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平成31年 2月 3日 (日 )14:00～ 高槻現代劇場大ホール

指揮 :丸谷 明夫先生 (大阪府立淀川工科高等学校吹奏楽部)

出演 :高槻地区高等学校吹奏楽部合同バンド

大阪府立淀川工科高等学校吹奏楽部

主催 :高槻ロータリークラブ

ブラスフェスタin高槻実行委員会
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高槻□―タリークラブ|よ 5年前、創立60周年記念事業として「日本の心の文化と新世代の育成」をテー
マに掲げた「高槻□一タリー未来塾」を創設いたしました。その運営にあたり、高槻市及び島本町の府
立高校 7校の校長先生方、顧間の先生方、指導員の方々のこ賛同、こ協力いただき、心より感謝申し上

げます。

私達は吹奏楽、サッカー、野球、ダンス等のクラブ活動を通して、大勢の生徒達と出会い、新しい時

代への光明を得たようでこざいます。そして、まだまだ素晴らしい個性を持つた若者が大勢、開花する

日を待つておられることと思います。プロジェクトの最後を飾つて頂くのは、第―回目にお願い申し上

げました全日本吹奏楽連盟理事長、淀川工科高等学校名誉教諭・吹奏楽顧間丸谷明夫先生に再びこ指導

をお引き受け頂けることとなりました吹奏楽クラブの合同演奏会でこざいます。

丸谷先生は「苦労した者が苦労した分だけちゃんと喜べるようになつている。」と言われ、「日本一の

努力」を提唱されておられます。

吹奏楽部の皆様、どうぞ努力の成果を喜んでください。その喜びを皆に分け与えてください。

喜び|ま喜びの輪を広げる事でしょう。大勢の方々に喜びを与えて下さることに私達は「ありがとう」と

申し上げます。

高槻ロータリークラブ会長 愕覇康 樫男吹

この度、「高槻□―タリー未来塾 5カ年事業」の最終年の取り組みを吹奏楽にというお話を頂き、高槻

市内の高校吹奏楽部顧間で約 1年前から準備を進めてき誅した。この事業の初年度の取り組みも吹奏楽

でさせて頂き、その時に合同演奏を行つた中学 2年生が高校 3年生となり、今回再びステージに乗る生

徒もいます。前回の感動を色々な言葉で生徒たち|よ表現してくれたのですが、ある中学生は「丸谷先生

の温かい笑顔を拝見していると、感覚の全てが音楽に包まれているような不思議な一体感を感じるとと

もに、幸福感がこみ上げてきたのです。」というメッセージを残してくれました。今回も大阪府立淀川工

科高等学校吹奏楽部の丸谷明夫先生と淀川工科高等学校吹奏楽部の皆さんをお招きして、「ブラスフエス

タin高槻」を開催することができることを、出演者―同大変嬉しく思つています。「音楽を愛することと

人を愛すること|よ同じこと」といつもおつしゃつておられる丸谷先生と共に幸せな時間を過こしたいと

思つています。最後になりましたが、高槻□―タリークラブ様のこ支援に心より感謝申し上げますとと

もに、演奏会開催に向けてこ尽力下さいました関係者の皆様にこの場をお借りして厚くお礼申し上げます。
「ブラスフエスタ in高槻J実行委員会代表

大阪府立大冠高校吹奏楽部 顧間 中原 由布 子

この度、三度にわたる高槻□―タリークラブ様のこ支援により「ブラスフエスタln高槻」を開催でき

ますことを心より感謝申し上げます。今回の演奏会は高槻市内の高校生による I部ステージ、そして Ⅱ

部ステージⅢ部ステージでは淀川工科高校吹奏楽の皆様にこ出演頂き、大人数で音楽を作り上げる醍醐

味を、会場にお越しの皆様に楽しんで頂けたらと思つています。このような大人数による演奏は、私た

ちの日々の練習ではほとんど経験できないことであり、毎回の合同練習で |よ、緊張感やワクワク感が何

