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㊧65期トロンボーン吉池文男：

卒業50周年の年に演奏参加

でき記念になり感謝です。113

期の皆様の団結力、行動力に

感心しました。私は、もう、上手

くなろうとしないと思っていまし

たが、奥村さんの演奏を聴い

て、もう少しやってみるかなと思

いました。①65期ソプラノサッ

クス布施修一郎：プロの演奏、現役の演奏が加わり演出的には良かった

と思います。時期的に、運動会等様々なイベントが重なったにも関わらず、

120名の観客が来られたのには勇気づけられた。㊤70期クラリネット青
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闘彊圃醒掴

木幸雄：6月の現役の定

演そして10月の楽しむ

会で、若い皆さんの行

動力・企画推進力が優

れていることに感激しま

した。上田高吹奏楽班で鍛えられたのは楽器演奏ばかりでなく、企画力・

人間力…。素晴らしい！㊤70期フルート湯本孝一：第1回に続いて年寄り

の冷や水と思いながらも参加しましたが、出てよかっだと心から思ってい

ます。殊に113期の方たちを中心とした若い人たちの責任感の強さと繋

げる意識の高さに触れ、この会の未来を感じました。ありがとうございま

した。㊧72期ピッコロ榎本美智子：前日と当日だけの参加で、1人だけの

ピッコロで、ちょっと不安でしたが、曲の雰囲気に早くなじむことができて

楽しく吹けました。企画・運営をしてくださった皆様、ありがとうございまし

た。㊤73期フルート小岩井秀樹：世代を超えた方々と、演奏を楽しませて

いただきました。今回の演奏会終了後の挨拶で、「来年もまた会いましょ

う！」という言葉が自然と出てきました。e74期オーボエ唐沢信之：上田

高校を卒業して早40年。それでも高校時代に始めたオーボエを今も続

けています。普段は管弦楽団で演奏していますので吹奏楽は何十年ぶ

りかでしたが、毎日練習している若い力に圧倒され、良い刺激をもらった

演奏会でした。また来年参加できることを楽しみにしています。e74期

パーカッション丸山恵子：時の経つのを忘れる貴重な時間でした。皆さん

の足を引っ張ってしまいましたが、それでも、とても楽しかったです。参加

できた幸せ、健康と時間と、仲間と…嬉しいひとときでした。ありがとうご

ざいました。㊤82期バリトンサックス丸山邦明：OB、現役、そして合同に

ょるステージ、プロでご活躍中のOBの方々のご出演もいただき、今後も0
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Bの親睦を深めるとともにOBと現役とをつなぐより有意義な場となるよう

願っております。●109期クラリネット中山結：楽しむ会を通じて、人と人

を繋ぐのがOBOG会だと実感しています。そもそも、故・真山副幹事長と

の出会いがなければ松奏会は発足できませんでした。真山さんと、そこ

から広がった様々なご緑に改めて感謝します。●109期打楽器パート倉

蔦知覚：前回の第一回演奏会に引き続いて参加させてもらいました。今

回は打楽器を現役生からお借りすることになり、代の離れた後輩と親睦

を深めることができました。今年も先輩方や旧友に会えて、何よりでした。

●112期クナノネット小林光希吹奏楽班で過ごした日々は、今の私の原

点です。今考えると小さな悩みや壁を、皆で時間をかけて乗り越えました。

OB演奏会に参加すると、音楽の力、上田高校吹奏楽班で学んだことの

大切さを実感します。当時関わった後輩達は卒業しましたが、これからも

上田高校を応援しています。



第2回吹奏楽を楽しむ会
上田文化会館

臆平成28（2016）年10月2日（日）

臆シ開場12時30分　臆開演13時

第1部　OB・⑬㊨旛藻愈愈毘脂よる漬菜

司会藤木茜さん次は上田高校校歌（作曲：岡野貞一、作詞：上田

中学国漠科）です。指揮は113期OB村上裕君です。お手元の歌

詞をご覧になって現役生と一緒に会場の皆さんも口ずさみながら

お聞きください。

司会藤木茜さんそれではここまで2曲を指揮してくれた、村上裕

君にインタビューをしだいと思います。指揮をしてきていかがでしたか？

指揮者村上裕さん（113期ホルン）：高校時代指揮をしていました

司会藤木茜さん（113期フルート）：皆さんこ

んにちは。第2回吹奏楽を楽しむ会にお越

しいただき誠にありがとうございます。私は

113期OGの藤木茜です。よろしくお願いい

たします。オープニングは、2007年度全日本

吹奏楽コンクール課題曲「マーチブルース

カイ（作曲：高木登古）」でした。第1部は上

田高校吹奏楽班OB・OGによる演奏です。今回演奏に参加するの

は総勢52名、上は58期、下は今年卒業した114期です。幅広い世

代で奏でる音楽をお楽しみください。それではここでOB・OG会「松

奏会」幹事長中村眞一さんにご挨拶をお願いします。

中村眞一幹事長（62期）：皆さんこんにちは、

ようこそおいでくださいました。司会者から

ご案内があったように、私達は今日第2回吹

奏楽を楽しむ会ということで、これから非常

に楽しみな企画がたくさんございます。まず

ここにたどり着くまでの事を簡単にご案内申

し上げますと、一昨年2014年10月11日に上

田高校吹奏楽団OB・OG会「松奏会」として発足いたしまして、旧

市民会館で記念の演奏会を行いました。昨年同じく10月11日に創

造館で「第1回吹奏楽を楽しむ会」を行い、今日が2回日となります。

内輪だけの会で外部にはあまりPRしていなかったのですが、この

ようにたくさんの方においでいただきありがとうございます。第1部

はOB・OG52名、第2部は現役生48名による演奏です。今年は東

海大会に出場し非常にレベルがアップしているところですので楽し

みにしております。つぎに先ほど曲順の変更がありましたが、第3部

としてプロの仲間が来てくだきり楽しい演奏がございます。まずは

新日本フィルの奥村晃君がすぼらしい音色のトロンボーンで楽しま

せてくれます。その後は、私どもの会長58期百瀬会長と85期荻原

松美さん、110期若山さくらさん3人よるスネアバトルがあります。企

画が盛りだくさんですので最後までごゆっくりお楽しみいただきたい

と思います。なおこの会は来年10月1日に「第3回吹奏楽を楽しむ

会」をやり、そして現役生の6月の定期演奏会に合わせて総会をや

る予定です。どうか皆さん折に触れご案内申し上げますが是非とも

ご参加いただきますようよろしくお願い致します。

が大学に入ってからは全く指揮をする機

会が無くて今日久しぶりに振ったんですが、

皆さん楽しそうに吹いてくだきって僕もとて

も楽しく振らせてもらっています。

司会藤木茜さん私達は卒業して2年目で

すけど高校時代の吹奏楽生活を振り返っ

て一番心に残っていることを教えてください。

指揮者村上裕さん上田高校…どこの高

校にもありますがテストがございまして、赤点

を取ると追試というのがございます。私、あ

まり成績がよろしくなく追試に良く引っ掛かヽ夢ノ

かっていました。追試に引っ掛かった人は

顧問の先生に報告をしに行かなければいけ

ないとの規則があり、今でもありますか？（前

列の現役生に聞く、有りますとの答え）（笑）。

私は次に指揮をしてくださる山岸先生のところに言いに行かなくて

はなりませんでした。山岸先生は数学の先生で「すみません、数学

の追試に引っ掛かりました」と言うと「知っている！ちゃんとやれよ！」と

（笑）。ハイ…それが一番心に残っています。

司会藤木茜さんまさか！追試の話が来るとは思ってもいなかったの

でびっくりです（笑）、練習とか合奏の話が来るのかなと思っていた

のですけど、それが一番心に残っているとはよほど山岸先生からの

一言が彼にとって重かっだのかなと感じました。

司会藤木茜さん次に第1部もう一人の指揮者、山岸明先生をご

紹介します。山岸先生は平成19年から7年間顧問を務められ、5

度上田高校を東海大会へ導いてくれました。厳しくも優しいご指導

で今でも「やまぎー」の愛称でOB・OGに慕われています。現在は

OB・OG会の名誉会員でもあられます。それでは山岸先生にご登

場していただきます（拍手）。曲は2016年度全日本吹奏楽コンクー

ル課題曲「マーチクローバーグラウンド（作曲：鹿島康奨）」です。

司会藤木茜さん指揮をしてくださった山岸

先生にもインタビューをさせていただこうと思

います。山岸先生は指揮をされるのは2年

ぶりとのことですが、久しぶりに振ってみてい

かがでしたか？

指揮者山岸明先生（名誉会員）：みなさんこ

んにちは本日はまず松奏会の指揮に呼ん

でいただきましてほんとうにありがとうござい

ました。2年ぶりの指揮だったんですけど、

私が顧問時代の生徒の皆さん、そして還暦

を過ぎたかも知れない大先輩方との演奏で

すので、非常に歴史を感じられます。そして

ヽ○グ
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「吹奏楽を楽しむ会」との非常に良いネーミングで、これが上田の

中で増々音楽文化が発展していくようなものになればいいなあと思っ

ています。新しいホールも出来ましたので、近い将来は是非あのサ

ントミューゼでこの会が出来ればいいなと秘かに期待をしております。

司会藤木茜さん続いての曲が第1部最後となります。曲は「歌劇

カルメンより（作曲：GeorgesBizet／、編曲加養浩幸）」です。実はこ

の曲は私にとってとても思い出深い曲なんです。私が憧れであった

なっています。

と思っています。現在高校生活を送るうえ

で、朝と昼、時には早弁というものをして昼

休み中にも練習したり、放課後は毎日、土日

もほぼ毎日練習をしています。吹奏楽に関

わっている時間は家で過ごしている時間や

授業で勉強している時間より長く、私も含め

班員一同吹奏楽とはかけがえのないものと

、尋′

フルート　　　　　ユーフォニウム　　　　トランペット

石川咲里（113期）　棚橋実績（114期）　佐藤藤一（113期）

上田高校に入学し、吹奏楽団に入って一番最初の夏の大会、その

C編成で演奏したのが歌劇カルメンでした。まだ出会ってから半年

も経っていない、ホントに3か月位しか一緒にいない仲間と、今では「あ

の時あんな風に喧嘩をしたね」と笑い話しになるんですが、「もう出会っ

たぽっかりの人となんでこんなに喧嘩しなくちゃいけないんだろう」と

思いながら、意見を戦わせ合いながら作り上げた曲がこのカルメン

でした。今回は私達113期が企画をさせていただくこととなり、もう一

度吹きたいとの想いをくんでいただき実現する運びとなりました。

第2部　上田高校吹奏楽団現役生

（1・2年生）はよる演奏
指　揮　顧問　高木雅啓（松奏会名誉会員）

演奏曲　◎吹奏楽のための風景詩「陽が昇るとき」より

Ⅳ，陽光　〈作曲〉高　昌帥

⑥サンバ・デ・ラブズユー　〈作曲〉数原　晋

◎宝島　〈作曲〉和泉宏隆　〈編曲〉真島俊夫
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司会藤木茜さん上田高校吹奏楽団は今年の夏のコンクールで

県大会金賞を受賞し、東海大会では銀賞を受賞しました。先日行

われた中部日本吹奏楽大会では金賞を受賞しています。また私達

OB・OGは今回の演奏会にあたって打楽器をお借りしています。（拍

手、ありがとうございます。）

司会藤木茜さん：顧問の高木先生と班長の藤森未来さんにインタ

ビューをしたいと思います。それではまず班長の藤森未来さんにお

聞きしたいことがあるんですけど「ずばり、藤森さんにとって吹奏楽

とはなんですか？」

藤森未来班長（クラリネット）：私達にとって吹奏楽は生活の一部だ

司会藤木茜さんそれでは次に高木先生

にお聞きしますが、今年から上田高校に赴

任されて一番印象的だったことを教えてく

ださい。

顧問高木雅啓先生（名誉会員）：今年から

顧問になりました高木と申します。歴史と伝

統の長い上田高校に来て緊張しておりま

す。今日も現役生や僕もとても緊張して演奏させていただいていま

す。なんとなく築地のマグロになったような気分で、目利きの名人が

揃っているので皆さんのご期待に沿えるような演奏ができればと思っ

ています。上田高校の第一印象ですが、ひと言で言えば男臭い、
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いま吹奏楽は女子が多くで前任校でもほとんど女子で、年によって

