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●レッスンのご案内 

１．クリニック概要       new  良くお読みください！！！ 

 

山形県の川西町を舞台に１９年目を迎えるクラシック音楽クリニック。 

今年は、各種プロ団体やコンクールなどの合格を目指す本格的な集中レッスン・マスタークラスが新設

されました。日本を代表する一流の講師陣がマンツーマンで徹底的に指導します。 

従来のクラスはそのまま設定され、修了コンサートでは、日本を代表する講師陣との共演の舞台が用意

されています。 

また、このクリニックの特徴は、アンサンブルや指導力の修得のために、受講者全員に混声合唱参加と

アウトリーチ活動が必須となります。（詳しくは下記１１．参照）オプションとしては絵画教室、身体

表現など将来の芸術活動に役立つ自己啓発項目が用意された、他に例を見ない充実したプログラムです。 

 

２．コース内容のご案内             【2017年に開かれるコース】 

【マスタークラス】  

クラリネット  『オーケストラマスタークラス』   

   講師  三界 秀実  （東京都交響楽団・首席奏者） 

   奨学金制度 

  特に成績優秀と認められた者に奨学金（8万円）が授与されます。 

 

   概要   プロのオーケストラで必要とされる技術・音楽を徹底的に学ぶ 

   定員   ６名（書類選考あり） 

   内容   ・グループレッスン 2時間×６回 

         （基礎講座、オーケストラスタディ：Peters 版を使用、モーツァルト

協奏曲：出版社自由、アンサンブル他） 

        ・個人レッスン   1時間×2回        

        ・ピアノ合わせ    

   条件   ・クリニック混声合唱の参加 

        ・修了コンサートでのソロ演奏（曲目自由、10分前後、講師による 

ピアノ伴奏付） 

        ・アウトリーチ活動への協力（スクールコンサートへの出演） 

   受講料  総額８万円（参加登録費 1万円を含む） 

※ 全日参加可能な方が優先されます。部分参加でも受講料は変わりません。 

 
 

 



 

【個人レッスン】     複数コース・同コースダブル受講可！ 

【アンサンブルレッスン】 

   内容   ・個人レッスン 各コース（下記参照）45分×３回 

         

        ・グループレッスン 1時間×６回    

          （各分野または全分野での公開レッスンや視聴会） 

        ・ピアノ／楽器合わせ  

 

条件   ・クリニック混声合唱の参加 

        ・修了コンサートでのソロ演奏 

        ・アウトリーチ活動への協力（スクールコンサートへの出演） 

 

   受講料    参加登録料１万円 ＋ 各コース受講料 

 

 

参加登録費1万円（各人） 

 

＋  

 

ソロレッスン        ※B・C・Dコースは修了コンサートで講師伴奏 

コース 内容 講師 

Aコース (３万円） ピアノソロ or伴奏曲 松川 儒(ピアノ)・三界晶子(ピアノ) 

Bコース (４万円） 声楽ソロ 

増田のり子(ソプラノ) 

市川和彦(テノール) 

青山貴(バリトン) 

Cコース (４万円) ヴァイオリンソロ 神谷未穂(ヴァイオリン) 18,19,21,22,23日 

Dコース (４万円) チェロソロ E.ジラール(チェロ) 18,19,21,22,23日 

   

 

 

アンサンブルレッスン  ※ E・G～I・Kコースは修了コンサートで各講師方と共演 

コース 内容 講師 

Eコース (４万円) ピアノコンチェルト(ソロの部分) 

※オケパート共演は講師 

松川 儒(ピアノ) 

三界晶子(ピアノ) 

Fコース (４万円) 連弾 or二台ピアノ 

※ピアノ二人で応募すること。左記の金額

は二人分の受講料 

松川 儒(ピアノ) 

三界晶子(ピアノ) 



 

Gコース（４万円） 器楽伴奏 

「器楽伴奏を学ぶピアニストのコース」 

※器楽パートは講師・曲目相談 

神谷未穂(ヴァイオリン) 

E.ジラール(チェロ) 

三界晶子(ピアノ) 