倍にもなり、充実した時間を過こすことができました。吹奏楽を愛する仲間からたくさんの刺激をもらい、

練習の意欲にも繋がつたように感じています。また、私たちにとつて、丸谷明夫先生の指揮で演奏でき

ること|よ とても幸せなことで、生涯忘れられない経験になると思います。この演奏会を通じて学んだこ

とを決して無駄にせずに、これからの練習に繋げていきたいと思います。最後になりましたが、この貴

重な演奏会に多大なこ支援を頂きました高槻□―タリークラブ様に感謝申し上げます。そして、お忙し

い中足を運んで下さいましたお客様にも心より感謝いたします。

「ブラスフェスタ in高槻J実行委員会生徒代表

大阪府立大冠高校吹奏楽部 部長 J」嘔□ 相薄華
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■第 2部大阪府立淀川工科高等学校吹奏楽部
「カーベンターズ・フォーエバー」
「お楽しみコーナー」
「故郷 (ふるさと)」

「ザ・ヒットパレード」

■ 第 3部合同演奏

「アルメニアンダンス・パートI」

「星条旗よ永遠なれ」

丸谷 明夫 先生

<プロフィール>
大阪府立淀川工科高等学校名誉教諭・吹奏楽部顧問

大阪音楽大学客員教授

一般社団法人全日本吹奏楽連盟理事長

1992年 第 1回音楽教育振興賞受賞

2005年  第54回読売教育賞受賞

2010年 第45回大阪市民表彰 (文化功労)受彰

2014年 大阪府・市による「大阪文化賞」受賞

淀工吹奏楽部を指揮し吹奏楽の甲子園といわれる『全日本吹奏楽コンクール』に40回出場 (全

国最多の金賞受賞)。 全国各地への招待演奏旅行も多数行い好評を博す。

200名近くの部員を3グループに分け、独特の指導と運営により楽しく活気に満ちた部活動を展

開。全国大会の市販ビデオや吹奏楽専門誌の記事により全国に多くのファンを持つ。

1999年 NHK教育テレビE丁∨特集「名物先生シリーズ～一緒にええ音作ろう」、2000年 NHK総
合テレビ「ドキュメントにつばん～みんなで吹いたら日本一」、2004・ 2005年の日本テレビ「笑つ

てコラえて～吹奏楽の旅」、2009。 2012・ 2013・ 2014年テレビ朝日「題名のない音楽会」、また

最近ではNHK総合テレビ、地方発ドキュメンタリー「自分の心が音やねん」、かんさい熱視線「ラ

ストコンサー ト」の全国放映が多くの反響を巻き起こしたこと|よ記憶に新しい。

ABCラジオ「吹奏楽の時間」毎週日曜日あさ6時45分よリレギュラー出演中。

大阪府立淀川工科高等学校吹奏楽部 (団体紹介)

私たちの学校は、淀川のほとりにある工科高校です。およそ音楽に|よ縁のない学校ですが、現在130余名
の 1・ 2年生部員が活気に満ちた部活動を展開し、立派なメンバーに育つています。

コンクール全国大会 |よ40回の出場になりますが、それ|よ顧間の丸谷先生の力に負うところが大です。この
先生は、ムチャクチャうるさいかメチャクチャ面白いかの起伏の多い人なので、退屈せず、家族のように楽
しく過こしています。

「とにかくうまくなりたい |」 という気持ちにさせられるのが不思議です。
また、コンクールだけでなく、年 2回の定期演奏会を始め、マーチング、地域での演奏会など校内外の積

極的な演奏活動が、大きな楽しみとなつています。

■ 第 1部高槻地区高等学校合同バン ド

・芥川、阿武野、関大中高、三島
「スター・パズル・マーチ」
「たなばた」
「銀,可鉄道999」

。大冠、高槻北、高槻中高、槻の木

マーチ「ブルースカイ」
「アパラチアン序曲」
「宝島」

真島 俊夫 編曲

立田 浩介 編曲

丸谷 明夫 構成
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|「ブラスフェスタ in高槻Jの開催まで

