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アカデミーアカデミー※両日開催※両日開催

東京都北区西ヶ原1-23-3
電話（03）3910-16512014年3月8日（土）～9日（日） 滝野川会館

第16回第16回

主催：日本トロンボーン協会／共催：公益財団法人北区文化振興財団・東京都北区

トロンボーン・アカデミー＆
フェスティバル

トロンボーン・アカデミー＆
フェスティバル

後援 ： ㈱音楽之友社「バンドジャーナル」／東京都北区教育委員会／東京都吹奏楽連盟／（公社）日本アマチュアオーケストラ連盟／日本アマチュアブラスアンサンブル組織（ＮＡＢＥＯ）／パイパーズ
協賛 ： アカデミア・ミュージック㈱／㈲有明工業所／willie‘s Custom Brass／エネルギア㈱／お茶の水下倉楽器／㈱カジハララボ／管楽器専門店ダク／㈱黒澤楽器店／㈱グローバル／眞田貿易㈲／
㈱全音楽譜出版社／㈱ドルチェ楽器／野中貿易㈱／㈱ビュフェ・グループ・ジャパン／㈲福楽／BLAS-MUSIK アトリエモモ／㈱Brio／㈱ポーカロ・ライン／Music Leading WAVE／
㈱ヤマハミュージックジャパン アトリエ東京（以上予定）
第16回トロンボーン・アカデミー＆フェスティバル実行委員会 （実行委員長：加藤直明、副実行委員長：細谷道生）　　協力：日本トロンボ－ン協会学生連盟

今回からアカデミーの内容が大きく変わりました！ 一流講師陣に
よる個人レッスンが2日間で計80枠！ お申込は1枠からOK。
2枠以上の申込やアンサンブルでの受講も可能なので、この機会に色々な
講師のレッスンを体験することも！
※講師のスケジュールや最新の空き状況は協会ホームページでご確認ください。　http://www.jat-home.jp/

毎年恒例のトロンボーンの祭典「トロンボーンアカデミー＆フェスティバル」が今年も開催されます。
今回は「どちらか１日しか来られない」というご来場者の皆さまの要望に応え、アカデミーとフェスティバルを
２日間通しで並行開催。これまで以上に参加しやすくなりました ！

フェスティバルステージ
フェスティバルステージ

※両日開催※両日開催

● アマチュアからプロフェッショナルまで幅広い層を対象とした新たな
発表の場として「フェスティバルステージ」が新設されました！2日間で
計30団体が熱い演奏を繰り広げます。

● フェスティバルステージの演奏団体・個人を大募集！ 
一般学生や社会人はもちろん、音大生やプロも参加

ＯＫなので、今後の演奏活動のＰＲも可能です。お申込は1枠（15分）から最大4枠（1時間）まで。
（ホールを借りて演奏会を開くより安い！？）【締切】１月３１日（金）先着順  ※早めに締め切る場合があります

8日12時15分～12時45分　平成25年度総会
会員の皆さまはご出席をお願いします。

★第１１回Ｔ－１バトル*
目指せ日本一！  トロンボーンアンサンブルの頂上決戦！
（先着16チームで締め切ります。お申込はお早めに！）

★第３回ハイトーン選手権*
人はどこまで高い音を出せるのか？
トロンボーンによる超音波対決！
事前申込は不要。当日会場に直接お越しください。

★ＴＲＯＭＢＯＮＥ ＥＸＰＯ ２０１４  ～トロンボーン屋台村～*
国内外メーカーのトロンボーンや関連グッズが一堂に揃う展示会。
プロ奏者による楽器選定も！

★トロンボーンピースオブザイヤー作曲賞　演奏審査*
★名演奏を聴く会*
★日本トロンボーンコンペティションおよび
　日本トロンボーン学生音楽コンクール
　入賞者による披露演奏*
★各種レクチャーコーナー（両日開催）
　（ウォームアップ講座、課題曲攻略講座など）

