
10月 曜日 時間 内容 場所 講師 10月 曜日 時間 内容 場所 講師

5日 金 18:00～20:00
※大分国民文化祭　参加者のみ
特別練習　　アイネク、ローマの松

第2リハーサル室 太田先生ほか 3日 水 18:00～20:00 パート練習 練習室1 上尾先生

6日 土 16:00～18:00 パート練習 第2リハーサル室 太田先生 5日 金 18:00～20:00
※大分国民文化祭　参加者のみ
特別練習　　アイネク、ローマの松

第2リハーサル室 太田先生ほか

13:00～14:30
※大分国民文化祭　参加者のみ
清水先生合奏練習　　アイネク

13:00～14:30
※大分国民文化祭　参加者のみ
清水先生合奏練習　　アイネク

14:45～16:15
清水先生合奏練習

弦楽分奏　白鳥の湖
14:45～16:15

清水先生合奏練習
弦楽分奏　白鳥の湖

16:30～18:00
※大分国民文化祭　参加者のみ
清水先生合奏練習　　ローマの松

16:30～18:00
※大分国民文化祭　参加者のみ
清水先生合奏練習　　ローマの松

13:00～15:30 清水先生合奏練習　白鳥の湖 13:00～15:30 清水先生合奏練習　白鳥の湖

16:00～17:00
※大分国民文化祭　参加者のみ

清水先生合奏練習
フィンランディア、大地讃頌

16:00～17:00
※大分国民文化祭　参加者のみ

清水先生合奏練習
フィンランディア、大地讃頌

20日 土 15:45～17:45 パート練習 練習室2 太田先生、前田先生 20日 土 13:00～15:00 パート練習 練習室3 松隈先生

26日 金 18:00～20:00
※大分国民文化祭　参加者のみ

合奏　アイネク
大ホール ※豊嶋先生 26日 金 18:00～20:00

※大分国民文化祭　参加者のみ
合奏　アイネク

大ホール ※豊嶋先生

10:00～12:00
ヴァイオリンS～B、ヴィオラ

合同パート練習
大ホール ※豊嶋先生 10:00～12:00

ヴァイオリンS～B、ヴィオラ
合同パート練習

大ホール ※豊嶋先生

※大分国民文化祭　参加者のみ
清水先生合奏練習

フィンランディア、大地讃頌、ローマの松

※大分国民文化祭　参加者のみ
清水先生合奏練習

フィンランディア、大地讃頌、ローマの松

参加者以外は楽屋で
ヴァイオリンS～B、ヴィオラ合同練習

参加者以外は楽屋で
ヴァイオリンS～B、ヴィオラ合同練習

15:30～17:00 清水先生合奏練習　白鳥の湖 15:30～17:00 清水先生合奏練習　白鳥の湖

10:00～11:30
※大分国民文化祭　参加者のみ
清水先生合奏練習　　アイネク

10:00～11:30
※大分国民文化祭　参加者のみ
清水先生合奏練習　　アイネク

12:30～14:30 清水先生合奏練習　白鳥の湖 12:30～14:30 清水先生合奏練習　白鳥の湖

14:45～17:15
※大分国民文化祭　参加者のみ

清水先生合奏練習
フィンランディア、大地讃頌、ローマの松

14:45～17:15
※大分国民文化祭　参加者のみ

清水先生合奏練習
フィンランディア、大地讃頌、ローマの松

10月 曜日 時間 内容 場所 講師 10月 曜日 時間 内容 場所 講師

5日 金 18:00～20:00
※大分国民文化祭　参加者のみ
特別練習　　アイネク、ローマの松

第2リハーサル室 太田先生ほか 13:00～15:00 パート練習

8日 月・祝 13:00～15:00 パート練習 第2リハーサル室 太田先生、前田先生 15:00～15:45
※大分国民文化祭　参加者のみ

フィンランディア、大地讃頌　特別練習

13:00～14:30
※大分国民文化祭　参加者のみ
清水先生合奏練習　　アイネク

