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　横須賀市音楽協会は、昭和 56 年に結成され

た市内のアマチュアの音楽団体が集まった団

体です。現在は、交響楽、吹奏楽、ギター、

マンドリン、箏、ウクレレ、シニアアンサン

ブルなど 14 団体で構成されています。

　各団体相互の協調の下、広く横須賀の音楽

文化の向上発展をはかり、文化の高揚に寄与

することを目的に活動をしています。

　主催事業としては、上の写真の「横須賀音

楽祭」があります。これは、加盟団体のうち

３団体が交代で出演する演奏会で、毎年１月

か２月頃に横須賀市文化会館で開催している

有料の演奏会です。

　加盟全団体が一堂に会し、多くの市民の皆

さんに聴きに来ていただいているのが「市民

音楽のつどい」です。この演奏会は、横須賀

市が公益財団法人　横須賀市生涯学習財団に

開催を委託し、その運営を私たち音楽協会に

任されているものです。

　そのほかにも、同財団から依頼され横須賀

市生涯学習センターで３の倍数月の第２日曜

日に開催される、「ウェルシティコンサート」

にも加盟団体を派遣しています。横須賀市か

らは、市役所や横須賀美術館を会場にした「公

共施設コンサート」への出演を依頼されてい

ます。

　加盟団体の演奏会に対する後援や、お互い

の演奏会へのスタッフの派遣などの協力体制

もとっています。

　このような活動を通して、市民の皆さまの

お役に立てるよう加盟団体一同常に練習に励

んでいます。市の広報や生涯学習財団の発行

する「まなびかんニュース」に演奏会情報が

掲載されますので、皆さまお誘い合わせのう

えご来場いただき、応援していただくようお

願いいたします。

音楽祭等の行事にご来場を

音楽文化向上発展に寄与

昨年の「市民音楽のつどい」で熱演する横須賀箏アンサンブルのみなさん
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　なごやかな

雰囲気を大切に

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

民館活動から始まった、ギターの仲間です。

　今年で結成 25 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。“なご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、久里浜地区で、合同練習を行っ

ています。石田 忠先生に指導をして頂き、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」「神奈川ギターフェスティバ