申込
不要

ジャズやポップスのライヴシーンで活躍する
トロンボーン奏者４名で活動を続けている
「Jazz Trombone Quartet VOLTZ」。
ジャズ・ファンク・ボサノバ・ラテンなどレパート
リーは幅広く、リズムセクションが無くとも、その
グルーヴ感を表現する新感覚のアカペラJazz
トロンボーンアンサンブルの魅力をご堪能ください。

★スペシャルゲスト「Jazz Trombone Quartet VOLTZ」
　　　　　　　　　三塚知貴、川原聖仁、榎本裕介、朝里勝久 （8日19:00～予定）

入場料
※2日間通し

レッスン料（1枠45分）
※1人あたり

フェスティバルステージ
参加費（1枠15分）
※出演人数に関らず
Ｔ－１バトル出場料

※１人あたり

一般

3,000円

3,000円 

料金表 学生

2,000円

2,500円 

JAT会員
（一般）

3,000円

JAT会員
（学生）

2,500円

10,000円
（1枠につき入場券10枚進呈。追加購入の場合は割引あり） 

無料

1,000円

（JR京浜東北線 上中里駅徒歩7分、東京メトロ南北線 西ヶ原駅徒歩7分）

参加者
募集中！

（定員になり次第締切）

参加団体
募集中！

（2014/2/17締切）

参加団体
募集中！

（2014/1/31締切）

・ 会員（一般）１名がレッスン２枠を受講
　→入場料 0円＋レッスン3,000円×2枠 ＝ 6,000円
・ 非会員（学生）計２名がグループでレッスン１枠を受講
　→入場料 2,500円×2名＋レッスン2,500円×2名×1枠 ＝ 10,000円
・ 非会員（一般）計４名でＴ－１バトルに出場
　→入場料 3,000円×4名＋Ｔ－１バトル出場料1,000×4名 ＝16,000円
・ 非会員（一般）計４名でフェスティバルステージとＴ－１バトルに出場
　→入場料 3,000円×4名（但し進呈チケットが使えるため０円）
　　＋フェスティバルステージ参加費10,000円
　　＋Ｔ－１バトル出場料1,000×4名 ＝14,000円



フリガナ
お名前

※団体名の場合は
　代表者名

アカデミー
レッスン
受講者
記入欄

申込種別・枠数
※１枠４５分　何枠でもお申込頂けます

団体・個人名／編成
※トロンボーン以外の楽器が含まれていても可

予定曲目／作曲者名／演奏予定時間

出演希望日

希望枠数　※1枠15分　最大4枠　

（グループの場合）メンバー名
※受講する全員の名前を記入（別紙提出も可）

希望講師

メンバー名
※全員の名前を記入（別紙提出も可）

フェスティバル
ステージ
出演者
記入欄

T-1バトル
参加チーム
記入欄

ご住所

E-Mail

日本トロンボーン協会への
入会について

＠

※いずれかに✓チェック（新規入会希望者はJAT会員に✓チェック）
□一般　　□学生　　□ＪＡＴ会員（一般）　　□ＪＡＴ会員（学生）

________枚 ________枚

※いまなら入会金免除。会員になるとフェスティバル入場券は購入不要！

※トロンボーンのみの編成に限る

希望日

□入会する（個人）　　　　　　　□入会済み　　　　　　　□入会しない
□入会する（団体）　→　（団体名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 人数：　　　名）

個人計 計______枠→　受講楽器は？　□テナー／テナーバス　　□バス
グループ 計______枠

計______枠　　※２枠以上の場合→　連続　・　バラ　　・その他要望あり　　

□初日
□２日目

□ソロ→　□伴奏無し　　□伴奏有り
□アンサンブル（　　　　　　　　　重奏）

種別

□個人
□グループ枠

講師名

□　　　　　　　　　　　　先生
□誰でも良い第1希望

第1希望　□初日　□２日目　□どちらでも良い
第2希望　□初日　□２日目

一般________枚

学生________枚

チケット希望内訳
※10枚まで無料進呈
　11枚以上は割引精算

□初日
□２日目

□個人
□グループ枠

□　　　　　　　　　　　　先生
□誰でも良い第2希望

（会員番号：　　　　　－　　　　　）

－ －
－ －

〒　　　　　－

編成：＿＿＿＿＿重奏チーム名／編成

電話番号

FAX番号

! 日本トロンボーン協会入会のご案内
この機会に入会されると入会金（2,000円）は免除、アカデミー
も会員価格で受講できます。
また、会報誌ＪＡＴニュース（年4回）や各種コンサートの割
引など特典も多数。年会費は当日お支払い下さい。
※年会費：一般5,000円、学生3,000円、小中高生2,000円

