Drum Corps Japan

Show Coordination Clinic
ショー・コーディネーション クリニック

2018 年 11 月 24 日（土）14:00 - 17:00
於 横浜市金沢産業振興センター

2018 Drum Corps Japan
ドラム コー & マーチングバンド
ショー・コーディネーション

クリニック

DCI、WGI、BOA で次々にチームを優勝へ導き、世界中で活躍するプログラム・コーディネーター
マルケル・ゲインズ氏を講師に迎え、最先端のショー・コーディネートについて実践的かつ効果的な
方法をレクチャーしていただきます。
DCI 2018 年優勝チームであるサンタクララ・バンガードでのショー・クリエイトの実際を例に、最先端の
内

容

プログラム・コーディネートやコレオグラフィーについて、実践的かつ効果的な方法論をレクチャーしていた
だきます。今後の作品の創作活動や技術向上に活かしていただくことを目的としています。
1.

参加対象

開催日時

ドラム コーやマーチングバンドのディレクター、顧問、プログラム・コーディネーター、インストラクター、
セクションリーダー等。

2.

作品創作に携わっている方。（デザイナー、コレオグラファー、アレンジャー等）

3.

各大会で審査を担当されている方、または審査員を志す方。

2018 年 11 月 24 日（土）14:00 － 17:00
横浜市金沢産業振興センター 大会議室
〒236-0004 横浜市金沢区福浦 1-5-2

開催場所

TEL：045-782-9700

https://www.idec.or.jp/shisetsu/kanazawasc/access.php
（ＪＲ京浜東北・根岸線「新杉田駅」から、金沢シーサイドラインで 11 分「産業振興センター駅」より徒歩 1 分
／京浜急行線「金沢八景駅」から、金沢シーサイドラインで 14 分「産業振興センター駅」より徒歩 1 分）

3,000 円
参加費

定員：40 名 （※期限前でも定員になり次第、締め切らせていただきます。）
研修費振込口座：横浜銀行 金沢支店 普通口座 1360955 ディーシージェイ
お申し込み期限：2018 年 11 月 16 日（金）

持ち物

筆記用具、ノート

講

師

マイケル・ゲインズ氏 （サンタクララ・バンガード クリエイティブ ディレクター）

主

催

Drum Corps Japan（ドラムコージャパン）

協

賛

（予定）
お申し込み先
問い合わせ先

NPO 法人 神奈川県マーチングバンド連盟
日本マーチングバンド協会 沖縄支部
福岡県マーチングバンド協会
DCJ 審査委員会

鰐部 幹男 （waniwani011868@gmail.com）

タイムスケジュール
2018 年 11 月 24 日（土）14:00 － 17:00
横浜市金沢産業振興センター 大会議室
13:30 受付開始
1. ショー・クリエイトの実際
サンタクララ・バンガードのショーを観ながら、
✓ ショー・プログラムのコンセプト創作
✓ 構成要素の組み立てや、流れと展開、ペース配分
14:00 － 17:00
（途中休憩あり）

✓ 音楽的要素と視覚的要素を一体化させ、表現を増強させる論理
的・効果的なデザインやステージング
✓ 視覚的要素の多様性や創造性、独創性
✓ 具体化するまでの流れや方法
などについて、レクチャーしていただきます。
2. 質疑応答
（録音・録画はご遠慮ください。）

懇親会（任意参加）
研修会終了後、講師を囲んでの懇親会（会費制）を予定しています。
世界をリードする講師とコミュニケーションするまたとない機会です。参加ご希望の方はクリニック申込書に記入してください。前日のチャンピ
オンシップスのために来日しているジャッジ（Gary Markham 氏：GE Music、Paul Lawrence 氏：Music Brass）も懇親会に参加
予定です。（懇親会のみの参加は不可。）お申し込みいただいた方に、詳細はお知らせいたします。

講師略歴 （Santa Clara Vanguard HP より引用）
Michael Gaines 氏
Born and raised in Dayton, Ohio, Michael Gaines grew up with the pageantry arts all around him. His post high school
education included a degree in Finance from the University of Dayton, as well as a Fine Arts degree from the San Francisco
Academy of Art University.
From 1998 to 2011, Michael was the drill designer and visual coordinator for The Cavaliers Drum and Bugle Corps, and
served on the design team for all 7 of their Drum Corps International World Championship titles. He currently creates for
marching bands and stage shows, as well as indoor winds, percussion, and color guards in the United States and Asia.
In April of 2007, Michael was inducted into the WGI Hall of Fame, and in August of 2011 he was inducted into to the Drum
Corps International Hall of Fame.
His designs have been featured by several high school Bands of America National Champions, with the most recent being
the 2016 BOA Grand National Champion, Carmel HS from Indiana. His work was also on display with several groups at
WGI this year, including the 2017 Independent World Class Champion Pride of Cincinnati, the Silver Medalist Aimachi, and
the Scholastic World Champion, Carmel HS.
Michael currently resides in San Francisco, CA.

Santa Clara Vanguard HP
https://www.scvanguard.org/administrative-staff/

