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新たな仲間を加えて新たな旅立ち！
団体の入れ替わりがあっても音楽文化向上に寄与し続けます。

【よこすかの音楽家を支援する会から渡邊達徳さん、宮川久美さん、宮本史利さん】

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、今年は 1 月 29 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。
この数年間、音楽協会の加盟団体の入れ替わりがいくつかあり、平成 27 年度には三浦学苑高等
学校吹奏楽部、平成 28 年には横須賀市民吹奏楽団と設立当初から活動を共にしてきた２団体を含
め４団体が去っていき、皆様の中には寂しさを感じる方もいらっしゃることと思います。
そのような中でも、新しい団体も加入しています。次ページのサークルアピールにも紹介されている
（社団法人）よこすかの音楽家を支援する会もその一つで、バリトン歌手の宮本史利さんを代表に声
楽、器楽、ピアノなど様々な地元のアーティストを市民に紹介しています。
今回の横須賀音楽祭でも、３部の冒頭からヴァイオリンが客席から「情熱大陸」を弾きながら登場し
たり、ピアノでのショパンの「英雄ポロネーズ」の華麗な演奏や、ピアノ伴奏による歌とヴァイオリンでの
オペラのアリアを演奏するなどで観客の皆さまを沸かせ、音楽祭を大いに盛り上げてくれました。
昨年、記念でもあり区切りでもある第 40 回市民音楽のつどいを盛大に終え、新たな旅立ちをしてい
る横須賀市音楽協会ですが、平成２９年度現在加盟団体が１２団体と少し少なくなりながらも、新たな
団体を含め一所懸命の活動をし、横須賀の音楽文化の向上に寄与し続けていきたいと思いますの
で、皆様も応援をよろしくお願いいたします。
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（社）よこすかの音楽家を支援する会（YMSA）
世界を見渡しても、オペラ歌手が経済
的に安心して演奏活動をできる環境と
いうのはそうあるものではありません。
日本に演奏活動のみによって生計を立
てられるオペラ歌手が果たして何人い
ることでしょうか。
しかし、ヨーロッパの一部地域では、
国など支援によって、年間契約制度が成
り立っている地域が存在し、そのような
地域では素晴らしい芸術が日々生み出されています。我々は、代表宮本史利の国際的な音楽活
動経験に基づき、故郷であるよこすかの音楽文化振興を目指し、それと同時に、よこすかの音
楽家が演奏活動、創作活動に安心してより専念できる環境を創造すべく、この会を発足させま
した。
まだ産まれたばかりの小さな団体ですが、我々の創り上げた音楽を楽しむ、という形で皆様
のご支援を頂けますよう、どうぞよろしくお願いします。
※YMSA では、横須賀にゆかりのある音楽家はどなたでも、YMSA のホームページにて活
動・プロフィールのご宣伝をしていただけます。コンサートへのご出演を打診させていただく
こともあります。詳しくはお問い合わせください。
Ｈ Ｐ：https://www.yokosuka-ymsa.org/
メール：yokosuka.ymsa@gmail.com
電 話：046-842-7592（宮本）

サークルアピール
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浦賀ウインドオーケストラ
こんにちは。浦賀ウインドオーケストラ（以下 UWO）です。UWO は、横須賀市を中心に
音楽活動をしている一般バンドです。
約１年に一回の定期演奏会を中心に、地元横須賀市での各種イベントや横須賀市音楽協会主
催の市民音楽のつどい等に参加しています。
私達は、ある学校の OB・OG などといった特定のバックボーンをもっていません。年齢も
仕事も楽器のキャリアもまちまちで、一緒に良
い音楽をつくりあげたいという気持ちで集ま
った仲間です。
私達の活動を支え、会場に足を運んでくださ
るお客様に「いい時間を過ごせた」といってい
ただけるような演奏を目指していきたいと思
います。
当団では只今団員を募集しております。興味
のおありの方は是非見学にいらしてください。
毎週火曜日と日曜日の夜に、市の公共施設など
をお借りしまして、練習に励んでいます。
団員一同お待ちしています。
HP http://www.uwohp.com/
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横須賀ハーモニカ愛好会
「横須賀ハーモニカ愛好会」は、
ハーモニカの奏でる郷愁ただよう
やさしい音色が好きでたまらない
仲間が集まり、平成９年（1997 年）
に設立しました。会員は、50～80
歳代の約 70 名です。
沢柳先生の指導のもと、ハーモニ
カの演奏技術、楽典等を基礎から身
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。
横須賀の街にハーモニカの音色
が身近に感じられるよう、昨年より
定期演奏会をスタートさせました。
また、当愛好会の活動状況等は、ホームページをご覧ください。
これを機会に、ハーモニカを吹いてみた方は、ご連絡を待っています。
今後ともご支援のほどよろしくお願いいたします。
【連絡先 ０４６－８４３－８４９３ 伊藤】
【 ホームページ http://yokosukaharmonica.jimdo.com/ 】