※一般[　　]名　　学生[　　]名　　JAT会員（一般）[　　]名　　JAT会員（学生）[　　]名　

年齢_________歳

主催：日本トロンボーン協会／共催：財団法人北区文化振興財団・北区

※一般[　　]名　　学生[　　]名　　JAT会員（一般）[　　]名　　JAT会員（学生）[　　]名　

※一般[　　]名　　学生[　　]名　　JAT会員（一般）[　　]名　　JAT会員（学生）[　　]名　

曲目：　　　　　　　　　　　　　　　　　作曲者名：

時間：約_______分

※JATホームページに各講師の担当する日と
空き状況が掲載されていますので必ず確認
のうえ記入願います。

※同一講師でのレッスンは2コマまでです。
※時間帯はお選び頂くことができません。

出演者名
※ピアノ等の伴奏者も含めて、全員の名前を
記入（別紙提出も可）

※複数曲予定している場合、1曲のみ記入

※複数曲予定している場合、極力全て記入
（別紙提出も可）

枠数

予定曲目／作曲者名 曲目：　　　　　　　　　　　　　　　　　作曲者名：

■入場券のお求めは・・・
・ プロ アルテ ムジケ：０３－３９４３－６６７７
・ ローソンチケット：０５７０－000－407
・ 東京文化会館チケットサービス：０３－５６８５－０６５０　＊首都圏有名楽器店各店舗でも取り扱い中

■アカデミー・フェスティバルステージ・Ｔ－１バトルのお申込みは・・・
下記に必要事項を記入のうえ、日本トロンボーン協会事務局（プロ アルテ ムジケ内）へＦＡＸまたは郵送にてお申込ください。
日本トロンボーン協会ホームページの応募フォームからもお申込頂けます。（www.jat-home.jp）

ＦＡＸ：03-3943-6659（お問合せ電話番号：03-3943-6677  プロ アルテ ムジケ）
郵  送：〒112-0013 東京都文京区音羽1-20-14-5F  プロ アルテ ムジケ内 日本トロンボーン協会事務局
Web：ｗｗｗ．ｊａｔ-ｈｏｍｅ．ｊｐ

当日券もあります！

お申込日　20     年　　　月　　　日

会員は入場無料！
会員は入場無料！

日本トロンボーン協会
日本トロンボーン協会

★

★

★

★の項目はプロ
グラムに掲載
されます。

【注意】
・ アカデミーレッスン料は1人あたりの金額です。複数名で受講する場合は人数分のレッスン料がかかります。
・ アカデミーレッスンは１枠からお申込可能です。ただし同一講師による受講は２コマまでとします。
・ フェスティバルステージ参加費は、出演人数に関らず1枠10,000円となります。最大4枠まで申し込み可
（連続でもバラでもＯＫ）
・ フェスティバルステージ出演の場合は入場券が１０枚進呈されます。なお、追加購入を希望される場合は
割引があります。詳しくはプロアルテムジケ：03-3943-6677までお問い合わせください。

・ 非会員の方がアカデミーレッスンやフェスティバルステージ、Ｔ－１バトル出場される場合は入場券が別途
必要です。（ピアノ伴奏者などトロンボーン以外の出演者がいる場合も入場券が必要）ただし、フェスティバル
ステージ出演者は、進呈される入場券をご自身の入場券として使うこともできます。

・ レッスンやフェスティバルステージは、講師等の空き状況により、ご希望に沿えない場合があります。

←入場券購入
　希望枚数を記入


	トロンボーンフェスティバル20131023おもて2.pdf
	トロンボーンフェスティバル20131023うら.pdf

