習
合奏（リトル・マーメイド、九十九詩人）

大ホール 清水先生

12:30～14:00
清水先生合奏練習

管打合奏（スーパーマリオ）
12:30～14:00

清水先生合奏練習
管打合奏（スーパーマリオ）

14:15～15:45
清水先生合奏練習

合奏（フィンランディア）
14:15～15:45

清水先生合奏練習
合奏（フィンランディア）

7月 曜日 時間 内容 場所 講師 7月 曜日 時間 内容 場所 講師

10:00～12:00 基礎合奏～管打楽器合奏（スーパーマリオ） 10:00～12:00 基礎合奏～管打楽器合奏（スーパーマリオ）

13:00～15:45
管打分奏（フィンランディア、リトル・マーメイド、九十九

詩人）
13:00～15:45

管打分奏（フィンランディア、リトル・マーメイド、九十
九詩人）

16:00～17:00 合奏（リトル・マーメイド、九十九詩人） 16:00～17:00 合奏（リトル・マーメイド、九十九詩人）

3日 火 18:00～20:00 ローマの松特別練習　合奏練習 第1リハーサル室 太田先生、池田先生　ほか
※パート練習／15:30～17:30　𠮷岡麗、瀬尾幸子、松

尾千洋、山北倖輝

※パート練習／15:30～17:30　𠮷岡麗、瀬尾幸子、松
尾千洋、山北倖輝

※パート練習／16:30～18:30　小村咲惠、副島萌夏、
山本明由

※パート練習／16:30～18:30　小村咲惠、副島萌夏、
山本明由

10:00～12:00
清水先生合奏練習

管打合奏（スーパーマリオ）

10日 火 18:00～20:00 ローマの松特別練習　分奏・パート練習 第2リハーサル室 池田先生ほか 13:00～15:00
清水先生合奏練習

合奏（リトル・マーメイド、フィンランディア）

13日 金 18:00～20:00 清水先生合奏練習　ローマの松特別練習 第2リハーサル室 清水先生 10:00～12:00
基礎合奏～

管打分奏（リトル・マーメイド、フィンランディア）

10:00～12:00
清水先生合奏練習

管打合奏（スーパーマリオ）
13:00～15:00 管打合奏（スーパーマリオ）

13:00～15:00
清水先生合奏練習

合奏（リトル・マーメイド、フィンランディア）
15:00～16:00 管打楽器　リズム講座 山ヶ城先生

17日 火 18:00～20:00 ローマの松特別練習　合奏練習 第1リハーサル室 太田先生、池田先生　ほか 30日 月 14:00～15:30
清水先生合奏練習

