
6月 曜日 時間 内容 場所 講師 6月 曜日 時間 内容 場所 講師

1日 土 13:00～15:00 パート練習 練習室2 太田先生 1日 土 13:00～15:00 パート練習 第1リハーサル室 前田先生

16:30～18:30 ヴァイオリンS,A,B　パート練習 第2リハーサル室 太田先生 16:30～18:30 パート練習 練習室1 前田先生

19:30～20:30
指揮者　山田和樹先生　特別レッスン

九十九詩人　合奏
第2リハーサル室 山田和樹先生 19:30～20:30

指揮者　山田和樹先生　特別レッスン
九十九詩人　合奏

※歌の楽譜を持参のこと
第2リハーサル室 山田和樹先生

14日 金 18:00～20:00
ヴァイオリンS,A　清水先生特別レッスン

ディヴェルティメント
第2リハーサル室 清水先生 清水先生　特別個人レッスン　※1人15分 第2リハーサル室 清水先生

15日 土 13:15～14:45 弦楽合奏　パッヘルベルのカノン 第2リハーサル室 指揮：清水先生 ※自分の時間以外は全員でパート練習 第1リハーサル室 長石先生

23日 日 15:15～17:15 パート練習 第2リハーサル室 太田先生 13:15～14:45 弦楽合奏　パッヘルベルのカノン 第2リハーサル室 指揮：清水先生

13:00～15:00 弦楽合奏　ディヴェルティメント 指揮：太田先生 23日 日 13:00～15:00 パート練習 第2リハーサル室 太田先生、上尾先生

15:15～17:15 ヴァイオリンS、A　パート練習 太田先生、上尾先生 30日 日 10:00～12:00 パート練習 第2リハーサル室 太田先生

6月 曜日 時間 内容 場所 講師 6月 曜日 時間 内容 場所 講師

1日 土 15:15～17:15 パート練習 第1リハーサル室 前田先生 2日 日 14:15～16:15 パート練習 練習室1 谷口先生

16:30～18:30 ヴァイオリンS,A,B　パート練習 第2リハーサル室 太田先生 17:30～18:30 パート練習 練習室3 谷口先生

19:30～20:30
指揮者　山田和樹先生　特別レッスン

九十九詩人　合奏
第2リハーサル室 山田和樹先生 19:30～20:30

指揮者　山田和樹先生　特別レッスン
九十九詩人　合奏

※歌の楽譜を持参のこと
第2リハーサル室 山田和樹先生

13:15～14:45 弦楽合奏　パッヘルベルのカノン 第2リハーサル室 指揮：清水先生 14日 金 18:00～20:00 パート練習 練習室1 谷口先生

15:00～17:00 清水先生　特別パートレッスン 第2リハーサル室 清水先生 15日 土 13:15～14:45 弦楽合奏　パッヘルベルのカノン 第2リハーサル室 指揮：清水先生

23日 日 10:00～12:00 パート練習 第2リハーサル室 太田先生 23日 日 14:15～16:15 パート練習 練習室2 谷口先生

30日 日 13:00～15:00 パート練習 4階貸出スペース 上尾先生 13:00～15:00 弦楽合奏　ディヴェルティメント 第2リハーサル室 指揮：太田先生

15:15～17:15 パート練習 練習室2 亀子先生

6月 曜日 時間 内容 場所 講師 6月 曜日 時間 内容 場所 講師

2日 日 13:00～16:00
パート練習

※1人1時間ずつ（福田、山口、伊藤の順）
練習室2 松隈先生 2日 日 13:00～14:00 パート練習 練習室1 谷口先生

16:30～18:30 パート練習 4F貸出スペース 上尾先生 16:30～17:30 パート練習 練習室3 谷口先生

19:30～20:30
指揮者　山田和樹先生　特別レッスン

九十九詩人　合奏
第2リハーサル室 山田和樹先生 19:30～20:30

指揮者　山田和樹先生　特別レッスン
九十九詩人　合奏

第2リハーサル室 山田和樹先生

13:15～14:45 弦楽合奏　パッヘルベルのカノン 第2リハーサル室 指揮：清水先生 13:15～14:45 弦楽合奏　パッヘルベルのカノン 第2リハーサル室 指揮：清水先生

15:00～17:00 パート練習 練習室2 上尾先生 15:00～16:00 パート練習 第1リハーサル室 亀子先生

23日 日 15:15～17:15 パート練習 練習室3 上尾先生 23日 日 13:00～14:00 パート練習 練習室2 谷口先生

13:00～15:00 弦楽合奏　ディヴェルティメント 第2リハーサル室 指揮：太田先生 30日 日 11:00～12:00 パート練習 練習室1 亀子先生

15:15～17:15 パート練習 練習室3 松隈先生

6月 曜日 時間 内容 場所 講師 6月 曜日 時間 内容 場所 講師

1日 土 13:00～15:00 パート練習 第2リハーサル室 井上先生 1日 土 11:00～12:00 パート練習 第2リハーサル室 井上先生

16:30～18:30 パート練習 練習室2 田辺先生 8日 土 15:00～16:00 パート練習 練習室2 井上先生

19:30～20:30
指揮者　山田和樹先生　特別レッスン

九十九詩人　合奏
第2リハーサル室 山田和樹先生 10:00～12:00 チェロB,C　パート練習 4F貸出スペース 下田先生

13:15～14:45 弦楽合奏　パッヘルベルのカノン 第2リハーサル室 指揮：清水先生 13:15～14:45 弦楽合奏　パッヘルベルのカノン 第2リハーサル室 指揮：清水先生

15:00～17:00 パート練習 練習室１ 下田先生 23日 日 14:00～15:00 パート練習 練習室1 井上先生

23日 日 15:15～17:15 パート練習 練習室1 井上先生 13:00～15:00 弦楽合奏　ディヴェルティメント 第2リハーサル室 指揮：太田先生

13:00～15:00 弦楽合奏　ディヴェルティメント 第2リハーサル室 指揮：太田先生 15:15～17:15 チェロA、B　パート練習 練習室1 田辺先生

15:15～17:15 チェロA、B　パート練習 練習室1 田辺先生

6月 曜日 時間 内容 場所 講師

1日 土 10:00～11;00 パート練習 第2リハーサル室 井上先生

8日 土 14:00～15:00 パート練習 練習室2 井上先生

10:00～12:00 チェロB,C　パート練習 4F貸出スペース 下田先生

13:15～14:45 弦楽合奏　パッヘルベルのカノン 第2リハーサル室 指揮：清水先生

23日 日 13:00～14:00 パート練習 練習室1 井上先生

12:00～13:00 パート練習 練習室3 井上先生

13:00～15:00 弦楽合奏　ディヴェルティメント 第2リハーサル室 指揮：太田先生
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