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平成２８年度 山形県マーチング講習会の開催について 
 

時下 貴団体におかれましてはますますご清栄のこととお慶び申し上げます。日頃より、当連盟の事業推進にご

理解ご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 

さて、表題の山形県マーチング講習会を下記日程にて開催いたします。この講習会は、一般社団法人日本マー

チングバンド協会の定める「マーチング技能検定・講習会」に基づいて実施するものです。 

つきましては、貴職下関係職員並びに児童・生徒に広くお知らせいただき、講習会への参加につきまして、御高

配くださいますようお願い申し上げます。 

 

記 

 

１．事業名 平成２８年度 山形県マーチング講習会 
 

２．期 日 平成２８年 ５月 ２９日（日）  ２８日（土）   
 
３．会 場 主会場 河北町立谷地中部小学校 〒999-3513 河北町谷地所岡７３ 
 および 河北町立西里小学校 〒999-3533 河北町西里５６２ 
  河北町立谷地西部小学校 〒999-3511 河北町谷地布田５５ 
 
４．主 催 山形県マーチングバンド・バトントワーリング連盟 
 山形県吹奏楽連盟 
 
５．対 象 小学生・中学生・高校生・大学生・一般（バンド等指導者も可） 
 
６．講 師 日本マーチングバンド協会公認指導員 
 
７．コース 日本マーチングバンド協会「マーチング技能検定・講習会」 
 ＭＭ／マーチングマニューバリング ２級、 ３級、４級 
 ＭＰ／マーチングパーカッション  ３級、４級 
 ＣＧ／カラーガード  ３級、４級 
 
８．送付書類 １）開催要項 １部（２頁）  ※別添付 
 
 ２）参加申込書 １枚（見本）  ※既配布済と変更ありません 
 
９．申し込み・受講料の納入について 
 
 １）申込書を下記ＵＲＬからダウンロードして必要事項を記入、 
 データを e メールでご送付ください 
 
 ２）申込み締切り 平成２８年 ５月 ２０日（金）  
 
 ３）受講・検定代金の納入は団体ごとにとりまとめて頂き、 
 当日受付で納入をお願いいたします 

 

 

 申込書ダウンロードＵＲＬ http://ymbf.org/ 

 申込・問合せ先 山形県マーチングバンド・バトントワーリング連盟 

  〒991-0021山形県寒河江市中央１-５-６ 

  事務局 千石 等一 

  TEL/FAX 090-6621-9860/0237-86-3330 

  e-mail <info@ymbf.org> 
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 日程・会場 変更版  
 

平成２８年度 山形県マーチング講習会 開催要項 
 
 

 山形県マーチングバンド・バトントワーリング連盟 山形県吹奏楽連盟  
 
 
１．名 称 平成２８年度 山形県マーチング講習会 
 

２．期 日 平成２８年 ５月 ２９日（日）  ２８日（土）   
 
３．会 場 主会場 河北町立谷地中部小学校 〒999-3513 河北町谷地所岡７３  河北町民体育館  
 および 河北町立西里小学校 〒999-3533 河北町西里５６２ 
  河北町立谷地西部小学校 〒999-3511 河北町谷地布田５５ 
 