合奏（リトル・マーメイド、九十九詩人）
大ホール 清水先生

10:00～12:00
基礎合奏～

管打分奏（リトル・マーメイド、フィンランディア）
12:30～14:00

清水先生合奏練習
管打合奏（スーパーマリオ）

13:00～15:00 管打合奏（スーパーマリオ） 14:15～15:45
清水先生合奏練習

合奏（フィンランディア）

15:00～16:00 管打楽器　リズム講座 山ヶ城先生

24日 火 18:00～20:00 ローマの松特別練習　分奏・パート練習 第1リハーサル室 池田先生ほか

14:00～15:30
清水先生合奏練習

合奏（リトル・マーメイド、九十九詩人）

16:00～18:30
清水先生合奏練習
合奏（ローマの松）

7月 曜日 時間 内容 場所 講師

12:30～14:00
清水先生合奏練習

管打合奏（スーパーマリオ）
10:00～12:00 基礎合奏～管打楽器合奏（スーパーマリオ）

14:15～15:45
清水先生合奏練習

合奏（フィンランディア）
13:00～15:45

管打分奏（フィンランディア、リトル・マーメイド、九十
九詩人）

16:00～17:00 合奏（リトル・マーメイド、九十九詩人）

8日 日 15:15～17:15 トロンボーンA　パート練習 練習室3 越本先生

10:00～12:00
清水先生合奏練習

管打合奏（スーパーマリオ）

7月 曜日 時間 内容 場所 講師 13:00～15:00
清水先生合奏練習

合奏（リトル・マーメイド、フィンランディア）

10:00～12:00 基礎合奏～管打楽器合奏（スーパーマリオ） 10:00～12:00
基礎合奏～

管打分奏（リトル・マーメイド、フィンランディア）

13:00～15:45
管打分奏（フィンランディア、リトル・マーメイド、九十九

詩人）
13:00～15:00 管打合奏（スーパーマリオ）

16:00～17:00 合奏（リトル・マーメイド、九十九詩人） 15:00～16:00 管打楽器　リズム講座 山ヶ城先生

3日 火 18:00～20:00 ローマの松特別練習　合奏練習 第1リハーサル室 太田先生、池田先生　ほか 30日 月 14:00～15:30
清水先生合奏練習

合奏（リトル・マーメイド、九十九詩人）
大ホール 清水先生

8日 日 15:15～17:15 トロンボーンA　パート練習 練習室3 越本先生 12:30～14:00
清水先生合奏練習

管打合奏（スーパーマリオ）

10日 火 18:00～20:00 ローマの松特別練習　分奏・パート練習 第2リハーサル室 池田先生ほか 14:15～15:45
清水先生合奏練習

合奏（フィンランディア）

13日 金 18:00～20:00 清水先生合奏練習　ローマの松特別練習 第2リハーサル室 清水先生

10:00～12:00
清水先生合奏練習

管打合奏（スーパーマリオ）

13:00～15:00
清水先生合奏練習

合奏（リトル・マーメイド、フィンランディア）

17日 火 18:00～20:00 ローマの松特別練習　合奏練習 第1リハーサル室 太田先生、池田先生　ほか

10:00～12:00
基礎合奏～

管打分奏（リトル・マーメイド、フィンランディア）

13:00～15:00 管打合奏（スーパーマリオ） 7月 曜日 時間 内容 場所 講師

15:00～16:00 管打楽器　リズム講座 山ヶ城先生 1日 日 10:00～12:00 基礎合奏～管打楽器合奏（スーパーマリオ） 第1リハーサル室
池田先生、小林先生、桐谷先生、

坂口先生　ほか

24日 火 18:00～20:00 ローマの松特別練習　分奏・パート練習 第1リハーサル室 池田先生ほか 8日 日 13:00～15:00 トロンボーンB　パート練習 練習室3 越本先生

14:00～15:30
清水先生合奏練習

合奏（リトル・マーメイド、九十九詩人）
14日 土 10:00～12:00

清水先生合奏練習
管打合奏（スーパーマリオ）

第2リハーサル室 清水先生

16:00～18:30
清水先生合奏練習
合奏（ローマの松）

13:00～15:00 管打合奏（スーパーマリオ）
池田先生、小林先生、桐谷先生、

坂口先生　ほか

12:30～14:00
清水先生合奏練習

管打合奏（スーパーマリオ）
15:00～16:00 管打楽器　リズム講座 山ヶ城先生

14:15～15:45
清水先生合奏練習

合奏（フィンランディア）
31日 火 12:30～14:00

清水先生合奏練習
管打合奏（スーパーマリオ）

大ホール 清水先生

7月 曜日 時間 内容 場所 講師 7月 曜日 時間 内容 場所 講師

10:00～12:00 基礎合奏～管打楽器合奏（スーパーマリオ） 10:00～12:00 基礎合奏～管打楽器合奏（スーパーマリオ）

13:00～15:45
管打分奏（フィンランディア、リトル・マーメイド、九十九

詩人）
13:00～15:45

管打分奏（フィンランディア、リトル・マーメイド、九十
九詩人）

16:00～17:00 合奏（リトル・マーメイド、九十九詩人） 16:00～17:00 合奏（リトル・マーメイド、九十九詩人）

3日 火 18:00～20:00 ローマの松特別練習　合奏練習 第1リハーサル室 太田先生、池田先生　ほか 7日 土 16:45～17:45 パート練習 第1リハーサル室 椋尾先生

7日 土 18:00～20:00 パート練習 第1リハーサル室 椋尾先生 10:00～12:00
清水先生合奏練習

管打合奏（スーパーマリオ）

10日 火 18:00～20:00 ローマの松特別練習　分奏・パート練習 第2リハーサル室 池田先生ほか 13:00～15:00
清水先生合奏練習

合奏（リトル・マーメイド、フィンランディア）

13日 金 18:00～20:00 清水先生合奏練習　ローマの松特別練習 第2リハーサル室 清水先生 10:00～12:00
基礎合奏～

管打分奏（リトル・マーメイド、フィンランディア）

10:00～12:00
清水先生合奏練習

管打合奏（スーパーマリオ）
13:00～15:00

管打合奏（スーパーマリオ）
管打分奏（九十九詩人）

13:00～15:00
清水先生合奏練習

合奏（リトル・マーメイド、フィンランディア）
15:00～16:00 管打楽器　リズム講座 山ヶ城先生

17日 火 18:00～20:00 ローマの松特別練習　合奏練習 第1リハーサル室 太田先生、池田先生　ほか 30日 月 14:00～15:30
清水先生合奏練習