高槻□―タリークラブ役員、各高校校長先生、各校吹奏楽部

顧PoO、 各校生徒代表によつて本公演は運営されました。
生徒代表の挨拶。支援していただく高槻□―タリークラブヘ

の感謝と、ブラスフエスタヘの意気込みが語られました。

大冠高校にて行われたAチームの合同練習の様子。一

堂に会した高校生たちは学校の垣根を越えて、一つの
サウンドを目指します。

Aチームの高校生へ語りかける坂□先生 (高槻北高)。

熱い言葉に高校生たちも真剣に応えます。
チューバだけでもこの人数 !みんなの気持ちを合わ

せるのは大変でしたが、大迫力の音色でしつかりと全

体を支えます。

練習を重ねていく中で、次第にお互いの距離も近くな

り音もまとまつてきました。本番、すばらしい音楽を

届けられるよう、全員がさらに励みました。

三島高校に集まつたBチームの高校生たち。これほど

多くの仲間と演奏できる機会はそう多くありません。

本番への期待に包まれながら練習に取り組みました。

音楽つて、やつばり楽しい

ね !

細かいところまでしつかりと指導が入ります。ひとつ

も間き逃さないよう、集中して楽譜と脱めつこする高

校生たち。

合同練習を始める前に中原先生 (大冠高)から、この

フラスフエスタの趣旨が語られました。

本番は一度きり。その一回に全てを出すため、熱の

入つた練習が続けられました。

茂利先生 (三島高)

Bチームの指揮を担当

ブラスフェスタ立ち上げ会

高槻合同バンドAOB両チームの合同練習

|
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ついに始誅つたり八―サルの様子。
導のもと、心地よい緊張感の中で、
とを余すことなく発揮しました。

高校生たち|ま先生方の指
これまで練習してきたこ

気になつたところは、どんな小さなことも共有しあいます。
お客様へ最高の音楽を届けるために、妥協は出来ません。

丸谷先生と淀川工科高校もカロわり、慣れない対面式の合奏に
励みます。初めてのメンバーにも丸谷先生 ま的確恣指示を出
され、徐々にサウンドが一つになつていきます。

丸谷先生は穏やかな□調で生徒たちの余計な力を抜いていき

ます。

同じ楽器でも、湊奏者によつて音色が変わります。お互いの

息遣いを感じながら、音色だけでなく気持ちも合わせてしヽき
ます。

みんなで合奏できることの喜び、楽しさを噛み締めて最後の
仕上げに取り組む高校生たち。本番はもう目前です。

これぞブラスフェスタ 1高校生たちの避るエネルギーが会場
に響き渡ります。

り八―サルであつても手を抜くことはありません。「明日があ

るさ」では笑顔あふれるパフォーマンスが本番さながらに全

力で行われました。

5

り八―サルの風景



公演が行われる高槻現代劇場大ホール

高槻□―タリークラブ会長、伊藤 智秋 (い とう ちあき)

様によるこ挨拶でついに公演が始まりました。

Bチームからプログラムが始まります。

続くAチームの本番です。最初はぎこちなかった高校生たち
の一体となつた心が、一つのサウンドとなって披露されまし
た。

多くの方々が楽しみにしていた公演とあつて、開場前から長
い列を作つて行たれてい敲した。

杉山先生 (芥川高)

司会担当

これまで練習してきたことを意識して、一人ひとりが渾身の
音色を届けます。

6

サ ックスソロの様子 。

ブラスフェスタ本番



淀川工科高校の本番が始まると、会場はよリー層の期待と熱
気に包まれました。

指揮者体験ではかわいいチャレンジャーがしつかりと指揮を
振つてくれました。

丸谷先生の指揮のもと、素晴らしいサウンドでお客様と高校
生たちは三度とない瞬Fo3を 得ることが出来ました。

安西 節代 (あ んざい たかよ)大冠高校校長先生のこ挨拶。

この日の感動を熱く語られました。

丸谷先生の軽妙な トークとともにステージが進行していきま
す。間きなれた曲も多く、お客様とのあいだにも一体感が生
まれました。

歌あり、ダンスあり、エンターテインメント満載の淀エステー
ジです。

ピッコロソロの様子。最後まで思い出に残る、すばらしい本
番でした。

60周 年記念行事実行委員長、藤井 敏雄 (ふ じい としお)

様によるこ挨拶。若者たちのパワーと情熱を強く感じられた

こ様子でした。



ブラスフェスタin高槻 出演者―覧

Pic&FI 3年 山川 祐佳 大冠

2年 遥菜 芥川)

海部みのり 芥川)