サークルアピール
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横須賀マンドリンアンサンブル
1970 年創立以来、私たちは《アットホームな雰囲気》と《誰もが楽しめる演奏会》をモット
ーに活動を続けています。
日頃、指揮者が指摘するのは譜面の音楽的表現だけではありません。「苦虫をかみつぶした
表情で弾いていては、爽やかな旋律も軽やかなリズムもお客様のこころには響かないよ」と、
私たちメンバーの表情、身体表現にも気を配ります。弾く我々も、聴いていただくお客様もと
もに楽しんでいただくには？と私たちが心掛けているのが毎回の演奏会のプログラム、選曲で
す。高度な演奏技術が要求されるマ
ンドリン・オリジナル曲だけでなく、
演歌、歌謡曲、和洋のポッポス、映
画音楽、ジャズ、アニメソングなど
世代、時代を超えた幅広いレパート
リーを採りあげています。毎回の定
期演奏会に 1000 名を越すお客様が
ご来場いただけるのも、こころの弾
む演奏をともに楽しんでこその成
果と信じています。
来る 7 月 29 日(土) 13 時 30 分より横須賀市文化会館大ホールにおいて第 38 回定期演奏会を
開催します。アットホームな雰囲気で、ご一緒に楽しみたいと思います。
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♪

平成２９年年度

加盟サークルコンサートガイド

♪

■ 横須賀交響楽団 第１２５回定期演奏会
 ６月２５日(日) 13:30 開場 14:00 開演 会場：よこすか芸術劇場
入場料：指定席（１，２階）1,500 円／自由席（３，4 階）1,000 円
■ よこすかの音楽家を支援する会 ワンコインコンサートシリーズ
 6 月 25 日(日) 15:00 開演 会場：文化会館中ホール 出演：宮本史利(バリトン)
 7 月 8 日(土) 15:00 開演 会場：文化会館中ホール 出演：安藤葉月(チェロ)
 8 月 27 日(日) 15:00 開演 会場：文化会館中ホール 出演：小熊 茜(ソプラノ)
mini OPERA GALA Concert
 ７月 １日(土) 14:00 開演 会場：横須賀三浦教育会館
■ 横須賀マンドリンアンサンブル 第 3８回定期演奏会
 ７月２９日(土) 1３:00 開場 1３:30 開演 会場：文化会館大ホール 入場料 500 円
■ 横須賀ギターアンサンブル 第３０回ギター合奏フェスティバル in 横須賀
 ９月１７日(日)13:00 開場 13:30 開演 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
 ７月３０日(日) 14:00～ 、16:00～ (2 回公演) ショッパーズプラザ演奏会
 11 月１１日(日) 13:00 開場 13:30 開演 第９回定期演奏会
会場：文化会館大ホール 入場無料
■ 横須賀箏アンサンブル
 ８月２７日(日) 「よみうりコンサート」 会場：渋谷さくらホール
 １０月２日(月) 「そうしん女学校創立記念コンサート」 会場：横浜そうしん
■ ジョイフル・ブラス・オーケストラ 第 3５回定期演奏会
 12 月 1７日(日) 13:20 開場 14:00 開演 会場：文化会館大ホール 入場無料
■ 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 10 日(日) よこすかの音楽家を支援する会（YMSA）
 12 月 10 日(日) 吹奏楽団ロンドベル
 ３０年 3 月１8 日(日)横須賀箏アンサンブル
会場：ウェルシティ２階の市民ホール
13:30 開演 入場無料です。（12:30 から整理券を配ります。）

「第３４回横須賀音楽祭」開催情報
■ 日時：平成３０年１月２８日（日） １４：００開演予定
■ 会場：横須賀市文化会館 大ホール
■ 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】
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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

●
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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）

