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大 阪 府 吹 連

連盟創立時からの加盟数の動向を 10 年ごとに
見てみますと次のようになります。

http://www.osakasuiren.com
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加盟団体数 629 に
今年度も加盟申し込みとコンクールおよびマー
チング講習会の参加申し込みでスタートしました。
世間では少子化が叫ばれている中、加盟数は昨年よ
り 3 団体増加しました。特に中学校の部では 319 か
ら 8 校増え、327 校になりました。高校と職場の部
では 1 団体ずつ増加しました。同じようにコンクー
ルの参加も昨年より 7 団体増え 503 団体になりまし
た。中学校は 4 つの地区とも 2 日間で開催すること
になりました。

兵 庫 県 吹 連
http://www.hyougokensuiren.com
兵庫県吹奏楽連盟は今年、創立 80 周年の節目を迎えまし
た。2015 年 2 月 14 日(土)に記念式典、記念演奏会を開催い
たします。
当連盟が継続して取り組んでいる東日本大震災吹奏楽復
興支援事業は、～未来へ！東北・兵庫 吹奏楽の絆～ のス
ローガンのもと、東北と兵庫の吹奏楽を通じての人と心の交
流を目的としています。その第一歩として、創立 80 周年記
念演奏会に福島県立磐城高校の皆さんをお招きして演奏を
披露していただき、交流を深めたいと考えております。
また、阪神・淡路大震災から 20 年目の年にあたり、私た
ちが体験した大震災の記憶を風化させてはならないという
思いのもと、メモリアルコンサートを開催する計画をしてい
ます。
いろいろな機縁が結び合う 2014 年度、当連盟の総力を挙
げて、各事業に取り組んでまいりたいと思います。

京 都 府 吹 連
http://www.kyoto-suiren.jp/
6 月 8 日の「ブラスコンサート 2014 吹奏楽祭京都」
で本格的に活動を開始した京都府吹奏楽連盟。今年度
は小学校 12、中学校 142、高等学校 76、大学 15、職
場１、一般 27、合計 273 団体の加盟となりました。
今年度も京都府吹奏楽連盟では、さまざまな事業を
予定しています。コンクール、コンテストだけでなく、
演奏会や講習会もいろいろな形態で開催しています。
日程等、詳しいことについてはホームページでご確認
ください。京都さくらパレードについては、本年度、
パレードを寺町京極から四条通までに短縮して開催し
ます。来年度は会場を岡崎公園一帯に変更し、リニュー
アル開催する予定です。
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滋 賀 県 吹 連
http://www.biwako.jp/~suiren/

今年度から来年度にかけては、滋賀県吹奏楽連盟にとって大
きな改革の年となります。ポイントは２つです。
○その１《地区割りの変更》
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中学校と高等学校においてコンクールの地区大会(３会場)を
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開催する母体となる区割りを変更することになりました。これ
は、従来あまり活発とはいえなかった北部地域での活動が盛ん
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になり、コンクールに出場する学校(特に中学校)が増加してきた
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ため、日程的に厳しくなってきたことによるものです。県下全
創立
域で中高生の吹奏楽人口が増加している結果とも言え、喜ばし
創立時に比べると実に 15 倍にも増えています。 い限りです。実施は 2015 年度からですが、高等学校では高総
これからも加盟数を減らさぬよう頑張っていきた 文とのからみもあり今年度から実施しています。
これに伴い、地区名も第１～第７に変更となり、草津市・近
いと思います。
江八幡市・蒲生郡・愛知郡が従来と異なる地区になり、草津市・
近江八幡市・蒲生郡は地区大会の会場が変わります。
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【主催事業】
8/9 コンクール(小/中Ｓ/高Ｂ)三田市総合文化センター
8/10
〃
(職・一)三田市総合文化センター
8/11
〃
(中Ｂ/高Ｓ/大)姫路市文化センター
8/12
〃
(中Ａ)尼崎市総合文化センター
8/13
〃
(高Ａ)尼崎市総合文化センター
9/14 マーチングコンテスト グリーンアリーナ神戸
10/5 ブラスフェスティバル 2014 たんば田園交響ホール
1/24 アンサンブルコンテスト(中/大)三木市文化会館
1/25
〃
(小/高)三木市文化会館
1/25
〃
(職一)和田山ジュピターホール
1/17 阪神・淡路大震災 20 年メモリアルコンサート
神戸朝日ビル
2/14 創立 80 周年記念演奏会 尼崎市総合文化センター
2/14 創立 80 周年記念式典 都ホテルニューアルカイック
待ち望んでいる「ロームシアター京都」の開館まで
２年を切りました。平成 28 年に開催するビッグバン
ドフェスティバル京都から、使用を開始する予定で
す。みなさま、楽しみにお待ちください。

