関西吹連 NEWS

大 阪 府 吹 連
http://www.eonet.ne.jp/~osaka-suiren/
2013 年度新役員
平成 25 年 5 月 21 日(火) 守口市市民会館にて
総会が開催され新役員が承認されました。丸谷明夫
理事長以下 18 名が承認されました。その中で玉井
康代先生が退任されました。先生は平成元年度に常
任理事に就任され、24 年間連盟行事に尽力いただ
きました。ご苦労様でした。また、ありがとうござ
いました。玉井先生に代わり常任理事に就任いただ
きましたのは、八尾市立曙川南中学校吹奏楽部顧問
の木下琴葉先生です。以下に就任あいさつを載せさ
せていただきます。

兵 庫 県 吹 連
http://www.hyougokensuiren.com
去る 4 月 20 日(土)、尼崎市総合文化センターにおい
て、本年度の通常総会を開催しました。5 期 10 年間、ご尽
力いただいた吉永陽一前理事長が勇退され、新たに三浦
克哉理事長が就任し、新体制が発足いたしました。下記の
新役員、主催事業の他、東日本大震災復興支援事業を
発展させ、「東北と兵庫の吹奏楽、人と心の交流事業」を
進めていく件や、平成 27 年 2 月 14 日に挙行する当連盟
創立 80 周年記念式典の件、そして、コンクールのＢ部門
に替わる新部門を平成 27 年度から立ち上げる件について
も、協議し、承認していただきました。
【本部役員】
理事長：三浦克哉 副理事長：羽地靖隆 松井隆司
椋尾 豊 事務局長：恋野善樹

京 都 府 吹 連
http://www.kyoto-suiren.jp/
6 月 9 日に京都コンサートホールで開催した「ブラス
コンサート 2013 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 11、中学
校 139、高等学校 75、大学 15、職場 1、一般 25、合計
266 団体の加盟となりました。
この吹奏楽祭も今年度は全日開催ができるようにな
り、1,800 名定員のホールに対して 3,300 名もの来場
者がありました。運営を行っている者としてもうれしい限
りです。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。

今年度より、大阪府吹奏楽連盟の常任理事をさ
せていただくことになりました、木下琴葉と申し
ます。私は、大阪府八尾市で中学校理科の教諭と
して勤めはじめ、今年で 12 年目になります。大
阪府そして関西は、子供も大人も楽しむことがで
きる吹奏楽行事がたくさんあり、また、吹奏楽に
対して熱心な方がたくさんいて、たいへん魅力的
な場所です。私自身、多くの方々に勉強させてい
ただき、助けていただきながら、吹奏楽を通じて、
こどもと一緒にがんばることの楽しさや、素晴ら
しさを体感することができ、今日まで教師を続け
ることができました。今回、常任理事という仕事
をさせていただくにあたり、不安もありますが、
今まで自分を支え、成長させてくれた吹奏楽に少
しでも恩返しができたらと思っています。微力で
はありますが、一生懸命勤めさせていただきます
ので、どうかよろしくお願いいたします。
【主催事業】
8/8(木) 吹奏楽コンクール(中Ａ) 尼崎市総合文化センター
8/9(金) 吹奏楽コンクール(高Ａ) 尼崎市総合文化センター
8/10(土) 吹奏楽コンクール(小・中Ｓ･高Ｂ)
三田市総合文化センター
8/11(日) 吹奏楽コンクール(職・一)
姫路市文化センター
8/12(月) 吹奏楽コンクール(中Ｂ・高Ｓ・大学)
姫路市文化センター
9/1(日) ブラスフェスティバル 2013
兵庫県立芸術文化センター
9/15(日) マーチングコンテスト
グリーンアリーナ神戸
1/25(土) アンサンブルコンテスト(中・大) 高砂市文化会館
1/26(日) アンサンブルコンテスト(小・高)
淡路市立しづかホール
1/26(日) アンサンブルコンテスト(職・一) 高砂市文化会館
2/23(日) 指導者研修会(講師：井田重芳先生・東海大四高)
神戸朝日ホール

なお、京都さくらパレードについては、実施時期に
四条通の歩道改修工事が入っているため、開催でき
るかどうかがまだ決まっていません。京都市との交渉
結果が出れば、ホームページでお知らせしたいと考
えています。
2013 年度 京都府吹奏楽連盟の主な事業
8/ 1～8 吹奏楽コンクール (京都コンサートホール)
9/ 8 マーチングコンテスト
(太陽が丘体育館)
12/23 アンサンブルコンテスト中学校の部
(八幡市文化センター)
12/24 アンサンブルコンテスト高校の部
(八幡市文化センター)
1/12 アンサンブルコンテスト小学校、大学、職場・一般の部
(京都こども文化会館)
2/ 2 京都ビッグバンドフェスティバル
(京都コンサートホール)
3/23 京都さくらパレード
(京都市役所一帯)
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滋 賀 県 吹 連
http://www.biwako.jp/~suiren/
昨年度スタートした『指導者派遣事業』は概ね良好の評
価を頂き、今年度も同じ条件で引き続き実施しています。
また、今年度新たに『指導者・リーダー講習会』を実施す
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○指導者・リーダー講習会…8/20(立命館守山高等学校)
○マーチングコンテスト…9/15(文化産業交流会館)
○吹奏楽祭(大・職一)…9/29(栗東芸術文化会館さきら)
○アンサンブルコンテスト(守山市民ホール)
小学校・高等学校・大学・職場一般…1/19
中学校…1/25
○小学校バンドフェスティバル…2/16(大津市民会館)