Hコース (５万円) ピアノトリオ（18,19,21,22,23日） 

「ピアノトリオを学ぶピアニストのコース」 

※弦楽器は講師・曲目は応相談 

神谷未穂(ヴァイオリン) 

E.ジラール(チェロ) 

三界晶子(ピアノ) 

Iコース (４万円) 声楽伴奏 

「歌曲伴奏を学ぶピアニストのコース」 

※声楽パートは講師・曲目は応相談 

増田のり子(ソプラノ) 

青山貴(バリトン) 

松川儒(ピアノ) 

Jコース (４万円) 

 

歌曲デュオ 

※「歌＋ピアノ」で組んで応募する事 

左記の金額は二人分の受講料 

松川儒(ピアノ) 

井坂 惠(メゾソプラノ) 

Kコース (５万円) 

 

 

オペラ二重唱・三重唱 

「重唱の１パートを学ぶコース」 

※共演者は講師・要相談 

→曲目は要事前応相談 

増田のり子(ソプラノ) 

井坂 惠(メゾソプラノ) 

市川和彦(テノール) 

青山貴(バリトン) 

 

曲目・曲数は無理ない範囲で自由にご用意ください。 

 

注１ 各自の都合による参加日数やレッスン回数に関わらず上記料金は変わりません。 

注2 クリニック期間内では3回のレッスンが都合で受講できない場合、特別に事前に東京で 

レッスンできる可能性もあります。事務局にご相談ください。 

（但し発表を川西町で行うことが条件です。） 

 

初心者、小中学生対象 【体験レッスン】 全2回 （1レッスン30分） 

ソロレッスン  あなたの1曲  ※初心者、小中学生のみ受講可  修了コンサートに参加できます。 

コース 内容 講師 

ピアノ(1万円) ピアノソロ 三界晶子 

声楽 (1万５千円) 声楽ソロ 増田のり子 

※体験レッスンのみの場合は、参加登録費はかかりません。 

 

３．合唱について    全５回 8/18(金) 19(土) 21(月) 22(火) 24(木)  

（各日19時半～21時）      受講生は全員参加必須です。  本番 8/26(土) 

 

 曲目；美女と野獣(A.メンケン曲)、海の声(島袋優曲)、このうるわしき大地に(ジョン・

ラター曲)他 

         ➽楽譜は現地でお渡しします。 



 

４．レッスン会場について  

１．川西町フレンドリープラザ    ２．ライブスペース JAM 

上記２か所で行われます。各間の移動は車で５分。自転車で１０分の距離です。 

レッスンスケジュールにより毎回異なるスタジオになります。ご了承ください。 

 

５．期間中のスケジュールに関して  

  基本的に以下のような予定が組まれています。 

   午前・午後   個人レッスン / スクールコンサート / 各OP   夜    混声合唱    

※期間中に学校コンサートや訪問コンサートの予定次第で随時変更があります。 

個人レッスン時間は初日オリエンテーション時に配布されます。  

６. 初日のオリエンテーションについて  

オリエンテーションは８月１8日１４時にＪＡＭで行われます。 

当日、皆様の荷物をクリニックにご協力くださる方々のご好意で運搬してくださいます。 

８月１8日・ＪＲ米坂線 羽前小松駅 １２時３８分着にあわせ運搬をお願いしました。 

【当日の流れ】 

羽前小松駅到着→荷物を所定の車に積む→徒歩でフレンドリープラザへ移動（５分）→ 

フレンドリープラザでレンタル自転車を受け取る→オリエンテーション会場（ＪＡＭ）へ。 

 

７．練習時間の割り当てについて  

クリニック期間中は、毎日の練習時間を最低 3、4 時間は確実にとることができます。またその他に残

った使用可能な練習時間の割り当ては、時間帯希望者が多数の場合は抽選の上決定させていただきます。

各日 夜間合同レッスンの前18:30にフレンドリープラザ会議室に集合の上、受講者全員で決定します

ので、ご協力お願いいたします。 

尚、練習室は、川西町フレンドリープラザ・農改センター・小松小学校・Jam・置賜農業高校・ 

生きがい交流館・小松幼稚園の各方面のご協力・ご好意により無料で提供してくださいます。 

各練習室の詳しいご案内は１４．練習場の紹介をご覧ください。 

 