合奏（リトル・マーメイド、九十九詩人）
大ホール 清水先生

10:00～12:00
基礎合奏～

管打分奏（リトル・マーメイド、フィンランディア）
12:30～14:00

清水先生合奏練習
管打合奏（スーパーマリオ）

13:00～15:00
管打合奏（スーパーマリオ）
管打分奏（九十九詩人）

14:15～15:45
清水先生合奏練習

合奏（フィンランディア）

15:00～16:00 管打楽器　リズム講座 山ヶ城先生

24日 火 18:00～20:00 ローマの松特別練習　分奏・パート練習 第1リハーサル室 池田先生ほか

14:00～15:30
清水先生合奏練習

合奏（リトル・マーメイド、九十九詩人）

16:00～18:30
清水先生合奏練習
合奏（ローマの松）

12:30～14:00
清水先生合奏練習

管打合奏（スーパーマリオ）

14:15～15:45
清水先生合奏練習

合奏（フィンランディア）

第2リハーサル室 藤澤先生

第2リハーサル室

8日 日

月 第1リハーサル室

1日 日 第1リハーサル室

A合奏クラス

14日

日

池田先生、小林先生、桐谷先生、
坂口先生　ほか

31日 火 大ホール 清水先生

第1リハーサル室

8日

火 大ホール 清水先生

15:30～18:30

A合奏クラス

トランペットAコース（ローマの松参加者）

1日 日 第1リハーサル室
池田先生、小林先生、桐谷先生、

坂口先生　ほか

23日 月 第1リハーサル室

23日 月 第1リハーサル室

31日

14日 土

火 大ホール 清水先生

清水先生

A合奏クラス

1日 日 第1リハーサル室
池田先生、小林先生、桐谷先生、

坂口先生　ほか

第2リハーサル室 清水先生

池田先生、小林先生、桐谷先生、
坂口先生　ほか

31日 火

B合奏クラス

1日

池田先生、小林先生、桐谷先生、
坂口先生　ほか

14日 土 第2リハーサル室 清水先生

池田先生、小林先生、桐谷先生、
坂口先生　ほか

31日 火

池田先生、小林先生、桐谷先生、
坂口先生　ほか

31日 火 大ホール 清水先生

大ホール 清水先生

14日 土

23日 月

池田先生、小林先生、桐谷先生、
坂口先生　ほか

23日 月 第1リハーサル室

清水先生

月 第1リハーサル室

日 第1リハーサル室

藤澤先生

1日

土

日 15:30～18:30 第2リハーサル室

B合奏クラス

A合奏クラス

23日 月 第1リハーサル室

B合奏クラス

トロンボーンBコース

23日

トランペットAコース

大ホール 清水先生

14日 土 第2リハーサル室

14日 土 第2リハーサル室 清水先生

23日 月 第1リハーサル室 第1リハーサル室

23日

ホルンAコース ホルンBコース

大ホール 清水先生

30日 月 大ホール 清水先生

打楽器Aコース

1日 日 第1リハーサル室
池田先生、小林先生、桐谷先生、

坂口先生　ほか

23日 月 第1リハーサル室

池田先生、小林先生、桐谷先生、
坂口先生　ほか

打楽器Bコース

トロンボーンAコース

第2リハーサル室 清水先生

A合奏クラス

トロンボーンAコース（ローマの松参加者）

1日 日 第1リハーサル室
池田先生、小林先生、桐谷先生、

坂口先生　ほか

池田先生、小林先生、桐谷先生、
坂口先生　ほか

31日

A合奏クラス

30日 月 大ホール 清水先生

30日 月

池田先生、小林先生、桐谷先生、
坂口先生　ほか

池田先生、小林先生、桐谷先生、
坂口先生　ほか

31日 火 大ホール 清水先生

1日 日 第1リハーサル室
池田先生、小林先生、桐谷先生、

坂口先生　ほか

14日 土 第2リハーサル室 清水先生

池田先生、小林先生、桐谷先生、
坂口先生　ほか

31日 火 大ホール 清水先生

14日 土 第2リハーサル室 清水先生