男子ゼロという年も有りました。上田高校は全県の吹奏楽班の中で

も男子が一番多い学校で、来たときに男子がたくさん居るということ

で、男臭ぐ・皆で連れ立って銭湯に出掛けて行く、肩を組んで楽し

げに出掛けて行く、あの後ろ姿が強く印象に残っています（笑）。まあ

バンド全体としても非常に男性的というか、野武士のようなところを

残している、そういう伝統を感じました。（拍手）

司会藤木茜さん高木先生、藤森さんあり

がとうございました。それではここで司会を

現役生に渡したいと思います。

現役生司会手塚帆夏さん（フルート）：皆さ

んこんにちは、上田高校吹奏楽斑です。本

日はこのような演奏会にお呼びいただきあり

がとうございます。私は2年フルートパートの

手塚帆夏です。よろしくお願いします。1年生22名、2年生26名、顧

問の先生方4名の52名で活動をしています。今日は私達らしいフレッ

シュな演奏ができるよう精一杯頑張ります。
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第3部　の醸e㊨翁耳操織豊禽間瀬藁
～プ間藤蕃豊の薬類～

指　揮　百瀬和紀（松奏会会長58期）

演奏曲　⑨トロンボーンと吹奏楽のための協奏曲

〈作曲〉Rimsky＝Korsakov

トロンボーン　奥村　晃（89期）

◎ハスケルの暴れん坊　〈作曲〉pauiYoder

スネアドラム百瀬和紀（58期）、荻原松美（85期）、

若山さくら（110期）

司会藤木茜さん第3部は現役

生とOB・OGとの合同ステージ

です。代々の先輩方と現役生

で作り上げた音楽をお楽しみく

ださい。それでは本日ひとり目の

ゾ）スト奥村晃さんにご登場し

ていただきたいと思います。突

然なのですが、先ほどの現役

生の演奏をお聞きになって、ご講評をお願いいたします。

ソリスト奥村晃さん（演奏会担当幹事89期）：まさか突然振られると

ば思ってもいませんでしたが（笑）、すごく元気があってノl）が良くて、

とてもイイ演奏で感動しました。私達の頃、四半世紀…解りますか、

25年前ですが、皆さんと同じ年頃のレベルとは比較にならないほど

上手になっているので、皆上手に立派に吹いているなあと感心しま

した。そうですね、思ったこと、よく指導に行って思うことですが、い

まYouTubeなどでどんな演奏でも手軽に聞くことが出来、情報が

あるのは僕たちの頃に比べると羨ましいです。僕らの頃は東京へ

行く度にトロンボーンソロのCDを買えるだけ買って、実際CDは擦

り切れないですけど擦り切れるほど聞いて、こんな風に吹きたいと

いうイメージだけで育ったところがあるんです。皆さん達も、もっともっ

といっぱい聞いてほしい、曲を知る以上に「こんな音出したいな」、「こ

んな風に吹きたいな」とやってほしいなあと思います。だいたい音楽

をやってる人達は目立ちたがり屋なんです。僕もそうですが。だけ

ど僕、長野この辺で育ったんですけどチョッとシャイなんですね（笑）、

ものすごくシャイなんですね（笑）。大学へ行ってお酒で鍛えられて

大分人前で喋れるようになったんですが、とにかく皆さんどんどん自

分を出してほしい、アピールしてほしいと思います。コンクールとかだ

と減点法みたいになって、邪魔な物は削って削ってみたいになりが

ちなんだけどいまの時期にそれぞれがやりたい事をどんどんアピー

ルしてすごく大きい大味な感じになって、そしてそこから削っていっ

てイイものが出来るとスケールも大きくなるし、より良いバンドに育って

いくのではないかと思いました。いっぱい聴いていっぱい遊んでいっ

ぱい練習してください。（捕手）

司会藤木茜さん講評ありがとうございました。では、高校時代の
一番の思い出はなんですか。

奥村晃さん吹奏楽以外ですと

授業サボってゲーセンに行って

いたとの話になってしまいますが

（笑）、吹奏楽では3年生の先

輩が引退した時に、学指揮・副

学指揮、部長・副部長などを2

年生が集まって決めるんですけ

ど僕は全部にノミネートされていたんですよ。でも全部に落ちた（笑）。

そして会場美術係に満場一致で就任しました。定期演奏会で後

ろのボードに絵を書く役で、全力でやらせていただきました。それが
一番思い出に残っています。（拍手）

司会藤木茜さん89期奥村晃さんをご紹介いたします。東京芸術

大学在学中、安宅賞を受賞され、卒業後第14回日本管打楽器コン

クール第1位および東京都知事賞、文部大臣賞を受賞されました。

現在新日本フィルハーモニー交響楽団団員、エマーノンブラスクイ

ンテットメンバー。クラシック以外にも、ドラマ、CM等のBGM、渡辺

／貞夫、椎名林檎、槇原敬之、ゴスペラーズ等の録音、ライブに参加、

尚美ミュージックカレッジ講師をされております。

司会藤木茜さん松奏会会長、58期百瀬和紀さんのご紹介をいた

します。東京芸術大学卒業後、NHK交響楽団で36年間首席テイ

ンパニ奏者を務め、現在日本打楽器協会理事長、日本管打・吹奏

楽学会常務理事を務めていらっしゃいます。国立音楽大学教授、

東邦音楽大学特任教授などを歴任され、1983年から東京パーカッ

ションクラブを主宰されております。

ソリスト百瀬和紀さん（松奏会会長58期）：

セッティングやらいろいろありましてプログラ

ムの順番を替えさせていただきました。ここ

に3台の小太鼓が出てきています。大変賑

やかな曲で「ハスケルの暴れ小僧」といわ

れ、ハスケルと言う太鼓叩きが、太鼓のパー

トを書き、ポール・ヨーダーが伴奏のバンド

の部分を書いた合作の曲です。一緒に太鼓を叩いてくれるメンバー

をご紹介します。どうぞお二人さんお入りください。「荻原松美さん」

です。荻原君とはいろんな所で一緒ですが、まず中学は北御牧中

学、あの頃はまだ北御牧村でしたが合併して何とか市となりました。

同じ中学から上田高校へ進みました。彼は85期、私とたいして変

わりませんが、私は58期です（笑）。僕の頃はまだ信越線に黒い煙

を吐く列車が走っていました。

∴∴∴；： ∴∴∴ ÷∴ ：章 　二’：； 

ソリスト荻原松美さん（85

期）：国立音楽大学へ進み、

シエナ・ウインドオーケストラ

に入りました。小諸高校と

尚美ミュージックカレッジで

教えています。（捕手）

○ ��荻原松美さんト（85期）東御市出身。国立音楽大学卒業。「シ工ナ・ ウィンド・オーケストラ」ティシバ二および打楽器奏者。「上野信一＆パー 

カッション・グループフオニックス」メンバー。小諸高校非常勤講師、尚美 

ミュージックカレッジ非常勤講師。イノベイテイブ・パーカッション、エバンス、 CANOPOSCONCERTSERiESのエンドーサー 

百瀬和紀さん私も尚美で大学を卒業した連中のクラスを教えてい

たことがあります。荻原君は吹奏楽の指導やら、もちろんシエナの

演奏で日本中駆けずり回って、太鼓叩きのなかでは一番稼いでい

るのではないかと言われています。もう一人紹介します。若山さくら

さんです。あなたは何期卒ですか？
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ソリスト若山さくらさん（110期）：

110期です。

百瀬和紀さん：今年国立音楽

大学を卒業し、武岡賞をいただ

いています（拍手）。彼女は現

在ブ）－ランスで音大を卒業し

た大半の人はブ）－ランスとなり

ます。音楽の世界は大変厳し

いものです。本来音楽は楽しむものなんですが、「音楽で飯を喰お

うということは本当に苦しいもの」なのであまりお勧めできないんで

すけど今日はこういう事を言っちゃいけない会なんですけど本音

はそんなところなんです。第1部で学生さんに交じってトライアングル

などを叩いていましたが、ちゃんと勉強した人は違うなって感じがし

ていましたよ。これからいろいろな場面で活躍し、指導もしたりする

と思いますけど荻原松美君の十（トオ）有る仕事の内、二つくらい

は回してくれるらしいですから…、荻原君イイですね。（荻原さんう

なずく）約束しましたよ陸自手）

S �若山さくらさんト（110期）東塩田小学校の金管バンドクラブに入るも、腹 
筋が嫌で打楽器パートに。塩田中学校では吹奏楽部に所属、学級と部活 
の両方で石川武先生に指導を受け、打楽器を続ける。上田高校では山岸 

明先生のもと吹奏楽班で活動、センター入試の勉強をする友人の傍で（練 

習場所は廊下）太鼓を叩き続け、i国立音楽大学に入学。この春、首席と同 
時に武岡賞を受賞し卒業。（注釈　武同賞：大学創立者の一人武岡鶴代 
を記念して制定され、卒業時に声楽と器楽の最優秀女子に与えられる賞。） 

i∴∵÷　※ � �∴∴ � �欝 「∴ ∴∴∴ i＼票箋蕊＼／こ �「∴∵÷ 二名＼／ �∴ 
子 ） 

醗 ＼＼）‡、 �∵当ゝ／† ���� 数／／・・筒－ � �藍 � �∴／画聖 

／ �� 

最 ∵．∴．．∴∴　∴ �� ��鰭／鱗 

：∴ 　∴ 一一一∴∴ 漂 �．：∵ 

牒開園甲国璽 ∵：柵■案 ∴ �／ま 瞳 �蜂言 ＿圏 ／、リズ）＼） ／∴／駐機＼ 

”　〇〇〇〇〇gOgSS鱒瓢湖 

司会藤木茜さん：アンコールありがとうございます。アンコールにお

応えし「マーチ・ブロックM」（注：作曲：JerryHBilik）を演奏させて

いただきます。今日は特別にゾ）ストの奥村さん、荻原さん、若山さ

んもバンドに入っていただきます。皆さん手拍子ホントにホントに大

歓迎です。とっても盛り上がる曲になっております。会場の皆さんも

是非吹奏楽を一緒に楽しみましょう。

百瀬和紀さんこのブロックMは最近あまり漬奏されないんですけ

れど中間部に小太鼓のソロが入ります。普通小太鼓はバチで派

手に叩きますが、この曲はワイヤーブラシで擦ったり叩いたりする、

中間部にちょっと楽しい所があります。大変速いマーチですけど昨

日猛練習しましてこのスピードで

出来るようになりました。

百瀬和紀さんもう一曲、これは

アンコールということではないん

ですが、私の希望で「信濃の

国（作詞：浅井捌、作曲：北村季

晴）」を。皆さん、一緒に歌って

いただきたいんです。会場の皆

さんで6番まで歌えない人いますが（若者を中心に多数の手が上

がる）（笑）、こんなにいるんですよね。東京ではカラオケに入ってい

たり、「お前長野県人なら信濃の国を歌ってみろ」と言われるくらい

でした。大変イイ歌なので是非覚えて歌ってください。中間部にサ

どの部分、4番ですね、あれが非常にきれいでイイですね。今年上

田は真田丸で脚光をあびていますが、信濃の国を思い出すのに良

い機会かと思います。

司会藤木茜さん本日は第2回吹奏楽を楽しむ会にお越しいただき

ましてありがとうございました。

∴∴ �∴∴ ∴÷： （i〉：夢 

∴「∴ �∴∴∴ �l j、（／、 ど �＼ �〈j； L �＼　　－i �l � �∴∴∴ らくi（与 ����鮮開聞 
訪∴薫1，Ⅹ ����� 

企画・運営113期から電14期へ∴バトン集ツ薯

113期代表塚田望紀さん（テナーサックス）：私は今回この演奏会

の企画運営を担当させていただきました113期代表の塚田望紀で

す。今回この会を開くにあたりたくさんの方にご尽力いただきました○

現役生・OB・OGそして上田高校吹奏楽班とゆかりのあるお客さん

方と、素敵な時間を過ごすことができ、とても嬉しく思っております○

まだ第2回でございます。これから「吹奏楽を楽しむ会」をさらに発

展させ、サントミューゼでできるような素敵な会にしていきたいと思っ

ています。さらによろしくお願いいたします。（拍手）

、＼“／ � � 

∴「 �　／．怒・（、＼註豆 ∴∴i∵∴ 

／÷こii＼ ＼で／∴∵亨 �＼一　／＼／ 

114期代表金井彩音さん（ホルン）：みなさんこんにちは！今年度第

2回は塚田先輩に幹事を務めていただきましたが、来年度2017年

は114期代表金井彩音が務めさせていただきます。来年の第3回

吹奏楽を楽しむ会の開催は「ここ上田文化会館」、今年度と同じ

場所ですね。「10月1日、日曜日」となっております。皆様お帰りなっ

たら忘れずに来年の日記帳に書いていただいて、来年も是非この

場所でお会いできますこと楽しみにしております。それでは皆様来

年もお会いしましょう。本日は本当にありがとうございました。（拍手）
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百瀬会長お誕生日おめでとう！