８．クリニック修了コンサートについて  

 受講生全コース対象の修了コンサートです。8月26日(土)に午前・午後の2回が予定されています。 

出演日と出演順は講師により発表されます。会場は、フレンドリープラザロビーです。 

 コンサートでの発表曲数は、一人一曲は確定しておりますが、時間の都合上、受講したすべての曲目を

演奏することができません。選曲は各講師の先生方によってクリニック期間中に決定されますので、 

ご理解の程よろしくお願いいたします。コンサートはテレビ収録され、地元で放映される事もあります。 



 

 《注意事項》  

★ 本番前舞台リハーサル（GP）では、本番と同じ状態で行うようにお願いいたします。 

  服装は自由ですが、譜めくりの方も参加ください。 

★ 演奏の際の服装はフォーマルです。特に女性は基本的にドレスです。スーツやワンピースは   

不可です。 

★ ご自分が参加されない部のコンサートでは、皆様にコンサート進行上のお手伝いをお願い致します。

お客様の前に立つ仕事（案内・舞台の転換等）をお願いする場合もありますので、その場合の服装（白

黒または黒黒・コンサート進行にふさわしい服装）をご用意くださいますようお願いいたします。 

 

 

 

９．衣装と楽譜に関して    注意！！！ 

●衣装 

修了コンサートは舞台衣装で行います。男性はフォーマル、女性は基本的にドレスです。スーツや

ワンピースは不可です。 

また、各自が出演しないコンサートでは受付などのお手伝いをお願いするため、 

白黒また黒黒の受付やスタッフ衣装をお持ちください！靴も忘れずに！！ 

●楽譜  レッスン時の講師用に同じものをご用意下さい。（コピーの場合は製本済みの事） 

 

１０．聴講について  

   他受講者の各コース聴講は全て無料です。 

   この貴重な機会をぜひ有効活用しましょう！ 

     ※ ただし、各自事前に聴講する講師の先生の承諾を得ておくこと。 

 

 １１． アウトリーチ活動  スクール・訪問コンサートについて  

「クリニックと川西町の地域の方々との交流」をテーマに、受講生選抜による地元小中学校での 

出張コンサート・公の場でのコンサートが複数回予定されています。衣装も舞台衣装でお願いします。 

練習場所として提供していただいている小学校や他場所で30分～45分程度のミニコンサートを 

チームを組んで活動します。曲目と構成、トークはチームごとに決定し、事前リハーサルを行います。 

聴きにいらして戴ける方との交流、そして出演者にとっても企画から演奏までを自分たちで作りあげ

るという貴重な体験ができる機会です。訪問コンサートは毎年地元メディアが取り上げる話題の公演

です。詳細はクリニック期間前にお知らせできる予定です。 

 

 

 

 



 

１２．絵画教室について  ※オプション ８月２３日（水）１６時～１８時 

テーマ；「ココロのウチソトをカタチに描こう・色にしよう」 講師 出射 茂 

用意するもの ：画用紙、水彩絵の具、筆 

 

参加費  2,500円（用具をお持ちでない方には＋500円頂きます） 

 

１３．身体表現について  ※オプション ８月２２日（火）１７時～１８時 

 体操・エクササイズ・ダンスなど身体を鍛える人気講座 

   ～レッスンの集中力向上に効果抜群～     講師 中野 はるみ 

内容  音楽に合わせて運動、体操、フラダンスなどリクエストに応じます。 

参加費  1,000円        

 

１４.  練習場のご紹介    

●川西町フレンドリープラザ   山形県東置賜郡川西町大字上小松1037番地1 

☎0238-46-3311 FAX 0238-46-3313 

 設置のピアノ 主な使用 

スタジオ グランドピアノ2台 ソロ・アンサンブル 

楽屋A アップライトピアノ1台 ソロ・アンサンブル 

楽屋B アップライトピアノ1台 ソロ・アンサンブル 

楽屋C 電子ピアノ1台 声楽 

楽屋D  事務局 

ホール フルコンサートグランドピアノ1台 ソロ・アンサンブル 

会議室 電子ピアノ1台 クラリネット専用 

  フレンドリープラザ使用時間は21:15までとなっておりますので、21:15には片付けを終え 

完全撤収できるようにしてください。 

 