４．主 催 山形県マーチングバンド・バトントワーリング連盟 
 山形県マーチングバンド協会 山形県吹奏楽連盟 
 
５．対 象 小学生・中学生・高校生・大学生・一般 （バンド等指導者も可） 
 
６．講 師 日本マーチングバンド協会 公認指導員、準公認指導員、１級指導員、２級指導員 
 
７．コース・集合・会場と受講資格 

コース 【追記】集合 【追記】会場 受講単位数 受講資格 

ＭＭ 
マーチング 
マニューバリング 

ＭＭ２級 直接集合 西里小学校 
体育館 60分×５単位 

３級を取得した者、または団体指導者より技
術が２級に達していると認められた方 

ＭＭ３級 直接集合 谷地西部小学校 
体育館 60分×４単位 

４級を取得した者、または団体指導者より技
術が３級に達していると認められた方 

ＭＭ４級 

谷地中部小学校 
体育館 

谷地中部小学校 
体育館 60分×４単位 小学生以上 

ＭＰ 
マーチング 
パーカッション 

ＭＰ３級 
職訓センター 
第 5教室 60分×４単位 

４級を取得した者、または団体指導者より技
術が３級に達していると認められた方 

ＭＰ４級 
職訓センター 
第 6教室 60分×４単位 小学生以上 

ＣＧ 
カラーガード 

ＣＧ３級 
谷地中部小学校 
食堂・ホール 

60分×４単位 
４級を取得した者、または団体指導者より技
術が３級に達していると認められた方 

ＣＧ４級 60分×４単位 小学生以上 

 ２級または３級からの受講（とび級）が可能ですが、小学生は４級から順番に受講をお勧めします 
 
８．費 用 

コース 受講料 検定料 認定料 小計 技能ライセンス（旧パスポート） 

ＭＭ２級 2,500円 1,000円 1,000円 4,500円 
200円 

（持っていない方） 
ＭＭ３級、ＭＰ３級、ＣＧ３級 2,000円 500円 500円 3,000円 

ＭＭ４級、ＭＰ４級、ＣＧ４級 2,000円 500円 500円 3,000円 
 
９．日程及びスケジュール （予定ですので、当日若干変更になる場合もあります） 

日付 時 間 ＭＭ２級 ＭＭ３級 ＭＭ４級 ＭＰ３級 ＭＰ４級 ＣＧ３級 ＣＧ４級 

5/29 

(日) 

 

8:40～8:55 直接集合 直接集合 受 付 （谷地中部小学校体育館）／ 団体ごとに受付 

9:00～9:15 開会行事 開会行事 開会行事 （谷地中部小学校体育館） 

9:15～9:30 開講準備 開講準備 移動・準備 （コース毎の会場へ移動） 

9:30～10:30 応用動作１ 基本動作５ 基本動作１ 基本奏法４ 基本奏法１ 基本操作５ 基本操作１ 

10:35～11:35 応用動作２ 基本動作６ 基本動作２ 基本奏法５ 基本奏法２ 基本操作６ 基本操作２ 

11:40～12:40 応用動作３ 基本動作７ 基本動作３ 基本奏法６ 基本奏法３ 基本操作７ 基本操作３ 

12:40～13:40 昼食・休憩 

13:40～14:40 応用動作４ 基本動作８ 基本動作４ 総合 総合 基本操作８ 基本操作４ 

14:50～ 応用動作５ 検定 検定 検定 検定 検定 検定 

16:00～  検定 
コース毎に閉講、解散となります 

-  
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10．技能ライセンスについて 
・技能ライセンスは、受講終了証明書と検定合格認定書になっています。お持ちでない方は購入してください。
（旧ＭＢパスポートはデザインが変わっていますが、そのままお使いいただけます） 

 
11．申し込み・受講料の納入について 
１）申し込み 
・団体ごとに、取りまとめて頂き申込をお願いいたします 
・受講申込書を下記ＵＲＬからダウンロードして必要事項をご入力ください 
・データを e メールまたは郵送（郵送の場合 CD-Rなどの記録メディア）で下記にご送付ください 

 

２）申込み締切り 平成２８年 ５月 ２０日（金）  
 

３）受講料・その他代金の納入 
・団体ごとにとりまとめて頂き、当日受付で納入をお願いいたします 【追記】主会場の谷地中部小学校へ 
・領収書（項目別）を団体様宛てに当日発行いたします 
 

※合格者発表を、２級合格者は東北大会のプログラムに、３級・４級合格者は山形県大会のプログラムに、 
  氏名・所属団体・合格したコースを掲載して合格者発表を行います。 
  検定の申し込みを以て、それぞれへの掲載の承諾をするものとします。 
  （特別の事情がある場合は申し出ください） 

 
※新入部員の追加など、申込期限はご相談ください 

 
12．講習会資料について 全て２０１６年４月１日版です 

 マーチング 技能検定 講習会 資料 ＜ＭＭ＞，＜ＭＰ＞，＜ＣＧ＞ 
 講習会資料原紙（ＣＤデータ）を各団体に一部お渡しします。 
 印刷/配布/印刷代金の設定回収(一式またはコース別など)は各団体で実施お願いします。 