13:00～14:30 パート練習 大ホール　楽屋104 前田先生

14:45～16:15
清水先生合奏練習

弦楽分奏　白鳥の湖
14:45～16:15

清水先生合奏練習
弦楽分奏　白鳥の湖

大ホール 清水先生

13:00～15:30 清水先生合奏練習　白鳥の湖 13:00～15:30 清水先生合奏練習　白鳥の湖

16:00～17:00
※大分国民文化祭　参加者のみ

清水先生合奏練習
フィンランディア、大地讃頌

16:00～17:00
※大分国民文化祭　参加者のみ

清水先生合奏練習
フィンランディア、大地讃頌

21日 日 15:15～17:15 パート練習 練習室1 太田先生、前田先生 21日 日 13:00～15:00 パート練習 練習室1 太田先生、前田先生

26日 金 18:00～20:00
※大分国民文化祭　参加者のみ

合奏　アイネク
大ホール ※豊嶋先生 10:00～12:00

ヴァイオリンS～B、ヴィオラ
合同パート練習

大ホール ※豊嶋先生

10:00～12:00
ヴァイオリンS～B、ヴィオラ

合同パート練習
大ホール ※豊嶋先生

※大分国民文化祭　参加者のみ
清水先生合奏練習

フィンランディア、大地讃頌、ローマの松

※大分国民文化祭　参加者のみ
清水先生合奏練習

フィンランディア、大地讃頌、ローマの松

参加者以外は楽屋で
ヴァイオリンS～B、ヴィオラ合同練習

参加者以外は楽屋で
ヴァイオリンS～B、ヴィオラ合同練習

15:30～17:00 清水先生合奏練習　白鳥の湖

15:30～17:00 清水先生合奏練習　白鳥の湖 12:30～14:30 清水先生合奏練習　白鳥の湖

10:00～11:30
※大分国民文化祭　参加者のみ
清水先生合奏練習　　アイネク

14:45～15:45
※大分国民文化祭　参加者のみ

清水先生合奏練習
フィンランディア、大地讃頌

12:30～14:30 清水先生合奏練習　白鳥の湖

14:45～15:45
※大分国民文化祭　参加者のみ

清水先生合奏練習
フィンランディア、大地讃頌

10月 曜日 時間 内容 場所 講師 10月 曜日 時間 内容 場所 講師

6日 土 10:00～12:00 パート練習 第2リハーサル室 太田先生 8日 月・祝 9:30～11:30 パート練習 練習室1 前田先生

13日 土 10:00～12:00 パート練習 大ホール 太田先生、前田先生 14日 日 10:00～12:00 パート練習 大ホール　楽屋203 太田先生

21日 日 10:00～12:00 パート練習 練習室1 太田先生、前田先生 20日 土 13:30～15:30 パート練習 練習室2 太田先生

28日 日 14:45～16:45 パート練習 大ホール　楽屋104 前田先生 28日 日 12:30～14:30 パート練習 大ホール　楽屋104 前田先生

アルカスSASEBOジュニアオーケストラ10月練習予定表アルカスSASEBOジュニアオーケストラ10月練習予定表

ヴァイオリンDコースヴァイオリンCコース

27日 土 13:00～15:15

大ホール 清水先生、豊嶋先生

28日 日 大ホール 清水先生

13日 土

14日 日 大ホール 清水先生

アルカスSASEBOジュニアオーケストラ10月練習予定表

ヴァイオリンＢコース

6日 土 第2リハーサル室 太田先生

28日 日 大ホール 清水先生

27日 土 13:00～15:15

大ホール 清水先生、豊嶋先生

14日 日 大ホール 清水先生

清水先生

アルカスSASEBOジュニアオーケストラ10月練習予定表

ヴァイオリンAコース

13日 土 大ホール 清水先生

13:00～15:15

大ホール 清水先生、豊嶋先生

28日 日 大ホール 清水先生 28日 日 大ホール