前語り八でのサプライズ

奥村さんのご発案により、百瀬会長のお誕生日をサプライズでお祝

いすることとなりました。第三部のリハーサル開始と見せかけて「ハッ

ピーバースデー」を演奏するというものです。練習をする訳にはい

かず、ぶっつけ本番でした。しかし、内緒の事前打ち合わせと奥村

さんのリードにより、見事サプライズは成功。百瀬会長の驚きの表情

と、その後の笑顔が印象的でした。松奏会専用にと、指揮棒とケー

スをプレゼントいたしました。（中山結）

準備・113期おつかれさまでした。

し �＼∴∴： �∴∵「 ��⊆ 綴 ＼＼／冨諒 ） �淳等 「∴∴ ∴∴∴： 脳 

∴∴：∴」．∴ 言　∴∴ �畿 　∴∴ 

∴∴∴∴∵： 　　′ � � �∴∴ i鸞頸 

今回の運営は、卒業2

年後の113期が中心に

なり、催事局演奏会担

当幹事と事務局が応援

しました。前日リハや当

日リハを重ね、進行やメ

ンバーの入れ替わり方

等に変更を加えました。その都度全員への徹底など、適時ミーティ

ングをはさみ進めました。テナーサックスを下げ説明をする塚田望

紀代表です。

打楽器が到着しました。

∴十㌧∴ �∴∴「 ） ∴∴ ∴∴∴∴ 

∴∵∴∴　言∴∴　∴∴∴ ．単二∴∴　　一∴一∴∴∴三言∴ 

∴　∴ 

上田高校から借用した打

楽器が到着し、皆で運び

ました。打楽器をどこから

借りようか、運送費はどの

くらい掛かるかなど演奏

会担当幹事青木・丸山さ

んはいつも顕を悩ませてい

ます。

組み立ては手を出すなと

のことで、パートにお任せ

です。

富樫77打合せ

∴二王∴∴∴一章「 ������奇 藻 
，塑肱護i　残餐鰹　譲驚′ ������ ∴「∴言∴∴申：∴：主 ������　　　．∴∴∴ ぉシ‘　　　　　くく 

幸二／＿点、鱗、綴“＼主 ������一十‘／ji　　　　l 　　　　　　　　●●∴ 

懸絶 、（ジ注〆／ 

諦／／1、襲　激綴 ���▼＼γ／ � � 

i＼言霊湊 �：∴「 �（11〉／＼ ∴　∴‾ ��∴：∴∴；∴ 

∴∴：∴　　　　　　　∴∴　∴∴∴∴ 
∴　　　∴∴∴∴∴「一言　　　∴一∴∴ 

第3回吹奏楽を楽しむ会 

平成29年10月1日（日）開演13時 

場所／上田文化会館 

演奏曲（予定） 

◎マーチ「春の道を歩こう」（佐藤邦宏）（2015年度課題曲Ⅱ） 

⑥「春の猟犬」（A〟リード） 

◎上田高校校歌　　他 

練習日　8月12日（土）・9月9日（土）13時～17時 

場所／上田高校同窓会館 
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第2回吹奏楽を楽しむ会懇親会
漢平成28（2016）年10月2日（日）午後4時　漢ささや

幹事長　中村眞一さん（62期）：真ん中のテーブルに座っている当番期

十や、∴

東京関係を代表してこの会の立上げに尽力され、

設立時の印刷物、ポスター・パンフレット・プログラム

等の制作を担当していただきました。2月26日にお

亡くなりになりまして、3月11日Jazzを聞きながらの

音楽葬がおこなわれ献花を致しました。百瀬会長

以下多くの先輩たちに列席していただき賑やかに

平成26年10月11日　　平成27年10月11日

黙祷をお願いします。（黙祷）

l葛

ミ重♂

偲び、終わりには

上田高校の校歌を

二十数名おりました

ので皆で歌いまして

お送りしました。ご

遺族の方々は感激

と衷しみの涙を流さ

れていました。慎ん

で真山隆夫君のご

冥福をお祈りいたし、

司会　中嶋章さん（67期）：本日の司会進行は67

期中嶋です。本来、トランペットで出席しなければ

いけなかったのですが、音が出ないのでコントラバ

スで出演しました。

開会の辞　副会長阿部剛士さん（58期）：百瀬会

長と同じく58期の阿部と申します。本日は大きな忘

れ物をしてしまいました。昨年の第1回楽しむ会で

援助していただいたグローリア合唱団の11月13日

日曜日の定期演奏会のチラシとチケットです。本日

ゾ）ストでご出演いただいた百瀬会長、荻原さん、

若山さんが「百瀬和紀とタイコ仲間たち」として、

53期顧問の塚田婿さん、河野玲子さん、清水太さんを加えた6人で出演し

ます。チケット持参していますのでご希望の方は声をかけてください。それ

ではこれより懇親会を開会いたします。

会長あいさつ　百瀬和紀さん（58期）：皆さんお疲れさまでした。山岸先生、

現役の指揮をしてくださった高木先生、誠にありがとうございました。今回

のメインイベントトロンボーンコンチェルトの奥村晃君すぼらしい演奏でした。

オーケストラの中でトロンボーン奏者はあまり目立たないですが、あれだけ

のソロが出来る人は滅多にいません。さすがいつも言っていますが上田高

校出です（拍手）。113期の皆さん、苦労していろいろ考えてタイムスケジュー

ル等作ってくれたのに、急に変更してしまいごめんなさいね。ソロ奏者は演

奏前ピ）ビ）しているので、インタビューはなるべく避けてほしいところです。

この次の参考にしてもらえたらと思います。そして荻原松美君と若山さくら

君ありがとうございました。打楽器とよばれるものは300種類あり、オーケスト

ラでは約30種類こなさなければいけか、そのひとつ一つ皆叩き方が違い、

どうしても得手不得手ができてしまいます。昨日のリハーサルで若い皆さん

に紛れて若山君がいるとは知らずに聞いていて、玄人にしかわからないか

もしれないが、トライアングルの音が何か違うなと。良い音でした。若山君

の得意楽器だそうです、今後も自信を持ってアピールしてください。東海大

会のチケットですが、四方八方手を尽くして探しましたが手に入らなくて聴

きに行けませんでした。知り合いの後輩に上田高校の出来を聞いたところ「イ

イ演奏でしたよ、私はあのような解釈の演奏は大好きです。課題曲の減点

が多かったのではないですか」と言っていました。東海地区は静岡、浜松

が有るので大激戦区です。シャカリキになってやっていて、どこもOB会や

父母会がついてOB会は大きな金庫を持っていてお金がいっぱいあるん

ですね。このOB会も何か考えなければいけない（笑）と幹事長に会う度に

言っているんですけど‥本日は大変お疲れさまでした（拍手）。

乾杯　顧問五味敬一郎さん（57期）：今日の吹奏

楽を楽しむ会、文字どおり楽しい演奏会になり、楽

しませていただきました。関係者の皆さまご苦労

さまでした。おめでとうございました。いつも思うん

ですけど人数が多く編成が大規模でやっている

曲が難しかったり楽しかったりであの頃の我々の

音楽は何だったのだろうと（笑）、今のが吹奏楽となると、あの頃は何だった

んだろう。奥村さんが今日四半世紀の話をしていましたが、我々は掛ける2

で半世紀の隔たりがあるんですけどロビーで仲間と「生まれて来るのが

50－60年早かっだのではないか」なんて話をしていました。今日のご盛会

本当におめでとうございました。乾杯…（拍手）

：二十∴畿
左から若山さくらさん百瀬和紀会長、荻原松美さん、奥村晃さん

ソリスト　若山さくらさん（110期）：今日はお疲れさまでした。1カ月前くらい

に中山結先輩からハスケルやるんだってえとメールがあり、何のことかと思い？

何でしょうかと聞いたら、この演奏会のことでここまで来ました（笑）。大大

大先輩のお二人と一緒に演奏する機会をいただけたのも、私の音楽の人

生の中で貴重な体験であり、勉強させていただきました。上田高校の線が

有ったからだろうと思います。このような機会を与えてくだきりありがとうござ

いました。私は東京に住んでいるんですけど上田にもたまに帰ってくるので、

その時は一緒に呑んでください（笑）。ありがとうございました。

ソリスト　奥村晃さん（89期、催事局総会担当幹事）：今回このような会に

参加させていただいて、松奏会という上田高校つながりの、全員上田高校

の伴奏でソロを吹かせてもらう機会を与えていただき、とても感謝していま

す。ありがとうございました。僕はサクサク順調に進んで来たというか、新日

フィルに直ぐ入れたし、学生時代にコンクールの賞も取れたし、卒業後コン

クールに夢中になったりしたこともありますが、でもいろいろトラブルもあり人

間関係的なこともあって、楽器が吹けなくなり、まったく音が出ない時が何

か月か有ったんです。とても後輩たちに言えることではありませんが、音楽

が楽しめるようになったのは最近で、人の輪が拡がっています。若いころは、

自分の方が上だ上だと、勿論そういうことも大事ですけどお客さんはハズ

せ、ハズせなんて思ってもいませんし、良い演奏をしてほしいと見てくだきっ

ています。そうやって人の輪が拡がって行って、皆が応援してくれて、こっ

ちも応援して、自分の満足度が上がって、本当に音楽を楽しんでやれば

ちゃんとそれなりの物は返って来るんだなということが、ちょっと感じられるよ

うになって来た、そんなタイミングで皆さんの伴奏でソロを吹かせてもらいま

した。いろいろ自分でも至らぬ点、まだまだ詰めていかなければいけない

所がいっぱいあるんですけどこのような所で吹かせていただけて、ほんと

に幸せだなと・・・100％上田高校みたいな皆さん（大うけ拍手）と共演でき幸
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せな時間でした。今日は僕も朝9時から譜面台やイスを並べたりしようと、ほ