●ライブスペースJam   山形県東置賜郡川西町字上小松2992 

☎0238-42-4533  片倉さん 

 設置のピアノ 主な使用 

Jam グランドピアノ1台（電子ピアノ有） ソロ・アンサンブル 

 



 

●川西町立小松小学校  山形県東置賜郡川西町大字上小松1486 

☎0238-42-3151 

 設置のピアノ 主な使用 

体育館 グランドピアノ1台 ソロ・アンサンブル 

第1音楽室 グランドピアノ1台 ソロ・アンサンブル 

第2音楽室 アップライトピアノ1台 ソロ・アンサンブル 

 

●川西町役場／農村環境改善センター（農改センター）   

山形県東置賜郡川西町大字中小松2240-2  ☎0238-46-2126 

 設置のピアノ 主な使用 

集会所 グランドピアノ1台 ソロ・アンサンブル 

 

●県立置賜農業高校／音楽室     

 設置のピアノ 主な使用 

音楽室 グランドピアノ1台 ソロ・アンサンブル 

☎0238-42-2101 

※使用の際は職員玄関（２階）の受付で入室許可手続きをしてください。 

退室も声掛けしてください。 

 

●生きがい交流館    地域交流ホール  ｛鍵の受け取りはフレンドリープラザで｝ 

 設置のピアノ 主な使用 

集会所 アップライトピアノ1台 ソロ・アンサンブル 

※冷房はありません。 

●小松幼稚園   電話0238－42－2436 

 設置のピアノ 主な使用 

体育館 グランドピアノ1台 ソロ・アンサンブル 

※冷房はありません。使用できるトイレは1つです。



 

 

●宿泊のご案内 

1.宿泊施設のご紹介 

 

 浴浴センターまどか（温泉あり）  ・・・・・荷物は宅急便で事前に送る事が出来ます。 

 山形県東置賜郡川西町大字上小松 5095 番地 36 

☎0238-42-4126（ヨイフロ） FAX 0238-42-4100 

・・JAM へ徒歩 8 分、自転車 3 分  ・・フレンドリープラザへ自転車 8 分 

 

１泊 朝食付き 3240 円  先着８名（女性専用）・・・１部屋 

                               注１）全日参加者優先です。 

                注２）鍵のない部屋になります。万一の紛失は責任が持てま

せん。 ご了承頂ける方のみお申し込みください。 

    〃   4320 円   ３～５名 （３名以下の部屋は割増あり） 

 

◎入浴受付：午前 6 時～午後 10 時（宿泊者用・日帰り入浴とも）時間厳守でお願いします。 

 ※ クリニック受講生の為の特別料金です。夕食をご希望の方は前日までにフロントへ申し出てください。 

  

※ 宿泊費は各自チェックアウト時に精算してください。 

○宿泊施設は他にフレンドリープラザ周辺に幾つかありますがいずれも割高になります。 

    詳しいご案内は右記へお尋ねください。 川西町フレンドリープラザ 0238-46-3311 

 

●町内移動・食事・修了パーティーのご案内 

1.  移動手段  

 車以外の方は、期間中一人一台レンタルサイクルが利用できます。 

（期間中 1000 円・オリエンテーション時に集金します。） 

 また、タクシーの交通手段もあります。 

 雨天の日など自転車移動が困難な場合は、徒歩・タクシーで移動となります。 

緑タクシー ☎0238-42-3244 など。 

※徒歩での移動は練習場やレッスン会場の往復は各３０分から１時間かかる距離ですので 

町中に点在する練習会場へ間に合いません。車かレンタサイクルの利用をお願いします。 

2.  食事  

・期間中の食事は各自、自由に取って頂きます。 

 ・スーパー、コンビニ、食堂などは町内各所にあります。 

・ライブスペース Jam でも食事（昼食のみ）ができます。  

・その他、地元の名物・名産の食べ歩きもできるかも!?・・お米・お酒の美味しい所です。 



 

