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　1984 年 11 月にはまゆう会館ホールで、第
１回目を開催した横須賀音楽祭も、2014 年２
月 23 日に第 30 回を開催することができまし
た。1983 年に開館したはまゆう会館のホール
を有効活用して、横須賀市音楽協会の自主事
業を開催しようということで始めた「横須賀
音楽祭」ですが、最近では会場を文化会館大
ホールに会場を移して開催してきました。文
化会館の改修工事があり、会場を取ることが
できなかったという理由もあったのですが、
記念すべき第 30 回目を原点であるはまゆう会
館で開催できたことは、結果的には良いこと
であったと言えます。
　今回の参加は、横須賀ギター・アンサンブル、
ウクレレスターズ、横須賀市民吹奏楽団の３
団体でした。ギター・アンサンブルの女性の
赤い衣装、ウクレレスターズのアロハシャツ、
市民吹奏楽団の譜面台を飾ったフラッグなど、
見た目にも、また、それぞれ違った種類の楽

器による音色の点でも、色彩豊かな演奏会と
なりました。
　特に、市吹は、記念演奏会に花を添えるた
め、鴨居中学校の吹奏楽部を招待しての合同
演奏で約 80 名の大所帯であり、はまゆう会館
のホールではこんなに大人数が乗ったことは
ないのではというほどで、舞台を一杯に使い、
舞台照明も想定外のことで端まで当たらない
という状況でした。
　中学生の元気なパワーを分けてもらった演
奏には、ご来場のお客様にも十分に楽しんで
いただきました。
　次回は、会場をまた文化会館大ホールに移
し、来年 2015 年 2 月 1 日に開催予定です。
出演団体は、まだ決まっていませんが、ご来
場の皆様方に楽しんでいただけるよう、出演
団体が企画を練り練習に励みますので、ぜひ、
ご来場いただけますようお願いいたします。

第 30 回横須賀音楽祭
色彩豊かな演奏会に

鴨居中学校の吹奏楽部と舞台一杯に演奏した市民吹奏楽団
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音楽を楽しみ・楽しませる

横須賀シーサイドウインドオーケストラ

　こんにちは！横須賀シーサイドウィンド
オーケストラ（YSW）です。私達は、“音楽を
楽しみ・楽しませる” をモットーにし、2008
年に発足した楽団です。昨年 10 月には記念す
べき第５回目となる定期演奏会を行いました。
団員は中学、高校、大学で吹奏楽をやってい
た者ばかりで、経験や年齢も様々です。その
中で私たち楽団は、技術の向上だけでなく、
音楽を通じて、地域活動を行い、音楽の発展や、
人とのコミュニケーションを 積極的にしてい
きたいと考えています。 活動といたしまして
は、2014 年 11 月 15 日（土）に開催予定の

「第 6 回定期演奏会」に向けた準備をしながら、
この春４月 19 日（土）にはショッパーズプラ
ザでのミニコンサートに出演し、６月 15 日

（日）には「横須賀市民音楽のつどい」にも出
演いたします。現在約 30 名の団員が、隔週土
曜日に主に北下浦コミュニティセンターにて
練習を行っています。

　こんにちは、吹奏楽団ロンドベルです。

「努力するけど無理はしない」をモットー

に、社会人を中心に大学生も所属する市民

バンドです。

　横須賀市内を中心に、毎週日曜の夜間に

練習を行い、年 1 回の定期演奏会をはじめ、
にお越しください。

　詳しくは、吹奏楽団ロンドベルのホームページ

をご覧ください。

【吹奏楽団ロンドベルへのお問い合わせ】　電話：

080-6774-2687

【ホームページ】　http://rondo-bell.jp/

　また、“様々なイベントや季節の行事に音楽
を” ということで招待演奏も承っております。

（毎年 12 月にはパシフィックホスピタルにて
招待演奏をさせて頂いております。）
　当楽団では随時新規団員を募集しておりま
す。私たちと一緒に楽器を吹きませんか？
　吹奏楽に興味のある方、ブランクがあるけ
れどもう一度音楽を楽しみたい方、音楽を通
じて幅広く人と交流したい方、ぜひ一度見学
にいらしてください。詳しくは「横須賀シー
サイドウィンドオーケストラ」のホームペー
ジをご覧ください。
http://music.geocities.jp/ysw_music_info/

サークルアピール 26

『努力はするけど　
　無理はしない』

吹奏楽団ロンドベル

全パートで団員募集中です

音楽を通じて幅広く人との交流を

加盟団体主催のイベントや地域イベント、福祉施

設等における慰問演奏などを行っています。

　最後に吹奏楽団ロンドベルでは全パートで団員

を募集しています。特に金管楽器、パーカッショ

ンは急募中です。入団資格は高校生以上、一緒に

吹奏楽を楽しみたいという方は、ぜひ一度ご見学



（3）

サークルアピール

　横須賀ギターアンサンブルは１９７５年に
結成され、衣笠で石田音楽院を主催する石田
忠先生の指導のもとで活動しています。少し
ずつメンバーが入れ替わっているものの、平
均年齢を上げながら継続しています。
　毎週日曜日に音楽院に集合して練習をして
います。曲目は、クラシック、ジャズ、ポピュ

