
 
 

♪ 練 習 日 程 ♪ 
 

回 日 時 場       所 

１ ３． ３(日) 

集合・準備 

１２：１０ 

調律開始 

１２：２０～ 

練習時間 

１２：２５～１８：２０ 

かつしかシンフォニーヒルズ 練習室１ 
03-5670-2222 

京成線「青砥」駅より徒歩５分 

京成線「立石」駅より徒歩７分 

【譜面台持参不要】 

２ ３．１７(日) 

集合・準備 

１２：００ 

調律開始 

１２：１０～ 

練習時間 

１２：１５～１７：４０ 

【パート練習あり】 

杉並公会堂 グランサロン 
03-3220-0401 

ＪＲ中央線・東京メトロ丸ノ内線「荻窪」

駅北口より徒歩７分 

【譜面台持参】 

３ 3．３１(日) 

集合・準備 

１２：５０ 

調律開始 

１３：００～ 

練習時間 

１３：０５～１７：１５ 

深川江戸資料館 レクホール 
03-3630-8625 

都営地下鉄大江戸線・東京メトロ半蔵門線

「清澄白河」駅より徒歩３分 

【譜面台持参】 

４ ４．１４(日) 

集合・準備 

１２：５０ 

調律開始 

１３：００～ 

練習時間 

１３：０５～１７：１５ 

深川江戸資料館 レクホール 
03-3630-8625 

都営地下鉄大江戸線・東京メトロ半蔵門線

「清澄白河」駅より徒歩３分 

【譜面台持参】 

５ ４．２８(日) 

集合・準備 

１２：１０ 

調律開始 

１２：２０～ 

練習時間 

１２：２５～１８：２０ 

かつしかシンフォニーヒルズ 練習室１ 
03-5670-2222 

京成線「青砥」駅より徒歩５分 

京成線「立石」駅より徒歩７分 

【譜面台持参不要】 

６ ４．２９(祝) 

集合・準備 

１２：１０ 

調律開始 

１２：２０～ 

練習時間 

１２：２５～１８：２０ 

【パート練習あり】 

かつしかシンフォニーヒルズ 練習室１ 
03-5670-2222 

京成線「青砥」駅より徒歩５分 

京成線「立石」駅より徒歩７分 

【譜面台持参不要】 



７ ５．１２(日) 

集合・準備 

１２：００ 

調律開始 

１２：１０～ 

練習時間 

１２：１５～１７：４０ 

【パート練習あり】 

杉並公会堂 グランサロン 
03-3220-0401 

ＪＲ中央線・東京メトロ丸ノ内線「荻窪」

駅北口より徒歩７分 

【譜面台持参】 

８ ５．２６(日) 

集合・準備 

１２：５０ 

調律開始 

１３：００～ 

練習時間 

１３：０５～１６：１５ 

板橋区立文化会館 リハーサル室 
03-3579-2222 

東武東上線・大山駅より徒歩３分 

都営三田線・板橋区役所前駅より徒歩 7 分 

【譜面台持参】 

９ ６． ８(土) 

集合・準備 

１２：５０ 

調律開始 

１３：００～ 

練習時間 

１３：０５～１７：１５ 

砂町文化センター サブレクホール 
03-3640-1751 

都営新宿線「西大島」駅より 

都バス都 07 系統「門前仲町」 

都バス亀 29 系統「なぎさニュータウン」 

都バス両 28 系統「葛西橋（江戸川車庫）」

行き 

「北砂二丁目」下車徒歩１０分 他 

【譜面台持参】 

１０ ６．２３(日) 

集合・準備 

１２：５０ 

調律開始 

１３：００～ 

練習時間 

１３：０５～１７：１５ 

砂町文化センター サブレクホール 
03-3640-1751 

都営新宿線「西大島」駅より 

都バス都 07 系統「門前仲町」 

都バス亀 29 系統「なぎさニュータウン」 

都バス両 28 系統「葛西橋（江戸川車庫）」

行き 

「北砂二丁目」下車徒歩１０分 他 

【譜面台持参】 

１１ ７． ６(土) 

集合・準備 

９：４５ 

調律開始 

９：５５～ 

練習時間 

１０：００～１７：１５ 

深川江戸資料館 レクホール 
03-3630-8625 

都営地下鉄大江戸線・東京メトロ半蔵門線

「清澄白河」駅より徒歩３分 

【譜面台持参】 

１２ ７． ７(日) 