岩田 亜海 大冠 )

平野 涼歌 大冠)

尾崎 碧泉 高槻北)

員鍋 沙彩 (高槻北)

湯山 蒼介 (高槻中高)

鈴木 美月 (三島)

鈴木 葉月 (三島)

1年 久保 琴音 (芥川)

阪本 祈月 (大

福永 莉子 (大

5井 希実 (関大中高)

'井 綾香 (関大中高)

阿部 桃花 (高槻北)

宮澤 真臣 (高槻北)

成川 弘― (高槻中高)

田中 鈴花 (槻の木)

濱□  葵 (三島)

星 野 太良 (三島)

中学 2年 山中 千咲 (関大中高)

Ob 3年 貴志 美咲 (大冠)

2年 高橋 采栄 (大冠)

前西 創太 (高槻中高)

1年 川村 章馬 (高槻中高)

CI 3年 白土 輝美 大冠)

ずく (大冠)

茉苗 大冠)

2年 本 咲 (芥川 )

藤田 亜美 (大

山本 咲樹 大 ラ

大藪 真希 (高槻北)

岡村 莉穂 (高槻北)

河村 実優 (高槻北)

岸田 藍々 (高槻北)

山田 奨真 (高槻中高)

関谷 禾□奏 (槻の木)

西谷 杏樹 (槻の木)

岡本 梓沙 (三島)

丸 尾 七海 (三島)

1年 今井 愛梨 (芥川)

魚谷 環貴 (芥川)

田中明日花 (芥り1)

源根 花歩 (大冠)

河本 早 希 (高槻北)

高崎 優亜 (高槻北)

前畑 優菜 (高槻北)

堀 駿太郎 (高槻中高)

佐藤 瑞那 (槻の木)

森岡 陽菜 (槻の木)

山崎 春和 (三島)

山本 莉緒 (三島)

森脇茉緒子 (三島)

馬場 菜摘 (三島)

中学2年 中谷 花音 (関大中高

中学 1年 池内 結菜 (関大中高

丼手 祐花 (関大中高

横井  優 関大中高

BC 2年 栗原 歩夢 大冠)

西□ 秀真 槻の木)

岡本佳保里 三島)

1年 北 のどか 関大中高)

合田 春香 高槻北)

東  真志 高槻中高)

A Sax 3年 岩城菜々子 大冠 )

服部 真侑 大冠 )

2年 中嶋 来葉 芥川 )

江野村 楓 大冠)

豊田 麗恵 関大中高)

植原  唯 (高槻北)

川村明日香 (槻の木)

山内菜々子 (三島)

1年 木 優香 (芥リ

南  和杜 (芥リ

岩本 陽平 大冠)

岡藤 葉奈 高槻北

行日 慎司 高槻中高 )

鈴木 彩花 槻の木

天畠 愛波 (三島)

中学2年 鍵谷  怜 (関大中高)

中学 1年 林田 桃佳 関大中高)

T.Sax 3年 原田 侑佳 大元

2年 反保 風香 芥リ

長澤 品輝 高槻中高)

青木 真咲 槻の木)

茂内 毬花 三島)

1年 越智 葉南 芥川)

前田はるな 大

田中 麻美 高槻北)

宇都宮彩花 (槻の木)

中学2年 石津小記丈 関大中高)

中学 1年 西谷若々那 関大中高)

B.Sax 2年 森  遥菜 大冠 )

原  梅花 槻の木)

1年 能木 梨恵 芥川)

兼石 祐輔 高槻北)

金地 真考 高槻中高)

舟瀬 葉月 三島)

中学3年 坂倉 那奈 大中高)

Tp 3年 安森 菜花 大| )

秋山 麻菜 大 )

河野 未弥 〈関大中高)

2年 川 上 愛佳 芥川)

小仲彩由実 芥川)

宮城 綾香 大冠)

徳田 愛奈 高槻北)

田野  夢 高槻北)

松本 歩望 高槻北)

岡藤鴻太朗 高槻中高)

水元 健介 高槻中高)

岸本 実莉 (槻の木)

長 宥里奈 (槻の木)

隅谷真奈美 (三島)

荻 野 夏実 (三島)

1年 藤丼 緋菜 (芥川)