奈 良 県 吹 連
http://www.geocities.ne.jp/MusicHall-Horn/2428/

今年度の加盟団体数は中学校が１校増え、184 団体（小学校
10,中学校 84,高等学校 41,大学 5,職場 1,一般 43）となりました。
さて、初めての事業として、6 月 14 日に県との共催で〝ムジー
クフェスト 2014 オープニング･コンサート”を「あおぞら吹奏
楽」と称し、若草山と東大寺の間に位置する奈良公園春日野園地
特設ステージにて行いました。
県内からは奈良市内６中学校合同バンド（平城,平城東,都南,
富雄南,三笠,登美ヶ丘北）、一条高校、いこままブラスが出演。
ゲストに淀川工科高校をお迎えし、さらにスペシャルゲストとし
てオリタ･ノボッタ氏に各ステージに加わっていただき、エン
ディングには出演者全員と一般参加者約 500 名で、丸谷先生の
指揮により「旧友」と「風になりたい」の合同演奏を行いました。

第 57 号(2)
○その２《アンサンブルコンテスト予選実施》
これも来年度から、しかも中学校部門に限っての変更とな
ります。コンクール同様北部地域からの参加が増え、昨年度
は加盟 94 校中 81 校(86%)が出場、審査結果の発表が 19:30
という状況が発生しました。これまでから｢そろそろ予選化
も考えていかないと…｣と言いつつ、なかなか実施に踏み切
れなかったのですが、いよいよ 2015 年度実施となります。
これに伴い、会場や運営資金、そして実施時期といった数々
のクリアしなければならない課題が発生してきますが、既に
予選を実施されている他府県の様子を参考に、スムーズに実
施できるよう頑張ってまいります。
【2014 年度後半 滋賀県吹奏楽連盟の主な事業】
○指導者･リーダー講習会…8/19-20(立命館守山高等学校)
○マーチングコンテスト…9/14(文化産業交流会館)
○ブラスフェスティバル 2014…9/28(栗東芸術文化会館さきら)
○アンサンブルコンテスト…1/17-18(守山市民ホール)
○小学校バンドフェスティバル…2/7(大津市民会館)

淀工の”お楽しみ
コーナー”では、荒
井奈良県知事の飛び
入り指揮もあり、快
晴の下、３時間半に
わたり広い園地いっ
ぱいの約 9,000 名の
お客様と共に楽しむ
ことができました。
一昨年から始まった６月後半の２週間に及ぶ県の音楽イ
ヴェントですが、その幕開けを吹奏楽で行えたこと、県の担
当者の皆さんや、外国人観光客を含む一般の方々に吹奏楽の
魅力を実感して頂けたことが、本当に嬉しく感じられた 1 日
となりました。これからもこのような機会を継続していける
よう、県連盟として取り組んで行きたいと考えています。

に開催でき、また、今年度はじめには結成 50 周年を
記念する記念誌も発行することができました。今年度
は結成 50 周年の年度も終わり、また次の 10 年を…と
http://www.geocities.jp/wakayamasuiren/ 目指していきたいところですが、平成 27 年には紀の
国わかやま国体およびわかやま大会の開催が控えてお
平成 26 年度の和歌山県吹連加盟状況は、中学校 39 校、
【2014 年度 京都府吹奏楽連盟の主な事業】
ります。県吹連だけではなく和歌山県全体が一つにな
高等学校 31 校、大学２校、職場１団体、一般 20 団体の
7/31～8/7 吹奏楽コンクール 京都コンサートホール
り、この大きな事業を成功させたいと願っております。
計 93 団体となり、昨年度より１団体増となりました。
9/ 7 マーチングコンテスト 太陽が丘体育館
年度始めの事業である平成 26 年度和歌山県吹奏楽連盟
12/23 アンサンブルコンテスト(中) 八幡市文化センター 総会は、４月 19 日に県立星林高等学校で開催されました。 【26 年度和歌山県吹奏楽連盟主催事業】
12/24 アンサンブルコンテスト(高) 八幡市文化センター 平成 25 年度の事業報告・決算報告・監査報告が承認され、 4/20 マーチング講習会
6/22 和歌山県吹奏楽祭(海南ふるさとセンター)
1/11 アンサンブルコンテスト(小/大/職一)
平成 26 年度の事業計画・予算案もすべて異議無く決議さ
8/2-4 吹奏楽コンクール(和歌山県民文化会館)
京都こども文化会館 れました。
9/15 マーチングコンテスト(県立橋本体育館)
2/ 1 ビッグバンドフェスティバル京都
昨年度の一番大きな事業としては、和歌山県吹奏楽連盟
1/18
アンサンブルコンテスト(和歌山県民文化会館)
京都コンサートホール が結成 50 周年を迎え、和歌山ビッグホエールで記念演奏
3/22 京都さくらパレード 京都市役所一帯
会が、ホテルアバローム紀の国で記念式典がそれぞれ無事
みなさん、今年１年間よろしくお願いします。

和歌山県吹連

