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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/ 

2012012012016666年度年度年度年度    連盟加盟数連盟加盟数連盟加盟数連盟加盟数    並びに並びに並びに並びに    今年度の事業今年度の事業今年度の事業今年度の事業 
平成 28 年 5 月 19 日(木) ホテルアゴーラ大阪守口

にて総会が開催され、今年度の事業計画が下記のように
承認されました。今年度の府吹連加盟数は、小学校 10 団
体、中学校 335 団体、高校 187 団体、大学 13 団体、
職場 3 団体、一般 88 団体の合計 636 団体となり、昨
年度より 3 団体増え過去最高となりました。また、昨年
度末に森長真仁(元市立南高校)が常任理事を退任し、逆瀬
川瑛里香(追手門大手前中・高等学校) が、新常任理事と
して承認されました。中学校選抜吹奏楽団は 183名もの
応募があり、オーディションの結果 83 名で結成され、  

10 月に広島で行われる西日本バンドフェスティバルに
参加する予定になっています。    
    
2012012012016666    年度年度年度年度    大阪府吹奏楽連盟の主な事業大阪府吹奏楽連盟の主な事業大阪府吹奏楽連盟の主な事業大阪府吹奏楽連盟の主な事業    
4/29 大阪府中学校選抜吹奏楽団オーディション(四條畷学園中学校) 
6/4～5 マーチング講習会(桃山学院大学総合体育館) 
7/26～7/28 コンクール中地区大会(八尾市文化会館) 
7/27～7/30 コンクール南地区大会(狭山市文化会館) 
7/29～7/31,8/2 コンクール北地区大会 

(大東市立総合文化センター) 
8/2～8/4 コンクール北摂地区大会(吹田市文化会館) 
8/12 コンクール府大会 中Ａ(大阪国際会議場) 
8/13 コンクール府大会 高Ａ(大阪国際会議場) 
8/14 コンクール府大会 大、職一(大東市立総合文化センター) 
8/16 コンクール府大会 小、小編成(大東市立総合文化センター) 
9/11 マーチングコンテスト(府民共済スーパーアリーナ) 
12/23～25,27 アンサンブルコンテスト(八尾市文化会館) 

～ありがとう！ こんどは私たちが～ ～未来へ！ 
東北・兵庫 吹奏楽の絆～ をスローガンに進めてまい
りました、東日本大震災吹奏楽復興支援事業を昨年度で
一段落させました。５年間にわたる皆さまのご支援、ご
協力のおかげで、東北の吹奏楽仲間に義捐金をお届けし、
交流を深めることができました。心から厚く感謝申し上
げます。支援事業としては一区切りといたしますが、引
き続き復興途上の東北、そして新たに熊本の皆さんへ、
できる限りの支援をさせていただきたいと考えておりま
す。 
2017年 3月 18日（土）、全日本アンサンブルコンテ

ストが、尼崎市総合文化センターで開催されます。 

 

6 月 12 日の｢ブラスコ
ンサート 2016 吹奏楽
祭京都｣を 1 月にリ
ニューアルオープンし
たロームシアター京都
メインホールで行いま
した。今夏の京都府吹
奏楽コンクールと関西 

今年度の加盟団体数は 190団体（小学校 10,中学校 84,高等

学校 43,大学 5,職場 1,一般 47）で、昨年度より 2団体増と

なりました。本年度で 3 度目のイベント、ムジークプラッ

ツ“あおぞら吹奏楽”の様子をお知らせします。若草山の麓、

東大寺大仏殿の鴟尾を望む奈良公園春日野園地の特設ス

テージで、6月にコンサートを行うようになりました。今年

は県内３つの中学生合同バンド、畝傍高校それぞれに

T-SQUAREの伊東たけしさんに加わっていただくという超

贅沢な４ステージと、天理高校、愛工大名電高校にも演奏し

ていただき、２校の合同演奏には伊東さん、Dr の坂東慧さ

ん、Bsの田中豊雪さんにも加わっていただきました。 

中学校と高等学校の地区割りの変更、中学校アンサンブ
ルコンテスト地区大会の実施、アンサンブルコンテスト一
般の部の抽選によるプログラム順決定と、ここ何年かで滋
賀県吹奏楽連盟各事業のシステムが大きく変わってきま
した。そして今年度、中学校と高等学校のアンサンブルコ
ンテストも抽選によってプログラム順を決定することに
なりました。これにより、滋賀県のアンサンブルコンテス
トはすべての部門で抽選によりプログラム順が決まり、編
成に関係なくランダムに演奏が行われることになります。 
実施にあたって課題になると思われることは、｢打楽器

アンサンブルの進行がスムーズに行えるか｣｢審査に影響
しないのか｣の２点です。 

平成 28年度の和歌山県吹連加盟状況は、中学校 40校、
高等学校 32校、大学 2校、職場 1団体、一般 20団体の計
95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 28年度和歌山県吹奏楽連盟