佐 野 右京 (大冠)

安藤 雪愛 (大冠)

川畑 栄輔 (関大中高)

京  颯人 (高槻中高)

志小田優奈 (槻の木)

田邊 綾香 (槻の木)

繁森 彩 (三 島)

堀 百花 (三島)

中学 3年 吉 岡 悠希 (関大中高)

吉川 美咲 (関大中高)

中学 2年 大 谷 美結 (関大中高)

中学 1年 朝日  優 (関大中高)

野久 実央 (関大中高)

Hr 3年 堀下 綾香 (大麺

2年 岡峙 菜 央 (芥り1

野中 美希 (大麺

田 中 笛奈 (大麺

坪□ 花乃 (関大中高)

生田 瑞希 (高槻北)

一Ｐ 七海 (高槻北)

徳田 聖奈 (高槻北)

福田祐太朗 (高槻中高)

佐竹 真衣 (三島)

1年 江 座 大翔 (芥川)

小杉 茉白 (芥川)

辻井 愛華 (芥川)

前田羽衣音 (大冠)

西 奏衣 (大冠)

丼上 春瑠 (高槻北)

黒川 中 (高槻中高)

高瀬 朝圭 (高槻中高)

冽ヽ本寸 友香 (槻の木)

塚本 花香 (槻の木)

池田 萌恵 (三島)

篠崎 奈央 (三島)

上原伽奈子 (三島)

中学 2年 小池遼太郎 (関大中高)

中学 1年 辻本 夢乃 (関大中高)

Tb 3年 和田 真波 (大冠)

森 莱海子 (大冠)

2年 竹内 紅葉 (芥川)

中村 桜咲 (大冠)
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馬場未羅喜 (大冠)

林 穂乃果 (高槻北)

福丼 萌恵 (高槻北)

岡崎亮太郎 (高槻中高)

乗松 ,夕月 (槻の木)

北裏 実玖 (槻の木)

大浦百合花 (三島)

遠 藤 吏菜 (三島)

1年 小田 汐夏 (芥川)

春山 莉奈 (芥川)

牧 勇人 (芥川)

萬谷 美羽 (大冠)

佐土原菜々子 (大冠)

四ノ宮初稀 (関大中高)

山川 美悠 (高槻北)

奈良那々美 (三島)

三品 陽香 (三島)

中学 3年 尾上 正樹 (高槻中高)

中学 1年 中條 希美 (関大中高)

中村歩乃果 (関大中高)

Euph 3年 近藤里美花 (阿武野)

佐藤  舞 (大冠)

2年 岡川 真優 (芥川)

松村 涼真 (関大中高)

堺  桃子 (高槻北)

古賀 藍子 (槻の木)

脇谷 菜央 (三磨

1年 藤崎 佳乃 (芥

清水 優衣 大元

島田 梨湖 三磨

中学 3年 松田 直広 古
向 )

中学 1年 小坂田欧士 関大中肩;)

Tuba 3年 社納 波音 (大冠)

2年 小 西 楓華 大 ; )

武本 璃星

大村  柚 槻の木

坂東 美穂 三島

1年 ―顕 (芥川)

野 剛士 阿武野|

田岡亜有実 大元

赤塚 千晴 高梼

瀬部 颯太 高槻中高)

新 谷 咲葵 槻の木)

山本 りさ 三島)

中学 3年 橋詰 太陽 高槻中高)

CB 1年 六 車 笑子 大元

川 阪 優 菜 三島)

中学 3年 馬場 千里 関大中高)

Perc 3年 友田 沙羅 大元

山本 芽依 大元

池田 美穂 大元

2年 吉田 琴音 (芥リ

薦田 真優 (大売

今岡  駿 (大元

池田  楓 (大元

深谷 航太 (関大中高)

西田 萌乃 高槻北)

森澤 美禾0(高梼

矢萩 蒼彩 槻の木

北野 仁菜 槻の木)

松浦ほの香 槻の木)

長野 桃子 三島)

形部 里帆 三島)

高橋 優佳 三島)

1年 京本実優花 芥川)

松尾 凪采 芥リ

内野 綾花 大 元

山田 翔大 大元

菊川 愛莉 大冠 )

重田  愛 (関大中高)

