
2月 曜日 時間 内容 講師 場所 2月 曜日 時間 内容 講師 場所

13:00～14:30 管打分奏（白鳥の湖） 指揮：池田先生 13:00～14:30 管打分奏（白鳥の湖） 指揮：池田先生

14:45～16:15 管打合奏　合奏練習 指揮：池田先生 14:45～16:15 管打合奏　合奏練習 指揮：池田先生

16:30～17:30 パート練習 釣谷先生 16:30～17:30 パート練習 伊藤先生

10:00～12:00
清水先生　合奏練習

管打合奏　ホルスト／第1組曲
清水先生 第1リハーサル室 10:00～12:00

清水先生　合奏練習
管打合奏　ホルスト／第1組曲

清水先生 第1リハーサル室

13:00～17:00
清水先生　合奏練習

白鳥の湖
清水先生 第2リハーサル室 13:00～17:00

清水先生　合奏練習
白鳥の湖

清水先生 第2リハーサル室

12:30～13:30 木管分奏　（白鳥の湖） 14:00～16:00 管打合奏　合奏練習 指揮：池田先生

14:00～16:00 管打合奏　合奏練習 16:15～17:15 金管分奏　（白鳥の湖） 指揮：藤澤先生

24日 日 14:15～16:15
フルート　B　13:15～14:15
フルートAB　14:15～15:15
フルートA　　15:15～16:15

釣谷先生 練習室2 24日 日 10:00～12:00 パート練習 伊藤先生 練習室3

2月 曜日 時間 内容 講師 場所 2月 曜日 時間 内容 講師 場所

13:00～14:30 管打分奏（白鳥の湖） 指揮：池田先生 13:00～14:30 管打分奏（白鳥の湖） 指揮：池田先生

14:45～16:15 管打合奏　合奏練習 指揮：池田先生 14:45～16:15 管打合奏　合奏練習 指揮：池田先生

16:30～17:30 パート練習 釣谷先生 16:30～17:30 パート練習 藤澤先生

10:00～12:00
清水先生　合奏練習

管打合奏　ホルスト／第1組曲
清水先生 第1リハーサル室 10:00～12:00

清水先生　合奏練習
管打合奏　ホルスト／第1組曲

清水先生 第1リハーサル室

13:00～17:00
清水先生　合奏練習

白鳥の湖
清水先生 第2リハーサル室 13:00～17:00

清水先生　合奏練習
白鳥の湖

清水先生 第2リハーサル室

12:30～13:30 木管分奏　（白鳥の湖） 14:00～16:00 管打合奏　合奏練習 指揮：池田先生

14:00～16:00 管打合奏　合奏練習 16:15～17:15 金管分奏　（白鳥の湖） 指揮：藤澤先生

24日 日 13:15～15:15
フルート　B　13:15～14:15
フルートAB　14:15～15:15
フルートA　　15:15～16:15

釣谷先生 練習室2 24日 日 10:00～12:00 パート練習 小杉先生 練習室1

2月 曜日 時間 内容 講師 場所 2月 曜日 時間 内容 講師 場所

13:00～14:30 管打分奏（白鳥の湖） 指揮：池田先生 13:00～14:30 管打分奏（白鳥の湖） 指揮：池田先生

14:45～16:15 管打合奏　合奏練習 指揮：池田先生 14:45～16:15 管打合奏　合奏練習 指揮：池田先生

16:30～17:30 パート練習 桐谷先生 16:30～17:30 パート練習 川鶴先生

10:00～12:00
清水先生　合奏練習

管打合奏　ホルスト／第1組曲
清水先生 第1リハーサル室 10:00～12:00

清水先生　合奏練習
管打合奏　ホルスト／第1組曲

清水先生 第1リハーサル室

13:00～17:00
清水先生　合奏練習

白鳥の湖
清水先生 第2リハーサル室 13:00～17:00

清水先生　合奏練習
白鳥の湖

清水先生 第2リハーサル室

12:30～13:30 木管分奏　（白鳥の湖） 14:00～16:00 管打合奏　合奏練習 指揮：池田先生

14:00～16:00 管打合奏　合奏練習 16:15～17:15 金管分奏　（白鳥の湖） 指揮：藤澤先生

24日 日 11:00～13:00 パート練習（A,B合同） 坂口先生 練習室2 23日 土 13:00～16:15
パート練習

A　13:00～15:00
B　15:15～16:15

越本先生 練習室2

2月 曜日 時間 内容 講師 場所 2月 曜日 時間 内容 講師 場所

13:00～14:30 管打分奏（白鳥の湖） 指揮：池田先生 2日 土 17:30～19:30 パート練習 山ヶ城先生 第1リハーサル室

14:45～16:15 管打合奏　合奏練習 指揮：池田先生 13:00～14:30 管打分奏（白鳥の湖） 指揮：池田先生

16:30～17:30 パート練習 14:45～16:15 管打合奏　合奏練習 指揮：池田先生

