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大 阪 府 吹 連大 阪 府 吹 連大 阪 府 吹 連大 阪 府 吹 連    
http://www.osakasuiren.com 

滋 賀 県 吹 連滋 賀 県 吹 連滋 賀 県 吹 連滋 賀 県 吹 連    
http://www.biwako.jp/~suiren/ 

和歌山県吹連和歌山県吹連和歌山県吹連和歌山県吹連    
http://www.geocities.jp/wakayamasuiren/ 

2015201520152015年度年度年度年度    新役員新役員新役員新役員    
平成 27年 5月 20日(水) ホテルアゴーラ大阪守口に

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名の常任理事と 2名の監事が承認されまし
た。その中で新しく常任理事に就任しましたのは、神田 
尚(箕面市青少年吹奏楽団)、佐藤圭悟(豊中市立第十四中
学校)、柳内雅樹(初芝立命館中学校・高等学校)の 3名で
す。そして、26年間にわたって事務局長を務めました岡
本廣敏が副理事長に、事務局長には新たに安井勇人が就
任いたしました。 

【前事務局長 岡本廣敏のあいさつ】 
「あっという間の 26年間でした。故松平正守前理事長

からは一からたたき上げていただき、現理事長丸谷明夫 

先生からは薫陶を受け、また様々な後押しを受けて、
その上常任理事の先生方、何よりも連盟加盟団体の皆
様のご協力をいただき、なんとか事務局長の要職を務
めあげることができました。ありがとうございました。
初代事務局長丸谷明夫先生が 27年間務められ、第２代
目が岡本廣敏、そして第３代目の安井勇人事務局長に
引き継ぎます。今まで以上に新しい事務局長へのご協
力をお願いします。」 

【新事務局長 安井勇人のあいさつ】 
「大阪府吹奏楽連盟の理事としての期間は、諸先輩

方の背中を必死で追いかけ、大阪府吹奏楽連盟加盟団
体の皆様のご協力をいただいて勤めた 22年間でした。
今年度から事務局長の要職を受け継ぐことになり、そ
の職責の大きさをひしひしと感じています。初代、第
２代と偉大な先輩方にはなかなか追いつけませんが、
少しでも近づけるよう岡本前事務局長から教わってい
る最中です。これからも皆様方のご協力をよろしくお
願いいたします。」 

昨年度は、皆さまのおかげで創立 80周年記念事業を無

事挙行することができました。改めて感謝申し上げます。 

東日本大震災吹奏楽復興支援事業～未来へ！東北・兵
庫 吹奏楽の絆～として、本年度は、来る９月、東北、
福島県へ高校生バンドの派遣を計画しています。本事業
の趣旨である、東北と兵庫の吹奏楽を通じての人と心の
交流を深めていきたいと考えています。 

また、コンクールでは、昨年度まで実施していたＢ部
門を廃止し、新たに兵庫県独自の「のじぎく部門(Ｎ部門)」
を創設します。少人数のバンドがコンクールに出場しや
すいように、合同バンドでの参加もできるようになった 

6月 7日の｢ブラスコンサート 2015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 13、中学校 142、高等学校 76、大
学 14、職場一般 29、合計 274団体の加盟となりま
した。 
今年度、京都府吹奏楽連盟は、大きな節目を迎え

ます。10月 18日(日)には、京都府吹奏楽連盟創立
60周年記念演奏会を京都コンサートホールで、記
念式典・祝賀会を京都ホテルオークラでそれぞれ開
催します。また、来年１月には心待ちにしていた
ロームシアター京都(旧京都会館)がオープンしま
す。ビッグバンドフェスティバル京都、京都さくら
パレード、吹奏楽祭、吹奏楽コンクールの各事業が、
ロームシアター京都で行われます。 

2015年度 京都府吹奏楽連盟の主な事業 

7/30～8/7 吹奏楽コンクール 
(京都コンサートホール) 

9/13   マーチングコンテスト 
                       (太陽が丘体育館) 

12/22  アンサンブルコンテスト高校の部 
(八幡市文化センター) 

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) 

1/10   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) 

1/31   ビッグバンドフェスティバル京都 
(ロームシアター京都) 

3/27  京都さくらパレード 
(ロームシアター京都・岡崎公園一帯) 

今年度の加盟団体数は 188団体（小学校 9,中学校 85,高等
学校 42,大学 5,職場 1,一般 46）で、昨年度より 4団体増と
なりました。また、役員改選により理事長が交代し、福島秀
行が新理事長に就任しました。副理事長や常任理事も若干名
増員した体制でスタートしています。 
5/9のバンドパラダイスは、残念ながら雨天中止となりま

した。 
今年度の事業予定は下記の通りです。 
6/13 あおぞら吹奏楽 

(ムジークフェストならオープニングコンサート) 
6/21 マーチング講習会 
8/3,4,5,8,9 コンクール 
8/11,12 指導者研修会  

 

2015 2015 2015 2015 滋賀滋賀滋賀滋賀    びわこ総文びわこ総文びわこ総文びわこ総文    

滋賀県では 7/28(火)から 8/1(土)の５日間、第 39 回全国高等
学校総合文化祭が開催されます。その中で吹奏楽に関わる催し
を紹介します。 

7/28 総合開会式(びわ湖ホール) 
パレード(びわ湖ホール周辺道路) 

