
12月 曜日 時間 内容 場所 講師 12月 曜日 時間 内容 場所 講師

13:45～14:45 アンサンブル　パート自主練習 練習室1 15:00～16:00
ヴァイオリンS、A、B　ヴィオラ　合同練習

（白鳥の湖）

15:00～16:00
ヴァイオリンS、A、B　ヴィオラ　合同練習

（白鳥の湖）
16:00～17:00

ヴァイオリンS、A　ヴィオラ　合同練習
（ホルベルク組曲）

16:00～17:00
ヴァイオリンS、A　ヴィオラ　合同練習

（ホルベルク組曲）
10:00～11:00 ヴィオラB　パート練習

ヴァイオリンS、A（1st） パート練習 練習室1 中西先生 11:15～13:15 ヴィオラA　パート練習

ヴァイオリンS、A（2nd）　パート練習 練習室2 前田先生 15日 土 15:00～17:00 ヴィオラAB　パート練習 練習室1 松隈先生

15:15～17:15 弦楽分奏（白鳥の湖） 第2リハーサル室
前田先生、上尾先生
井上先生、谷口先生

15:15～17:15 弦楽分奏（白鳥の湖）
前田先生、上尾先生
井上先生、谷口先生

17:30～18:30
アンサンブル　自主練習

パート／弦楽アンサンブル
練習室1／

第2リハーサル室
17:30～18:30

アンサンブル　自主練習
弦楽アンサンブル

13:10～13:50
アンサンブル　自主練習

パート／弦楽アンサンブル
練習室3／練習室1 14:00～16:00 弦楽合奏A　ホルベルク組曲　合奏 指揮：太田先生

14:00～16:00 弦楽合奏A　ホルベルク組曲　合奏 指揮：太田先生 16:15～18:15 合奏（白鳥の湖） 指揮：池田先生、太田先生

16:15～18:15 合奏（白鳥の湖） 指揮：池田先生、太田先生
13:00集合

14:00～16:00
アンサンブル発表会 中ホール

13:00集合
14:00～16:00

アンサンブル発表会 中ホール 16:00～17:00 クリスマス会 第1リハーサル室

16:00～17:00 クリスマス会 第1リハーサル室

12月 曜日 時間 内容 場所 講師 12月 曜日 時間 内容 場所 講師

15:00～16:00
ヴァイオリンS、A、B　ヴィオラ　合同練習

（白鳥の湖）
4日 火 19:15～20:15 アンサンブル練習　※コントラバスAと 練習室3 谷口先生

16:00～17:00
ヴァイオリンS、A　ヴィオラ　合同練習

（ホルベルク組曲）
8日 土 13:00～15:00 パート練習 練習室2 下田先生

17:00～18:00 アンサンブル　パート自主練習 13:00～15:00 パート練習 練習室3 井上先生

ヴァイオリンS、A（1st） パート練習 練習室1 中西先生 15:15～17:15 弦楽分奏（白鳥の湖）
前田先生、上尾先生
井上先生、谷口先生

ヴァイオリンS、A（2nd）　パート練習 練習室2 前田先生 17:30～18:30
アンサンブル　自主練習

弦楽アンサンブル

15:15～17:15 弦楽分奏（白鳥の湖）
前田先生、上尾先生
井上先生、谷口先生

14:00～16:00 弦楽合奏A　ホルベルク組曲　合奏 指揮：太田先生

17:30～18:30 アンサンブル　パート自主練習 16:15～18:15 合奏（白鳥の湖） 指揮：池田先生、太田先生

14:00～16:00 弦楽合奏A　ホルベルク組曲　合奏 指揮：太田先生
13:00集合

14:00～16:00
アンサンブル発表会 中ホール

16:15～18:15 合奏（白鳥の湖） 指揮：池田先生、太田先生 16:00～17:00 クリスマス会 第1リハーサル室

13:00集合
14:00～16:00

アンサンブル発表会 中ホール

16:00～17:00 クリスマス会 第1リハーサル室

12月 曜日 時間 内容 場所 講師 12月 曜日 時間 内容 場所 講師

14:00～15:00 パート練習 6日 木 18:00～20:00 パート練習 練習室2 田辺先生

15:00～16:00
ヴァイオリンS、A、B　ヴィオラ　合同練習

（白鳥の湖）
8日 土 10:00～12:00 弦楽合奏B　おもちゃの交響曲　合奏 第1リハーサル室 指揮：太田先生

16:00～17:00 アンサンブル　パート自主練習 練習室3 13:00～14:00 アンサンブル練習　※アカデミーと一緒

9日 日 13:00～15:00 パート練習 練習室1 中西先生、前田先生 14:00～15:00 パート練習

12:00～12:45 アンサンブル　パート自主練習 16日 日 15:15～17:15 弦楽分奏（白鳥の湖） 第2リハーサル室
前田先生、上尾先生
井上先生、谷口先生