27日 土 27日 土13:00～15:15

大ホール 清水先生、豊嶋先生

大ホール 清水先生

14日 日 大ホール 清水先生 14日 日 大ホール 清水先生

アルカスSASEBOジュニアオーケストラ10月練習予定表 アルカスSASEBOジュニアオーケストラ10月練習予定表

ヴァイオリンSコース  ヴィオラ

13日 土 大ホール 清水先生 13日 土



10月 曜日 時間 内容 場所 講師 10月 曜日 時間 内容 場所 講師

8日 月・祝 15:15～17:15 パート練習 練習室3 田辺先生 8日 月・祝 13:00～15:00 パート練習 練習室3 田辺先生

13日 土 14:45～16:15
清水先生合奏練習

弦楽分奏　白鳥の湖
大ホール 清水先生 10:00～12:00 パート練習 大ホール　楽屋104 井上先生

14日 日 13:00～15:30 清水先生合奏練習　白鳥の湖 大ホール 清水先生 13:00～15:30 ※清水先生合奏練習　白鳥の湖 大ホール 清水先生

20日 土 15:00～17:00 パート練習 練習室1 下田先生 20日 土 13:00～15:00 パート練習 練習室1 下田先生

27日 土 15:30～17:00 清水先生合奏練習　白鳥の湖 大ホール 清水先生、豊嶋先生 27日 土 15:30～17:00 ※清水先生合奏練習　白鳥の湖 大ホール 清水先生、豊嶋先生

28日 日 12:30～14:30 清水先生合奏練習　白鳥の湖 大ホール 清水先生 10:00～12:00 パート練習 大ホール　楽屋104 田辺先生

12:30～14:30 ※清水先生合奏練習　白鳥の湖 大ホール 清水先生

10月 曜日 時間 内容 場所 講師

5日 金 18:00～20:00
※大分国民文化祭　参加者のみ
特別練習　　アイネク、ローマの松

第2リハーサル室 太田先生ほか

6日 土 10:00～12:00 パート練習 練習室2 亀子先生

13:00～14:30
※大分国民文化祭　参加者のみ
清水先生合奏練習　　アイネク

14:45～16:15
清水先生合奏練習

弦楽分奏　白鳥の湖

16:30～18:00
※大分国民文化祭　参加者のみ
清水先生合奏練習　　ローマの松

13:00～15:30 清水先生合奏練習　白鳥の湖

16:00～17:00
※大分国民文化祭　参加者のみ

清水先生合奏練習
フィンランディア、大地讃頌

21日 日 10:00～12:00 パート練習 練習室3 谷口先生

26日 金 18:00～20:00
※大分国民文化祭　参加者のみ

合奏　アイネク
大ホール ※豊嶋先生

13:00～15:15
※大分国民文化祭　参加者のみ

清水先生合奏練習
フィンランディア、大地讃頌、ローマの松

15:30～17:00 清水先生合奏練習　白鳥の湖

10:00～11:30
※大分国民文化祭　参加者のみ
清水先生合奏練習　　アイネク

12:30～14:30 清水先生合奏練習　白鳥の湖

14:45～17:15
※大分国民文化祭　参加者のみ

清水先生合奏練習
フィンランディア、大地讃頌、ローマの松

28日 日

※14日、27日、28日の合奏練習については、自由に見学してかまいません。練習の進み具合では先生の指示によって練習に参加
してもらうこともあるかもしれません。

アルカスSASEBOジュニアオーケストラ10月練習予定表 アルカスSASEBOジュニアオーケストラ10月練習予定表

チェロA チェロB

14日 日

28日 日 大ホール 清水先生

清水先生

27日 土 大ホール 清水先生、豊嶋先生

土 大ホール 清水先生

14日 日 大ホール

アルカスSASEBOジュニアオーケストラ10月練習予定表

コントラバスA

13日