7/30 マーチングバンド(野洲市総合体育館) 
7/31-8/1 吹奏楽(守山市民ホール) 

何年も前から準備に取りかかり、ようやくこの日を迎えることに
なりました。全国からの多くのお客様を温かくお迎えし、滋賀の素
晴らしさを満喫していただくためにご尽力いただいた顧問の先生
や生徒の皆さんのご苦労にあらためて敬意を表します。 

平成 27年度の和歌山県吹連加盟状況は、中学校 39校、
高等学校 31校、大学 2校、職場 1団体、一般 21団体の計
94団体となり、昨年度より１団体増となりました。 
 年度始めの事業である平成 27年度和歌山県吹奏楽連

盟総会は、4月 18日に県立星林高等学校で開催されまし
た。平成 26年度の事業報告・決算報告・監査報告が承認
され、平成 27年度の事業計画・予算案もすべて異議無く
決議されました。 
今年度初めの一番嬉しいできごとは、和歌山県としては

久しぶりに小学生が中心となって活動しているバンドが
加盟してくれたことです。このことをきっかけに、ぜひ和
歌山県でも小学生バンドのつながりが深まっていけば、と
思います。 

奈奈奈奈 良良良良 県 吹 連県 吹 連県 吹 連県 吹 連    
http://www.geocities.ne.jp/MusicHall-Horn/2428/ 

京 都 府 吹 連京 都 府 吹 連京 都 府 吹 連京 都 府 吹 連    
http://www.kyoto-suiren.jp/ 

兵 庫 県 吹 連兵 庫 県 吹 連兵 庫 県 吹 連兵 庫 県 吹 連    
http://www.hyougokensuiren.com 

 

ということが、大きな特徴です。 

2015年度も、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。 

【主催事業】 

8/8 コンクール(小/中 S/高 N) 三田市総合文化センター 

8/9   〃  (職・一) 姫路市文化センター 

8/10   〃  (中 N/高 S/大) 姫路市文化センター 

8/11   〃  (中Ａ) 尼崎市総合文化センター 

8/12   〃  (高Ａ) 尼崎市総合文化センター 

8/30 ブラスフェスティバル 2015 県立芸術文化センター 

9/13 マーチングコンテスト グリーンアリーナ神戸 

1/23 アンサンブルコンテスト(中/大) 高砂市文化会館 

1/24      〃    (小/高) 淡路市立しづかホール 

1/24      〃    (職・一) 高砂市文化会館 

2/28 指導者研修会 神戸朝日ホール 

 

夏のこの時期は言わずと知れたコンクール開催の時期で

もあります。7/23-26に県内の各地区で地区大会が実施さ

れ、そこを勝ち抜いた学校は8/11の県大会に出場すること

になります。 
この地区大会と県大会の間に高総文が開催されること

により、両方に出場される高校生の皆さんや顧問の先生
は例年にないハードスケジュールの下での活動になりま
すが、そこは発想を転換し、全国高総文に出場できる数
少ない高校生の一員であるという誇りを持って臨んでい
ただきたいと思います。 
文字通り全国から実力を兼ね備えた高校生バンドが参

加されます。その演奏を生で聴き、交流できるせっかく
のチャンスです。これからの皆さんの吹奏楽の活動に活
かしていくことはもちろん、よりよく生きていくための
経験値を高める材料のひとつになるような機会であって
ほしいと願っています。 
関西の各府県からも多くの高校生や顧問の先生にお越

しいただくことと思います。お会いできる日を楽しみに
しています。 

9/12 マーチングコンテスト 
10/31 にじいろ吹奏楽(県大芸術祭吹奏楽イベント) 
11/1 BRASS AID(奈良県市民吹奏楽祭) 
12/13 あんふぇす 2015 

(アンサンブルフェスティバル) 
12/20 みんなのコンサート(中学校合同バンド演奏会) 
1/11,17 アンサンブルコンテスト 
1/24 バンドフェスティバル 

昨年度から県の主催で“あおぞら吹奏楽”“にじいろ
吹奏楽”の２つの事業が加わり、ますます忙しい県連盟
ですが、様々な方面のご協力をいただきながら、吹奏楽
の魅力をより広く伝えるために団結して取り組んで行
きたいと考えています。 
なお、8/23,24には、奈良県文化会館において関西吹

奏楽コンクールが行われます。 
皆さんのご協力をよろしくお願い致します。 

 

また、本年度 2015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ります。県吹連だけで
はなく和歌山県全体が一つになり、この大きな事業を成
功させたいと願っております。 

＜平成 27年度和歌山県吹奏楽連盟主催事業＞ 
4/11 マーチング講習会（紀北の部） 
6/13 マーチング講習会（紀南の部） 
8/7-9 県吹奏楽コンクール 

（和歌山県民文化会館大ホール） 
9/12 県マーチングコンテスト 

（奈良県宇陀市総合体育館） 
11/23 和歌山県吹奏楽祭（新宮市民会館） 
1/17 県アンサンブルコンテスト 

（和歌山市民会館大ホール） 

みなさま、今年１年間よろしくお願いします。 


