アートピア・ウインドアンサンブル・アカデミー募集要項 【第 3 期 2019.2-2019.6】

■曲

目
【初級（管楽器ビギナー）クラス】オープニング曲

■募集人数 １２０名程度（各コース ６０名募集）
【初級クラス】
■対

象 【初級コース】
小学４年生～高校３年生
【中・上級コース】 小学４年生～高校３年生
【指導者コース】

■募集楽器

大学生～２９歳まで
愛知県内のウインドアンサンブル及び吹奏楽指導者など

【中・上級コース】

＊楽器・譜面台は各自でご用意ください。打楽器はスティックをご用意ください。
＊記載以外の楽器の募集はありません。

【ビギナークラス】
フルート・サックス・トランペット・トロンボーン・打楽器（スネアドラム）
【初級クラス／中・上級コース】
フルート・オーボエ・ファゴット・クラリネット・サックス・
トランペット・ホルン・トロンボーン・ユーフォニアム・テューバ・
コントラバス・打楽器

■スケジュール

［レッスンスケジュール］
2/16(土) 【初級クラス／中・上級コース】
ホルン・クラリネット・コントラバス・・・・・・・・・・
フルート・サックス・テューバ・・・・・・・・・・・・・
【ビギナークラス】
フルート・サックス・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2/17(日) 【初級クラス／中・上級コース】
オーボエ・ファゴット・ユーフォニアム・・・・・・・・・
トランペット・トロンボーン・打楽器・・・・・・・・・・
【ビギナークラス】
トランペット・トロンボーン・打楽器・・・・・・・・・・

＊初級コースおよび中・上級コースには、6/2 公演チケット 1 枚と 6/1 名古屋アカデミックウインズ公演 1 枚の
チケット代が含まれます。（指導者コースは対象外です）
＊お支払いいただいた参加費はいかなる場合においても返金いたしません。あらかじめご了承ください。
＊2019 年 2 月時点で小学 6 年生、中学・高校 3 年生に該当する方は、『４月以降参加費 11,000 円』にて
参加が可能です。上記以外の学年の方は対象外です。また、ビギナークラスの募集はありません。

参加費 16,000 円

Ⅰ．ビギナークラス ＜楽器経験なし～１年未満の小学生＞

＊曲目・スケジュールは都合により変更となる場合があります

［開校式・パート分け・音出し］
2/ 3(日) 開校式・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13:00～
初級クラス／中・上級コース・・・・・・・・・・・・・・・・ 13:30～16:00
ビギナークラス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13:30～14:30

■参加費・内容

◇初級コース

歌劇「リブシェ」よりファンファーレ（B.スメタナ/V.ネリベル）
アパラチアン序曲（J.バーンズ）
アイリッシュ・チューン（P.A.グレンジャー）
マウスピース・マニア（W.S.マホーン）
スノー・フレイク・ダンシング（A.ボイセン Jr.）
アルヴァマー序曲（J.バーンズ）
シェルタリング・スカイ（J.マッキー）
雲を越えて、空の彼方へ！（R.L.ソーシード）
リンカンシャーの花束（P.A.グレンジャー）

※中学生以上の参加は事前にご相談ください

▷ 楽器が演奏できることが目標。楽器の基礎を学ぶクラスです

3/16(土)

A.管楽器ビギナー〔フルート・サックス・トランペット・トロンボーン〕
▷ 頑張って曲が吹けるようになれば、６月のコンサートオープニング曲に参加できるかも

3/17(日)

※楽器は各自でご用意ください。管楽器ビギナーの募集楽器は上記の４種類です

B.打楽器ビギナー

4/14(日)

初級クラス〈合奏〉／ビギナークラス・・・・・10:30～12:30
中・上級コース〈合奏〉
・・・・・・・・・・・ 13:30～15:30

5/12(日)

初級クラス〈合奏〉／ビギナークラス・・・・・10:30～13:30
中・上級コース〈合奏〉
・・・・・・・・・・・ 14:30～17:30

▷ 打楽器の基礎をしっかり学びたい人はこのクラス。専門の講師が丁寧に指導します
※スネアドラム（小太鼓）用スティックをご用意ください。練習用パッド、スネアドラムをお持ちの方は

木管セクション(ﾌﾙｰﾄ･ｵｰﾎﾞｴ･ﾌｧｺﾞｯﾄ･ｸﾗﾘﾈｯﾄ･ｻｯｸｽ) ・・・・・・
金管セクション(ﾄﾗﾝﾍﾟｯﾄ･ﾎﾙﾝ･ﾄﾛﾝﾎﾞｰﾝ･ﾕｰﾌｫﾆｱﾑ･ﾃｭｰﾊﾞ･ｺﾝﾄﾗﾊﾞｽ)
ビギナークラス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
打楽器セクション・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ご持参ください

10:00～13:00
14:00～17:00
10:00～13:00
10:00～13:00
14:00～17:00
10:00～13:00
10:00～13:00
14:00～17:00
10:00～13:00
14:00～17:00

※打楽器ビギナーはコンサートへの参加はありません

6/ 2(日)