ることとなりました。加盟校からの希望者で構成されたモ
デルバンドを著名な指導者に指導していただき、それをバ
ンド指導者が見学するという内容で、初年度は中学生から
なるモデルバンドを、松戸市立第四中学校の須藤卓眞先生
に指導していただきます。今後は高校生などより多くの皆
さんに対象を広げ、滋賀県吹奏楽のレベルアップの一助と
なればと考えています。

奈 良 県 吹 連

今年度も 2/9(日)に関西ステージマーチングフェ
スティバルがびわ湖ホールにおいて開催されます。
今年度は昨年度の反省に基づき、前後半の入れ替
え制が導入され、これにより、多くのお客様にご覧
戴けることと思います。昨年同様、多くの皆様のお
越しを心よりお待ち申しあげます。
1 12/22 あんふぇす 2013

[職場・一般の部アンサンブルフェスティバル]
(川西町文化会館)
http://www.geocities.ne.jp/MusicHall-Horn/2428/
12/23 みんなのコンサート[中学校合同バンド演奏会]
(橿原文化会館)
今年度の加盟団体数は 183 団体、内訳は小学校 10、中学校
1/13・18・19
県アンサンブルコンテスト
83、高等学校 41、大学 5、職場 1、一般 43 となっています。
(大和高田市文化会館さざんかホール)
4 月 20 日に通常総会を行い新役員等が決定しました。本年の
11/26 バンドフェスティバル
(橿原文化会館)
行事予定は下記の通りです。
6/15 マーチング講習会 (大和郡山市矢田総合運動公園体育館)
本年度は、8 月 18 日・19 日に関西コンクールを奈良
8/6・7 県コンクール[中 A]
(奈良県橿原文化会館)
県主管で、橿原文化会館を会場に行います。1 月のバン
8/9
県コンクール[大学･高 A]
(奈良県橿原文化会館)
ドフェスティバルのゲストには、岡山学芸館高等学校
8/10 県コンクール[小編成]
(奈良県橿原文化会館)
吹奏楽部をお迎えして、盛大に開催する予定です。ま
8/11 県コンクール[中･高Ｊ、小学校、一般] (奈良県橿原文化会館)
た 8 月の指導者研修会は、昨年に引き続き緒形まゆみ
8/26・27 指導者研修会
先生を講師にお迎えして開催します。詳細については
ＨＰにも掲載しますので、関西の皆さんもどうぞたく
9/14 県マーチングコンテスト
(和歌山県橋本体育館)
さんお越し下さい。
11/3 BRASS AID 2013[一般バンドチャリティー演奏会]
奈良県吹連の活動に、今年度もどうぞご注目下さい。
(橿原文化会館)

和歌山県吹連

記念誌発行・記念演奏会・記念式典と今年 1 年間
をかけておこなっていく大きなプロジェクトで
す。和歌山県吹連が一つになり、記念すべき 1 年
http://www.geocities.jp/wakayamasuiren/
となるよう努力してまいります。
＜25 年度和歌山県吹奏楽連盟事業＞
平成 25 年度の和歌山県吹連加盟状況は、中学校 38
4 月 21 日 マーチング講習会
校、高等学校 30 校、大学 2 校、職場 1 団体、一般 21
8 月 2 日～4 日 県吹奏楽コンクール
団体の計 92 団体となり、昨年度と同数となりました。
（和歌山県民文化会館大ホール）
年度始めの事業である平成 25 年度和歌山県吹奏楽
9 月 14 日 県マーチングコンテスト
連盟総会は、4 月 20 日に県立星林高等学校で開催され
（県立橋本体育館）
ました。平成 24 年度の事業報告・決算報告・監査報告
1 月 13 日 県アンサンブルコンテスト
が承認され、平成 25 年度の事業計画・予算案もすべて
（和歌山市民会館大ホール）
異議無く決議されました。 その中で、今年度は特に、
2 月 2 日 和歌山県吹連 結成 50 周年記念演奏会
和歌山県吹奏楽コンクールが 2 年ぶりに、耐震工事を
（和歌山ビッグホエール）
終えた和歌山県民文化会館で開催されることと、和歌
2 月 23 日 和歌山県吹連 結成 50 周年記念式典
山県吹奏楽連盟が結成 50 周年を迎え、実施される各記
（アバローム紀の国）
念事業について具体的に話し合われました。
みなさん、今年 1 年間よろしくお願いします。

