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　横須賀市音楽協会は、1981 年 11 月 28 日
に合唱連を含む 17 団体で発会しました。その
前身は横須賀市が 1978 年に招待行事として

「市民音楽のつどい」を開催しており、その３
年後に音楽協会を設立したのです。これは市
内の音楽好きな仲間達の親睦の輪を広め、ア
マチュア音楽の振興に役立てるために横須賀
市が文化振興の一環として設立したものです。
　「横須賀音楽祭」は、1984 年に第１回が行
われました。（詳細は２面の「あゆみ」を参照
してください。）「市民音楽のつどい」は基本
的にすべての加入団体が出演するのですが、

「横須賀音楽祭」では団体数をしぼり、ゆった
りと音楽を鑑賞してもらおうと、音楽協会の
主催で実施しています。
　その第１回は、はまゆう会館ホールで２日
間にわたって行われました。第２回目以降は

現在のスタイルで毎年１日で実施し、各回３
～４団体が発表の場としています。
　途中脱会や新入会と、加入団体も変化して
いますが、2011 年にそれまで一緒に活動して
いた合唱連が独立し、音楽協会から分離した
のが大きな変化になります。
　音楽協会は現在４面掲載の通り４部門 14 団
体が加入しており、年間行事として「市民音
楽のつどい」と「横須賀音楽祭」を開催して
おります。そして、その「横須賀音楽祭」が
市民の皆様のご協力により今回記念すべき第
30 回を迎えることができました。
　音楽協会では、“音楽の街よこすか” を目指
してこの２つの行事を加入団体の協力により
実施してまいりますので、是非市民の皆様に
ご参加いただき、ご支援を賜りたくよろしく
お願いいたします。　　　　　　（事務局）

３０回迎えた横須賀音楽祭
音楽の街 “よこすか” を目指す

横須賀箏アンサンブル　11 回出場 横須賀マンドリンアンサンブル　10 回出場

横須賀ギターアンサンブル　８回出場横須賀交響楽団　10 回出場
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出　　演　　団　　体                                                              
横須賀市民吹奏楽団／横須賀箏アンサンブル／横須賀マンドリンアンサンブル／横須
賀交響楽団
横須賀箏アンサンブル／ジョイント・アンサンブル／レグルス・アンサンブル／横須
賀交響楽団
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
横須賀交響楽団／たかとりコーラス／横須賀女声合唱団／三浦高校吹奏楽部
県立久里浜高校吹奏楽部／横須賀マンドリンアンサンブル／横須賀交響楽団
横須賀箏アンサンブル／横須賀マンドリンアンサンブル／久里浜ギター・アンサンブ
ル／横須賀市職員ブラスバンド／関東自動車工業㈱ラテンバンド「カンターラ」
横須賀箏アンサンブル／リリーズ・ストリングス／横須賀交響楽団／横須賀ギター・
アンサンブル
関東自動車工業㈱ラテンバンド「カンターラ」／横須賀はまゆうコーラス／県立久里
浜高校吹奏楽部
横須賀市民吹奏楽団／横須賀ギター ･ アンサンブル／久里浜ギター ･ アンサンブル／
横須賀交響楽団
横須賀箏アンサンブル／横須賀マンドリンアンサンブル／横須賀交響楽団
横須賀ギター・アンサンブル／山崎小学校ＰＴＡコーラス／関東自動車工業㈱ラテン
バンド「カンターラ」
横須賀マンドリンアンサンブル／浦賀ウインドオーケストラ／望洋小学校ＰＴＡコー
ラス「花すみれ」／スプーンコーラス
横須賀箏アンサンブル／横須賀女声合唱団／関東自動車工業㈱ラテンバンド「カン
ターラ」
横須賀ギター・アンサンブル／久里浜ギター・アンサンブル／横須賀マンドリンアン
サンブル／津浜楽団
横須賀市民吹奏楽団／スプーンコーラス／三浦高校吹奏楽部
横須賀マンドリンアンサンブル／横須賀箏アンサンブル＆リリーズストリングス／関
東自動車工業㈱ラテンバンド「カンターラ」／吹奏楽団ロンドベル
横須賀ギター・アンサンブル／山崎小学校ＰＴＡコーラス／県立久里浜高校吹奏楽部
スプーンコーラス／横須賀交響楽団／横須賀男声合唱団「コールフロイデ」／吹奏楽
団ロンドベル
西部コーラス／ウクレレスターズ／横須賀マンドリンアンサンブル／関東自動車工業
㈱ラテンバンド「カンターラ」
ギータ・マー・イトラ／横須賀箏アンサンブル／浦賀ウインドオーケストラ
横須賀交響楽団／コールパル／吹奏楽団ロンドベル
スプーンコーラス／ウクレレスターズ／シニアアンサンブル「スルー・ザ・ヨコスカ」
横須賀ギター・アンサンブル／横須賀マンドリンアンサンブル／ジョイフル・ブラス・
オーケストラ
横須賀箏アンサンブル／ウクレレ・スターズ／吹奏楽団ロンドベル
浦賀ウインドオーケストラ／野比東小学校ＰＴＡコーラス／吹奏楽団 K-Musia
ウクレレスターズ／男声合唱団せみ／三浦学苑高校吹奏楽部
ジョイフル・ブラス・オーケストラ／アンサンブル・スルーザヨコスカ／横須賀シー
サイドウンドオーケストラ
横須賀箏アンサンブル／浦賀ウインドオーケストラ／吹奏楽団 K-musica
横須賀市民吹奏楽団／横須賀交響楽団／吹奏楽団ロンドベル
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

