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9:00（開場） ９:30（開演）

▲

17:00（終演）9:00（開場） ９:30（開演）

▲

17:00（終演）

他フリーランス・トロンボーン奏者多数

Special Guest

東京藝術大学で共に研鑽を積ん
だ今村岳志、東川暁洋、廣田純
一、佐藤敬一朗の４人によって
2008年に結成。デビュー作
「Departure」第２作「Create」
に引き続き2013年11月ミニア
ルバム「Gift」をopus55よりリ
リース。第４作「Nextage」好評
発売中!!

南西ドイツ放送交響楽団首席奏者。スローカー四重奏団メン
バー。慶應義塾大学理工学部卒業後、渡欧。フライブルク音
楽大学、ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団カラヤン・アカ
デミーを経てリンツ・ブルックナー管弦楽団に首席奏者とし
て入団。その後ベルン芸術大学修士課程修了、現職に移籍。
バーゼル・スコラ・カントルムにて古楽器（サックバット）修士
課程修了。国内外のコンクールで受賞するほか、数々のリサイ
タルを行い、CD「ファンタジー」は、クラシックCDアワード
2015第１位受賞など、トロンボーンCDとしては異例の4冠を
達成。16年に２作目「トリロジー」をリリース。ソロ、室内楽、
オーケストラ、教育活動など、幅広く活躍。

トワイライト・トロンボーン・カルテット

清水　真弓 MAYUMI SHIMIZU
今村　岳志／東川　暁洋
廣田　純一／佐藤敬一朗

♪ 山田 善裕（鹿児島国際大学講師） ♪ 川野 智博（トロンボーンアンサンブルコーリン代表・宮崎県） ♪ バストロンボーンデュオ 江田 雅哉・佐野 晃彦（福岡県）
♪ 武蔵野音楽大学トロンボーンカルテット「INNK」（東京都） ♪ 平成音楽大学トロンボーンアンサンブル「アーネスト」（熊本県）
♪ SLIDE FOUR NOTS（福岡県） ♪ 野見山 徳（福岡県） ♪ 田代 泰地（福岡県）

5
2017/5 金
【 こ ど も の 日 】 学生 1,500円（当日2,000円）／一般 2,000円（当日2,500円）入場料

札幌市出身。8歳よりトロンボーンを始める。
東京藝術大学音楽学部附属音楽高等学校を経て、2016年東京藝
術大学音楽学部器楽科を卒業。卒業時にアカンサス音楽賞、同声
会賞を受賞。ミシェル・ベッケ、ヨルゲン・ファン・ライエン、オラ
フ・オットの各氏のマスタークラスを受講。第32回日本管打楽器
コンクール入選。

高 井　郁 花 （九州交響楽団トロンボーン首席奏者）

山口県下関市出身。
福岡工業大学附属高校、尚美学園短期大学卒業後、桐朋学園大学
音楽学部オーケストラ研究科修了。トロンボーンを松本煕、神谷敏
両氏に師事。ドイツ・ケルンにてトロンボーン、バストランペットを
ヨハン・ホイトファーに師事。

山 下　秀 樹 （九州交響楽団トロンボーン奏者）

九州交響楽団・
東京佼成ウインドオーケストラによる清水 真弓 氏 による

オケ・ブラスのトロンボーンサウンド公開マスタークラスレッスン公開マスタークラスレッスン

先着
８団体！

「T-1バトル」出演団体募集！中高生の皆さん大歓迎！

「2017年吹奏楽コンクール課題曲クリニック」 →裏面注目！

プロ・音大生総勢30名による「グスタフ・ホルスト作曲 組曲 第１番」
大編成トロンボーンアンサンブル！ 編曲：今村 岳志

復　活

恒　例

世界初演

新企画
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最後に全員大合奏を行います。トロンボーンと譜面台をご持参下さい。
■主催：宮崎トロンボーン協会

■サ ヴ ァ 管 楽 器 店 TEL0982-31-5538
■音 楽 工 房 ト ニ カ TEL0985-29-9178
■延岡総合文化センター TEL0982-22-1855
■日向市文化交流センター TEL0982-54-6111

■協賛：㈲音楽工房トニカ / ㈱ダク / 野中貿易㈱ / ㈱ビュッフェ・グループ・ジャパン / ㈱ヤマハミュージックジャパン / ㈱グローバル 
■後援：日本トロンボーン協会/宮崎県/延岡市教育委員会/日向市教育委員会/門川町教育委員会

