
 
第２回	 全国・市民トロンボーンアンサンブルフォーラム  

◆	 趣旨 
    本フォーラムは、各地で活発な活動を展開している市民トロンボーンアンサンブル団体が、口頭に 
  よる活動報告とアンサンブルの演奏発表を通して、円滑な運営ノウハウや音楽的質の向上のための 
  情報を共有します。 
 
◆	 開催期日・日程 
    2016年 11月 26日（土）、27日（日） 
    11月 26日（土）13:00~18:30トロンボーン EXPO（一般公開） 
	 	 	   	 	 	 	 	   13:30自由アンサンブル会 
	 	 	               16:00全体合奏リハーサル 
	 	 	               17:00シンポジウム 
	 	 	               19:30懇親会（駿河健康ランド） 
    11月 27日（日） 9:00~13:00トロンボーン EXPO（一般公開） 
	 	 	 	              9:20各団体リハーサル 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 12:00 全体合奏リハーサル 
	 	 	 	             13:00トロンボーンコンサート（一般公開） 
	 	 	 	             16:30解散 
◆	 開催会場 

清水ふれあいホール（清水庁舎議場跡）  静岡県静岡市清水区旭町６番８号（清水庁舎３階） 
 
◆	 内容  
  ①	 自由アンサンブル会（２６日	 13:30から 16:00） 
	   自由参加のアンサンブル練習会です。普段はなかなか演奏できないような大編成や、一度も    
    音を出したことのない楽譜など、持ち寄った楽譜を初めて出会う仲間と演奏してみます。楽曲情報 
    や演奏情報が飛び交う即席アンサンブル、刺激的な時間です。 
  ②	 シンポジウム（２６日	 17:00から 18:30） 
	     各団体の活動内容や運営方法について報告いただき、情報共有して、円滑な運営や質の向上のた  
    めの参考にしていただきます。共通の問題について、意見交換なども行います。 
  ③	 懇親会（２６日	 19:30から 21:30） 
    参加者、協賛企業、運営スタッフなど、本フォーラムに集結したメンバーでの懇親会です。 
	 	 別会場、駿河健康ランドにて行います。自由参加です。 
     ＜参加費＞ 健康ランド宿泊者	 一人 5,080円。 
	 	 	 	 	       健康ランドに宿泊しない方	 一人 5,080円＋1,080円（入館料）＝6,160円 
	 ④	 トロンボーン EXPO（２６日 13:00から 18:30	 ２７日 9:00から 13:00） 
    トロンボーン愛好家なら誰もが気になる EXPOは、本フォーラムの協賛企業 13社による、楽器や 
    マウスピース、グッズ等、小物等の展示会です。最新情報満載。試奏も可能です。  
  ⑤	 トロンボーンアンサンブルコンサート（２７日	 13:00から 16:00） 
    参加トロンボーンアンサンブル団体が、コンサート形式で個性的な演奏を披露します。5重奏以上	 	  
	 	 は 15分以内、4重奏以下は 5分以内の持ち時間でエントリーいただきます。コンサートの最後は、 
    参加者全員による合奏を披露します。昨年 2015年は、≪信濃の国≫と≪76本のトロンボーン≫ 
    を演奏しました。 

第４回	 全国・市民トロンボーンアンサンブル・フォーラム	 出演者募集要項	 



◆	 参	 加	 料	 

  	 本フォーラムには、団体としての参加の他、個人でも参加いただけますが、事前申し込みが必要に 
	 なります。参加料はいずれも一名につき 2,000円、 26日の懇親会参加費 5,080円或は 6,160円（自 
	 由参加）がかかります。会場までの交通費や、宿泊料は自己負担です。 
	 なお、コンサート出演者には 27日の昼食（お弁当）を提供いたします。 
◆	 宿泊について 

懇親会会場の駿河健康ランド（静岡県静岡市清水区興津東町 1234	 TEL054-369-6111）に宿泊が 
	 可能です。宿泊費はシングル 6,110円、ツイン 10,800円、その他お一人 4,500円~5,000円程で３~ 
	 ５名宿泊出来る和室もあります。朝食バイキングは別途 1,080円（税込み）また、お一人、150円の 
	 入湯税がかかりますので、ご了承ください。現地清算でお願い致します。 
	 	 申し込みは事務局で行いますので、希望者は実行委員会までご連絡ください。 
	 なお、和室は部屋数に限りがありますので、ご了承いただきますようお願い致します。 
 