高木 瑠那 (関大中高)

渡違あおい (槻の本

本田 太陽 (槻の木

兵江 萌記 (槻の木

宇津原麻衣 (三島 )

小林 千紘 (三島)

藤丼 彩乃 (三島)

中学 2年 辻横倫太郎 (関大中高)

嶋津 優太 (関大中高)



僕 |よ今まで他校の方と一緒に演奏する機会がありませ

んでした。なので練習の時から様々な刺激をもらいまし

た。全体合奏の進め方等今まで自分達がやつている事を

当たり前に他校がやつていると思つていた事が違つた時

の衝撃 |よ大きかつたです。さらに僕 |よ 同パー トで同輩が

おらずこの 1年間色んな事で暗中模索する事が多かつた

のですが、多くの同学年の方の演奏を間近で聴くことも

自分にとって刺激になりました。このような経験ができ

る場を設けて下さつた高槻□―タリークラブの方々に感

謝申し上げます。ありがとうこざいました。

中学生のときから憧れていたブラスフェスタに参力0す

ることができ、とても嬉しく思いました。また、練習を

通して、新たなことを発見したりと、多くのことを学び、

音楽をする楽しさを改めて実感しました。最後に全員で

演奏をした 「宝島」 |よ 、目を閉じるとすぐに曲が流れて

くるくらい、鮮明に覚えています。今回、得たことを忘

れず、これからの部活も頑張つていきたいと思います。

この度はこのような素晴らしい機会を与えてくださり、

ありがとうこざいました。

高校合同ステージは少ない合奏曰数の中、曲を完成さ

せることができるのか不安でした。しかし合奏を重ねて

いく中で会話や笑顔が増え、本番では楽しく演奏するこ

とができて良かつたと思います。

また、丸谷先生の指揮や淀川工科高等学校のみなさん

との大合奏はめつたにない貴重な経験で、たくさんのこ

とを学ぶことができました。この経験を忘れず、日々の

練習に取り組んでいきたいと思います。

このブラスフェスタを通して、参力]し て良かつたと思

うことが多くありました。 1つ挙げると、阿武野は小編

成で同じ楽器を 2人以上で吹くことはほとんどなく、皆

楽器が違うからパー トで合わせるようなことがなくて、

合同の練習でパー トで合わせることつてこんなにも楽し

いことなんだと思つたことです。そして、なにより合奏

の時に自分と同じパー トの音を聴けることが幸せに感じ

ました。これを通して、感じたことや学んだことをこれ

からの練習に活かしていこうと思いました。

ブラスフェスタの合同練習をしてきて、他の学校の人

たちから表現面、パフォーマンス面などたくさんの刺

激をもらいました。本番の演奏でも、合同練習で得たも

のを発揮できたと思います。淀川工科高校さんの演奏を

聴くことができてすこく嬉しかつたです。丸谷先生の指

揮で淀川工科高校さんと吹くこと|よ 自分たちにとつてと

でも良い経験になりました。吹奏楽をやつてきた中でも、

とくに印象に残る思い出になりました。

ブラスフェスタに参加させて頂いたことで音楽がもた

らす人と人との繋がりの凄さを感じることができまし

た。いつも|よ お客さんとして楽しませてもらつている淀

工さんと丸谷先生と同じ出演者として、お客さんを楽し

ませることができたことは、人生の大切な大切な思い出

になりました。また、他の高校さんとの合同でお互いの

学校の雰囲気を混ぜて練習する機会はめつたになく、多

くの刺激を受けることができ、とでも良い経験になりま

した。吹奏楽をやっていて良かつたと誰もが思つた日に、

きつとなつたと思います。これからもそんな音楽を自分

で作つていきたいです。

他の高校と演奏したこと、淀工さんと―緒に演奏した

こと、淀工さんの演奏を見させてもらったこと、ブラス

フェスタに参力0させてもらえたということは、本当に貴

重な経験となりました。他校の人との交流はめつたにで

きることで |まないし、淀工さんと一緒に演奏させてもら

えること|よ 、―生に 1回できるかできないかというレベ

ルのことなので、とても嬉しかつたです。これからのた

めのすこく良い勉強となりましたし、楽しい思い出とな

りました。

普段の自分たちでは挑戦できないような難しい曲にも

挑戦し、練習も大変でしたが、大人数で演奏する楽しさ

は練習の大変さを超えるものがありました。また、丸谷

先生からこ指導を受けることができたり、淀川工科高校

のり八―サルの様子や演奏を近い席で聴くことができた

りして感動しました。演奏面だけで |よなくステージ全体

に関して見習いたいと感じることがたくさんありました。

またこのような演奏の場があれば、次はもつと上達して

また参力Bし たいです。

L___二 ___1___劃
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淀川工科高校の演奏を初めて聴かせていただきました。