だけの曲が多いですが、時には合奏用ギター
( アルト / プライム / バスギターなど ) を使用
することがあります。
　毎年主催している「ギター合奏フェスティ
バルｉｎ横須賀」では石田先生が指導してい
るいくつかのギター合奏グループや二重奏・
三重奏なども参加して、互いに楽しみながら
高めあっています。また、各種ギター協会が
例年開催するフェスティバルへの参加や老人
ホームでのボランティア活動も行っています。
演奏会の後には飲ミニケーションも・・・。
　メンバー募集中です。
　( 石田音楽院　８５３－９８６６)

　ウクレレスターズは長浦コミセンで毎週火

曜に練習を行っているウクレレ教室の面々が

主なメンバーで、横須賀市を中心に演奏活動

を行って８年になります。また、毎年 10 月に

はベイサイドポケットで定期演奏会を行って

います。

ズ、ラテン、カントリー、オールデイズなど

幅広く演奏します。また、女性はフラダンス

も楽しみます。

　ウクレレは形も小さく、軽く、音も小さく、

演奏技術も比較的容易であるため、いつでも、

何処でも、誰でも、合奏やソロ演奏、歌の伴

奏などが楽しめ、高齢者や若齢者に向いた楽

器です。

　ウクレレ演奏を楽しむ姿を見て、聴いてく

ださい。

　問合せ先：090 － 4829 － 1328　（松浦）

明るく・楽しく
音楽を楽しむ

横須賀ギターアンサンブル

2013.10.27　第 25 回日本ギターフェスティバル　練馬文化センター小ホール

向上心高く
新曲のソロに挑戦 !!

ウクレレスターズ

　熟年になって初

めてウクレレを手

にしたメンバーが

殆どですが向上心

は高く、新曲のソ

ロ演奏に挑戦して

います。

　演奏のジャンル

はハワイアン、童

謡、叙情歌、ジャ
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　今年度、歴史ある横須賀市音楽協会に入会
させていただきました「横須賀ハーモニカ愛

第 31 回横須賀音楽祭
◇平成 27 年２月１日 ( 日 )
　午後２時開演予定
◇横須賀市文化会館大ホール
◇入場料 ￥２００（予定）
　（全席自由）
◇音楽協会加盟サークル数団体出演

ウェルシティコンサート予定
（会場は市民ホール・開演は 13:30 ～）

９月 14 日 ( 日 )…未定
12 月 14 日 ( 日 )…横須賀市民吹奏楽団

公共施設コンサート予定
７月 24 日 ( 月 )12:20…市役所１階市民ﾎｰﾙ
　出演団体　横須賀ハーモニカ愛好会

平成２６年度

♪コンサートガイド♪

◆横須賀交響楽団　

第 115 回定期演奏会
７月６日 ( 日 )13:00 開場　13:30 開演　よこすか
芸術劇場　ベートーベン／交響曲　第４番　変ロ
長調 op.60　ブルックナー／交響曲　第４番　変
ホ長調「ロマンティック」他　指揮：石野　雅樹
　入場料：指定席（１，２階）1,500 円／自由席（３，
４階）1,000 円

◆横須賀マンドリンアンサンブル
第 35 回定期演奏会
８月 24 日（日）開場　17:00 開場　17:30 開演　
横須賀芸術劇場　 「なつかしい日本の歌」「日本の
演歌ベストヒット」他　入場料無料整理券あり　
問合せ先：046-866-1038 馬渕

◆横須賀市民吹奏楽団　

ソレイユの丘ステージイベント
９月 28 日 ( 日）詳細未定

◆アンサンブルスルーザヨコスカ　

アフタヌーンティコンサート
10 月 26 日 ( 日）14:00 ～　横須賀セントラルホ

テル９階・ケーキセット代 1500 円
ニューイヤーコンサート
27 年 1 月 25 日 ( 日）13:30 ～　追浜 CC 北会館・
無料・追浜サークルともの会主催

（代表　清水玲子）

◆ウクレレスターズ　

 2014 ウクレレ演奏会
10 月 28 日 ( 火 )12:30 開場　13:00 開演　於：ヨ
コスカ・ベイサイド・ポケット　入場無料　出演
団体　ウクレレスターズ　横須賀ストリングス　
連絡先　松浦：090-4829-1328

◆横須賀シーサイドウインドオーケストラ
第６回定期演奏会
11 月 15 日 ( 土 ) 開場 13:00　開演 13:30　横須
賀市文化会館大ホール　入場無料　指揮　平山貴
史　曲目　さくらのうた　マードックからの最後
の手紙他　問合せ http://music.geocities..jp/ysw_
music_info/　横須賀シーサイドウインドオーケストラ

◆ジョイフル ･ブラス ･オーケストラ
第 32 回定期演奏会
11 月 16 日 ( 日 )　13:20 開場　14:00 開演　横須
賀市文化会館大ホール　入場無料　曲目　雅の鐘、
カウボーイの休日、私のお気に入り、他
http://www.jbo.cc/

好会」です。今後ともよろしくお願いいたし
ます。
　当会は、平成 19 年（2007 年）に設立し、
現在の会員数は、70 名（男性 25 人、女性 5
人）年代は、60 ～ 80 歳代です。活動目的は、
中高年齢者を対象に生涯学習の一助として、
ハーモニカの習熟に努め、実りある豊かな人
生の糧になることを目指しています。
　沢柳先生の指導のもと、ハーモニカの演奏
技術、樂典等を基礎から身につけ、その成果
を発表会やボランティア活動等で反映させて
います。【問合せ先：046-849-3067 沢柳】

横須賀ハーモニカ愛好会


