第13回

宮崎トロンボーン

フェスティバル in のべおか
5/5

延岡総合文化センター（大ホール 他）

2 018

土

▲

9:30
（開場）10:00
（開演） 16:45
（終演）

【 こ ど も の 日 】

チャレンジ

新企画

（当日2,000円）／一般 2,000円
（当日2,500円）
入場 料 学生（高校生以下）1,500円

大学生・一般奏者募集!! 目標倍管40名！

（第12回プロコン演奏曲）G.ホルスト作曲 / 今村岳志編曲「第1組曲」トロンボーン20重奏）

プロ・音大生による
「猫の組曲」C.ヘイゼル作曲/今村岳志編曲

（トロンボーン16重奏）

「T‑ 1バトル」 出演団体募集！

トロンボーン2名以上の演奏なら
真面目・演出あり・お笑い？全てOK！
審査員のハートを掴むのはどっち？

2018年吹奏楽コンクール課題曲クリニック
（限定９団体）

東京佼成ウインドオーケストラメンバーら一流講師の指導と音大生による模範演奏付き！

トワイライト・トロンボーンカルテット

Special Guest

今村

岳志／東川 暁洋／廣田 純一／佐藤敬一朗

ソリスト（トロンボーン）

若狭 和良

©Takuyuki Saito

郡 恭一郎

WAKASA KAZUYOSHI

エリザベト音 楽 大 学を卒 業 後、フランスに渡りG・
Milliere、J・Maugerのもとで研鑽を積み、パリ音楽
院（CNR）superieurを経て、perfectionment科を
審査員全員一致の１等賞、パリ15区音楽院を１等賞で
終了する。帰国後、第14回日本管打楽器コンクールで
第２位受賞。2000年から2005年まで東京交響楽団
首席トロンボーン奏者を務める。現在エリザベト音楽
大学准教授。

（シエナ・ウィンド・オーケストラ）

宮崎市出身。
桐朋学園大卒。第１回日本トロンボーンコンペティション四重奏部
門第１位。昭和音大、国立音楽院、各講師。日本トロンボーン協会理
事 。シエナ・ウ インド・オー ケストラ 団 員 。C D「 ブ ラ ジリア 」
「Special」をリリース。トロンボーン教本をヤマハより発刊。ウイ
リーズより自身モデルのマウスピース「K2」が発売中。

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!!

富山 里紗

（ピアノ）

宮崎県出身。
大分県立芸術文化短期大学、
同専攻科を経て洗足学園音楽大学に
編入、優秀賞を受賞し卒業。1998年、宮崎県高等学校独唱独奏コ
ンクール・ピアノ部門グランプリ。
同年、
九州高等学校音楽コンクー
ル・ピアノ部門金賞。2004年、宮崎ピアノコンクール・大学一般部
門最優秀賞。
現在は、
ソロや伴奏などの演奏活動を行っている。

♪ 山田 善裕（鹿児島国際大学講師） ♪ 江田 雅哉（福岡県） ♪ 武蔵野音楽大学トロンボーンカルテット「Mamma Mia!」（東京都）
♪ SLIDE FOUR NOTS（福岡県） ♪ 田代 泰地（福岡県） ♪ 野見山 徳（福岡県）
♪ エリザベト音楽大学「エリザベトトロンボーン ラボ」（広島県）
他フリーランス・トロンボーン奏者多数

第13回

宮崎トロンボーンフェスティバル in のべおか
昨秋宮崎市で開催した

勉強になること間違いなし！

「トロンボーンの集い」の感動をもう一度！
チャレンジ企画

2018 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!!

（参加対 象：大学生・一 般、前日リハに参加出来る方）

■受講時間：10:4０〜 12:10（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

参加料無料（入場券 必要）
◆リハーサル ５月４日（金）
■時 間：19:00〜20:30 ■場 所：延岡総合文化センター（大ホール）
◆本

課題曲クリニック

番 ５月５日（土）

講師

■時 間：14:00（当日リハの可能性があります）

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！

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。

＊別途入場券が必要

time

プライベートレッスン（個人）

限定

復活 T -１バトル

■時
間：10:3０〜 12:00
■参 加 料：1,000 円 × 人数

８団体

入賞者には豪華賞品も!!

■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！

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

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！
■時
間：午前 10:40 〜 12:10/ 午後 13:00 〜 13:45
【視聴覚室・会議室２】
■受 講 料：45 分 2,500 円

ウォームUP講座
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!
先着
■時
間：10:00 〜 10:30
30名
■受 講 料：無料

開場・受付
９:30

開演

10:00

ウォームＵＰ講座
（ステージにて先着30名）

10:30

Ｔ - １バトル
出演団体募集中

アマチュアコンサート
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。
展示・試奏
課題曲クリニック
90分間
（１団体30分×３）

プライベートレッスン
（１名45分間×２）

■時

12:00

休憩
13:00

14:00

間：13:00 〜 14:20

プライベートレッスン
（１名45分間）

若狭和良氏のトロンボーンソロから大編成アンサンブ
ルまで！プロと音大生による夢の競演!!
■時

展示・試奏

間：14:30 〜 16:30

ホルスト作曲 / 今村岳志編曲「第一組曲」より
14:20
14:30

16:30
16:45

参加団体
募集中

プロコンサート
協賛各社デモンストレーション

アマコン
出演団体募集中
一般参加者者合奏

先着

9 団体

楽器展示会

休憩

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。）

プロコン
参加者全員合奏
終演

■時

間：９:30〜14:30

各企画へのお申し込みについて
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。

■お問い合わせ先

宮崎トロンボーン協会ホームページ

検索

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

事務局［古川］ 〒8 82- 0 8 41 延岡市大 瀬町３丁目４番 地８

TEL 090-9721-3988 FAX 0982-32-3131
E-mail trombone̲festival2006@yahoo.co.jp

フィナーレは全員合奏です！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
■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

宮崎トロンボーンフェスティバル

チケット取扱
■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

