
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 土 17:30～19:30 パート練習（Aと合同練習） 第2リハーサル室 上尾先生 2日 土 17:00～19:00 パート練習 練習室3 松隈先生

15:30～16:30 パート練習（Aと合同練習） 第2リハーサル室 太田先生、松浦先生 9日 土 16:30～18:30 パート練習 第1リハーサル室 上尾先生

16:45～17:45 弦楽合奏（アイネク） 16:45～17:45 弦楽合奏（アイネク）

18:00～19:00 弦楽分奏（フィンランディア） 18:00～19:00 弦楽分奏（フィンランディア）

14:15～15:15
清水先生合奏練習
弦楽合奏（アイネク）

14:15～15:15
清水先生合奏練習
弦楽合奏（アイネク）

15:45～16:45
清水先生分奏練習

弦楽分奏（フィンランディア）
15:45～16:45

清水先生分奏練習
弦楽分奏（フィンランディア）

17:00～18:30
清水先生合奏練習

合奏（フィンランディア）
17:00～18:30

清水先生合奏練習
合奏（フィンランディア）

17日 日 9:30～11:00
清水先生　特別パート練習
（ヴァイオリンS、A合同）

清水先生 23日 土 14:15～16:15 パート練習 第1リハーサル室 上尾先生

パート練習（1st） 第1リハーサル室 松浦先生

パート練習（2nd） 練習室1 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

2日 土 17:30～19:30 パート練習（Sと合同練習） 第2リハーサル室 上尾先生 2日 土 15:45～16:45 パート練習 練習室3 松隈先生

15:30～16:30 パート練習（Sと合同練習） 第2リハーサル室 太田先生、松浦先生 15:30～16:30 パート練習 第1リハーサル室 上尾先生

16:45～17:45 弦楽合奏（アイネク） 16:45～17:45 弦楽合奏（アイネク）

18:00～19:00 弦楽分奏（フィンランディア） 18:00～19:00 弦楽分奏（フィンランディア）

14:15～15:15
清水先生合奏練習
弦楽合奏（アイネク）

14:15～15:15
清水先生合奏練習
弦楽合奏（アイネク）

15:45～16:45
清水先生分奏練習

弦楽分奏（フィンランディア）
15:45～16:45

清水先生分奏練習
弦楽分奏（フィンランディア）

17:00～18:30
清水先生合奏練習

合奏（フィンランディア）
17:00～18:30

清水先生合奏練習
合奏（フィンランディア）

17日 日 9:30～11:00
清水先生　特別パート練習
（ヴァイオリンS、A合同）

清水先生 23日 土 13:00～14:00 パート練習 第1リハーサル室 上尾先生

パート練習（1st） 第1リハーサル室 松浦先生

パート練習（2nd） 練習室1 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

2日 土 15:15～17:15 パート練習 第2リハーサル室 太田先生 2日 土 13:30～15:30 パート練習 練習室2 下田先生

14:30～16:30 パート練習 練習室2 前田先生 15:30～16:30 パート練習 練習室1 田辺先生

16:45～17:45 弦楽合奏（アイネク） 第2リハーサル室
太田先生、前田先生、

松浦先生ほか
16:45～17:45 弦楽合奏（アイネク）

13:00～14:00 清水先生特別パートレッスン 18:00～19:00 弦楽分奏（フィンランディア）

14:15～15:15
清水先生合奏練習
弦楽合奏（アイネク）

14:15～15:15
清水先生合奏練習
弦楽合奏（アイネク）

23日 土 10:00～12:00 パート練習 第1リハーサル室 上尾先生 15:45～16:45
清水先生分奏練習

弦楽分奏（フィンランディア）

17:00～18:30
清水先生合奏練習

合奏（フィンランディア）

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

9日 土 15:15～17:15 パート練習 第2リハーサル室 松浦先生 9日 土 10:00～12:00 パート練習 第1リハーサル室 下田先生

11:00～12:00
清水先生特別パートレッスン
（ヴァイオリンC、D合同）

大ホール 清水先生 15日 金 18:00～20:00 パート練習 大ホール楽屋104 田辺先生

12:00～13:00 音楽講座 大ホール楽屋203 24日 日 10:30～12:30 弦楽アンサンブル　合奏練習 第1リハーサル室
太田先生、松浦先生、

下田先生

24日 日 10:30～12:30 弦楽アンサンブル　合奏練習 第1リハーサル室
太田先生、松浦先生、

下田先生

6月 曜日 時間 内容 場所 講師 6月 曜日 時間 内容 場所 講師

2日 土 10:00～12:00 パート練習 第2リハーサル室 太田先生 2日 土 10:00～12:00 パート練習 練習室1 亀子先生

9日 土 13:00～15:00 パート練習 第2リハーサル室 松浦先生 9日 土 14:00～16:00 パート練習 第1リハーサル室 谷口先生

11:00～12:00
清水先生特別パートレッスン
（ヴァイオリンC、D合同）

大ホール 清水先生 16:45～17:45 弦楽合奏（アイネク）

12:00～13:00 音楽講座 大ホール楽屋203 18:00～19:00 弦楽分奏（フィンランディア）

24日 日 10:30～12:30 弦楽アンサンブル　合奏練習 第1リハーサル室
太田先生、松浦先生、

下田先生
13:00～14:00 パート練習 楽屋104 亀子先生

14:15～15:15
清水先生合奏練習
弦楽合奏（アイネク）

15:45～16:45
清水先生分奏練習

弦楽分奏（フィンランディア）

17:00～18:30
清水先生合奏練習

合奏（フィンランディア）

24日 日 16:00～18:00 パート練習 練習室2 谷口先生

アルカスSASEBOジュニアオーケストラ6月練習予定表

10日 日

第2リハーサル室
太田先生、前田先生、

松浦先生ほか

16日 土 大ホール 清水先生

ヴァイオリンSコース ヴィオラAコース

A合奏クラス

チェロAコース

B合奏クラス

24日 日

10日 日

B合奏クラス

ヴィオラBコース

A合奏クラス

第2リハーサル室
太田先生、前田先生、

松浦先生ほか

10日 日

清水先生16日 土

15:45～17:45

ヴァイオリンAコース

大ホール

A合奏クラス

24日 日 13:30～15:30

ヴァイオリンBコース

ヴァイオリンDコース

弦楽アンサンブルクラス

弦楽アンサンブルクラス

大ホール 清水先生

ヴァイオリンCコース

16日 土

A合奏クラス

第2リハーサル室
太田先生、前田先生、

松浦先生ほか

16日 土 大ホール 清水先生

16日 土

10日 日

16日 土

大ホール 清水先生

10日 日

第2リハーサル室
太田先生、前田先生、

松浦先生ほか

16日 土

10日 日

第2リハーサル室
太田先生、前田先生、

松浦先生ほか

16日 土 大ホール 清水先生

A合奏クラス

第2リハーサル室
太田先生、前田先生、

松浦先生ほか

日時未定

チェロBコース

コントラバスAコース

※決定次第連絡します。（21～22日、25～26日のいずれかの予定）

B合奏クラス

大ホール 清水先生

10日 日

16日 土