んとに思っていたんですよ（笑）。このようなつながりがどんどん拡かって行

くことで心も豊かになり、また後輩たちに余計なお節介ではないですけれど

いろいろサポートしてあげられるようなことを思い付いて、そして輪が拡がっ

て皆で楽しく音楽をするみたいな、一年に一回このような会が何年も何年

も続けば良いなと思います。今日は何時もと違う話（笑）をしてみました。（拍

手）

リノスト　荻原松美さん（85期学年幹事）：お疲れさまでした。このような機

会を与えて下さいましてありがとうございました。高校の頃トランペットをやっ

ていまして、2年の冬から打楽器に転向しました。大学浪人も2回しましたし、

奥村君とは違ってだいぶ遅い進み方をしてきました。シエナに入ったのは

学生時代からでしたが、その頃のシエナは業界的には「若い奴らが何か

やっているな」位の感じだったんです。オーデションを受けたのも3人だけ

でしたので入れ、何とかやってこられたんです。このように吹奏楽に関わる

ことが出来て、職業に出来ていられるのも、もともと中学でもやっていました

が、高校でやっていた事がものすごく大きくて、上田高校で吹奏楽をやって

いて先輩の厳しさ（笑）それが良かっだといまだに思うところです。何年か

前から上田高校の打楽器の指導をさせてもらっていますが、自分たちの学

生の頃から比べてすごい高度な事をやっているなと実感しています。この

OB会も演奏会でフェスティバルバリエーションとか（笑）是非演奏してほし

いと思います。

元顧問　山岸明先生（名誉会員）：第2回目の吹奏

楽を楽しむ会おめでとうございます。私のような素

人の指揮者を呼んでいただきましてありがとうござ

いました。毎日毎日ディスクに向かってパソコンを打

ち、上司からいろいろ言われているような仕事で、うっ

ぷんが溜まっていましたので、今日は非常に気持

ち良く指揮をさせていただけて、本当にありがたかったです。ちょっと真面

目な話をいたしますと、松奏会という名前は僕が考えた（拍手）、冗談でそ

うに言ってみたら本当に決まってしまって嬉しいです。私上田高校に赴任

しましたのは丁度10年前から、7年間吹奏楽の顧問になって、OB会が無

いんだなということにビッグ）しまして、私は伊那北高校の出身ですが、IBB

というOB会がありますし、長野高校は毎年演奏会をしていますし、これは

OB会を作っていただくのが僕の使命なのかなと思ったのです。109期の

中山が部長だったんですけど名簿を集めるところから始めまして本当に

中山が苦労してやっておりました。大先輩方に協力していただいて、このよ

うな立派なOB会ができたんだなあと思っております。百瀬先生は存じ上

げておりましたが、直接お会いしたことは無かったんです。上田高校の会

議室に100周年の時ですかね、N響の写真が掛けてありまして、百瀬先生

には大変失礼なんですが、これは上田高校吹奏楽班OBの百瀬先生を

利用しない手は無いと思い会長に就いていただきました。本当に嬉しくて

自分の学校のように喜んだ記憶があります。先ほどサントミューゼと言いま

したけれど若い世代からお歳になられた方々まで一緒に演奏できる機

会はそんなに無いのではと思います。また上田市では、小学校から一般の

吹奏楽団まで一緒に演奏会を開くことを始めていただきました。それも上

田高校時代の夢だったんですけど、とても盛り上がって来ている地域だな

と思っています。上田高校ですが他校に比べてプロで活躍されている方

が多いように感じています。まだまだ今日お越しになられない方もたくさんい

らっしゃると思われますので、是非お仲間で演奏し、応援をしていただいて

すぼらしいOB会に…第二の母校と思っています。（拍手）

顧問　高木雅啓先生（名誉会員）：現顧問の高木

と申します。この会場には、そもそも（上田高校に）

来たのは今年なので自分が振った卒業生は一人

もいないので、非常にアウェイな気分です（笑）。申

しわけありませんが私は外様でして、全て上田高

校との先ほどのコメントが痛く響きました（笑）。私

は屋代高校です。高校時代のことですが、私が2年生の時に第1回目の定

期演奏会だったんですけど旧篠ノ井市民会館という倉庫みたいなホー

ルがあったんですけどその時に長野県で定期演奏会をやっている学校

は少なかったんですね。そして定期演奏会という物を見たことがないので、

皆で見に行こうじゃないかとなって、僕らとひとつ上の先輩たちで見に行っ

たのが上田高校定期演奏会（ヘーエ）です。旧上田市民会館、上田へ赴

任した時前任校は染谷だったので、定期演奏会で市民会館に入った時

に、歴史がグルグル回り、自分の高校時代に突然迷い込んだような、不思

議な感じになりました。先輩たちと自分たちがやった、第1回目の定期演奏

会のお手本にさせていただいたのが、上田高校の定期演奏会ということ

で、不思議な縁でここへ来ることになりました。実は山岸先生と一緒に上

田地区に来て、私は染谷に行って、山岸先生とはず－と上田地区で一緒

です。山岸先生のご活躍、このようにたくさん教え子の方がいらっしゃるん

ですけど上田高校スゲーな、上手い子が多いなと他人事のように、上田

高校が上田地区を引張って行って欲しいなと思っていて、それが自分の所

に今度回って来るとは、全く思ってもいなかった（笑）。今年転任先は上田

高校と言われた時に、気が遠くなって、上田高校ですかと聞き返しました。

3月に入ってからずーっとプレッシャーで、4月から生徒に虐められたらどうし

よう（笑）、すぐ追い出されてしまうんじゃないかと、暗い気持ちで4月に登校

しました。現3年生の子たちが良く出来た子で、皆で話し合い本当に残念

だけど高木先生に振ってもらおうという事になった（笑）。3月、4月からこの

前中日が終わるまで、山岸先生の幻影に（笑）、山岸先生が振った上田高

校だとずーっと苦しみながら、やっと中日が終わってほっとしているところで

す。本当に素晴らしいOB・OGの方に支えていただいて、全部素晴らしく、

楽器も揃っていて、生徒も力が有って、私は何も言い訳ができません。今ま

では楽器が無いから、下手だからと言い訳ができたんですけど上田高校

はほんとに言い訳ができなく、プレッシャーで苦しんだ半年でした。これから

どれほど上田高校のために一緒にお手伝いできるかわかりませんが、精
一杯生徒と共に頑張っていきたいと思います。そしていつの日か皆様に一

口5万円の、（横の山岸先生から10万円の声）5万円では足りない、10万円

の寄付をお願いして、会長にはもう一桁多く、楽器現物でも結構です（笑）。

そんな日が来れば良いなと思いながら…終わります。（拍手）

前列左から、藤木茜さん唐澤沙織さん村上裕さん、後列左から、塚
田望紀さん・石川咲里さん・山岸明先生・土屋樺さん・岡田荊奈さん

企画運営当番期の113期の皆さんのコメント

●現役時代はフルートを吹いていましたが、今は金沢大学でパーカッションをやっ

ています。石川咲里と言います。第1回の松奏会は出られなくて今年は楽しみに

していました。今まで会ったことのないような方たちと演奏が出来楽しかったです。

また来年からもよろしくお願いします。

●フルートの藤木茜です。今日はったなかったんですけど司会をさせていただ

きました（拍手）。その名の通り吹奏楽を楽しむ会で本当にだのしく演奏をするこ

とが出来ました。多分私がまだ生まれていない頃の先輩方（孫じゃないの声）と

演奏ができ、いままでも吹奏楽は大好きなんですけど、今日演奏をしてみて上田

高校をもっと大好きになりました。上田高校で吹奏楽が出来たことホントにホント

良かったです。

●ホルンと指揮者の村上裕です。大学では全然指揮を振っていないので久しぶ
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りだったんですけど楽しく振らしていただき良い思いになり良かったです。教育

学部なんですけど将来教師になって、高校の教師になったりして、もし上田高校

に赴任するような事があれば皆さんと一緒に演奏する機会があるのではと思い

ます（ヤンヤの拍手）。

㊨フルートをやっていました岡田荊奈です。大勢の方の中で演奏ができて楽しかっ

たです。大学では吹奏楽をやっていなくて、久々に楽器を吹いたんですけど現

役の演奏を聴いたり、一緒に吹いたりして吹奏楽ってやっぱり良いなって感じまし

た。高3に戻って（笑）、もう一回皆で泣いで悩んで吹奏楽を作った頃測裏かしい

な、戻りだいなと思いました。

㊧クラl）ネットパートの唐澤沙織です。今回はセッテングを担当させてもらいました

（ありがとう、お疲れさまの声）。上手くいかない事が多くて、たくさんの方に協力

いただいて、スムーズにできたんだなと思ったんですけど自分で計画してみると、

改めてたくさんの方に支えられて、ひとつの演奏会が出来ているんだなと改めて

感じました。ありがとうございました。いま私の妹が2年生にいるんですけど顔が

似ているなと（もしかしたらコントラバスの声）（拍手）、同期は沙織より妹の方が可

愛いと言いますが（笑）、妹のこともOBとして応援出来たら良いなと思っているの

で、これからもいろんな活動に参加させていただけたらなと思っています。

㊧打楽器パートの土屋梓です。横浜の大学に通っていて日頃吹奏楽とか楽器に

まったく触れていなくて、でも今回は113期で担当しようとなったので、学生の身で

お金もないのですが電卓に乗って来ました。今回来てみてやっぱり仲間が好きだし、

一緒に音楽をやるのが本当に好きだと実感し、皆さんの言葉にもありますが続け

なければ意味が無いなと思ったので、是非来年も113期がちょっとずつ盛り上げ

ていきたいです。114期にも担当してもらい、113期はどんどん演奏に参加したい

と思います。

㊨サックスパートの塚田望紀です。今回113期代表として運営に携わらせていた

だきました。先輩の皆さんにご迷惑をおかけしながら、今日無事に出来たことにホッ

としています。ほんとうにありがとうございました（拍手）。今回担当するうえで曲

の案も提案することが出来、やっぱりかレメンが出来たこと一番うれしかったです。

司会の藤木がすごい喧嘩をした毎日だったと言っていましたが、私はエツエノて

感じで、どちらかといえば沙織と村上が何時も言い合っていました（笑）。今でも

113期は楽しいですけど今回このような機会でまたカルメンが吹けたことが嬉しくて、

みなさんのおかげでとっても良い思い出が出来だと思います。

演奏会担当幹事　丸山邦明さん（82期）：去年第

1回吹奏楽を楽しむ会が開催されまして、正直、9

割がたやらせていただきました。割り振りとかスケ

ジュール表の作成、楽譜の手配・コピー・送付、本

当に中山さんにもご苦労いただきながらやらせてい

ただきまして、かなり疲れました。その時に体重が

落ちてウェストが細くなりましたけれど（笑）、今年の正月、青木さん、中山さ

んと113期のお二人に会い、キックオフミーティングをやりまして、連休後から

113期の皆さんがだんだん集まるようになって、今日を迎えたわけですけど

準備するには早い方が良いと思いますので、来年の企画を113期、114期

合同でも良いですので動き出していただいて、曲が決まれば楽譜の手配

は始めますので、ほんとバクバクするのは会社の業務にも支障をきたし、市

吹もあるので三つを同時に進めると、呑む時間が無くなってしまうので（笑）、

百瀬会長にもご相談いただきながら、早く企画を決めていただければあり

がたいです。懇親会には114期の皆さんは‥ああ未成年ですからね、それ

は大事なことです（笑）。第3回に向けてですが、先ほど113期の皆さんか

ら力強い言葉をいただき、第1回、2回とやってきたことは第3回を迎えるス

テップなんだなと感じることができました。オフィシャルをOB会が無かったこ

とは本当に信じられないというか、土地柄かなというところもありますが、折

角できたものをこれから継続して行くには、皆さんのご協力が不可欠かとお

思います。特に中山さんは本当に苦労したと思います。是非中山さんの上・

下年齢の近い世代は中山さんに協力していただいて、私の姪が中山さん

と同期で是非協力してあげたいなという心もあってやっています。上田市

吹の立場もありますので協力できるところは協力し、上田高校の輪を拡げ

ていきたいと思います。束信吹奏楽祭にもここ7・8年携わっております。上

田束高校の高野先生が中心になって山岸先生、高木先生にも入っていた

だいて、サントミューゼや小諸文化で3月に吹奏楽祭をしています。この上小・

束信地区は他の地区の見本になっている状態かと思います。その分行事

が多く現役生は大変でして、私だったらできないですが、本当に現役生が

頑張っています。これからも極力応援をしていきたいなと思っております。（拍

手）

演奏会担当幹事　青木幸雄さん（70期）：メール

がですね、塚田さん・中山さん・丸山さん・青木と、メー

ルのやり取りが何回あったか数えてみると・・みてい

ないですけど（笑）、すごい数です。いろんな事で

やり取りをして、今日にたどり着いたという感じです。

離れていても今はメールがありますのでメールで

協議が出来てとても良いなと思います。PDFファイルで楽譜を送っていた

だいたり、大変便利です。文明の利器にこのOB会は頼っているんだなと

思います。たくさんのメー）レが飛び交っていること、それだけいろいろ話し合っ

たという事を報告して、私は昨日のl）ハから今日のゲネプロなどで、何度か

ご挨拶していますので中山さんへマイクを回します。113期の皆さん本当に

ご苦労さまでした。ありがとうございました。

事務局企画担当幹事　中山結さん（109期）：先

輩たちにいつもお世話になっております。いろいろ

役を拝命していまして、演奏会一般を引き受けるよ

うになり、いろいろお仕事させていただくようになり

ました。丸山さん、青木さん、今回は初めてでした

が113期塚田さん、皆さん寝る間も惜しんで、業務

に差し支えながら、余暇をすべてこの演奏会のためにつぎ込んでいただい

て、準備を進めてきたわけです。中心的に動いたのは数名ではあるんです

けど毎月1回常任幹事会を開いて、松奏会の活動の報告や行動計画を

話し合ってくださる幹事の皆さんがいて、スムーズに会の運営が出来てい

るということがありまして、私は普段東京に居りますし、何も出来ておりません。

演奏もポロポロで、楽譜も渡っていない方がいて、ご迷惑をおかけしました。

若い世代から大先輩まで演奏に加わっていただきありがとうございました。

また来年もよろしくお願いします。（拍手）

事務局長　吉池文男さん（65期）：なるべく影の

方にいようとしていますけれど先ほど幹事会の話

がでていましたが、毎月第三水曜日、三水会と言っ

て開いています。その中で演奏会の名前ですが、

通常はOB会定期演奏会とつけるところ、「楽しむ

会」という名前がいいんじゃないのかなということで

スタートしました。私は中学でトロンボーンを始めて、高校、今でも現役プレー

ヤーです。吹奏楽団で毎週練習しています。とにかく楽しんでいます。出

来るだけ続けて行きだいなと思い、今日も演奏していてこの「楽しむ会」の

名前は良かっだなと思いました（拍手）。是非皆さんも続けてやってください。

締めは一本締めなどありますが、未来へ広がるように万歳で締めましょう。

万歳・万歳・万歳（拍手）

副幹事長　柳澤篤俊さん（64期）：この会は百瀬

会長がおっしゃいましたように、現役を励ますとの目

的でOB会が作られました。今日私は酔いました。

現役の度胸とテクニックに庄倒されました、それか

ら先輩方の名演奏にも感動いたしました。これは

OB冥利につきます。OB会が出来て本当に良かっ

たと思います（拍手）。感動しましたのはこのまま行くとOBが増えてステー

ジが小さくなり会場が無くなるのではないかと余計な心配をしましたが、最

後の合同ステージではあふれた演奏者の中心に百瀬会長がいましてあれ

は圧倒的な演奏でした、松奏会の増々の弥栄を祈念しまして閉会とします。
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第3同格奏会縫念
書2016年6月5日（日）午後即事

