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ハーモニカ、吹奏楽、ピアノ演奏と多彩なステージ
第 34 回横須賀音楽祭を開催

【第 34 回横須賀音楽祭にて熱演を魅せる 3 団体】

横須賀市音楽協会の自主事業である横須賀音楽祭ですが、第 34 回目となる今年は 1 月 28 日(日)
に横須賀市文化会館大ホールにおいて催されました。今年の音楽祭は、横須賀ハーモニカ愛好会、
浦賀ウインドオーケストラ、よこすかの音楽家を支援する会(YMSA)の 3 団体が出演をしました。全く編
成の違う 3 団体ですが、各団体がそれぞれにお客様に楽しんでいただける趣向を凝らしたプログラム
を用意し、約 2 時間の音楽祭は盛会のうちに終えることができました。ご来場のお客様は 461 名に上
りました。
お客様には毎回アンケートをお願いし、多くの方から貴重なご意見を頂いていますが、回答結果を
分析するとご回答者のなんと 7 割に近い方々が複数回のご来場をいただいているリピーターであり、4
回以上ご来場いただいている熱心なお客さまも約 3 割に上るという事が分かりました。このことから
我々の横須賀音楽祭が市民の皆様に広く愛され、毎年楽しみにして頂いている事が確認できます。
もちろん、初めてご来場いただいた方々も少なくはありません。今後ともより多くの市民に愛され楽しん
でいただける音楽祭を開催し、横須賀の音楽文化の向上に寄与し続けていけるように加盟団体一同
で努力していきたいと思います。次回の第 35 回横須賀音楽祭は平成 31 年 2 月 10 日(日)に「はまゆ
う会館」で開催予定です。今後とも横須賀市音楽協会をよろしくお願いします。
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シニアアンサンブル・スルーザヨコスカ
・長寿社会、元気印はいつまでも
昭和２９年からラジオ東京で放送さ
れた「こども音楽コンクール」合奏の
部で横須賀市立公郷小学校の合奏サー
クルが、ピアノ・オルガン・ヴァイオ
リン・アコーディオン・打楽器など、
学校にある楽器や個人使用の楽器を集
め、12 名の編成で参加し、神奈川県代
表に選ばれ、昭和３１年に日比谷公会
堂で開催された関東決勝大会に出演し
ました。その時のメンバーだった代表
が、遠い昔のアルバムに老後の楽しみ
を重ね、立ち上げた楽団です。指導者
には東京芸大を卒業後様々な音楽活動を経てシニアアンサンブルの指導に専念されていた鏑木
先生にお願いしました。奏者のレベルに対応した楽譜を頂き、和気あいあいと練習しています。
加盟している全日本シニアアンサンブル連盟のコンサート・ダンスパーティーの演奏・各コミ
ュニティーの文化祭などなどです。全パート募集。今が青春！感動を共に！今でしょう！始め
ませんか！

サークルアピール
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久里浜ギターアンサンブル
久里浜ギターアンサンブルは、久里浜公
民館から始まった、ギターのなかまです。
今年で結成 30 年目になります。クラシッ
クの三重奏・四重奏を中心に、ポピュラー
からタンゴ・ラテン・日本の歌と、幅広く
取り組んでいます。現在、メンバーは、男
性９名女性２名で、♬和やかな雰囲気を大
切に♬をモットーに、アンサンブルの難し
さ、そして楽しさを、満喫しています。毎
週土曜日 12 時～15 時まで、北下浦市民プ
ラザで合奏練習をしています。毎月一回石
田先生に合奏指導をして頂き、演奏会に向
けて曲を仕上げていきます。
毎年、
「市民音楽のつどい」
「ギターフェスティバル in 横須賀」に出演し、ボランティア活動に
も力を入れ、地域貢献に努めています。
メンバーさんを募集中ですので。土曜日、午後のひと時仲間とギターを弾いてみませんか！
【連絡先

