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

8日 日 10:00～12:00 パート練習 第2リハーサル室 小林先生 5日 木 18:00～20:00 パート練習 練習室1 桐谷先生

10:00～12:00 管打合奏　合奏練習 大ホール 指揮:池田先生 10:00～12:00 管打合奏　合奏練習 大ホール 指揮:池田先生

13:00～15:00 パート練習
大ホール
楽屋202

釣谷先生 13:00～15:00 パート練習
大ホール
楽屋102

桐谷先生

13:00～15:00 合奏（ペール・ギュント） 第2リハーサル室 指揮：池田先生 13:00～15:00 合奏（ペール・ギュント） 第2リハーサル室 指揮：池田先生

15:00～16:30 管打合奏　合奏練習 第1リハーサル室 指揮：池田先生 15:00～16:30 管打合奏　合奏練習 第1リハーサル室 指揮：池田先生

17:00～18:00 クリスマス会 第2リハーサル室 17:00～18:00 クリスマス会 第2リハーサル室

13:00～15:00
清水先生合奏練習

管打合奏
第1リハーサル室 13:00～15:00

清水先生合奏練習
管打合奏

第1リハーサル室

15:15～17:15
清水先生合奏練習（サン＝サーンス）

ヴァイオリンソロ代奏：菅原文子
第2リハーサル室 15:15～17:15

清水先生合奏練習（サン＝サーンス）
ヴァイオリンソロ代奏：菅原文子

第2リハーサル室

27日 金 13:00～17:00
清水先生合奏練習

（ペール・ギュント）※大きい編成の曲から練習
第2リハーサル室 指揮：清水先生 27日 金 13:00～17:00

清水先生合奏練習
（ペール・ギュント）※大きい編成の曲から練習

第2リハーサル室 指揮：清水先生

12月 曜日 時間 内容 場所 講師 12月 曜日 時間 内容 場所 講師

7日 土 14:00～16:00 パート練習 練習室3 坂口先生 5日 木 18:00～20:00 ファゴットA、B　パート練習 第2リハーサル室 池田先生

10:00～12:00 管打合奏　合奏練習 大ホール 指揮:池田先生 10:00～12:00 管打合奏　合奏練習 大ホール 指揮:池田先生

13:00～15:00 パート練習
大ホール
楽屋201

坂口先生 13:00～15:00 パート練習
A：楽屋104
B：楽屋101

A：池田先生
B：種口先生

13:00～15:00 合奏（ペール・ギュント） 第2リハーサル室 指揮：池田先生 13:00～15:00 合奏（ペール・ギュント） 第2リハーサル室 指揮：池田先生

