
フルート初めての方も！

【主催】JFPA（日本フルート普及推進協議会）　【共催】一般社団法人 全国楽器協会
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中・高校生大歓迎 !中・高校生大歓迎 !

　　　  吹いて楽しむ♪

                  アンサンブル・カーニバル
フルート愛好家グループが仲間を誘って演奏を楽しむ
フルートアンサンブルステージ

第 2 部
第 4 部

【後援】横浜市教育委員会（申請中）　【協賛】横浜市泉区文化センター　【協力】テアトルフォンテ
【問合せ】 JFPA 日本フルート普及推進協議会事務局 TEL：03-5988-7190 E-mail：info@japanflute-pa.net 公式サイト：www.japanflute-pa.net

平成30年

2月10日（土）14：30開演
会場：テアトルフォンテ〈横浜〉
              横浜市いずみ中央駅（相鉄線）

入場無料

初めての人も参加できるイベント盛りだくさん♪

ほかにも色々！ 充実のイベント

　　　 体験して楽しむ♪

                 フィオーレを聴いて体験する！
フルートアンサンブル・フィオーレの演奏を聴いた後は、
ワクワクドキドキのフルート初体験

未経験者もOK!未経験者もOK!

 聴いて楽しむ♪
 フィオーレ 名曲フルートコンサート
誰もが耳にしたことのある名曲を、フルートアンサンブル・
フィオーレのメンバーが演奏

第 1 部 第 3 部

〈フルートアンサンブル・フィオーレ〉

プロ講師による
無料レッスン

20分のレッスンが無料で受けられる！
先着10名様 1ヶ月無料のレッスンチケットが

もらえる（当日受付は会場にて）

フルート試奏会

国内フルートメーカーの楽器を用意！
 好きなだけ吹いちゃおう！

フルートグッズ
販売コーナー

フルートの曲集・グッズが “この日だけ”
特別価格で購入できます♪

何でも相談コーナー

フルート講師とメーカーの皆さんに
何でも相談してみよう！

 参加して楽しむ♪
 みんなで大合奏＆プレゼント抽選会
来場者も一緒に大合奏！ 楽器がなくても OK!  参加者には
豪華プレゼントも！

とは……

① 初心者や親子でフルートに興味を持ってもらおう！
② ステージや会場でフルートに出会う機会を増やそう！
③ 音楽好きな子どもたちや大人を新しく増やしていこう！

日本フルート普及推進協議会（JFPA）は普及啓蒙と
機会創出を主旨とし、フルート生活や音楽生活が楽しく
なるよう様々な活動を通して応援しています！ 
「フルートを始めよう」をテーマに各地で展開している。

フルートの普及啓蒙活動を行っている
JFPA（日本フルート普及推進協議会）により、
日本で初めて「フルートの日」が2月10日に制定されました。

2018年のこの日、フルートを楽しむ1日となる、
フルートを始めるきっかけ作りとなる記念すべきフルートの日。

はじめてさんもベテランさんも一緒になって、
見て、吹いて、聴いて、参加して楽しめる「FLUTE♥DAY2018」を開催します！



2018

はじめてさんも！ベテランさんも！フルート吹き全員集合♪

JFPA（日本フルート普及推進協議会）が、2 月10 日を「フルートの日」と制定。
2018 年 2 月10 日に記念フェスティバル「FLUTE♥DAY 2018」が横浜・泉区文化センターにある

テアトルフォンテにて行なわれる。当日のプログラムと募集要項はこれだ！

プログラム

詳細は JFPA 公式サイトへ！ www.japanflute-pa.net

プロ講師による無料体験レッスン！

プロの先生のレッスンを受けるのが上達の早道！ 当イベントでは 20 分のプロ
講師のレッスンを無料で受けることができます！ さらに受講時にフルートス
クールに通っていない方には、レッスンチケットを配布予定！ （上限金額あり）
小学生からシニアの方まで誰でも受講できます♪

レッスン時間：一人20 分／申込方法：下記募集要項参照
※空き時間があれば当日申込もOK！ 楽器をお持ちでない方はご相談
先着 10名様 1ヶ月無料レッスンチケットがもらえる（当日会場で受付）

プロ講師による無料体験レッスン！

プロの先生のレッスンを受けるのが上達の早道！ 当イベントでは 20 分のプロ
講師のレッスンを無料で受けることができます！ さらに受講時にフルートス
クールに通っていない方には、レッスンチケットを配布予定！ （上限金額あり）
小学生からシニアの方まで誰でも受講できます♪

レッスン時間：一人20 分／申込方法：下記募集要項参照
※空き時間があれば当日申込もOK！ 楽器をお持ちでない方はご相談
先着 10名様 1ヶ月無料レッスンチケットがもらえる（当日会場で受付）

未経験者も経験者も！ 手ぶらで参加OK

プロ講師による無料体験レッスン！プロ講師による無料体験レッスン！プロ講師による無料体験レッスン！

フルート仲間を誘ってアンサンブル！

アンサンブル・カーニバル

アマチュアで活動しているアンサンブルグループを大募集！ フルートによる
アンサンブルならば、初心者グループによるアンサンブルでも、中学・高校吹奏
楽部のフルートパートの参加でもOK！ お仲間を誘って日頃の成果を披露しよう！

対象：フルートアンサンブルグループ（30 名程度まで）
演奏時間：入退場を含む 5～8 分程度
申込方法：下記募集要項に従ってご応募ください。

フルート仲間を誘ってアンサンブル！

アンサンブル・カーニバル

アマチュアで活動しているアンサンブルグループを大募集！ フルートによる
アンサンブルならば、初心者グループによるアンサンブルでも、中学・高校吹奏
楽部のフルートパートの参加でもOK！ お仲間を誘って日頃の成果を披露しよう！

