
1月 曜日 時間 内容 場所 講師 1月 曜日 時間 内容 場所 講師

5日 日
※アンサンブル発表会に向けた自由練習日
練習を希望するパート・グループは事務局まで

5日 日
※アンサンブル発表会に向けた自由練習日
練習を希望するパート・グループは事務局まで

13:00集合 アンサンブル発表会準備 13:00集合 アンサンブル発表会準備

14:00～16:00
アンサンブル発表会

※保護者の方もご鑑賞できます。
14:00～16:00

アンサンブル発表会
※保護者の方もご鑑賞できます。

18日 土 14:00～17:00 ヴァイオリンS、A　パート練習 第2リハーサル室 太田先生 18日 土 10:00～13:00 パート練習 4階 上尾先生

13:00～14:00 弦分奏（サン＝サーンス） 26日 日 14:00～17:00
弦楽基礎合奏、弦楽合奏（マザス）

弦分奏（ペール・ギュント）
第2リハーサル室 指揮：太田先生

14:00～17:00
弦楽基礎合奏、弦楽合奏（マザス）

弦分奏（ペール・ギュント）

1月 曜日 時間 内容 場所 講師

5日 日
※アンサンブル発表会に向けた自由練習日
練習を希望するパート・グループは事務局まで

13:00集合 アンサンブル発表会準備

14:00～16:00
アンサンブル発表会

※保護者の方もご鑑賞できます。

18日 土 10:00～13:00 パート練習 第2リハーサル室 太田先生

26日 日 14:00～17:00
弦楽基礎合奏、弦楽合奏（マザス）

弦分奏（ペール・ギュント）
第2リハーサル室 指揮：太田先生

1月 曜日 時間 内容 場所 講師 1月 曜日 時間 内容 場所 講師

5日 日
※アンサンブル発表会に向けた自由練習日
練習を希望するパート・グループは事務局まで

5日 日
※アンサンブル発表会に向けた自由練習日
練習を希望するパート・グループは事務局まで

13:00集合 アンサンブル発表会準備 13:00集合 アンサンブル発表会準備

14:00～16:00
アンサンブル発表会

※保護者の方もご鑑賞できます。
14:00～16:00

アンサンブル発表会
※保護者の方もご鑑賞できます。

14:00～15:00 ヴィオラA、C　合同パート練習 18日 土 14:00～15:00 ヴィオラA、C　合同パート練習 4階 上尾先生

15:00～17:00 ヴィオラA　パート練習 26日 日 14:00～17:00
弦楽基礎合奏、弦楽合奏（マザス）

弦分奏（ペール・ギュント）
第2リハーサル室 指揮：太田先生

13:00～14:00 弦分奏（サン＝サーンス）

14:00～17:00
弦楽基礎合奏、弦楽合奏（マザス）

弦分奏（ペール・ギュント）

ヴィオラC

11日 土 イベントホール

11日

土 イベントホール

ヴィオラA

26日 日 第2リハーサル室 指揮：太田先生

18日 土 4階 上尾先生

ヴァイオリンS、Aコース

ヴァイオリンCコース

土 イベントホール

11日

指揮：太田先生

ヴァイオリンBコース

第2リハーサル室

土 イベントホール

11日

26日 日

11日 土 イベントホール
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1月 曜日 時間 内容 場所 講師 1月 曜日 時間 内容 場所 講師

5日 日
※アンサンブル発表会に向けた自由練習日
練習を希望するパート・グループは事務局まで

5日 日
※アンサンブル発表会に向けた自由練習日
練習を希望するパート・グループは事務局まで

13:00集合 アンサンブル発表会準備 13:00集合 アンサンブル発表会準備

14:00～16:00
アンサンブル発表会

※保護者の方もご鑑賞できます。
14:00～16:00

アンサンブル発表会
※保護者の方もご鑑賞できます。

18日 土 15:15～17:15 パート練習 練習室2 下田先生 18日 土 13:00～15:00 パート練習 練習室2 下田先生

13:00～14:00 弦分奏（サン＝サーンス） 26日 日 14:00～17:00
弦楽基礎合奏、弦楽合奏（マザス）

弦分奏（ペール・ギュント）
第2リハーサル室 指揮：太田先生

14:00～17:00
弦楽基礎合奏、弦楽合奏（マザス）

弦分奏（ペール・ギュント）

1月 曜日 時間 内容 場所 講師 1月 曜日 時間 内容 場所 講師

5日 日
※アンサンブル発表会に向けた自由練習日
練習を希望するパート・グループは事務局まで

5日 日
※アンサンブル発表会に向けた自由練習日
練習を希望するパート・グループは事務局まで

13:00集合 アンサンブル発表会準備 13:00集合 アンサンブル発表会準備

14:00～16:00
アンサンブル発表会

※保護者の方もご鑑賞できます。
14:00～16:00

アンサンブル発表会
※保護者の方もご鑑賞できます。

18日 土 10:00～12:00 パート練習 練習室2 下田先生 18日 土 14:00～16:00 パート練習 練習室3 谷口先生

26日 日 14:00～17:00
弦楽基礎合奏、弦楽合奏（マザス）

弦分奏（ペール・ギュント）
第2リハーサル室 指揮：太田先生 13:00～14:00 弦分奏（サン＝サーンス）

14:00～17:00
弦楽基礎合奏、弦楽合奏（マザス）

弦分奏（ペール・ギュント）

1月 曜日 時間 内容 場所 講師 1月 曜日 時間 内容 場所 講師

5日 日
※アンサンブル発表会に向けた自由練習日
練習を希望するパート・グループは事務局まで

5日 日
※アンサンブル発表会に向けた自由練習日
練習を希望するパート・グループは事務局まで

13:00集合 アンサンブル発表会準備 13:00集合 アンサンブル発表会準備

14:00～16:00
アンサンブル発表会

※保護者の方もご鑑賞できます。
14:00～16:00

アンサンブル発表会
※保護者の方もご鑑賞できます。

18日 土 11:30～13:00 パート練習 練習室3 谷口先生 18日 土 10:00～11:30 パート練習 練習室3 谷口先生

26日 日 14:00～17:00
弦楽基礎合奏、弦楽合奏（マザス）

弦分奏（ペール・ギュント）
第2リハーサル室 指揮：太田先生 26日 日 14:00～17:00

弦楽基礎合奏、弦楽合奏（マザス）
弦分奏（ペール・ギュント）

第2リハーサル室 指揮：太田先生

コントラバスB

11日 土 イベントホール

イベントホール

チェロC

11日 土

指揮：太田先生

11日 土 イベントホール11日 土 イベントホール

26日 日 第2リハーサル室

11日 土 イベントホール

26日 日 第2リハーサル室

11日 土 イベントホール

コントラバスC

チェロA チェロB

指揮：太田先生

コントラバスA