15:00～16:30 管打合奏　合奏練習 第1リハーサル室 指揮：池田先生 15:00～16:30 管打合奏　合奏練習 第1リハーサル室 指揮：池田先生

17:00～18:00 クリスマス会 第2リハーサル室 17:00～18:00 クリスマス会 第2リハーサル室

13:00～15:00
清水先生合奏練習

管打合奏
第1リハーサル室 13:00～15:00

清水先生合奏練習
管打合奏

第1リハーサル室

15:15～17:15
清水先生合奏練習（サン＝サーンス）

ヴァイオリンソロ代奏：菅原文子
第2リハーサル室 15:15～17:15

清水先生合奏練習（サン＝サーンス）
ヴァイオリンソロ代奏：菅原文子

第2リハーサル室

27日 金 13:00～17:00
清水先生合奏練習

（ペール・ギュント）※大きい編成の曲から練習
第2リハーサル室 指揮：清水先生 27日 金 13:00～17:00

清水先生合奏練習
（ペール・ギュント）※大きい編成の曲から練習

第2リハーサル室 指揮：清水先生

21日 日21日 日

クラリネットA

26日 木 指揮：清水先生

オーボエ

15日 日

26日 木 指揮：清水先生

アルカスSASEBOジュニアオーケストラ12月練習予定表

フルートA

15日 日

21日 日

26日 木 指揮：清水先生

ファゴットA,B

15日

21日 日

15日 日 日

26日 木 指揮：清水先生



12月 曜日 時間 内容 場所 講師 12月 曜日 時間 内容 場所 講師

8日 日 13:00～15:00 パート練習 練習室1 伊藤先生 8日 日 15:15～17:15 パート練習 練習室1 藤澤先生

10:00～12:00 管打合奏　合奏練習 大ホール 指揮:池田先生 10:00～12:00 管打合奏　合奏練習 大ホール 指揮:池田先生

13:00～15:00 パート練習
大ホール
楽屋103

伊藤先生 13:00～15:00 パート練習
大ホール
楽屋203

小杉先生

13:00～15:00 合奏（ペール・ギュント） 第2リハーサル室 指揮：池田先生 13:00～15:00 合奏（ペール・ギュント） 第2リハーサル室 指揮：池田先生

15:00～16:30 管打合奏　合奏練習 第1リハーサル室 指揮：池田先生 15:00～16:30 管打合奏　合奏練習 第1リハーサル室 指揮：池田先生

17:00～18:00 クリスマス会 第2リハーサル室 17:00～18:00 クリスマス会 第2リハーサル室

13:00～15:00
清水先生合奏練習

管打合奏
第1リハーサル室 13:00～15:00

清水先生合奏練習
管打合奏

第1リハーサル室

15:15～17:15
清水先生合奏練習（サン＝サーンス）

ヴァイオリンソロ代奏：菅原文子
第2リハーサル室 15:15～17:15

清水先生合奏練習（サン＝サーンス）
ヴァイオリンソロ代奏：菅原文子

第2リハーサル室

27日 金 13:00～17:00
清水先生合奏練習

（ペール・ギュント）※大きい編成の曲から練習
第2リハーサル室 指揮：清水先生 27日 金 13:00～17:00

清水先生合奏練習
（ペール・ギュント）※大きい編成の曲から練習

第2リハーサル室 指揮：清水先生

12月 曜日 時間 内容 場所 講師 12月 曜日 時間 内容 場所 講師

8日 日
A 13:00～15:00
B 15:15～17:15 パート練習 練習室3 川鶴先生 8日 日

A 13:00～15:00
B 15:15～16:15 パート練習 第1リハーサル室 椋尾先生

10:00～12:00 管打合奏　合奏練習 大ホール 指揮:池田先生 10:00～12:00 管打合奏　合奏練習 大ホール 指揮:池田先生

13:00～15:00 トロンボーンA、B　合同パート練習
大ホール
楽屋204

川鶴先生 13:00～15:00 打楽器A、B　合同パート練習
大ホール

楽屋ロビー
椋尾先生

13:00～15:00 合奏（ペール・ギュント） 第2リハーサル室 指揮：池田先生 13:00～15:00 合奏（ペール・ギュント） 第2リハーサル室 指揮：池田先生

15:00～16:30 管打合奏　合奏練習 第1リハーサル室 指揮：池田先生 15:00～16:30 管打合奏　合奏練習 第1リハーサル室 指揮：池田先生

17:00～18:00 クリスマス会 第2リハーサル室 17:00～18:00 クリスマス会 第2リハーサル室

13:00～15:00
清水先生合奏練習

管打合奏
第1リハーサル室 指揮：清水先生 13:00～15:00

清水先生合奏練習
管打合奏

第1リハーサル室

15:15～17:15 トロンボーンA、B　合同パート練習 第1リハーサル室 川鶴先生 15:15～17:15
清水先生合奏練習（サン＝サーンス）

ヴァイオリンソロ代奏：菅原文子
第2リハーサル室

27日 金 13:00～17:00
清水先生合奏練習

（ペール・ギュント）※大きい編成の曲から練習
第2リハーサル室 指揮：清水先生 27日 金 13:00～17:00

清水先生合奏練習
（ペール・ギュント）※大きい編成の曲から練習

第2リハーサル室 指揮：清水先生

26日 木 指揮：清水先生

15日 日

21日 日

日15日

日

26日 木

21日

トロンボーンA、B

15日

指揮：清水先生

21日 日

26日 木

トランペット

指揮：清水先生

15日 日

ホルンA

26日 木

打楽器A、B

日

21日 日