対象：フルートアンサンブルグループ（30 名程度まで）
演奏時間：入退場を含む 5～8 分程度
申込方法：下記募集要項に従ってご応募ください。

アンサンブル・カーニバルアンサンブル・カーニバルアンサンブル・カーニバル

イベントのフィナーレを飾ろう！

みんなで大合奏♪

「FLUTE♥DAY 2018」のフィナーレは、出演者もお客さんも一体となった大
合奏を実施！ 「このイベントで初めてフルートを吹いた！」という方も参加可能
です。初めての方は一音を出すだけでも OK。フルートをお持ちでない方は合唱
で参加してください。参加者はプレゼントがもらえちゃいます♪

※事前申し込みをされた方には、楽譜をメールにてお送りします。事前申し
　込みをされない方は、当日楽譜を配布いたします。
　希望者リハーサル：2018 年 1 月 28 日（日）10 時～12 時
　　　　　　　　 　  テアトルフォンテ リハーサル室
※飯島和久先生の指導のもと練習を行ないます。

イベントのフィナーレを飾ろう！

みんなで大合奏♪

「FLUTE♥DAY 2018」のフィナーレは、出演者もお客さんも一体となった大
合奏を実施！ 「このイベントで初めてフルートを吹いた！」という方も参加可能
です。初めての方は一音を出すだけでも OK。フルートをお持ちでない方は合唱
で参加してください。参加者はプレゼントがもらえちゃいます♪

※事前申し込みをされた方には、楽譜をメールにてお送りします。事前申し
　込みをされない方は、当日楽譜を配布いたします。
　希望者リハーサル：2018 年 1 月 28 日（日）10 時～12 時
　　　　　　　　 　  テアトルフォンテ リハーサル室
※飯島和久先生の指導のもと練習を行ないます。

みんなで大合奏♪みんなで大合奏♪みんなで大合奏♪

他にもイベ
ント

めじろ押し
!!

何でも相談コーナー
「上達するにはどうすれば…」、「どんな楽器がオススメ？」など、
普段なかなか聴けないプロ奏者やメーカーさんからアドバイスをも
らっちゃおう！   申込方法：当日イベント会場にて

下記記入内容に従い、メールにて事務局までお申し込みください。
複数コーナーのお申込みも可能です♪ 

お申込み先： JFPA（日本フルート普及推進協議会）事務局
  info@japanflute-pa.net

① プロ講師による無料体験レッスン

【件名】フルート祭り ワンポイントレッスン受講希
望　【記入内容】（１）お名前 （２）年齡  （３）ご住
所 （４）お電話番号 （５）メールアドレス （６）レッ
スン希望時間（14 時 30 分～18 時の中でお書
きください。多少前後する場合もあります）（７）
フルート持参の有無

② アンサンブル・カーニバル

【件名】フルート祭り アンサンブル・カーニバル出
演希望　【記入内容】（１）団体名 （２）主な活動地
域  （３）演奏人数 （４）連絡者（代表者）のお名前・
ご住所・お電話番号・メールアドレス （５）演奏曲
目（作曲者名） ※お申込後、事務局より配置表と
ご案内をお送りします。配置表はご希望配置をご記
入の上、返送をお願いたします。

③ みんなで大合奏♪

【件名】フルート祭り 全員大合奏参加希望　【記入
内容】（１）お名前 （２）年齡  （３）ご住所 （４）お電
話番号 （５）メールアドレス （６）希望パート（1st
～4th） （７）練習日の参加の有無（1 月28 日） 
※事前お申込みの方は楽譜をメールにてお送りし
ます。必ず PDF ファイルを受け取れるメールアド
レスでお申し込みください。

● 募集要項 ●

第1 部〈体験して楽しむ♪未経験者大歓迎！〉
フィオーレを聴いて楽しもう！（14:30～）
フルートアンサンブル・フィオーレの演奏を聴いた後は、ワクワクドキドキ
フルート初体験。親子で一緒に楽しもう！

〈フルートアンサンブル・フィオーレ〉
阿部麻耶、石井美由紀、東貴美子、横山聡
子をメンバーとする、フルートアンサンブ
ルグループ。結成 15 年を迎え、多彩なレ
パートリーで活躍中のアンサンブル。

第1 部〈体験して楽しむ♪未経験者大歓迎！〉

第2 部〈吹いて楽しむ♪〉
アンサンブル・カーニバル（15:30～）
フルート愛好家グループが繰り広げる華やかなフルートアンサンブルステージ。
参加団体募集中！（募集要項参照）

第2 部〈吹いて楽しむ♪〉

第3 部〈聴いて楽しむ♪〉
フィオーレ 名曲フルートコンサート（17:30～）
誰もが耳にしたことのある名曲を、フルートアンサンブル・フィオーレのメンバー
が演奏するコンサート
〈プログラム〉サウンド・オブ・ミュージック  他

第3 部〈聴いて楽しむ♪〉

第4 部〈参加して楽しむ♪〉
みんなで大合奏＆プレゼント抽選会（18:30～）
来場者も一緒に大合奏！楽器がなくてもOK です ! 参加者には豪華プレゼントも！ 
演奏曲目は誰もが知っているあの曲 !!

※上記プログラムは予告なく変更になる場合があります。

第4 部〈参加して楽しむ♪〉

フルート試奏会
JFPA参加メーカーの総銀製フルートを吹くことができます！
申込方法：当日イベント会場にて

etc.