Ⅱ．初級クラス ＜楽器経験１～２年程度＞ 参加費 16,000 円

◇中・上級コース ＜楽器を始めて２年以上＞ 参加費 16,000 円

※チケットノルマはありませんが販売協力をお願いします
※コンサート出演のないビギナー参加者は、G.P.～本番を見学できます

▷ 演奏力・合奏力のアップを目指す、経験者向けのコースです。将来に向けての第一歩。
一緒に音楽を楽しみましょう！

■その他

◇指導者コース 参加費 6,000 円

○交通費などは各自でご負担ください
○お休みされる場合は必ずご連絡ください。途中で参加できなくなった場合も同様にお願いします
○何かご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合せください♪

▷全てのレッスンの見学と演奏曲目のスコアが含まれます
師

【仲田 守】

合奏・指揮：

仲 田

9:00～17:00 予定

「アートピア・ウインドアンサンブル・アカデミー第３回演奏会」
開場 13:30
開演 14:00／入場料 一般 1,000 円、高校生以下 900 円
リハーサル(G.P.) 10:00～12:00

▷ 楽譜が読めて、音が出せる人はこのコース。みんなで６月のコンサートを目指します

■講

コンサート・・・・・・・・・・・・・・・・・

守

1953 年岡山県生まれ。13 歳でサキソフォンと出会い、
日本ジャズ界の草分け的な存在であった前野港造氏か
ら手ほどきを受ける。その後冨岡和男、阪口新両氏に師
事。東京芸術大学卒業後、同大学院修了。NHK 新人演奏
会出演、日本演奏連盟新人賞受賞。在学中に師である冨
岡和男氏らとキャロルロゾーを結成、2000 年まで在籍
し、サキソフォン 4 重奏曲団の先駆者として多くの作
品を日本初演する。また民音室内楽コンクールにおい
て 2 度にわたり上位入賞を果たす。大学院修了と同時
に東京佼成ウインドオーケストラ入団、テナーサキソ
フォン奏者として 2014 年まで在籍。その評価は高く在
京オーケストラへの客演の他、カラヤン指揮ベルリン
フィルハーモニー日本公演のラヴェル「ボレロ」のソリ
ストとして招かれる。近年はクラシック以外のミュー
ジシャンとの協演、吹奏楽作品の編曲、コンサートの企
画、CD 制作、指揮と活動の幅を広げている。

楽器レッスン：

名古屋アカデミックウインズメンバー

【名古屋アカデミックウインズ】

2010 年 3 月結成。常任指揮者仲田守氏（元東京佼成
ウインドオーケストラテナーサキソフォン奏者）と共
に JWECC2010(日本管楽合奏指揮者会議)メインコン
サートに出演、D.マスランカ「サクソフォン協奏曲(雲
井雅人氏独奏)」の伴奏をつとめたことが契機となっ
た。その名の示す通り、ウィンドアンサンブルレパー
トリーの研究、開発、演奏スタイルの確立、高い技術、
音楽性の追求を目的とする、今までにない、はっきり
とした方向性を持った団体である。
メンバーは、中部圏で活躍する若手中堅管楽器奏者を
中心に、ベテラン、音楽大学生を交えた幅広い年齢構
成からなるが、研究機関としての活動だけに留まら
ず、プロフェッショナルバンドとして、演奏活動にも
2
積極的に取り組んでいる。

裏面に申込書・問い合わせ先などがあります
3

主催 名古屋アカデミックウインズ、

後援

愛知県吹奏楽連盟

2018-19

アートピア・ウインドアンサンブル・アカデミー

申込書

フリガナ

姓

名

学

年

性

男

・

女

年

齢
歳

学校名（団体名）【任意】
〒（

住

別

ー

）

所

＠

メールアドレス

※開講後は連絡用メールグループを通じて各種連絡を行います。わかりやすく正確にご記入ください。

電話番号
その他
電話番号【任意】
保護者サイン
【未成年は必須】
過去のアカデミー
参加回数

希望コース
※1つのみ選択可

FAX【任意】

はじめて
初級クラス ・
管楽器ビギナー

・

1回目

中･上級コース ・
・ 打楽器ビギナー

・
・

2回目

・

3回目

指導者コース

♪指導者コース以外は下の欄にご記入ください♪
※「所有楽器」及び「演奏楽器」は＜楽器リスト＞からお選びください。

所有楽器
※複数選択可

演奏楽器
※1つのみ選択可
所有楽器と同じであれば「同上」とご記入ください。

演奏年数
年

備

＜楽器リスト＞
フルート
ピッコロ
オーボエ
ファゴット
クラリネット
バスクラリネット
アルトサックス
テナーサックス

バリトンサックス
ホルン
トランペット
トロンボーン
ユーフォニアム
テューバ
コントラバス
打楽器

考

メールまたは窓口
申込方法

応募締切

申込・問合先

※未成年は、保護者の方のご了解を得た上でお申込みください。
＊参加費のお支払いはお振込となります。
振込手数料はご負担ください。
＊締切以降2週間以内に、手続きに関する案内等を郵送いたします。
1月28日（月）までにお支払いください。

平成31年1月10日（木）

※4月以降参加
（それ以降はお問い合わせください）

4月8日（月）

申込フォームからカンタン登録♪

〒460-0008
名古屋市中区栄三丁目18番1号 ナディアパーク 8階
名古屋市青少年文化センター
「アートピア・ウインドアンサンブル・アカデミー」係
TEL 052-265-2088
受付 9：00～20：00

FAX 052-265-2187
メール yc@bunka758.or.jp
♪［アートピア］で検索♪

（休館日：火曜日、火曜日が祝日の場合は翌平日が休館日になります）
この印刷物は古紙パルプを含む再生紙を使用しています。