動きのある演奏でもブレない音色に技術の高さを感じま

した。プログラムを見た時「お楽しみコーナー」 ?と思

いましたが丸谷先生の軽快なお話に観客も引き込まれと

ても楽しい時間となりました。合同演奏では大人数の迫

力ある音に鳥肌が立ちました。生徒さんもお話していま

したがこの演奏会を通じて沢山の事が学べたと思います。

それぞれが今後の活動の中でこの経験を活かしてくれる

事を願います。このような演奏会に親子共々参力0できた

事に感謝します。ありがとうこざいました。

今回、初めて合同演奏というものを聴かせて頂き本当

に部員のみなさんが生き生きと演奏されていることに大

きな感動を与えてもらつた気がしました。

また、淀川工科高校吹奏楽部のみなさんの演奏もとて

も素晴らしいものでした。丸谷先生のお話も楽しく、吹

奏楽のことをあまり知らない保護者としましても十分に

楽しませてもらいました。本当にありがとうこざいまし

た。

感想を―言で語るなら、コングラチユレーシ∃ン||

迫力もあり、久々に堪能させてもらいました。こうい

う機会 |よ 、今後もぜひ続けていつてほしいと思います。

第 1部の各部員が、一生懸命演奏していて楽しめまし

た。大人数での演奏ができて、本人はとても喜んでお

りました。第 2部の淀川工科高校の全く迷いがなく、男

子が多めの力強く気持ちの良い吹奏楽サウン ドには、正

直恐れ入りました。丸谷明夫先生の楽しく『ため』にな

るお話や、曲名当て、指揮者の体験などは、とても感動

し、コンクール トップを目指す姿や音に感銘を受けまし

た。きつと我が子の心にも、更なる目標が持てたことと

思います。このような機会に恵まれたことを、親子共々

感謝いたします。

色々な学校の高校生が垣根なくみんなで準備に奮闘し、

たくさんの練習を重ね作り上げた演奏はとても素晴らし

かつたです。ステージの子ども達|ま とにかく楽しそうで、

客席も自然と引き込まれました。プログラム最後の淀工

と全員の合同演奏はホール中が音に包まれて圧巻でした。

子ども達の為に素晴らしいプロジェクトをありがとう

こざいました。こ尽力いただきました全ての方々に感謝

いたします。

この度 |よ 素敵な時間を共有させていただき、ロータ

リークラブの皆様、先生方、ありがとうこざいました。

高校合同ステージ、淀川工科高校さんとの合同ステージ、

練習や準備も含め、忘れられない経験になつた事でしょ

う。

丸谷先生の指揮による合同演奏。舞台と客席の生徒さ

んと一緒に演奏しているかのように引き込まれ、今まで

聴いた事のない音と雰囲気に驚きと感動でいつぱいにな

りました。

今後も、音楽で笑顔になれる一素敵な機会を与えてい

ただけたら、親子共々嬉しいです。

近隣の学校や淀川工科高校の皆さんと交流し、一緒に

演奏することができたの |よ 、子どもにとつて素晴らしい

経験となり、大いに刺激を受けたようです。「すこく有

名な学校が演奏に来てくれる !」 と聞き、親子共々楽し

みにしていました。仲間と共に 1つの音楽を作り上げよ

うという参加者の想いが伝わつてくる心温まる演奏会で

した。部員たちも全員楽しそうで舞台の上も下も輝いて

見えました。吹奏楽を通して仲間が増え、世界が広がつ

たように感じています。これからもこの輪が広がつてい

くことを期待しています。
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何度か丸谷先生とこ一緒させて頂き、折りにふれて先