  	 駿河健康ランド………天然温泉、露天風呂あり、各種マッサージ、充実の飲食店、そして駿河湾 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 に面した立地の宿泊施設です。是非、日頃の疲れを癒していただき、ゆった 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 りとお風呂をお楽しみください。 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 （健康ランド HP	 www.kur-hotel.co.jp/suruga/	 ）	 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

フォーラム参加申し込み	 
	 	 ①下記サイト申し込みフォームより、お名前・ご連絡先などの情報をお知らせください。 
	 	 ②事務局からの返信をもって、お申し込み受付完了となります。※返信が３日無い場合は再度ご連絡ください。 
	 	 ③参加費及び懇親会費を、10月 31日（月）までに指定口座へ振込をお願いします。 
	 	 ④事務局からの振込確認メールをもって、申し込み完了とさせていただきます。 
	 	 ⑤11月 19日以降のキャンセルは、キャンセル料 2,000円が発生いたします。あらかじめご了承ください。 
	 	 ⑥全体合奏参加（27日）ご希望の方には、楽譜のダウンロード方法などをお知らせします。 
	 	 	 	 	 	 	 	  
コンサート・エントリー	 
	 	     団体でのコンサート（27日 13:00~）出演は下記の要領でエントリーしてください。 
	 	     5重奏以上の団体は 15分以内、4重奏以下は 5分程度の演奏発表とさせていただきます。 

※ 個人参加の場合は全体合奏のみの出演になります。 
 

【エントリー期間】2016年 9月 1日(木)～9月 30日(金)	 第 1次締め切り 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 第 1次締め切りで枠に空きがあった場合のみ、応募を 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 最長 10月 31日（月）まで延長します。	  
【エントリー方法】下記内容について事前にご確認ください。 

	 	 	 	 	 １	 参加団体名（団体参加のみ必須） 
	 	 	 	  ２	 団体代表者／個人参加者氏名・住所・電話番号・PCアドレス 
	 	 	 	 ３	 到着予定日時、交通手段 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ４	 参加人数、メンバー氏名 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 （団体でエントリーの場合、個人の参加申し込みは必要ありません。） 

	 	 	 	  ５	 演奏曲、作曲者名（コンサート参加団体のみ必須）	 	  
	 	 	 	  ６	 演奏時間（コンサート参加団体のみ必須） 
	 	 	 	  ７	 懇親会の参加希望 
	 	 	 	  ８	 駿河健康ランドへの宿泊希望 
 

	 	 	 	 	 	 	 	 インターネット申し込み	 	 http://tbforum.jimdo.com 
           	 	 お問い合わせ	 	 	 	 	 tbforum.info@gmail.com 

 

※ ご記入いただいた個人情報は、本フォーラムの連絡調整にのみ使用し、その他の目的では使用いたしません。 

 



◆	 参加料及び懇親会参加費振込先 
ゆうちょ銀行もしくは郵便局で手続きする場合はこちら 
	 ゆうちょ総合口座（旧ぱるる口座） 
【記号番号】１１１５０̶１３８４０８１  
【口座名義】全国・市民トロンボーンアンサンブル・フォーラム実行委員会  
 
他銀行から振込の場合はこちら 
【銀 行 名】ゆうちょ銀行  
【店	 	 名】一一八	 （読み	 イチイチハチ） 
【店	 	 番】１１８  
【預金種目】普通貯金  
【口座番号】０１３８４０８  
【口座名義】ゼンコク・シミントロンボーンアンサンブル・フォーラムジッコウイインカイ  
 
	 	 	 	 振込は参加者ご本人のお名前で、振込手数料は参加者ご負担にてお願い致します。 
	 	 	 	 団体参加の場合は、団体名または団体代表者名でまとめてお振込ください。 
	 	 	 	 振込明細書をもって領収書発行に代えさせていただきます。 
	 	 	 	 お振込確認メールを３日以内に送信致します。 
	 	 	 	 メールが届かない場合には、お手数ですが「お問い合わせ」よりご連絡ください。 