臆上田高砂殿3階「アンティークの間」

現役生の定期演奏会終了後、サントミューゼから徒歩10分ほどの

「高砂殿」に場所を移し総会が開催されました。この会場は3階に

あり、現役生の「打上げ会」は2階でおこなわれました。双方の役

員が交歓するため同一の場所が選ばれました。百瀬会長からは、

熊本地震直後に宮崎へコンサートで行った時の様子からミュージ

∴∵∴∴∴ ∴∴ ��� ��懸 �∴∴隠 顕 �∴∴∴ 鋸採 �矛 �聞 ∴∴∴∴ ：∴ �∴∴∴∴∴「：∴∴言，∴ �� 

／へ綴 ����������十：　　　　　　　　∴∴∴∴ 

∴∴ ／＼綴ン ＼開園音曲 ∴ ����：∴ ：∴ ：∴ �∴∴ ∴ ��這絨 �」 ∴ �∴ �∴∴ ��i＼／i華 ） 

…＼ 

＼（ ���� �� � � � ら1∴ ������ � �∴∴∴ 

シャンが出来る復興支援のお話がありました。中村幹事長からは、

2月にお亡くなりになりました、62期真山副幹事長のご葬儀の報告と、

追悼の辞がありました。今後、OB・OGの演奏会に若手の力を借り

よう、若手に中心になってもらおう、若手の要望を取り入れようとのこ

とで113期塚田さん、114期金井さん、両代表が紹介され意見交

換をしました。現役生の打上げ会には中村幹事長が出向き支

援金を差し上げ激励しました。

∴l：十十 � � �薮誓「藷緩 

∴ 髄緩 ��：十 ∴17 �� �ィ、ツルIi‾‘ 

∴∴ ：∴　∴ヽ∴ ∴∴∴「∴ ��� ��闘 

∴：十 、、＼＼懸 �∴∴ �；∴∴ （ 懸＿捻、、 � 

写真左から中村眞一幹事長（62期）、阿部剛士副会長（58期）、百瀬和紀会長

（58期）、吉池文男事務局長（65期）、沓掛重憲経理局長（67期）、深町千博

事務局名簿担当幹事（71期）

告（平成27年4月～28

年 �月　日 �イ　ベ、ント �議　題・内i容 

平成27年 �4月15日 �第6回常任幹事会 �・OB・OG演奏会日程、練習日について 

5月20日 �第7回常任幹事会 �・6／21定演合同ステージについて ・10／11吹奏楽を楽しむ会（仮）」について 

・6／21全体幹事会について 

6月16日 �臨時常任幹事会 �・6／21定演合同ステージについて ・6／21全体幹事会の議題検討 

6月21日 �定演OB合同ステージ �・サントミューゼ（曲目：威風堂々） 
全体幹事会・懇親会 �・ささや（参加者32名） 

7月15日 �第8回常任幹事会 �・10／11「総会懇親会」について 
臨時常任幹事会 �・10／11「吹奏楽を楽しむ会」について ・発送準備（1，013通） 

8月15日 �演奏練習日（D �・上田高校同窓会館 

8月20日 �第9回常任幹事会 �・総会等の準備状況、返信状況について ・総会等の経費見積りについて 

9月12日 �演奏練習日（D �・上田高校同窓会館 

9月16日 �第10回常任幹事会 �・総会資料の検討 

年 �月　日 �イ　ベ　ン　ト �議　題・内　容 

平成27年 �9月16日 �第10回常任幹事会 �・「第1回吹奏楽を楽しむ会」の プログラム検討 

9月30日 �臨時常任幹事会 �・第10回常任幹事会の検討事項 再チェック 

10月10日 �演奏練習日③ �・上田高校同窓会館 ・上田創造館文化ホール 

10月11日 �第1回吹奏楽を楽しむ会 �・上田創造館文化ホール 
総会・懇親会 �・上田創造館文化ホール・ホワイエ 

10月22日 �第11回常任幹事会 �・「第1回吹奏楽を楽しむ会」 「総会・懇親会」収支報告等 

11月18日 �第12回常任幹事会 �・会誌「松奏2号」の内容について 

12月16日 �第13回常任幹事会 �・会誌「松奏2号」発送（1006通） ・忘年会 

平成28年 �1月20日 �第14回常任幹事会 �・今後のスケジュールについて 2月18日 �第15回常任幹事会 �・28年度事業について 

3月16日 �第16回常任幹事会 �・28年度「総会」「定期演奏会」について 

第2号議案　籍l期落成27年度（平成27年4月1日～28年3月31日）

収入総額1，533，287円　　支出総額　917，529円　　差引残高　615，758円

収入の部 �予　算（A） ��決　算（B） ��（B）－（A） 
摘　要 �金額（円） �概　要 �金額（円） �概　要 

前年度繰越金 �70，000 � �534，087 � �464，087 

年　会　費 �300，000 �150名 �494，000 �230名（翌年度 以降4名34千円） �194，000 

特別会費 �450，000 �150名 �147，000 �49名 �△303，000 

広　告　費 �500，000 � �245，000 �18社 �△255，000 

協　賛　金 �200，000 � �113，125 �31名 �△86，875 

雑　収　入 �0 � �75 �利子 �75 

合　　　計 �1，520，000 � �1，533，287 � �13，287 

支出の部 �予　算（A） ��決　算＼（B） ��（B）－（A） 
摘　要 �金額（円） �概　要／ �金額（円） �概　要 

総　務　費 �180，000 �会議・通信・ 事務・発送 �124，380 �会議“通信・事務・ 発送・振込手数料 �△55，620 

会　誌　費 �200，000 �制作 �243，743 �制作・発送 �43，743 

総　会　費 �500，000 �印刷・運営 �210，932 �印刷・運営・発送 �△289，068 

演奏会費 �0 � �238，474 �会場・謝礼等 �238，474 

学生協賛金 �100，000 � �100，000 � �0 

交　際　費 �30，000 � �0 � �△30，000 

T運営費 �50，000 � �0 � �△50，000 

繰　越　金 �460，000 �予備・繰越 �615，758 � �155，758 

合　　　計 �1，520，000 � �1，533，287 � �13，287 

会議監査報告

下記監査役は、平成27年4月1日から平成28年3月31日までの収支決算監査状況について報告致します。諸帳簿及び金銭等を監査の結

果、適正かつ正確であることを認めます。

平成28年6月5日　監査役　小山比呂志・市川知
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（浮威28年4月～29年3月）

年 �月　　日 �イ　ベ　ン　ト �議　題・内　容 

平成28年 �4月20日 �第17回常任幹事会 �・「総会・懇親会」の案内発送（1020通） 

5月18日 �第18回常任幹事会 �・総会資料、組織及び役員について検討 

5月25日 �臨時常任幹事会 �・総会等の準備状況、返信状況について 

6月5日 �第41回定演演奏会 �・OB・OG会として拝聴　サントミューゼ 
総会・懇親会 �・高砂殿 

6月16日 �第1回常任幹事会 �・「総会・懇親会」収支報告等 

7月20日 �第2回常任幹事会 �・「第2回吹奏楽を楽しむ会」の プログラム検討 

8月17日 �第3回常任幹事会 � 

年 �月　　日 �イ　ベ　ン　ト �議　題・内　容 

平成28年 �9月21日 �第4回常任幹事会 �・「第2回吹奏楽を楽しむ会」の準備について 

10月1日 �「第2回吹奏楽礫しむ会」準備 �・上田文化会館 

10月2日 �「第2回吹奏楽を楽しむ会」 �，上田文化会館 

10月19日 �第5回常任幹事会 �・会誌「松奏3号」の内容について 

11月16日 �第6回常任幹事会 �・会誌「松奏3号」の最終原稿を検討 

12月21日 �第7回常任幹事会 �・会誌「松奏3号」発送予定 

平成29年 �1月18日 �第8回常任幹事会 �・今後のスケジュールについて 2月15日 �第9回常任幹事会 �・29年度事業について 

3月15日 �第10回常任幹事会 � 

第3母議案　平成28年度（球威瀦凝毯樹脂一29年3月31 圭圭
白

収入の部 �平成27年度　決算額（A） ��平成28年度　予算額　〈B） ��（B）－（A） 

摘　　　要 �金額（円） �概　要 �金額（円） �概　要 

前年度繰越金 �534，087 � �615，758 � �81，671 

年　会　費 �494，000 �230名 �460，000 �230名 �∠仝34，000 

特別会費 �147，000 �49名 �150，000 �50名 �3，000 

広　告　費 �245，000 �18社 �250，000 �20社 �5，000 

協　賛　金 �113，125 �30名 �110，000 �30名 �△3，125 

雑　収　入 �75 �利子 �1，000 � �925 

合　　　計 �1，533，287 � �工586，758 � �53，471 

支出の部 �平成27年度　決算額（A） ��平成28年度　予算額（B） ��（B）－（A） 

摘　　　要 �金額（円） �概　　要 �金額（円） �概　　要 

総　務　費 �124，380 �会議・通信・事務・ 発送・振込手数料 �130，000 �会議・通信・事務・ 発送・振込手数料 �5，620 

会　誌　費 �243，743 �制作・発送 �250，000 �制作・発送 �6，257 

総　会　質 �210，932 �印刷・運営・発送 �200，000 �印刷・運営・発送 �△10，932 

演奏会費 �238，474 �印刷・会場・謝礼　等 �250，000 �印刷・会場費　等 �11，526 

学生協賛金 �100，000 � �100，000 � �0 

交　際　費 �0 � �30，000 � �30，000 

T運営費 �0 � �50，000 � �50，000 

繰　越　金 �615，758 � �576，758 � �∠△39，000 

合　　　計 �1，533，287 � �工586，758 � �53，471 

第4号議案　松奏会組織及び役員（平成28－29年）

組織変更　㊥経理局会費担当幹事は、経理局長と経理担当幹事で運営が可能なので廃止します。
齢広報局学生担当幹事は、顧問の先生や会長およびプロの会員等と協議を重ね現役生支援の方策を検討することにして廃止します。

⑱スタッフ幹事は、必要に応じ事務局と企画運営担当期が協議して決め、協力依頼することにします。

役員の異動　鱗名誉会員に顧問の高木雅啓先生が加わります。
轍副幹事長62期真山隆夫さんがご逝去されましたので、後任として64期柳沢篤俊さんが満場一致で選ばれました。