13:00～15:00 パート練習 前田先生 14:00～16:00 パート練習 練習室1 下田先生

15:15～17:15 弦楽分奏（白鳥の湖）
前田先生、上尾先生
井上先生、谷口先生

16:15～18:15 合奏（白鳥の湖） 第2リハーサル室 指揮：池田先生、太田先生

22日 土 16:15～18:15 合奏（白鳥の湖） 第2リハーサル室 指揮：池田先生、太田先生
13:00集合

14:00～16:00
アンサンブル発表会 中ホール

13:00集合
14:00～16:00

アンサンブル発表会 中ホール 16:00～17:00 クリスマス会 第1リハーサル室

16:00～17:00 クリスマス会 第1リハーサル室

12月 曜日 時間 内容 場所 講師 12月 曜日 時間 内容 場所 講師

11:00～12:00 ヴァイオリンC、D　合同練習 4日 火 18:15～20:15 パート練習/アンサンブル練習　※チェロAと一緒 練習室3 谷口先生

12:00～13:00 パート練習 11日 火 18:15～20:15 パート練習 大ホール楽屋104 谷口先生

13:00～13:45 アンサンブル　パート自主練習 13:00～15:00 パート練習 練習室2 谷口先生

8日 土 10:00～12:00 弦楽合奏B　おもちゃの交響曲　合奏 第1リハーサル室 指揮：太田先生 15:15～17:15 弦楽分奏（白鳥の湖）
前田先生、上尾先生
井上先生、谷口先生

16日 日 13:00～15:00 パート練習 練習室1 上尾先生 17:30～18:30
アンサンブル　自主練習

弦楽アンサンブル

22日 土 11:00～13:00 パート練習 練習室1 太田先生 14:00～16:00 弦楽合奏A　ホルベルク組曲　合奏 指揮：太田先生

13:00集合
14:00～16:00

アンサンブル発表会 中ホール 16:15～18:15 合奏（白鳥の湖） 指揮：池田先生、太田先生

16:00～17:00 クリスマス会 第1リハーサル室
13:00集合

14:00～16:00
アンサンブル発表会 中ホール

16:00～17:00 クリスマス会 第1リハーサル室

12月 曜日 時間 内容 場所 講師

10:00～11:00 パート練習

11:00～12:00 ヴァイオリンC、D　合同練習

8日 土 10:00～12:00 弦楽合奏B　おもちゃの交響曲　合奏 第1リハーサル室 指揮：太田先生

16日 日 10:00～12:00 パート練習 練習室3 前田先生

11:00～13:00 パート練習 上尾先生

13:00～13:50 アンサンブル　パート自主練習

13:00集合
14:00～16:00

アンサンブル発表会 中ホール

16:00～17:00 クリスマス会 第1リハーサル室

アルカスSASEBOジュニアオーケストラ12月練習予定表

25日 火

土 第2リハーサル室 上尾先生

25日 火

25日 火

コントラバスA

上尾先生

1日

22日 土 第2リハーサル室

22日 土 練習室2

ヴァイオリンCコース

ヴァイオリンDコース

22日 土 第2リハーサル室

25日 火

25日 火

チェロA

土

25日 火

25日 火

22日 土 第2リハーサル室

22日

井上先生

ヴァイオリンSコース  ヴィオラA、B

第2リハーサル室

土1日

1日 土

22日 土

第2リハーサル室 上尾先生

9日 日 15:15～17:15

9日 日 練習室3 上尾先生

第2リハーサル室 上尾先生

22日 土

第2リハーサル室

16日 日

第2リハーサル室

16日 日

16日 日 第1リハーサル室

1日 土 第2リハーサル室

16日 日

チェロB

15日

9日 日 15:15～17:15

1日 土 第2リハーサル室

上尾先生

1日

土 練習室1

第2リハーサル室 上尾先生

16日 日 第2リハーサル室

第2リハーサル室

16日 日

土

ヴァイオリンAコース

ヴァイオリンBコース

第2リハーサル室

25日 火

25日 火