3.  修了パーティーについて 

 

最最終終日日  88 月月 2266 日日（（土土））《《修修了了 BBBBQQ パパーーテティィーー》》  参参加加費費  33000000 円円  

 

修了パーティーは、ライブスペース Jam で行います。自家製窯で焼くオリジナルピザや 

米沢牛は早い者勝ち！！皆さん楽しみに。 

修了パーティーには先生方、フレンドリープラザ・川西町役場の方々も参加し、クリニックの総

仕上げとなります。ぜひご参加ください。 

 

 その他にも、その日の気分でちょっとした食事会が開かれる可能性あり。 

食事会を利用し多くの質問、疑問を講師に問いましょう。  

 

 

※地酒の『雪むかえ』は、今や川西町の代名詞ですので是非ご賞味あれ。お土産にもお勧めです。 

                   ・・・・川西町ふるさと交流大使  松川 儒 ・・・ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

●参加費用 

事前振り込み（指定日までにお願いします） 

 

【マスターコース】 クラリネット  

●参加登録費 10,000 円  

（参加お申込み後は如何なる理由においても返金ができません） 

         ＋ 

 ●コース受講料  70,000 円 （受講生の都合によるレッスン回数不足の場合でも 

受講料は変わりません。また、レッスン開始後は 

如何なる理由に於いても返金ができません。 

ご了承ください。） 

                                      

 計 80,000 円 

 

【個人レッスン】【アンサンブルレッスン】 

●参加登録費 10,000 円  

（参加お申込み後は如何なる理由においても返金ができません） 

             ＋ 

●各専攻コース受講料  一コース 30,000 円 or 40,000 円 or 50,000 円 

       複数コースや同コースのダブル受講もできます。 

                                     

    計 40,000 円 or  50,000 円 or  60,000 円・・・・・・ 

（受講生の都合によるレッスン回数不足の場合でも受講料は変わりません。 

また、レッスン開始後は如何なる理由に於いても返金ができません。ご了承ください。） 

上記  お振込先； （振り込み代は各自ご負担をお願いします） 

 

郵便振替口座  口座名 川西町フレンドリークリニック実行委員会 

                口座番号  00190-5-266719 

現地 

上記の他、各自で精算・用意していただく費用は以下のとおりです。 

①  往復の交通費（現地集合・現地解散） 

② 宿泊費（宿泊のご案内に記載） 

③  レンタサイクル代 期間中 1000 円（希望者・現地に於いて利用料金徴収） 

④  食費 （昼食、夕食）大型スーパー、コンビニや食堂、居酒屋など 

⑤  修了コンサート後の打ち上げパーティー費用 3000 円 

⑥  オプション費用 （希望者・絵画教室／身体表現） 



 

●その他のご案内 

 銀行・郵便局 

 銀行 

 山形銀行 

 ○小松支店（窓口あり・ATM） 

  山形県東置賜郡川西町上小松 3496 

  ☎0238-42-2131 

  平日 8:00～20:00 土曜日・日曜・休日 8:00～17:00  

 郵便局 

 小松郵便局 

 山形県東置賜郡川西町大字上小松 3429-9 

 ☎0238-42-3910 

〈郵便（ゆうゆう窓口）〉 平日 8:00～18:00 土曜日 8:00～17:00 日曜・休日 9:00～12:30 

〈ATM〉        平日 8:45～18:00 土曜日 9:00～17:00 日曜・休日 9:00～15:00 

 

 

●持ち物チェック 

持ち物チェックリスト （例） 

□参加のしおり 

□楽譜（講師用あわせ２部）・・製本の事 

□筆記用具 

□録音機器（バッテリー） 

□本番衣装＋靴 

□受付衣装 

□普段着 

□身支度品 

□携帯電話／スマートフォン（バッテリー） 

□カメラ／ビデオ 

□切符 

□現金 

 

 

 

 



 