翻経理局経理担当幹事81期大澤厚彦さんがご逝去されましたので、会費担当幹事68期金子直司さんが異動します。

の広報局長63期西沢賢史さんが体調不安とのことで、会誌担当幹事63期林清弘さんが兼務します。

の広報局学生担当幹事89期奥村晃さんは演奏会担当幹事に異動します。

鵡広報局会誌担当幹事90期南村昭夫さんは演奏会担当幹事に異動します。

灘催事局総会担当幹事に67期中嶋章さんが新たに加わります。

会　長 �百瀬和紀（58期） 

副会長 �阿部剛士（58期） 

名誉会員 �永井　彰・飯島和夫・高橋　秀・長谷Iii利生・山岸　明・近藤　玲・高木雅啓 

）顧　問 �塚田　靖（53期）・五味敬一郎（57期） 

幹事長 �中村眞一（62期） 

副幹事長 �柳沢篤俊（64期） 

監査役 �小山比呂志（60期）・市liI知（61期） 

経理局長 �沓掛重憲（67期） 

経理担当幹事 �金子直司（68期） 

事務局長 �吉池文男（65期） 

企画担当幹事 �塩沢　崇（69期）・中山　結（109期） 

スタッフ幹事 �運営担当期代表（平成28年度113期、29年度114期） 

名簿担当幹事 �深町千博（71期） 

広報局長 �林　清弘（63期） 

lT担当幹事 �湯本孝一（70期）・竹内延彦（83期） 

会誌担当幹事 �林　清弘（63期）・小池理恵子（78期） 

催事局長 �布施修一郎（65期） 

広告担当幹事 �佐藤修一（68期）・高田　忍（69期） 

総会担当幹事 �手塚　正（65期）・中嶋　章（67期） 

演奏会担当幹事 �青木幸雄（70期）・丸山邦明（82期）・奥村　晃（89期）・南村昭夫（90期） 

学年代表幹事 �阿部剛士（58期）・松山　武（62期）・冨岡茂樹（70期）・丸山邦明（82期） 
（期代別） �樋口恒広（91期）・中山　結（109期）・滝澤謡子（110期） 

学年幹事（期別） 

（57期）五味敬一郎 �（77期）石瀬多恵子 �（97期） 

（58期）阿部剛士 �（78期）佐藤　貴 �（98期）北　周士 

（59期）山田　豊 �（79期） �（99期） 

（60期）塚田　晃 �（80期）中澤　武 �（100期） 

（61期）市Iii知 �（81期） �（101期） 

（62期）松山　武 �（82期）丸山邦明 �（102期）石井聡恵 

（63期）林　清弘 �（83期）竹内延彦 �（103期） 

（64期）倉沢直彦 �（84期）中澤和夫 �（104期） 

（65期）田中利善夫 �（85期）荻原松美 �（105期） 

（66期） �（86期） �（106期）中原拓未 

（67期）小山正樹 �（87期）坂口啓之 �（107期）内山　茜 

（68期）佐藤修一 �（88期） �（108期）清水要理菜 

（69期）斉藤富士雄 �（89期）丸山直樹 �（109期）中山　結 

（70期）冨岡茂樹 �（90期） �（110期）滝澤揺子 

（71期）山崎幾蔵 �（91期）樋口恒広 �（111期）木島きらら 

（72期）島田仲之 �（92期）小田中光昭 �（112期）太田つぐみ 

（73期）小岩井秀樹 �（93期） �（113期）塚田望紀 

（74期） �（94期） �（114期）金井彩音 

（75期）小宮山陽一 �（95期）大日向洋介 � 

（76期）依田憲章 �（96期）土屋俊博 � 
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第41回上田高校吹奏楽団定期演奏会

S平成28年6月5日　813時30分開演　音上田サントミューゼ

’′i棚種棚田　／壇－， 　溺認認幽蛇 

く’，（＼掬閥距醜聞1　戦 鱒涼譲紫闇離職盛玲 

一・　　騒滋離謡閏離鰯認韻縄臨 �� 

∴　∵∴∵∴∴∴十十一一　一　「∴∴ 

内堀繁利校長先生：第41回上田高校吹奏楽

団定期演奏会へようこそお越しくださいました。

今日お越しいただいた皆さんの中にはこの

ステージで一生懸命演奏する生徒のご家庭

の皆さんとか、音楽愛好家の方、本校のOB・

OGの方、地元の皆さん、真田丸フアンの方など本当に多くの方に

お越しいただきました。昨年もこの大きなホールが一杯になるほど多

くのお客さんに来ていただきました。日頃から本校および吹奏楽団

を支えてくださる皆さんに感謝申し上げたいと思います。誠にありが

とうございます。この日のために生徒たちは顧問の指導の下、一生

懸命最高の音楽、パフォーマンスをするべく練習を行ってまいりました。

今日お越しのみなさんに、すぼらしい演奏をお届けできるのではない

かと私も期待しているところです。今日は上田高校吹奏楽団の日頃

の感謝を込めた精一杯のパフォーマンスを楽しんでください。（拍手）

顧問高木雅啓先生：皆さんこんにちは「たかぎ

まきひろ」です。よろしくお願いします。ことし

の4月からこちらにお世話になっております。3

月まで隣の上田のちがう学校に勤めていました。

しかも「打倒上田高校」、「めざせ上田高校」

これでやってきたので不思議な感じがします。今年は真田丸で盛り

上がっている上田地域ですけれどいろいろ取材を受けている上田

高校に、その年に来たことは何かのご縁かなと思っています。上田

高校の生徒は非常に良く練習をしています。朝から帰りの夜7時頃

まで、また昼休みも練習しているのでびっくりしています。昼休み始まっ

たとたんに吹き始める子がいて、それも女の子「お昼はどうなってい

るんだ」と聞いたところ、ひと言「早弁です」（笑）。ちょっとびっくりし

たんですけどいずれにしても練習熱心でここまで一緒に練習を重

ねてきました。その成果をお聴きいただけると嬉しいと思います。（捕手）

籍骨髄　〈指揮〉高木雅啓先生　近藤玲先生

⑥真田丸メインテーマ～上田高校吹奏楽団のための～

〈作曲〉服部隆之　〈編曲〉小林公哉（班長3年）
◎校　歌　〈作詞〉上田中学国漢科　　〈作曲〉岡野貞一
⑥吹奏楽のための風景詩「陽が昇るとき」より　〈作曲〉高畠帥
◎スペインの広場で　〈作曲〉山本雅一

◎輪廻の八魂～仁・義・礼・智・忠・信・考・悌～　〈作曲〉樽屋雅徳

第2部苦楽劇「魔法電事でたマジ茸リン」
〈総監督〉都築明日香（2年Ci）、〈演技監督〉柳沢雄斗（2年Euph）、

〈出演制作〉2年生、〈演奏〉3年生

三寒‾軽輩藍
班長小林公哉さん本日は上田高校吹奏楽班第41回定期演奏会

にお越しいただき誠にありがとうございます。私たちは現在1年生

22名、2年生26名、3年生19名、顧問の先生4名の計71名で活動し

ています。今年は例年よりも2週間ほど早い日程で準備を進めてき

ました。とても厳しい状況ではありましたが、モットーである「Bravo！」

を胸に班員一同お客様に対しBravoな演奏演技をするために本

日まで皆で協力し、定期演奏会を創り上げてきました。そしてこの

上田高校吹奏楽団はここまで本当に多くの方々に支えられてきまし

た。今日私たちが立の場に立てるのも、地域の方々、OB・OGの先

輩方のご支援ご協力があったからに他なりません。この場をお借り

して御礼申し上げます。本当にありがとうございました。短い時間

ではありますが、この演奏会を通して「吹奏楽」の楽しさ、すぼらし

さを少しでも感じ取っていただければ幸いです。最後までお楽しみ

ください。

第3郡　上聞高校スペシャルスデ圃ジ
◎オープニング「航海」〈編曲〉小六薩次郎

◎「オブラティ・オプラダ」〈編曲〉岩井直溝

◎「リトルマーメイドメドレー」〈編曲〉星出尚忘

⑥「イン・ザ・ムード」〈編曲〉岩井直溝

◎「ディープパープルメドレー」〈編曲〉佐藤俊彦

◎エンディング「サンバ・テラブスユー」〈作曲〉数原晋

◎合唱「未来」〈作詞〉谷川俊太郎　〈作曲〉高嶋みどり

遡上三国＼－籍慧綴饗瀧／ 一∴∴∴∴せ∴一　∴∴∴∴∴つ ∵∴∴「∴∴∴号「∴∴∵∴ �∴∴∴∴∴言 ∴∴「∴一∴∴：∴ 

〕∴ �� 

定期演奏会企画長勝見渓太さん本日ご来場してくださった本当に

たくさんのお客様にこの場をお借りして感謝御礼申し上げます。誠

にありがとうございました（拍手）。そして、たくさんの方々に支えられ

てここまで無事運営してくることができまして、見事大成功という形

で終わらせていただきました。OBOGの方々、保護者の方々、ホー

ルの方々はじめ今まで支えて下さった本当にたくさんの方々にも感

謝御礼を申し上げます（拍手）。生徒諸君、君たち一人一人の考え、

気持ち、音によく込められた素晴らしい演奏会でした。ということで、

本日長い長い定期演奏会までの道のりが終わったわけですが、我々

上田高校吹奏楽班は色々な面で進化しました。後残す大きな行事

は吹奏楽コンクールです。一言で申し上げます。「我々は全国へ行

きます」期待していてください。最後になりますが、本日ご来場してく

ださったお客様に「音楽」というものが少しでも伝わったのであれば
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幸いでございます。「音」を「楽しむ」、たったそれだけのことかもし

れませんが、私たちはお客様にその感覚を味わっていただくために

これからも日々「音楽」と向き合っていきたいと思います。これからも

上田高校吹奏楽班をよろしくお願い致します！…公式ブログより転載

饗鰭。闘濃蘭風藁

午前8時30分サントミューゼ集合。続々と現役生が集まり、口々にお

はようございますとあいさつ、早

速楽器を準備して音出し開始。
‾‾　舞台ではなかなか写真に写らな

い、下の段の後ろのパートの音

出し風景を撮ってみました。

直近のOB・OG達が集まってきま

す。見分けは簡単白ブレザーに

赤白のストライプネクタイが現役

生。白ブラウスに黒パンツはOB・

OGそして父母会です。OB・OG

と父母会の見分けはなかなか難

しい？です。

開場13時前には、大ホール入口

に長蛇の列ができました。早々

のご来場ありがとうございます。

綴騒／i＼予 　言∴ 離／ミ醗萌 

現役生の計らいで「松奏会」受

付を作ってもらい、OB・OG達が

三々五々集まり楽しそうに話をし

ていました。

年会費納入の便宜もはかってい

ましたのでご利用お願いします。

開演前のロビーコンサートも人気です。OB・OGホルンパートがきれ

いなアンサンブルを聴かせていました。

、 �一高＿〕e 「∴∴∴∴一言∴ 

離 
∵∴∴一 ／ ��綴紫 � �鷲 ∴∵言 

醗 

朝日アンサンブルコンテスト・木管四重奏．東海大会金賞・打楽器五重奏：県大会銀賞・
サクソフォン四重奏：県大会銀賞・クラリネット八重奏：束信地区大会銀賞・金管八重

奏．東信地区大会銀賞
中日個人重奏コンテスト（重奏の部）・金管八重奏：本大会銀賞・フルート五重奏．本大
会銅賞（個人の部）・ファゴット独奏i本大会銀賞・アルトサクソフォン独奏：県大会銀賞