10:00～12:00
清水先生　合奏練習

管打合奏　ホルスト／第1組曲
清水先生 第1リハーサル室 10:00～12:00

清水先生　合奏練習
管打合奏　ホルスト／第1組曲

清水先生 第1リハーサル室

13:00～17:00
清水先生　合奏練習

白鳥の湖
清水先生 第2リハーサル室 13:00～17:00

清水先生　合奏練習
白鳥の湖

清水先生 第2リハーサル室

12:30～13:30 木管分奏　（白鳥の湖） 14日 木 18:00～20:00 パート練習（A,B合同） 椋尾先生 第1リハーサル室

14:00～16:00 管打合奏　合奏練習 24日 日 10:00～12:00 パート練習 椋尾先生 第1リハーサル室

24日 日 11:00～13:00 パート練習（A,B合同） 坂口先生 練習室2

2月 曜日 時間 内容 講師 場所 2月 曜日 時間 内容 講師 場所

13:00～14:30 管打分奏（白鳥の湖） 指揮：池田先生 2日 土 17:30～19:30 パート練習 椋尾先生 第1リハーサル室

14:45～16:15 管打合奏　合奏練習 指揮：池田先生 13:00～14:30 管打分奏（白鳥の湖） 指揮：池田先生

16:30～17:30 パート練習 池田先生 14:45～16:15 管打合奏　合奏練習 指揮：池田先生

10:00～12:00
清水先生　合奏練習

管打合奏　ホルスト／第1組曲
清水先生 第1リハーサル室 10:00～12:00

清水先生　合奏練習
管打合奏　ホルスト／第1組曲

清水先生 第1リハーサル室

13:00～17:00
清水先生　合奏練習

白鳥の湖
清水先生 第2リハーサル室 13:00～17:00

清水先生　合奏練習
白鳥の湖

清水先生 第2リハーサル室

12:30～13:30 木管分奏　（白鳥の湖） 14日 木 18:00～20:00 パート練習（A,B合同） 椋尾先生 第1リハーサル室

14:00～16:00 管打合奏　合奏練習 23日 土 10:00～12:00 パート練習 山ヶ城先生 第1リハーサル室

23日 土 10:00～12:00 パート練習 種口先生 第2リハーサル室

3日 日 第1リハーサル室

11日 月・祝

第1リハーサル室

11日 月・祝

16日 土
中央公民館

講堂

3日 日

3日 日

打楽器B

打楽器A

16日 土 指揮：池田先生
中央公民館

講堂

中央公民館
講堂

3日 日 第1リハーサル室

16日 土
中央公民館

講堂

16日 土

11日 月・祝

トランペットA

※2月16日（土）の練習は三ヶ町アーケード内の中央公民館での練習になります。間違えないように気をつけてください。

第1リハーサル室

中央公民館
講堂

3日 日 第1リハーサル室

11日 月・祝

16日 土 指揮：池田先生
中央公民館

講堂

3日 日 第1リハーサル室

クラリネットA＆B

11日 月・祝

16日 土 指揮：池田先生

オーボエ

3日 日 第1リハーサル室

11日 月・祝

11日 月・祝

16日 土 指揮：池田先生

※2月16日（土）の練習は三ヶ町アーケード内の中央公民館での練習になります。間違えないように気をつけてください。

フルートB

中央公民館
講堂

フルートA ホルンA＆B

第1リハーサル室3日 日 3日 日 第1リハーサル室

アルカスSASEBOジュニアオーケストラ2月練習予定表

11日 月・祝

※2月16日（土）の練習は三ヶ町アーケード内の中央公民館での練習になります。間違えないように気をつけてください。 ※2月16日（土）の練習は三ヶ町アーケード内の中央公民館での練習になります。間違えないように気をつけてください。

※2月16日（土）の練習は三ヶ町アーケード内の中央公民館での練習になります。間違えないように気をつけてください。 ※2月16日（土）の練習は三ヶ町アーケード内の中央公民館での練習になります。間違えないように気をつけてください。

※2月16日（土）の練習は三ヶ町アーケード内の中央公民館での練習になります。間違えないように気をつけてください。

※2月16日（土）の練習は三ヶ町アーケード内の中央公民館での練習になります。間違えないように気をつけてください。

※2月16日（土）の練習は三ヶ町アーケード内の中央公民館での練習になります。間違えないように気をつけてください。

※2月16日（土）の練習は三ヶ町アーケード内の中央公民館での練習になります。間違えないように気をつけてください。

11日 月・祝

16日 土 指揮：池田先生
中央公民館

講堂

11日 月・祝

ファゴットA＆B

3日 日 第1リハーサル室

トロンボーンA＆B