総会は、4月 16日に県立星林高等学校で開催されました。
平成 27年度の事業報告・決算報告・監査報告が承認され、
平成 28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。 
昨年度は、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ださいましたが、
今年度は中紀地区で、新規に連盟に加盟してくださった中
学校が１つと、紀南地区で吹奏楽同好会から立ち上げて、
連盟に加盟してくださった高等学校が１つありました。 

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 

 

例年の主催事業はもちろんのこと、全国大会の運営に

も、当連盟の総力を挙げて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(中 N/高 S/大) 三田市総合文化センター 

8/9   〃  (小/中 S/高 N) 三田市総合文化センター 

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 

8/14   〃  (職・一) 姫路市文化センター 

9/11 マーチングコンテスト グリーンアリーナ神戸 

10/2 ブラスフェスティバル 2016 洲本市文化体育館 

1/21 アンサンブルコンテスト(中) 高砂市文化会館 

1/21      〃    (小/大) 和田山ジュピターホール 

1/22      〃    (高) 高砂市文化会館 

1/22      〃    (職･一)  和田山ジュピターホール 

2/26 指導者研修会 神戸朝日ホール 

すでにいくつかの府県では実施されているようです
が、まだまだ道半ばの取り組みです。今後は広く取り入
れられるようになるだろうと言われていますので、先進
県のいろんな情報を収集しつつ、何としても成功させた
いと考えています。 
今年度は、平成29年1月14日(土)･15日(日)に守山市民

ホールで実施します。他府県の皆さまにもお聴きいただ
き、感想などお聞かせ頂ければと思っています。 
 

【2016年度後半 滋賀県吹奏楽連盟の主な事業】 
○マーチングコンテスト…9/11 (文化産業交流会館) 
○ブラスフェスティバル 2016…9/18(栗東芸術文化会館さきら) 
○アンサンブルコンテスト中学校の部地区大会… 

12/24(南部)、12/25(中部)、12/27(北部) 
○アンサンブルコンテスト…1/14-15(守山市民ホール) 
○小学校バンドフェスティバル…1/28 

(栗東芸術文化会館さきら) 

 

少子化、学校の小規模化が大きな問題である和歌山県に
おいて、大変嬉しいニュースとなりました。 
 
＜平成＜平成＜平成＜平成 28282828年度和歌山県吹奏楽連盟主催事業＞年度和歌山県吹奏楽連盟主催事業＞年度和歌山県吹奏楽連盟主催事業＞年度和歌山県吹奏楽連盟主催事業＞    

4/9 マーチング講習会（紀北の部） 
（片男波公園 健康館） 

6/19 マーチング講習会（紀南の部） 
（那智勝浦町立体育文化会館） 

8/5-7 県吹奏楽コンクール 
（和歌山県民文化会館大ホール） 

9/10 県マーチングコンテスト 
（和歌山県立橋本体育館） 

8/28 和歌山県吹奏楽祭 
（かつらぎ総合文化会館 あじさいホール） 

1/15 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。 

 吹奏楽コンクール（中学校Ａ・高等学校Ａ）に向けた動
線や運営のリハーサルを兼ねての公演となり、大きなト
ラブルもなく終えることができました。今年度の加盟数
は小学校 12、中学校 142、高等学校 77、大学 14、職場
1、一般 28、合計 274 団体となりました。  

2016 2016 2016 2016 年度年度年度年度    京都府吹奏楽連盟の主な事業京都府吹奏楽連盟の主な事業京都府吹奏楽連盟の主な事業京都府吹奏楽連盟の主な事業    
 
7/30～8/7 京都府吹奏楽コンクール 

(ロームシアター京都) 
8/27・28 関西吹奏楽コンクール（中Ａ・高Ａ） 

(ロームシアター京都) 
9/11 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等学校の部 

(八幡市文化センター) 
1/8 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) 
1/29 ビッグバンドフェスティバル京都 

(京都コンサートホール) 
2/11 関西アンサンブルコンテスト 

(八幡市文化センター) 
3/26 京都さくらパレード  (京都市役所一帯)＜予定＞ 

県文化振興課
の主催事業です
が、特に出演生
徒たちにとって
は一生の思い出
に残る内容のコ
ンサートになり
ました。出演者
約900人、観客は
公式発表で9000
人!  一昨年度か
ら始まった、奈 

良ならではのロケーションで吹奏楽の魅力を発信する
絶好の機会となっています。 
例年の事業に加えて、次年度の国民文化祭のプレイベン
トとして9月22日に関西ママさんブラスフェスタ、10月
29日ににじいろ吹奏楽を開催します。今年も奈良県の活
動にご注目を。 

荒井知事の飛び入り指揮にせんとくんも･･･ 