ル」「ギターフェスティバル in 横須賀」に出

　こんにちは！吹奏楽団K-musicaです。

私たちは『きれい、カッコイイ、心地

よい』音楽を目指し横須賀・横浜を中

心に活動している吹奏楽団です。結成

11 年を迎え、今年の２月には記念すべ

き第 10 回目となる定期演奏会を行いま

した。

　私たちと一緒に素敵な音楽の時間を過ごし

ませんか？　新規団員は随時募集しておりま

す。楽器が好きな方、音楽が好きな方、団員

一同お待ちしておりますので是非見学にいら

してください。詳しくは吹奏楽団 K-musica の

ホームページをご覧ください。

http://www.k-musica-wind.net/

演しています。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。

　土曜日の午後の一時、仲間と一緒にギター

を弾いてみませんか？　

　『メンバー募集しています。』

　ホームページ“久里浜ギター”で検索

　［連絡先　０４６－８４３－５４０４

　　　　　　　　　　　　　　　　大橋］

サークルアピール 

心地よさ目指して

吹奏楽団 K-musica

第 10 回定期演奏会より

神奈川ギターフェスティバルでの演奏

　現在は 20 代から 30 代を中心とした約 50 名

の団員が毎週日曜日に横須賀青少年会館とコ

ミュニティセンターにて練習を行っています。

　主な活動は２月の定期演奏会と６月の横須

賀市民音楽の集いへの参加です。他にも慰問

演奏や地域のイベントにアンサンブル単位で

参加をしています。
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サークルアピール 

　1956 年、湘南交響楽団として創立、同年 11

月第 1 回演奏会を開催。65 年、横須賀交響楽

団と改称。

　活動は、年２回の定期演奏会を中心に、障

害者向けの「たのしい音楽会」などを開催。

　カジュアル・コンサート、組曲「横須賀」

演奏会、「第九」演奏会への出演のほか、市民

音楽のつどいにも参加するなど年間８～９回

の演奏会を精力的に行っている。

　72 年、中国中央楽団創作のピアノ協奏曲「黄

河」の日本人初演。88 年、とうきょうエキコ

ンにアマチュア初出演。91 年、第 40 回神奈川

文化賞を受賞。

　06 年、創立 50 周年を迎えた。また、08 年

３月にはマスカーニ「カヴァレリア・ルスティ

カーナ」を横須賀芸術劇場合唱団と共演し、

初めてのオペラ全曲公演に成功、大好評を博

した。現在団員は 150 人を超え、市民ととも

に歩む県下でも有数のアマチュア交響楽団で

す。お問い合わせ　練習場所　毎週土曜日　

横須賀市総合福祉会館ほか　本番直前には追

加で日曜日にも練習があります。

　問合せ先：t_kotsugai@nifty.com

　横須賀マンドリンアンサンブルは、昭和 45

年（1970 年）に当時の県立青少年会館で小人

数の愛好者を対象に開かれたマンドリン教室

が、そのスタートでした。あれから42年、当時、

マンドリンを初めて手にした何人かの青少年

が、いまもって横須賀マンドリンアンサンブ

ルに在籍しています。マンドリンという楽器

は比較的とっつきやすく、それでいて奏法を

極めるほどに奥が深いといわれています。10

年、20 年と弾いているうちに気付いてみれば

50 歳、60 歳ということも決して珍しいことで

はありません。現在、私たちアンサンブルは

マンドリンを中心にマンドラテノール、マン

ドチェロ、ギター、ベースといった弦楽器を

主体に約 40 名のメンバーによって編成され、

弾くことを楽しみに、聴いていただくことを

励みに、毎週２回の練習に打ち込んでいます。

長年にわたる演奏活動を通して増え続けたレ

パートリーも、マンドリンオリジナル曲をは

じめ、ポピュラーソング、映画音楽、歌謡曲、

唱歌、アニメソングなど時代・世代を超えた

幅広さを誇っています。定期演奏会 ( ４面参

照 )には是非お越しください。

　また、随時メンバーを募集中です。一緒に

アンサンブルを楽しみたいという方は、いつ

でもお気軽にお声をかけてください。

　問合せ先：TEL.046-866-1038（馬渕）

市民と共に歩む楽団

横須賀交響楽団

ベイサイドポケットでの演奏

弾くことを楽しみに

横須賀マンドリンアンサンブル

ステージでの熱演



（4）

平成２４年度

♪コンサートガイド♪

◆横須賀交響楽団　

第 111 回定期演奏会

７月 15 日（日）　午後 1 時 15 分

開場　2 時開演　※開場時刻が 15

分遅くなりました。お間違えのな

いよう、ご来場ください。　於：

よこすか芸術劇場　曲目：シュー

ベルト／交響曲 第５番 変ロ長調 

D485、チャイコフスキー／序曲

「1812 年」、チャイコフスキー／交

響曲 第１番 ト短調「冬の日の幻

想」　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 33 回定期演奏会

7 月 28 日（土）午後 1 時 30 分開

演　於：横須賀市文化会館大ホー

ル　入場料：\500　問合せ：046-

866-1038（馬渕）

◆浦賀ウインドオーケストラ
第 10 回定期演奏会「横須賀ス

トーリー」

９月 16 日 ( 日 ) 横須賀市文化会

館大ホール　午後１時開場　２

時開演　入場無料　問い合わせ：

090-4136-0136( 事務局：大木）

◆ウクレレスターズ
第３回ウクレレ教室演奏会　

９月 23 日 ( 日）開演：12 時 40 分

　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、郡山春茂とミシシッ

ピーストリングス、横須賀ストリ

ングス他

◆横須賀シーサイドウィンド
　オーケストラ　

第４回定期演奏会　10 月 20 日

( 土 ) 午後 1 時開場　1 時 30 分開

演　於：横須賀市文化会館大ホー

ル 入場無料

吹奏楽団ロンドベル　

第 14 回定期演奏会

10 月 28 日 ( 日 ) 午後３時開演　

於：横須賀市文化会館大ホール　

入場無料　別途連絡待ち　問合

せ：080-6774-2687

◆ジョイフル ･ブラス ･オー
  ケストラ
第 30 回定期演奏会

12 月 16 日 ( 日 ) 午後 1 時 20 分開

場 ２時開演 於：横須賀市文化会

館大ホール 入場無料　問合せ：

info@jbo.cc

◆吹奏楽団 K-musica　
第 11 回定期演奏会

25 年２月 10 日 ( 日 ) 開場午後 12

時 45 分　開演 13 時 30 分　於：

横須賀市文化会館大ホール　入場

無料　曲目：エルザの大聖堂へ

の行進、ジャパニーズグラフィ

ティーＸ (テン ) ～時代劇絵巻～

問合せ：090-6124-9526（小
オ

幡
バタ

）

横須賀市音楽協会加盟サークル 

室内楽部門 

  ◆ウクレレスターズ

  ◆久里浜ギターアンサンブル

  ◆横須賀ギターアンサンブル

  ◆横須賀箏アンサンブル

  ◆横須賀マンドリンアンサンブル

吹奏楽部門

  ◆浦賀ウインドオーケストラ

  ◆ジョイフル・ブラス・オーケストラ

  ◆吹奏楽団 K-musica

  ◆吹奏楽団ロンドベル

  ◆三浦学苑高等学校吹奏楽部

  ◆横須賀シーサイドウィンドオーケストラ

  ◆横須賀市民吹奏楽団

軽音楽部門

  ◆アンサンブル・スルーザヨコスカ

管弦楽部門

  ◆横須賀交響楽団

第 29 回横須賀音楽祭
◇平成 25 年２月 17 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
　（全席自由）
◇横須賀市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９日 (日 )…ジョイフル・ブラス・オー

　　　　　　　　ケストラ

12 月９日 (日 )…スルーザヨコスカ

３月 10 日 ( 日 )…横須賀ギター

公共施設コンサート予定

７月 24 日 ( 火 )12:20…市役所１階市民ﾎｰﾙ

　出演団体　横須賀筝アンサンブル　

９月 30 日 ( 日 )12:20…美術館ロビー

　出演団体　横須賀ギターアンサンブル　

  ＊是非ご観覧ください。