 
13．日本マーチングバンド協会「マーチング技能検定」について 
・講習終了後に技能検定を行います（検定申込者） 
検定合格者（認定者）には、技能ライセンスに合格認定印と、級ごとに認定メダルが贈呈されます 
残念ながら検定に合格できなかった方には、認定料をご返金いたします 

・合格するためにも講習内容の事前練習をお勧めします 
・上級（各１級、ＭＰ２級、ＣＧ２級）は日本マーチングバンド協会の東北他県開催の講習会で受講できます 

 
14．持ち物・服装 
  ★各コース共通 
   □講習会資料 □技能ライセンス：お持ちでない方は申込書で申し込みください 
   □運動できる服装 □シューズ（内履き） □筆記用具 □水分補給用の飲料 □昼食 
  ★コース別の持ち物 
   □ＭＭ：講習会資料、運動できる服装、シューズ （楽器は使いません／２・３・４級全て） 
   □ＭＰ：講習会資料、スティック、練習台、スネアドラム（検定はスネアドラムを使用） 

□ＣＧ：講習会資料、筆記用具、フラッグ＆ポール 
 
15．諸連絡 
  １）引率者：未成年の方のみがご参加の団体は、成人の引率者の方をつけてください 

【追記】主会場メインで、可能な限り複数会場にも保護者代表の方の配置をご協力お願いします 
２）駐車場：主会場の方は河北町民体育館駐車場へ、他は各体育館周辺へ駐車お願いいたします 
３）見学：講習の見学は可能ですが、検定の見学はできません 
４）撮影：講習・検定の写真・ビデオの撮影は禁止します（開会行事は撮影可） 
５）保険：講習中の怪我等に対する傷害保険などは、参加する各団体の責任にてお願いいたします 
６）昼食：昼食は各自でご準備お願いします 
７）飲料や昼食などのごみは持ち帰りください 

 

 申込書ダウンロードＵＲＬ http://ymbf.org/ 

 申込・問合せ先 山形県マーチングバンド・バトントワーリング連盟 

  〒991-0021山形県寒河江市中央１-５-６ 

  事務局 千石 等一 

  TEL/FAX 090-6621-9860/0237-86-3330 

  e-mail <info@ymbf.org> 



■平成２８年度 

  山形県マーチング講習会 日程・会場 変更のご案内  

 
 日頃より当連盟の諸活動に、ご理解ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。 

 さて、今年度の山形県マーチング講習会の開催日程につきまして、諸般の事情によりまし

て日程を変更させて頂く事になりました。当初の日程でご準備頂きました皆様には、深くお

詫び申し上げます。より多くの方が参加可能な日程への変更とさせて頂いておりますことで

ご容赦頂きたいと存じます。尚、会場につきましても複数会場にて開催となります。 

 ご理解、ご協力賜ります様、何卒よろしくお願い申し上げます。 

 

変更前 
平成２８年 ５月 ２８日 （土） 

主会場 河北町民体育館(開講行事) 

および 河北町立谷地中部小学校  
 

 
 

変更後 

平成２８年 ５月 ２９日 （日） 
主会場 河北町立谷地中部小学校  

 河北町立西里小学校 
 河北町立谷地西部小学校 

集合は８：４０～８：５５、参加費は主会場で受付お願いします 

 

ＭＭ３級 
直接集合 

河北町立谷地西部小学校 
〒999-3511 河北町谷地布田５５ 

 

会場のおおよその位置 

 

 

 
主会場 河北町立谷地中部小学校 
      〒999-3513 河北町谷地所岡７３ 

  集合 会場 

ＭＭ４級 

谷地中部 
小学校 
体育館 

谷地中部小学校体育館 

ＭＰ３級 職訓センター第 5 教室 

ＭＰ４級 職訓センター第 6 教室 

ＣＧ３級 谷地中部小学校 
食堂・ホール ＣＧ４級 

 

 

 

ＭＭ２級 
直接集合 

河北町立西里小学校 

〒999-3533 河北町西里５６２ 

 

詳細の場所は、恐れ入りますが地図アプリなどでご確認ください 

県  道  

２８５ 
山  形  

紅花資料館 