川西町フレンドリークリニック 2017 

 『各練習場所での使用のしかた』 

Jam  ジャム使用規定に従うこと・綺麗に使いましょう。 

 

フレンドリープラザ 

● 必ず事務所を通り、「練習室使用チェック表」にチェックを入れてから入ってください。 

また、入退出とも事務所を通って出入りしてください。 

★ トイレは、基本的に楽屋側のトイレを使用してください。 

 

小松小学校 グランドピアノ・アップライトピアノ 

第 1 音楽室・第 2 音楽室・体育館 （平日）の使用の手順 

  事務室に挨拶し受付して「来校者プレート」をもらう。練習室へ。 

  練習後はプレート返却し事務室へ挨拶して退去する。 

● 体育館 （土日）の使用手順 

  フレンドリープラザ事務室より体育館の鍵を受け取る。 

  小松小学校体育館の鍵をあけ入室。 

  練習後は必ず施錠し退室。 

  鍵をフレンドリープラザに返却。（又貸し禁！） 

★ 体育館では、休み時間小学校の生徒さんたちが遊んだり、雨天時プール授業ができない場合

の授業場所になることがあります。騒ぐ状態でも授業中でも弾くことができます。 

夏休みが終わって生徒さんたちがいらっしゃいますが、特別のご配慮をいただいてお借りす

ることになりますので、練習室を使用する方は学校側へご挨拶をお願い致します。 

★ 入校許可証は、首から下げておいてください。 帰るときは、その都度 事務室に返却して

ください。 

★ 職員室は 1 階にあります。 

★ 第 1 音楽室は 1 階にあります。★ 第 2 音楽室は 2 階にあります。 

★ 職員玄関から出入りし、玄関入り口の構内地図で場所を確認してください。 

★ 体育館の照明は、体育館入り口の電気系統盤のなかの「ステージ南・北」のスイッチだけを

使用してください。それ以外は触らないこと。 

 

農改センター グランドピアノ 

● 平日（9 時~17 時） 

出入りの際は、管理室にご挨拶してください。ピアノのある集会所は、玄関を入って左です。 

使用後は、集会所入り口（入って左）の電気を消して退出してください。挨拶を忘れずに。 

平日の 17 時以降、土日の使用方法 

フレンドリープラザ・カウンターで練習室コマ表にまる印チェックをいれる。 

鍵をうけとり使用。鍵はプラザに返却する。又貸しはしないこと。 

以下は  使用前日夕方までに、各学校へ 利用者の氏名、時間帯を FAX で提出します。  



 

 

県立置賜農業高校 グランドピアノ 

使用の際は職員玄関（２階）の受付で挨拶。「入校許可証」をもらう。 

退室も声掛けしてください。 

 

川西町生きがい交流館 アップライトピアノ 

冷房なし・ピアノ移動や譜面台などの備品は持ち出さないこと。 

フレンドリープラザで鍵を受け取る。又貸しはしない。 

  

★全館貸し切りではないので他の方の使用がある事を理解し責任ある行動をしてください。 

 

天笠学園・小松幼稚園 グランドピアノ 

冷房なし・使用トイレは１個 体育館は幼稚園とは別棟 

仏成寺（ご自宅）へ行き挨拶。鍵をお借りする。 

体育館で練習。 

施錠し鍵を返却。鍵の又貸しはしない。 

 

小松保育所  アップライトピアノ 

冷房はなし 

挨拶してホールへ。 

退室して挨拶。 

 

★その他共通事項 

●練習室使用後は、必ず以下のことを確認してから退室をお願いします。 

1. 電気を消す 

2. 空調その他の設備は、スイッチを OFF にする 

3. ピアノのフタを閉め、イス・カバーなどを元通りに片付ける 

※自分の次にすぐ使用する人がいても、原則的に自分が使用し終わった後、上記の 3 項目がすべ

て片付いている状態にしておいてください。そのまま次に使用する人が来ないことも考えらま

すので、ご協力お願いします。 

●ゴミは各自持ち帰ってください。環境美化への取り組みにご協力よろしくお願い致します。 

 



 

 

 

 



 

 

JAM・まどか側 
 

 

 

 

 

 

 