今回、初めての試みですがコンクールの参加校と演奏曲一覧を載せてみました。年配の
OBOGは、他校の成績など知りたいところかなと思い作成しました。

東 北 信 大 ．4ゝ つ毒 �金 �代表 �上田東高等学校 � 

銀 � �長野西高等学校 �ミュージカル「レ・ミゼラブル」より 

銀 � �佐久長聖中学・高等学校 � 

銀 � �岩村田高等学校 �ウイズ・ハート・アントヴォイス 

金 �代表 �長野東高等学校 �吹奏楽のための神話天の岩屋戸の物語による 

銀 �代表 �長野市立長野高等学校 �バレエ音楽「青銅の騎士」より 

銀 � �須坂高等学校 �梁塵秘抄　一能の古道の幻想～ 

金 �代表 �屋代高等学校 �楽劇「サロメ」op．54より7つのヴェールの踊り 

銀 � �長野日本大学高等学校 �復興 

銀 � �中野西高等学校 �組曲「ハーリ・ヤーノシュ」よりⅡ、Ⅳ、Ⅵ 

金 �代表 �上田高等学校 �鎗廻の八魂～仁・義・礼・智・忠・信・季・悌 

金 �代表 �小諸高等学校 �バッハの名による幻想曲とフーガ 

銀 � �須坂東高等学校 � 

銀 �奨励賞 �野沢北高等学校 �ラッキードラゴン～第五福竜丸の記憶～ 

銀 �代表 �長野吉田高等学校 �マインドスケープ 

銀 � �長野商業高等学校 �歌劇「トウーランドット」より 

仝 �代表 �長野高等学校 � 

金 �代表 �上田染谷丘高等学校 �大いなる約束の大地チンギス・ハーン作品72 

県 大 ノゝ コ雪 �全 � �豊科高等学校 �ウインドオーケストラのためのバラッド 

全 �代表 �小話高等学校 �バッハの名による幻想曲とフーガ 

銀 � �松本第一高等学校 �ミュージカル「レ・ミゼラブル」より 

銀 � �屋代高等学校 �楽劇「サロメ」op．54より7つのヴェールの踊り 

銀 � �松本美須々ケ丘高等学校 �吹奏楽のための風景詩「陽が昇るとき」より 

金 � �上田染谷丘高等学校 �大いなる約束の大地～チンギス・ハーン作品72 

銀 � �松商学園高等学校 �香坂愛歌　三つの異なる表現で 

金 � �長野高等学校 � 

銀 � �松本深志高等学校 �歌劇「トウーランドット」より 

銀 � �長野市立長野高等学校 �バレエ音楽「青銅の騎士」より 

銀 � �東海大付属諏訪高等学校 �歌劇「マノン・レスコー」より 

銀 � �上田東高等学校 �シネマ・シメリック 

金 �代表 �松本蟻ケ崎高等学校 �「ダフニスとク日工」より夜明け全員の踊り 

銀 � �長野吉田高等学校 �マインドスケープ 

金 �代表 �飯田高等学校 �「スペイン奇想曲」－より 

銀 � �長野東高等学校 �吹奏楽のための神話天の岩屋戸の物語による 

銀 � �伊那北高等学校 �吹奏楽のための風景詩「陽が昇るとき」 

金 �代表 �上田高等学校 �輪廻の八魂～仁・義・礼・智・忠・信・孝・悌 

東 海 大 A コ＝ �銀 � �三重県立神戸高等学校 �3つの交響的素描「海」より第3曲風と海との対話 

銀 � �静岡県立浜名高等学校 �パガニーニの主題による狂詩曲 

銀 � �長野県松本蟻ケ崎高等学校 �「ダフニスとクロ工」より夜明け全員の踊り 

銅 � �飛騨学園　高山西高等学校 �交響曲「ワインダーケシー」より 

銀 � �愛知県立岡崎北高等学校 � 

銀 � �皇畢館高等学校 �華麗なる舞曲 

全 � �静岡県立浜松商業高等学校 �シネマ・シメリック 

銀 � �長野県飯田高等学校 �「スペイン寄想田」より 

銅 � �愛知県立安城東高等学校 �エルフケンの叫び 

全 �代表 �光ケ丘女子高等学校 �ルンバ・ラプソディ 

銀 � �中部大学春日丘高等学校 �宇宙の音楽 

金 �代表 �愛知工業大学名電高等学校 �交響詩「モンタニヤールの詩」 

金 � �長野県小諸高等学校 �バッハの名による幻想曲とフーガ 

銅 � �静岡県立浜松北高等学校 �トリトン・デュアリティ 

銅 � �岐阜県立各務原西高等学校 �交響曲第5番より　第4楽章 

全 �代表 �浜松海の星高等学校 �エッセイ 

全 � �安城学園高等学校 � 

銀 � �三重県立白子高等学校 � 

銅 � �岐阜県立岐阜商業高等学校 �交響詩「ローマの祭り」より 

銀 � �長野県上田高等学校 �輪廻の八魂～仁・義・礼・智・忠・信・孝・悌 

中 部 日 本 吹 奏 楽 コ ン ク i ル �銀 � �松本深志高等学校 � 

銀 � �伊那北高等学校 � 

銀 � �上田東高等学校 �アトラス　一事への地図～ 

全 � �上田高等学校 �吹奏楽のための風景詩「陽が昇るとき」Ⅳ．陽光 

銀 � �屋代高等学校 �歌劇「運命の力」序曲 

金 �代表 �飯田高等学校 �歌劇「トスカ」第1幕より 

銭 � �伊那弥生ケ丘高等学校 �斐伊川に流るるクシナダ姫の涙 

金 � �小諸高等学校 �吹奏楽のための大阪俗謡による幻想曲 

銀 � �松商学園高等学校 �エンジェルズ　イン　ジ　アーキテクチャー 

銀 � �長野東高等学校 �喜歌劇「メリー・ウィドウ」セレクション 

全 � �松本蟻ケ崎高等学校 �歌劇「カヴァレリア・ルステイカーナ」より 

銀 � �長野吉田高等学校 �セント・アンソニー・ヴァリエーションズ 

銀 � �諏訪清陵高等学校 �喜歌劇「微笑みの国」セレクション 

銀 � �長野高等学校 �呪文と踊り 

銀 � �豊科高等学校 � 

第4霊園止問詰嬢暁襲楽団競闘演奏会 
平成29年6月25日（日）サントミューゼ 
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昔の吹奏楽班部室
撮影者：坂口浩先生（58期）

この写真は、上田高校ホームページ⇒上田高校同窓会⇒

「校舎全面改築前の写真集」の90枚の写真の中から転載

しました。何人かの会員に会誌に載せてはしいと言われ、

今回実現できました。坂口先生は、長身の物理の先生で、

放課後校門脇のコートでよくテニスをしていらっしゃいま

した。いつも自転車で楓爽と走っている姿をお見かけして

いましたが、最近は電動自転車に替えたとのことです。お

聞きしたところ「上田高校在籍期間は昭和34（1959）年4

月から、55（1980）年3月までの21年間」、「顧問の永井先

生は昭和35年4月から、56年4月と、坂口先生と同じ21年

問」、「一度、真田町の長小学校での夏の合宿の時、永井

先生から頼まれ1泊同宿したことがあり、勿論、私は自転

車で行きました。」とのことです。当時、真田まで電車が走っ

ていて、上田公園二の丸橋から、長駅まで楽器や食料を

担いで乗りました。会誌編集にあたり役員に校正を依頼し

たところ、事務局深町千博幹事（71期）から、部室入口に

掲げている「上田高校吹奏楽団」の看板は、自宅改築の

際に出た、やゝ厚手の床板廃材に、深町さんが書いたも

ので、懐かしく見ました。今はどこかに廃棄されてしまって

いるのかなあ○とのコメントが三三〇（警説 

百瀬和紀 �58 �打楽器／　し元NHK交響楽団首席ティシバ二奏者、日本打楽器協会理事長 ��一〇°“－”“－‾一一一一一・一 ¢ i i i i i i i l i i 」も： 
momosetaiko＠gmaiLCOm　　　　　　　　　　　i 

黒坂黒太郎 （本名正文） �66 �コカリナ　　iコカリナ奏者、コカリナ創始者、信州上田観光大使 
kuro＠waitziPiaia．or．jp　　　　　　　　　　　　ih的：／／www．kocarina．net／ 

武井　功 �82 �打楽器　　　厚テンパーカッショニスト 
takei332＠ybbne・jp　　　　　　　　　　　　　　恒ttp：／／takeiisao．com／ 

深井一也 �83 �トランペット　iジャズトランペット・「三原綱木＆ザ・ニューブノード」、横浜ジャム音楽学院講師ほか 

deep＠d5idion・neijp　　　　　　　　　　　　ih叫／／e－deep．0rg／WP／ 

奥村　晶 �84 �トランペット　鷹；託］響芽篭諜熊弊罷露語工「小雪願＆NoNameH。rSeS」、 
mura°ku＠niftyiCOm　　　　　　　　　　　　　l 

荻原松美 �85 �打楽器　　iシ工ナウインドオーケストラ、小諸高等学校音楽科、尚美ミュージックカレッジ非常勤講師 
Ogimatsu＠gmaii．com �http：／／www．perc－Ogihara．info／ https：／／www．facebook．com／Ogihara．perc 

武田理恵子 �86 �フルート　　iプノーランス・上田市真田在住・フルート教室 
riekoi913ifI＠d∞OmO．ne．jp　　　　　　　　　　i 

奥村　晃 �89 �トロンボーン　i新日本フィルハーモニー管弦楽団 kohbone＠m5．dion．ne．jp kohbone＠ezweb．ne．jp �http：／／www．niP．0r．jp／ 

後藤慎介 �93 �トランペット　（東京ニューシティー管弦楽団 Shinsuke510trp＠docomo．neJP Shinsuke510trp＠gma出com �https：／／www．faceb00k．com／Shinsuke510trp https：／／twitter．com／Shinsuke510？S＝09 https：／／4aperformancelab．biogspot．jp 

竹内友ニ �98 �尺八　　　郡山流尺八楽会師範、2013－16年都山流尺八本曲コンクール全国大会出場、サントミューゼオープン記 念イベントで演奏 

yuji・bamboo＠gmaiiiCOm　　　　　　　　　　　i 

窪田健忘 �99 �打楽器　　　虚古屋フィルハーモニー交響楽団首席テインパ二・打楽器奏者 
take＿PerC＠hotmaiLCO．jp �http：／／www．nagoya－Ph仕Or．jp／index．ht回 

石井聡恵 �102 �オーボエ　　iensenbleNOVA、佐久演奏家協会所属 �i 
Parade－der－Zinnsoidaten．227＠docomo．ne．jp � 

大西敏幸 �102 �トランペット　　けリーランス　オーケストラジャパン、ブラスアンサンブル・ゼロ 
toshi8149＠docomo・ne・jp　　　　　　　　　　　恒p：／／hpac－OrC．jp月ndex．php 

高橋真理 �103 �クラi）ネット　iフiノーランス・軽井沢在住島村楽器佐久平店講師など　　　　　　　　　　　　　　　　　「 
mariitiCiarinet＠gmaii・COm　　　　　　　　　ihttp‥／／WWWin－bunka－jp／next／a巾st／entry／3246．phpi 

三井崇裕 �105 �クヂノネット　　けリーランス 
鴫ht－SCaie・CaVaiIiniihntd＠ezweb・ne・jp　　　　　　恒p：／／www．n－bunka．jp／next／artist／entry／2512．php 

若山さくら �110 �打楽器　　iフリーランス・東京在住 
SakuraiPer06＠gmaii・COm　　　　　　　　　　　i 

ご希望の方、掲載を薦めたい方ご連絡ください。同期、前後の卒業期の皆さん情報提供をお願いします。 
●地域で音楽活動を進めている方、音楽活動グループのメンバーを募集している方ご連絡ください。
事務局メールアドレス：uedahi．wo．obog＠gmaii．com
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環境調査分析／貯水槽補強・補修工事

VOC（シックハウス）測定／放射能測定／防滑工事

額東信公害研究所
取締役会長深町浩一（57期）

上田市古里36－9

TEL0268－27－7749　FAX0268－27－5665

∴∴∴∴∴∴∴∴∴　　　　∴∴　∴∴ 
藤懸鑑灘鱗擬態灘－iii・　　　轡鱒　i溺鰭i 

∴∴∴∴∴∴　∴ 
i藤懸繊態醗類鰯悠　　　　　　　織 

上田中央一番街TEL22－0534　FAX24－845110：00－19：00（火曜定休） 

滝澤 �晃（62期） 

、：ざ

58期東京「二木会」

青木淳・官用克彦・市III賢次

金井久・森邦夫・北村尚巳

久保田達夫・百瀬和紀

木と住まいの情報センター 

上田第三木材合資会社 
島田基正（62期） 

〒389－0514　東御市加沢201－5 

TELO268－62－1202FAXO268－62－1203 

中村眞” �（62期） 

宣誓か島民厳禁籍詰持庖
斑附A棚増さ揃格調　別館的c董NT師

豊満蹴
壁画い引前場只者別号ムとシンパJ上プロ

挿草地廟論調闇揃航山中・勤ま描南方ツ誌議事靭謹薗－由
●

細

事

場

裏
和讃鞄苗

置JP龍韓ほ輿字通航性癖魯画餅聴濫醐撒しと遊べ

弼適地離す胸部胴乱沌1両持砂ク、●ら妊います講脱税ぞ九の靖頬も箆聾田淵匠とっ
へ描艦諒燕㈱澗縄晶舶胤で、確摘果：珊上井プル馳卿蠣蕎矧jティ卿弼膚鱒鰭

謹擬態盤認諾… 陣痛嬉軸も㈱茜選べ害す調薬韓として刊描く詳タセ

サリ面やイン到批して鵜し曲るアイデアも壁判源曲

鼠 �：子 瑚 � � �“鵬 � �　　　漕 Ⅵ ��1 諾 

i轍il �鰹灘－ 
納 言 錆 � �� �� ��Iii＼1m　　－i � 

告i溺 

痔 ∴∵ � � � �醒躍醒 

軸f鵜罵醗晶
パー舟ソション“シテ高二はおなじみ防コンサー十パーカッションが

勢揃い抽スタ呑舟、トライアン切らタンパ胆などの小物からタ
日ッケン、すメンバ、ティン雄二などなどすべて講藁寄航でレット粗

3鵬題額以上的中鵜島好きなタイプを選べます。楽譜やC的

艶雷に掛胸克ています8

轟印加舵輯僻血筋醜・

謝鱒恕藍悪昂謀議嵩講義
htt。謝謂諾認諾廊軸㊨解離端子∴胱掴鵬棚軸
●東京メト輯轍謡諒閻魔馳駆鑑別掃　き蔀磐澄馨鯨TX灘醇醜龍持寄分　場朝萬尭溝百線蔵繭繊髄論7分　●タ坤シー“輔弼姦婦亜鉛
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掛 � 