チケット取扱

宮崎トロンボーン協会ホームページ 

各企画へのお申し込みについて

■お問い合わせ先　  事務局［古川］　〒882-0841 延岡市大瀬町３丁目４番地８

ウォームUP講座以外の企画は事前申し込み制です。宮崎トロンボーン協会ホームページ
より、各企画の申し込み締切日までにお申し込みください。フェスティバル情報は３月中旬
にUPの予定です。

宮崎トロンボーンフェスティバル 検索

http://miyazaki-trb-ass.main.jp/trombonefestival.html

E-mail  trombone_festival2006@yahoo.co.jp
TEL 090-9721-3988　FAX 0982-32-3131

日本人女性初のドイツメジャーオケ首席 清水 真弓 氏による

公開マスタークラスレッスン
限定

１名
勉強になること間違いなし！

課題曲クリニック
先着

9団体

先着

30名

■受講時間：11:００～11:40（40 分）【大ホール】
■受 講 料：5,000 円　
■受講資格：音大受験を目指す高校生・または大学生以上

＊課題曲（以下から１曲選択）
① F.David Konzertino （１楽章）
② E.Bozza  Ballade
③ A.Guilmant Concerto Piece 
④ E.Sachse Concertino

■受講時間：９:3０～11:00（30 分×３団体）
 【小ホール・展示室１・展示室２】
■受 講 料：1団体 3,000 円（先着 9 団体） ＊別途入場券が必要

■時　　間：午前９:30～11:00/午後13:00～13:45
 【視聴覚室・会議室２】
■受 講 料：45分 2,500 円

2017 年度吹奏楽コンクール課題曲をプロの先生がレッスンします。
現役音大生 3 名による模範演奏も !!

講師 今村　岳志（東京佼成ウインドオーケストラトロンボーン奏者）
 佐藤敬一朗（東京佼成ウインドオーケストラバストロンボーン奏者）
 東川　暁洋（藝大フィルハーモニアトロンボーン奏者）

トロンボーンアンサンブル同志の勝ち抜き戦！

復活 T-１バトル
プライベートレッスン（個人）

限定

８団体

■時　　間：13:0０～14:20
■参 加 料：1,000 円×人数
 ＊別途入場券が必要

■編　　成：トロンボーンのみの構成であれば何重奏でも！
■制限時間：予選３分／決勝５分
対戦毎の曲の変更可！ ただしメンバーの追加、入れ替えは不可！

審査員は演奏技術だけでなく、パフォーマンス！演奏の楽しさ！
コンビネーション！なども審査いたします。

■時　　間：９:30 ～10:00
■受 講 料：無料

ウォームUP講座

■時　　間：10:00 ～11:00

アマチュアコンサート

■時　　間：14:30 ～16:30

プロコンサート

■時　　間：９:30～14:30

楽器展示会

入賞者には豪華賞品も!!

参加団体
募集中

time 大ホール 小ホール・展示室１・２ ホワイエ 視聴覚室・会議室２

９:00 開場・受付
９:30開演

９:30 ウォームＵＰ講座
（ステージにて先着30名） 課題曲クリニック

90分間（１団体30分×３）

展示・試奏

プライベートレッスン
（１名45分間×２）10:00 コンサート（アマチュア）

出演団体募集中
11:00 スペシャルゲスト

清水真弓公開レッスン
11:40 「オーケストラと吹奏楽で活躍するトロンボーン！」

九州交響楽団・東京佼成ウインドオーケストラ
パートによるレクチャー・演奏

12:20 休憩 トワイライトTbカルテットに
よるデモンストレーション

13:00
復活！Ｔ-１バトル

展示・試奏

プライベートレッスン
（１名45分間）

休憩
14:30

コンサート（プロ・音大生）

16:30 参加者全員合奏
16:50 終演

国内外のトロンボーンやマウスピース・グッズが勢ぞろ
い!!マウスピース・楽器をご持参のうえ試奏しましょう！
（12：20頃にプロ奏者による楽器紹介があります。）

清水真弓氏のアルトトロンボーンソロからデュオ、カル
テット、最大30名の大編成アンサンブル！プロと音大
生による夢の競演!!

九州各地のアマチュアトロンボーングループによるコ
ンサートです。今年は午前中ですよ！

トワイライトトロンボーンカルテット廣田純一氏のアド
バイスを受けながらステージで一緒にウォーム
UPしましょう！どなたでも受講できます!

日頃の練習での悩みや上達方法をプロの先生が丁寧
に教えます！