　平成 25 年 6 月 16 日（日）、第 37 回市民音楽

のつどいが開催されました。

　横須賀市音楽協会の 2 大イベントは、1 面に記

載のとおり「市民音楽のつどい」と「横須賀音楽祭」

ですが、主催行事である「横須賀音楽祭」に対して、

昨年、第 37 回目の開催となった「市民音楽のつ

どい」は、音楽協会の歴史より古いことになりま

す。

　これは、やはり 1 面記載のように、このイベン

トの主催が横須賀市であり、音楽協会が設立され

る前から開催されているためです。

　横須賀市から文化的事業を委託されている生涯

学習財団が、その中の一つとして開催している行

事の実際の運営を、私達横須賀音楽協会が全面的

に請け負っているという、ちょっと複雑な形に

なっています。

　音楽協会設立前から現在に至るまで、毎回出演

しているのは、横須賀箏アンサンブルや横須賀交

響楽団など歴史のある数団体のみです。

　最近は、少人数のアンサンブルや弦楽のみの編

成で出演していた横須賀交響楽団でしたが、今回

は久しぶりに、フル編成とまではいきませんが、

弦楽器、管楽器、打楽器、更にピアノと一通りそ

ろった編成での出演でした。

　横須賀交響楽団「サウンドカクテル」という名

前での演奏は、その名のとおりナポリ民謡からピ

アフの愛の賛歌まで幅広くポピュラー音楽を演奏

し、ご来場の皆さんからご好評をいただいていま

した。

　また逆に、横須賀市民吹奏楽団は、例年のフル

編成ではなく、指揮者を立てずピアノを交えたア

ンサンブル形式で出演しスタジオジブリメドレー

などで、皆さんに楽しんでいただきました。

　このように、参加団体は、選曲だけでなく編成
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横須賀音楽祭30回のあゆみ

でも工夫を凝らしています。

　今年も、6 月 15 日 ( 日 ) に文化会館大ホールで

第 38 回市民音楽のつどいを開催します。参加 14

団体が繰り広げる様々な音楽の世界。楽しみにお

待ちいただき、ご来場いただければ幸いと願って

います。

横須賀市民吹奏楽団　

三浦学苑高校吹奏楽部

吹奏楽団ロンドベル

加入 14団体が熱演して

場所の説明　文化会館大→横須賀市文化会館大ホール、はまゆう会館→はまゆう会館大ホール
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平成２６年度

♪コンサートガイド♪

◆横須賀箏アンサンブル　

ハワイ・ホノルルフェスティバル
３月８日 ( 土 ) または９日（日）　問合せ先：
046-824-1743 小泉
◆アンサンブル・スルーザヨコスカ
ダンスフェスタ・演奏
３月 16 日 ( 日）　於：追浜コミニティセン
ター北館

◆横須賀市民吹奏楽団　

第 51 回定期演奏会
５月 25 日 ( 日 )13:30 開場　　14:00 開演
　於：ヨコスカ・ベイサイド・ポケット　
全席入場無料
　指揮者　土屋和彦　曲目「ワーグナー／
ローエングリンよりエルザの大聖堂への行

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 38 回市民音楽のつどい
♪名曲コンサート♪

◇平成 26 年６月 16 日 ( 日 )
　12:00 時開演予定
◇横須賀市文化会館大ホール
◇入場無料　（全席自由）
◇横須賀市音楽協会加盟１４団体出演
◇連絡先　（公財）横須賀市生涯学習財団
　　電話　０４６－８２２－４８３８

列」他　連絡先　村田：090-9376-3406
◆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　
於：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」　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　13:00 開場　13:30
開演　於：横須賀芸術劇場　「リチャード・
グレーダーマン名曲選」「日本の演歌ベスト
ヒット」「星空のコンチェルト」他。入場料
500 円　問合せ先：046-866-1038 馬渕

楽器の音って
　音楽協会には、様々な形態の音楽団体が所
属し、使っている楽器もいろいろです。
　ご存知かと思いますが、楽器には大きく分
けて、弦楽器、管楽器、打楽器があります。
全ての楽器は、何かを振動させることで音が
出ます。弦楽器でもギターやウクレレ、箏な
ど弦を指や道具を使って弾いて音を出すも
の、ヴァイオリンのように弓を使ってこすっ
て音を出すもの。管楽器でもクラリネットや
サックスのように葦でできたリードというも
のを息で鳴らすもの、トランペットやトロン
ボーンなど唇の振動をマウスピースを通して
楽器を鳴らすもの。叩いて音を出す打楽器も

いわゆる太鼓のように音程のないもの、マリ
ンバやティンパニのように音程があるものな
どがあります。ただ、会場で音楽を聴くだけ
ではなく、あの楽器はどうやって音が出るの
かなど気にしながら聴くのも、楽しみの一つ
ではないでしょうか？