ii恥－i擬製繊‾ �� � � � � � 

Ⅵ uii ��黒 �＼ 

鰯 �騨 部 �キ �幅 � �謎恕 � 

、iiLi瀾 � � � �口論 ���iii茜高 

i翻 �i湖 � � � ��綴iⅧ 
iiiiiiiii総 � � �鵬 ���∴∴∴ 

十十 � �一馬 ∵ � ���� 

l i‾闊聞田園配国田田圃田韻聞醐閏 ーi耀‾懸綴鰯綴翻 

∴∴ 

広々とした窓から日本式庭園が見える医院です。
明るさをモットーに、幼児から高齢者まで診させてい
ただきます。特に歯周病には力を入れています。

屋号の「一理堂」は旧藩時代に御殿医だった先祖
代々のものです。

院長・歯学博士　布施修一郎（65期）

〒386－0012　上田市中央3－16－3

TEL0268－22－1443　FAXO268－27－6198

http：／／www，ichiridoJp／

上原薬局 
上原　剛（62期） 

一期一絵 

琵〕千曲　西轄賢史（63期） 
〒387－0012　千田市桜堂511－2　TELO26－217－1155 

高齢社会対応型の増改専門店

翳昭和設備工業
代表取締役社長手塚　正（65期）

〒386－0012　長野県上田市中央2－22－16

TEL：0268－24－3911

FAX：0268－22－1168

多 �昌班 

63期　有志 � 
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温泉コンサルタント
地質総合コンサルタント・建設コンサルタント・温泉工事

株式会社信州エンジニアリング

代表取締役高田忍（69期）

〒386－0404　長野県上田市上丸子312－1TEL0268－75－7300　FAX0268－75－7302

E－mail：takadal＠cocoa．ocn．ne．jp URL：http：／／shin－eng．SerVer－Shared．comI

甲田　幹夫（65期） 
上田市中央4－7－31（柳町）TEL＆FAXO268－26－3866 

アイリスコンタクト 

松高　久（67期）中村和俊（67期） 

長野県上田市常田2－35－2 
TELO268－26－7272 

！プ

惑愚計題賀宴愚発症鯛日計屯
営剛囲葛音　響　瞥‾‾‾‾骨営鸞肥∴聾

写真・アート用インクジェットメディア
最高画質・最高品質・最多品種

（お求め）
ヨドバシカメラ全店舗

ヨドバシ．com

http：／／www．yodobashi．com／

（株）ピクトラン代表簾田勝俊（65期フルート）
http：／／pictran．com

相生食堂 
店　主石井正男 

〒386－0012　上田市中央2－4－5　TELO268－22－1305 

2，000円より宴会承ります 

有限会社金井MSTY 

代表取締役金井俊樹（67期） 

上田市中央1－8－7 
TELO90－1533－9159 

上尾西口歯科
大塚信郎（66期）

〒362－0042埼玉県上尾市谷津2－1－50－9

TELO48－775－3860

FAXO48－775－3865

、轡ヒオ享楽誌上出店vivo

ヤマハをはじめとする多くのメーカーを取扱いしております。

ヤマハ管楽器、輸入簡楽器、輸入楽譜まで多数

取扱いしております。楽器修理もお気軽にご相談ください。

上田市踏入2－11－21

TEL O268・75－7530

FAX O268－28－7533

当社の管楽器は3年間保

証になっております

営業時間10時～19時

（日曜、祝剛ま18時まで）月曜定休日

∴： �l ∴毒 
畑ノオ ∴● �∴∴●● 　琳無線様 イカン i上題港藩 

＿二義、∴∵女、瀬　ノ‾…‾、i： 　　　　† 

一二蛙一一去 重富漢コ漢コ題㍉出場「∴－∴一一 � 

l∴∴ � 

「「「：「．∴ � 
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有限会社

マシマテクニカル
コーポレーション
代表取締役間島　静雄（68期）

〒386－1546長野県上田市浦野97－2

TEL O268－31－0061

FAX O268－31－0062

□受託給食事業　□弁当給食事業
□料理事業　□高齢者配食サービス
上記に付随する事業企画・運営管理

株式会社束信えぼし
〒386－0041上田市秋和945

TELO268－22－2155　FAX0268－22－2188

①5hinano車幅hi
N豊潮．輔弼鳴高雅脆t碓弼

夢中l曹ブヨ鮪武重抽

醗醒 �69期有志 

結露票患（。醸6 

ホスピタリティとコミュニケーションの店 

和紙“洋紙類　県下最大級の品揃え！ 

文具はやっぱり専門店 
▼ 

株式会社　HL　山 
上田市中央3－1－14（原町商店街）TEL＿0268ゼ2－0676的 

定　休　日／毎日曜日 
営業時間／AM9：30－PM7：00（祭日6：鈎まで） 
i●当店嚢の駐車場をご利用下さい 

医療法人小田中歯科医院

理事長小田中譲（Y，ODANAKA）（70期）

歯科医師（DENTIST）

〒362－0025長野県上田市天神4－8－4

TEL048－775－3860　FAX048－775－3865

18
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榊。嫌鋤所、温泉鶴薬園旋館っるや 

山枢郁子（70期） 

〒386－1431上田市別所温泉216 

TELO268－38－3008　FAXO268－38－3009 

info＠ryokan十suruya．C°m　http：／／www．ryokan－tSuruya．cOm／ 

着たち姫，後輩の瀬を舷していま克 　　　　　　　　iir 

70期有志 �i　∴∴∴∴ 英人，塚田修， 

青木幸雄，越 

富岡茂樹，中村邦久，湯本孝一 

ヾプ

酵駕諾嵩㌫動産
YANAGIDA株式会社

上田市長瀬3580

TEL　0268－42－2821

FAX　0268－42－6711

http：／／www．e－yanagida．jp／

http：／／www．Lyanagida．jp／

代表取締役　小宮山　陽一（75期）

取締役　小宮山　匡子（77期）

サクラコメみそ 

酒富醸造株式会社 
代表取締役　柳澤憲一郎（70期） 

〒386－0012　上田市中央5－9－13 

TELO26“8－22－0219FAXO268－22－7759 

有限会社山岸金物店 

代表取締役　山岸巳津雄 

本店　上田市御所529 
TELO268－25－0555　FAXO268－25－2415 

一般社団法人 

上田薬剤師会検査センター 
水質などについてのご相談をお受けしています 

・飲用井戸水質検査、公衆衛生検査 
・放射能簡易測定、放射能精密測定 

・環境測定、温泉分析、医薬品検査など 

〒386－0016上田市国分994－1上田薬剤師会館1階 
TEL：0268－29－1132　FAX：0268－29－1156 
kensa＠uedayaku．org 

検査センター長深町千博（71期） 

Ueda　PLap。肋aeeかtIealAgSH． 

楽しい集いの場を創る

㊥古君“忙I
代表取締役社長　米津仁志（84期）

ささや株式会社
〒386－0012　長野県上田市中央2－15－12
TEL：0268－22－0128　FAX：0268－24－9100

http：／／www・uedasasaya・COm

葦醒賛撃聾讃 �萎躍醒 �麗綴　二両一躍－i懸艶 ��闘鶏iiL iii躍躍 

運 �整頓野顕轡 一語梁＿＿猪 一一＿麗醗 �織 部己i �i霞 �騙中二i 　鴬も ∴∴∴∴∴ 

二プロブランドは自社開発・自社生産・自社販売で式

TPPの動向をめぐり、いま農業が燃えています！

農業が成長産業になります。食料自給率向上、世界を

相手にした輸出の拡大をめざし、高能率作業機の開発
で低コスト農業を実現します。

松山株式会社http：／／www．niplo．co．jp
〒386－0497上田高塩III5155　teiO268－42－7500faxO268－42－7520

19



予告！ �8第42回上田高校吹奏楽固定脚演奏会　平成29年（2017）6月25日（日）上田サントミューゼ 
臆第3回松奏会吹奏楽を楽しむ会　　　　平成29年（2017）10月1日（日）上田文化会館 

練習日　平成29年（2017）8月12日（土）13時～17時・9月9日（土）13時～17時　上田高校同窓会館 

前日練習　9月30日（土）17時～21時30分　上田文化会館 

臆上田市民吹奏楽団　●「ポップスコンサート2016」　　　平成28年12月25日（日）サントミューゼ13：30開場14：00開演予定
一般前売700円当日800円（予定）、高校生以下前売当日とも500円（予定）、未就学児無料

●「第41回定期演奏会」　　　　　　平成29年5月14日（目）サントミューゼ13：30開場14：00開演予定

サクソフォン奏者の田中靖人民がゲスト出演します！有料、未就学児無料（予定）

鵜黒坂黒太郎（66期）●「コカリナ講師による黒坂黒太郎の世界指揮黒坂黒太郎」平成29年1月22日（土）東京紀尾井ホール
●黒坂黒太郎コンサート「響けコカリナ長野1998から東京2020へ」2日連続平成29年4月8日（土）・9日（日）長野芸術館大ホール

●「黒坂黒太郎コカリナコンサート」　平成29年11月12日（日）ニューヨークカーネギーホール

（上田高校吹奏楽団があって今の私があります。あそこでフルートをやっていなかったら今コカリナをやっていることはなかったでしょう。）

園窪田健忘（99期）　●名古屋フィルハーモニー交響楽団「名曲コンサート」
2017年3月26日（日）14：15開場15：00開演　サントミューゼ

指揮：飯守泰次郎　ピアノ：金子三勇士　プログラム：ワーグナー　楽劇「ニュルンベルクのマイスタージンガー」第1幕前奏曲

（上田高校現役生と共演予定）／バルトーク　ピアノ協奏曲第3番／チャイコフスキー　交響曲第5番ホ短調作品64
チケット発売2016年11月12日（土）10：00～サントミューゼ（窓口、Web予約）、他プレイガイド

臆会誌松奏へ寄稿お願いします。文字数400－800字、関連する写真がありましたら、

お借りしたいのですが、責任を持ってお返しいたしますのでお願い致します。

臆住所変更・電話番号・メールアドレス等名簿記載事項に変更がありましたら事務局まで
ご連絡ください。

事務局メールアドレス　uedahi．wo．obog＠gmail．com

演奏会・総会の案内状発送、演奏会の会場費、会誌の印刷費と発送に

会費を使っています。何分ご協力お願いします。

●ゆうちょ銀行の払込取扱票がかんたんです。●銀行振込もできます。

手数料は松奏会が負担します。

記号番号　00520－5－51033

名義：上田高校吹奏楽団OB会

者払込店　上田郵便局

金額2，000円

手数料はご負担お願いします。

三井住友銀行上田支店（普通）434079 

八十二銀行上田支店（普通）1337870 

口座名義：上田高校吹奏楽団OB会 
※振込人のお名前の前に卒業期を必ずお書き 

会誌の編集を担当するようにと1期上の先輩達

に言われたとき、「真山が教えるから安心しろ」

と言われ引き受けました。当時真山先輩は、上

田高校関東同窓会の会報を編集し、さらに東京

丸子会誌の編集を引き継がなければと言って

いました。設立記念演奏会のチラシやプログラ

ムを一手に引き受けて制作してくださいました。

学生時代の先輩は、あの有名な「早稲田HIGH

SO」でラッパを吹いていました。ある時の打合

せ会でお会いしたとき「田舎から出たての高校

生に、スイングだ！スイングしろ！と言われたって、

わかる訳ないだろう。わけも解らずに吹いてい

た。」と言いながら大笑いしていました。時事通

信社出身のベテラン記者に、いろいろ教えてい

ただく前にお別れになってしまい残念です。クー

ルでカッコイイ先輩でした。（広報局林清弘63期）

20 印刷　カシヨ株式会社

圏田


