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2018講発-002号

平成３０年４月２６日

団 体 長 殿

山形県ﾏｰﾁﾝｸﾞﾊﾞﾝﾄﾞ･ﾊﾞﾄﾝﾄﾜｰﾘﾝｸﾞ連盟

会 長 原田 英紀

２０１８年度 山形県マーチングバンド講習会のご案内

時下，皆様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。当連盟に対

しまして，日頃よりご理解とご協力を賜り，誠にありがとうございます。

さて，今年度も下記の通りﾏｰﾁﾝｸﾞﾊﾞﾝﾄ講習会を行うこととなりました。

この講習会はマーチングにおける動きの最高の技術を研究，身につけると共に，打楽器

奏法，カラーガードの高度な技術を修得し，より美しい表現力を養うことを目指して日本

ﾏｰﾁﾝｸﾞﾊﾞﾝﾄﾞ協会作成による「全国共通技能検定講習会カリキュラム」にしたがって実施

されます。

つきましては，今回の開催に際しまして，貴団体の指導者並びに児童生徒の皆さんの参

加にご高配賜りますよう，よろしくお願い申し上げます。

記

１、期日

平成３０年 ５月２７日（日）

２、会場

（１）ＭＭコース ２級 河北町民体育館高齢者体育館

（２）ＭＭコース ３級 谷地中部小学校体育館

（３）ＭＭコース ４級 河北町民体育館アリーナ

（４）ＭＰコース ３級 職訓センター第５教室（2F）

（５）ＭＰコース ４級 職訓センター第６教室（2F）

（６）ＣＧコース ３級 谷地中部小学校食堂

（７）ＣＧコース ４級 谷地中部小学校食堂

※ 河北町民体育館 山形県西村山郡河北町谷地所岡77

※ 谷地中部小学校 山形県西村山郡河北町谷地所岡73

※ 河北町職業訓練センター 山形県西村山郡河北町谷地所岡142

３、開催コース

（１）ＭＭコース ２級、３級、４級
（２）ＭＰコース ３級、４級
（３）ＣＧコース ３級、４級

・申込人数によりましては開講を中止又は会場を変更する場合がございます。

中止又は会場の変更があった場合、各団体連絡責任者様に直接ご連絡いたします。
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４、講師

（一社）日本マーチングバンド協会認定講師

５．コースと受講資格

コース 受講単位 目標 受講資格
数

Marching Maneuvering ＭＭ２級 ６０分 確実な基本動作のもとに、 ３級を取得した者

マーチング ×５単位 さまざまな応用動作を修得

マニューバリング する。

以下「ＭＭ」 ＭＭ３級 ６０分 まざまな基本動作を体験 ４級を取得した者、ま

×４単位 し，正確な動きを身につけ たは団体指導者より技

る、 術が３級に達している

と認められた方

ＭＭ４級 ６０分 正しい姿勢を身につけ、基 小学生以上

×４単位 本動作の習得とともにマー

チングの楽しさを体験す

る。

Marching Percussion ＭＰ３級 ６０分 初歩的なルーディメントを ４級を取得した者、ま

マーチング ×４単位 身につけ，それらを用いた たは団体指導者より技

パーカッション ドラムソロを演奏する。 術が３級に達している

以下「ＭＰ」 と認められた方

ＭＰ４級 ６０分 初歩的な基本奏法を身につ 小学生以上

×４単位 け簡単なリズムパターンが

演奏できるようにし打楽器

の楽しさを経験する。

Color Guard ＣＧ３級 ６０分 基本操作の完成 応用繰法 ４級を取得した者、ま

カラーガード ×４単位 の導入（基本スピン，トス たは団体指導者より技

以下「ＣＧ」 を修得する。） 術が３級に達している

と認められた方

ＣＧ４級 ６０分 カラーガードの導入的な基 小学生以上

×４単位 本繰法を身に付け，カラー

ガードの楽しさを味わわせ

る。

原則として４級から順番に受講してください。高校生(１６歳以上)は３級からの受講（とび級）が可能です。

６、経費

コース 受講料 検定料 認定料 パスポート

ＭＭ２級 2,500円 1,000円 1,000円 200円

ＭＭ・ＭＰ・ＣＧ各３級 2,000円 500円 500円 200円

ＭＭ・ＭＰ・ＣＧ各４級 2,000円 500円 500円 200円
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７、講習会資料について

カリキュラムは日本マーチングバンド協会ＨＰ http://www.japan-mba.org/ の「マ

ーチング技能検定講習会資料（受講生用）」に掲載されています。ダウンロードの上、

事前に必ず予習して下さい。講習会の時間だけですべてを身に着けることは困難です。

※ 受講会場でのカリキュラムの印刷及び配布等は行いません。あらかじめ，参加団

体ごとに受講者人数分をご用意ください。

※コンビネーションについて

講師と調整の上、５月上旬に、このHPでお知らせします。

８、日程（予定です。変更になる場合もあります）

９、技能ライセンスパスポート

技能ライセンスパスポートは、受講終了証明書と検定合格認定書を兼ねています。

お持ちでない方は必ず購入してください。

（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）

１０、 受講申し込み・諸経費納入締切 平成３０年５月１８日（金）

申し込みはこのホームページから必要書類をダウンロードの上ご記入頂き、メール

（marchingbaton@tune.ocn.ne.jp)でお送り頂くと共に、原本に捺印の上事務局に郵

送して下さい。郵送並びに入金確認をもって受付完了といたします。

【諸経費は下記の口座にお振り込み下さい】

山形銀行 新庄支店

山形県マーチングバンド・バトントワーリング連盟

代表 奥山達也

口座番号 ３３１０２９９

【当日、会場での現金の授受は、返金以外行いません】

(1)領収書について

・お振り込みの際発行される「ご利用明細書」をもって領収書に代えさせて頂きます。

・山形県連盟の領収書が必要な場合は５月２４日までに事務局までご連絡下さい。

講習会当日、お振り込みの際発行された「ご利用明細書」と引き替えにお渡しし

ます。

(2)認定料について

検定を受検される方は、あらかじめ認定料もお振り込み下さい。検定に合格できな

かった場合、本人に直接認定料をご返金いたします

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

8:40～8:55

9:00～9:15

9:15～9:30

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

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

2018/5/27(日)

受付：河北町民体育館アリーナ（団体ごとに受付）

開会行事：河北町民体育館アリーナ

講習会場へ移動

昼食・休憩

コース毎に閉講、解散
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１１、持ち物・服装

[各コース共通]

□講習会資料(ダウンロードし印刷したもの）
□パスポート：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：運動できる服装、シューズ （楽器は使いません）
□ＭＰ：スティック、練習台、スネアドラム）
□ＣＧ：フラッグ＆ポール（ﾎﾟｰﾙｴﾝﾄﾞにｺﾞﾑｷｬｯﾌﾟがしてあること）

１２、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。

２）見学：講習の見学は可能ですが、検定の見学はできません

３）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）

４）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

５）昼食：昼食は各自でご準備下さい

６）ごみは全て持ち帰りください

７）終了時間につきましては、講習～検定の進み具合で大きく前後することがございま

す。

《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
〒999-5103 山形県新庄市泉田212
事務局 奥山 達也
mail marchingbaton@tune.ocn.ne.jp