集合・準備 

１２：００ 

調律開始 

１２：１０～ 

練習時間 

１２：１５～１8：２０ 

かつしかシンフォニーヒルズ 練習室１ 
03-5670-2222 

京成線「青砥」駅より徒歩５分 

京成線「立石」駅より徒歩７分 

【譜面台持参不要】 

１３ ７．１３(土) 

集合・準備 

９：４５ 

調律開始 

９：５５～ 

練習時間 

１０：００～１７：１５ 

深川江戸資料館 レクホール 

03-3630-8625 

都営地下鉄大江戸線・東京メトロ半蔵門線

「清澄白河」駅より徒歩３分 

【譜面台持参】 



１４ ７．２１(日) 

集合・準備 

９：４５ 

調律開始 

９：５５～ 

練習時間 

１０：００～１７：１５ 

砂町文化センター サブレクホール 
03-3640-1751 

都営新宿線「西大島」駅より 

都バス都 07 系統「門前仲町」 

都バス亀 29 系統「なぎさニュータウン」 

都バス両 28 系統「葛西橋（江戸川車庫）」

行き 

「北砂二丁目」下車徒歩１０分 他 

【譜面台持参】 

１５ ７．２７(土) 

集合・準備 

９：４５ 

調律開始 

９：５５～ 

練習時間 

１０：００～１７：１５ 

深川江戸資料館 レクホール 
03-3630-8625 

都営地下鉄大江戸線・東京メトロ半蔵門線

「清澄白河」駅より徒歩３分 

【譜面台持参】 

１６ ８． ３(土) 

集合・準備 

９：４５ 

調律開始 

９：５５～ 

練習時間 

１０：００～１６：４０ 

ハミングホール（東大和市民会館） 小ホール 

042-590-4411 

ＪＲ中央線「立川」駅北口より東村山駅・

イオンモール・南街・芝中団地行きバスで

「南街入口」下車徒歩 2 分 

西武拝島線「東大和市」駅より徒歩７分 

【譜面台持参】 

１７ ８． ４(日) 

集合・準備 

９：４５ 

調律開始 

９：５５～ 

練習時間 

１０：００～１６：４０ 

ハミングホール（東大和市民会館） 小ホール 

042-590-4411 

ＪＲ中央線「立川」駅北口より東村山駅・

イオンモール・南街・芝中団地行きバスで

「南街入口」下車徒歩 2 分 

西武拝島線「東大和市」駅より徒歩７分 

【譜面台持参】 

１８ 

８．１０(土) 

｜ 

１２(月・祝) 

夏合宿 
岩井「川きん」にて 

（詳細は合宿係から発表があります。） 

１９ ８．１７(土) 

集合・準備 

９：４５ 

調律開始 

９：５５～ 

練習時間 

１０：００～１８：２０ 

保谷こもれびホール 小ホール 
042-421-1919 

西武池袋線「保谷」駅南口より徒歩 15 分 

他 

【譜面台持参】 

２０ ８．１８(日) 

集合・準備 

９：４５ 

調律開始 

９：５５～ 

練習時間 

１０：００～１６：４０ 

保谷こもれびホール 小ホール 
042-421-1919 

西武池袋線「保谷」駅南口より徒歩 15 分 

他 

【譜面台持参】 

 ８．２４ (土) 開場１７：００ 開演１７：３０ 

かつしかシンフォニーヒルズ モーツァルトホール 



 

♪【譜面台持参】の記載がある日は、譜面台の持参をお願いします。 

♪合奏及びパート練習の練習場・練習時間は、変更になる場合があります。 

直前のメール等での連絡に注意しましょう。 

♪合奏等練習時間以外の時間帯は、パート・分奏練習・個人練習（自由）・食事等の時間です。 

パート・分奏練習については、各パートトップの指示に従って下さい。 

♪４月２８日と２９日、８月３日と４日、８月１７日と１８日に連続で練習に参加される方は、１日

目に楽器や荷物（貴重品以外）を練習場に置いておくこともできます。（ただし、管理は自己責任と

なります） 

♪下記の方々に練習場の申し込みにご協力いただきました。ありがとうございました！（敬称略） 

安藤 啓司  市川 文子  鵜澤 由佳  川崎江利子  小山 菜摘  武井 昭博 

山下 大輔  岡崎 美恵 