大橋実儀

046－834-5404】
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ジョイフル・ブラス・オーケストラ
私たちジョイフル・ブラス・オーケストラ
（ＪＢＯ）は、三浦半島を中心に活動してい
る１９７８年創団の市民吹奏楽団です。
年に１回の定期演奏会を中心に、吹奏楽
連盟行事、帆船日本丸演奏会等の野外演奏、
地元の皆さまからの依頼演奏など、一年を
通じて活動しています。
本年は「第３６回定期演奏会」を、１２月
９日(日)１４時００分より横須賀市文化会
館大ホールにて開催します（入場無料）。皆
さまのご来場を団員一同お待ちしておりま
す。
これからも、私たちの活動テーマ「響・奏
～響きあい、奏であう～」のもと、本日ご来場の皆さまと共に響きあうことができるような音
楽を作り上げたいと思います。ご支援のほどよろしくお願いいたします。
♪ホームページ
http://www.jbo.cc/
♪Facebook https://www.facebook.com/joyful.brass.orchestra/
♪メールお問合せ info@jbo.cc

サークルアピール
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吹奏楽団ロンドベル
『努力はするけど無理はしない』
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、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。
2018 年 9 月 23 日(日)に青少年会館ホールで「ぶらっとコンサート」、2019 年 3 月 10 日(日)に
横須賀市文化会館大ホールで第 20 回定期演奏会開催します。皆様のご来場を心よりお待ちして
います。
また、現在、吹奏楽団ロンドベルでは数パートで団員を募集しています。皆様と一緒に演奏で
きることを楽しみに待っています。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
【ロンドベルのホームページ】 http://rondo-bell.jp/
Twitter と Facebook も始めましたので検索してみてください♪。
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♪

平成３０年度

加盟サークルコンサートガイド

♪

■ シニアアンサンブルスルーザヨコスカ
１０月１４日（日）１３：００～ 神奈川シニアアンサンブルコンサート
芸術劇場小ホール 入場無料
１１月１０日（土）１３：００～ 大津文化祭
２０１９年２月４日（日）１３：００～ ニューイヤーコンサート 追浜北館
■ ジョイフル・ブラス・オーケストラ 第３６回定期演奏会
１２月９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 問合せ：info@jbo.cc
■ 横須賀ギターアンサンブル主催 第 31 回ギター合奏フェスティバル in 横須賀
９月２３日(日) １３：３０開演 横須賀文化会館中ホール 入場無料
■ 横須賀シーサイドウィンドオーケストラ 第１０回定期演奏会
１０月２７日（土） 横須賀市文化会館大ホール 入場無料
■ よこすかの音楽家を支援する会(YMSA)
6 月16 日（土） ミニオペラガラコンサート in YOKOSUKA 2018（横須賀三浦教育会館）
6 月29 日（金） ワンコインコンサート ピアノ 増田美穂（はまゆう会館）
７月１９日（木） ワンコインコンサート ピアノ 新里恵美 ロホマン真由美 宮川久美（はまゆう会館）
8 月11 日（土）イタリアからの贈りもの vol.1 オペラ「愛の妙薬」
（ヨコスカベイサイドポケット）
9 月21 日（金） 祝敬老こんさーと2018（はまゆう会館）
■ 横須賀マンドリンアンサンブル第３９回定期演奏会
７月２１日（土）１３：３０開演 横須賀市文化会館大ホール
入場料５００円 問い合わせ：046-866-1038(馬渕)
■ ウェルシティ・コンサート（（公財）横須賀市生涯学習財団主催事業）
9 月９日(日) ジョイフル・ブラス・オーケストラ
12 月９日(日) 横須賀ギターアンサンブル
２０１９年 3 月１７日(日)浦賀ウインドオーケストラ
会場：ウェルシティ２階の市民ホール
13:30 開演 入場無料（12:30 から整理券を配ります。）

「第３５回横須賀音楽祭」開催情報
■ 日時：平成３１年２月１０日（日） １４：００開演予定
■ 会場：はまゆう会館 ホール
■ 出演：未定 入場料:200 円(全席自由)
【横須賀市音楽協会加盟サークル】
●
●
●
●
●
●

浦賀ウインドオーケストラ
久里浜ギターアンサンブル
シニアアンサンブル・スルーザヨコスカ
ジョイフル・ブラス・オーケストラ
吹奏楽団ロンドベル
横須賀ギターアンサンブル

●
●
●
●
●
●

横須賀交響楽団
横須賀箏アンサンブル
横須賀シーサイドウィンドオーケストラ
よこすかの音楽家を支援する会（YMSA）
横須賀ハーモニカ愛好会
横須賀マンドリンアンサンブル
（５０音順）