生の人柄に接することがありました。いつお会いしても

基本は 「生徒のため」「聴いて下さるお客様のため」。

学校教育の中で行う吹奏楽だからこそ生徒の成長 (指

導)は絶対必要なことだと思います。そのことを丸谷先

生にお会いする度に改めて実感することができます。

あんなに全国大会に出場され、あれ程の知名度があら

れながらも、おこることもなく、部員たちもまたしかり

でした。

こういう機会を 2度も与えて下さつた□―タリークラ

ブの皆様に感謝します。

この度、「高槻□―タリー未来塾 5カ 年事業」の最終

年として貴重な機会を主催して下さつた高槻□―タリー

クラブ様に、深く感謝申し上げます。

日頃は少人数で練習をしている中、大勢で合同合奏や

パー ト練習ができる喜び、またそこで得た多くの経験が

生徒達にとって本当に幸せで、貴重な時間であったと改

めて感じています。

また、丸谷先生と淀川工科高校の皆さんとの練習や本

番も非常に勉強になり、今後の指導の糧にさせて頂ける

ことに心より感謝いたします。

本校は中高生が―緒に活動しており、その約 7割が中

学生というバンドです。今回、他校の高校生と活動させ

てもらえたことで、演奏面でも行動面でも「こんな音が

出るんだ」「こんな風に自分たちで動けるんだ」と部員

|またくさんの刺激を受けました。今回の経験を自分たち

の演奏や活動に活かして頑張りたいという部員からの声

がたくさんありました。合同練習や本番を終えた生徒た

ちの表情がとてもいきいきとしており、こういつた機会

をいただけたことに感謝しています。

今回、このような機会をいただきましたこと、本当に

感謝しております。「他校の部員に負けたくない |」 と

言いながら練習している姿や、できないところをひたす

ら練習している姿を見て、とでもいい刺激を受けるこ

とができた演奏会だったのではないかと思つております。

普段は約30人で活動しているので、大人数に戸惑つた

こともあったかと思いますが、なによりも心強かったで

しょう。ここで得た経験を、次の演奏会に活かしてもら

えればと期待しています。ありがとうこざいました。

この度は、ブラスフェスタin高槻に参力0させていただ

き誠にありがとうこざいました。同じ高槻市内にありな

がら、普段他校との交流があまりなく残念に思っていま

した。そんな中で、このブラスフェスタを通してたくさ

んの方々と出会うことができ、また丸谷先生・淀川工科

高校吹奏楽部の方々と素晴らしい時間を共有できたこと、

生徒たちには忘れられない思い出になったことと思いま

す。このような機会を与えていただきました高槻□―タ

リークラブ様に心より感謝申し上げます。

これほど大人数でのアンサンブル、淀川工科高校さん

とのセッシ∃ン、丸谷先生のこ指導など盛り沢山な経験

ができるなんで、心底生徒たちがうらやましかったです。

この年に高校生として在籍していたからこそ体験できた

今回のことを―生の宝物にして、これからも音楽を愛し、

豊かな心をもつて音楽と関わつてほしいと思います。

未来塾の最終年度に、高槻の吹奏楽の仲間と共にコン

サートを作り上げることができたことは、かけがぇのない

経験になりました。急速に1丁化が進む時代に、大勢の人が

一堂に会し、人と人が触れ合うことの大切さ。私たちは、

心の中が温かくなるような素敵な気持ちで、コンサート

を終えることができました。演奏者のキラキラした笑顔、

他校の仲間とのさりげない会話、淀工吹奏楽部さんとの

夢のようなコラボレーシ∃ン、新しい時代を担う現役高校

生達のパワーの源になったこと間違いなしです!!

」
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アンコールまで全身全霊で !魂をこめた音色でお客様を魅了しました。

2019.2.3

満幸 (大冠高校) 宮脇比呂子 (大冠高校)

浩 (三 島高校) 菊井 淑美 (阿武野高校)

広志 (関大中高) 坂口 宗司 (高槻北高校)

泰男 (高槻中・高校)

ブラスフェスタin高槻

中原由布子 (大冠高校 )

佐川 智美 (三島高校 )

杉山 智美 (芥川高校 )

村田 遼香 (槻の本高校)


