
けやきの森ブリティシュブラスバンド  
霞城セントラルコンサートシリーズ‘１６ 

 

『夏の終りのコンサート』 
 

ブラスバンドクリニック＆コンサート  
～岡本篤彦氏を迎えて～ 

□ブラスバンド研修プログラム 
□広域アピールプログラム 
□成果把握プログラム 

レ 

－ 実施報告書 － 

主催：けやきの森ブリティッシュブラスバンド 
共催：霞城セントラル管理組合 
後援：山形県、山形市、上山市、山形県吹奏楽連盟、村山地区吹奏楽連盟、山形新聞・山形放送、株式会社エフエム山形 

霞城セントラルオープン15周年記念事業 



□ブラスバンド研修プログラム 
□広域アピールプログラム 
□成果把握プログラム 
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１．スケジュール 

■通常リハーサル 
・場所／上山市生涯学習センター 
・指揮／団員 
(1)6月12日（日）18:30-20:30 
(2)6月26日（日）18:30-20:30 
(3)7月3日（日）18:30-20:30 
(4)7月10日（日）18:30-20:30 

 
■指揮者陣によるレッスン会 
・場所／上山市生涯学習センター 
(5)7月24日（日）18:30-20:30 
・指揮／富樫真人（けやきの森BBB指揮者） 
 
(6)8月7日（日）18:30-20:30 
・指揮／佐藤裕司（けやきの森BBB音楽監督） 
 
(7)8月21日（日）18:30-20:30 
・指揮／佐藤裕司（けやきの森BBB音楽監督） 

■ブラスバンドクリニック＆コンサート 
・講師・指揮／岡本篤彦 
第一日目／8月26日（金） 
・場所／上山市生涯学習センター 
・19:00-21:00 <1>.バンドクリニック（合奏指導） 
 
第二日目／8月27日（土） 
・場所／上山市生涯学習センター 
・10:00-12:00 <2>セクションクリニック：コルネット 
・13:00-15:00 <3>セクションクリニック：トロンボーン 
・15:15-17:15 <4>セクションクリニック：ベース 
・18:00-20:45 <5>バンドクリニック（合奏指導） 
 
第三日目／8月28日（日） 
・場所／霞城セントラル 
・10:00-12:00 <6>個別レッスン：コルネット団員希望者 
・13:15-14:00 <7>バンドクリニック（リハーサル） 
・15:00-16:15 <8>コンサート 
・指揮／岡本篤彦  司会／板垣幸江 
・演奏曲目／ 
  A BANDSMAN’S OVERTURE 
  TICKET TO RIDE 
  ALL IN THE APRIL EVENING 
  BOHEMIAN RHAPSODY 
  SOUNDS OF SWITZERLAND 
  CHARIVARI A ‘LATIN FANTASY’ 
  A SWISS FESTIVAL OVERTURE 
  Enc.1  ALL IN THE APRIL EVENING 
  Enc.2  ARSENAL 



□ブラスバンド研修プログラム 
□広域アピールプログラム 
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２．ブラスバンドクリニック 

<2>セクションクリニック：コルネット <3>セクションクリニック：トロンボーン <4>セクションクリニック：ベース 

<6>個別クリニック：コルネット団員 

<1.5.7>バンドクリニック 

○怖がらず口を開ける。 
○タンギングなしで発音する。 
○音を減衰させない。 
○太い状態で音を舌で切る。（止める） 
○舌を戻す。 
○ビブラートをかける。 
○指が先、そのあと発音。 
○全員が同じことを実施する。 
○メインとサブの役割分担を確実に。 ※スナップ写真撮影は団員 
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3．コンサート 

<8>コンサート 
・指揮／岡本篤彦   
・司会／板垣幸江 
・演奏曲目／ 
  A BANDSMAN’S OVERTURE 
  TICKET TO RIDE 
  ALL IN THE APRIL EVENING 
  BOHEMIAN RHAPSODY 
  SOUNDS OF SWITZERLAND 
  CHARIVARI A ‘LATIN FANTASY’ 
  A SWISS FESTIVAL OVERTURE 
  Enc.1  ALL IN THE APRIL EVENING 
  Enc.2  ARSENAL 

Photo 鍬崎純也 
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4．参加者、関係者等 

■演奏メンバー 
Principal Solo Cornet 
・奥山 聖一 
Asistant Principal Solo Cornet 
・今野 睦 
Tutti Solo Cornet 
・遠藤 衛 
・加藤 聡 ※ 
Soprano Cornet 
・鈴木 大地 
Repiano Cornet 
・齋藤 絵美 
2nd Cornet 
・薄井 恵 
・梶原 豊 ※ 
3rd Cornet 
・本多 るみ 
・神保 光里 ※ 
Flugel Horn 
・松田 圭一郎 
Solo Tenor Horn 
・岡本 和也 
1st Tenor Horn 
・須貝 英夫 ※ 
2nd Tenor Horn 
・相田 淳一 
1st Baritone 
・加藤 裕晃 ※ 
2nd Baritone 
・会田 千代子 ※ 

  
1st Trombone 
・蓮沼 節子 
2nd Trombone 
・田中 弘美 
Bass Trombone 
・後藤 美育 
・富樫 真人  
Solo Euphonium 
・平尾 孝一 
1st Euphonium 
・渡辺 美穂 
Eb Bass 
・高橋 一実 
・丹野 智之 
Bb Bass 
・永澤 哲 
・橋本 博之 ※ 
Percussion 
・太田 真由美 
・深瀬 順平 ※ 
・高橋 朝也 
     ※賛助参加 

■監修 
・佐藤裕司 
・富樫真人 
・岡本和也 
・太田真由美 
 
■クリニック講師・指揮者 
・岡本篤彦 
 
■コンサート司会 
・板垣幸江 
 
■スチルカメラ 
・鍬崎純也 
 
■印刷デザイン 
・佐藤江里子 

■協力 
・やまがた観光情報センター様 
・山形市観光協会様 
・霞城セントラル管理組合様 
・富岡本店様 
・株式会社ヤマハミュージックジャパン様 
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5．御礼 

けやきの森ブリティッシュブラスバンド事務局 
 〒999-3231 
 山形県山形市石堂６－５０－４ 相田淳一 
 電話：023-672-1696  ファックス：023-672-4711 
 電子メール：info@keyakibbb.com 
 ウェブサイト：http://keyakibbb.com/ 

このたびの「ブラスバンドクリニック＆コンサート」の実施にあたりましては、 
関係者皆様のご指導・ご支援をいただきまして大変ありがとうございました。 
 
この成果をしっかり身に付け、広く山形県内の音楽ファン皆様にご案内・展開させて 
いただきます。 
 
どうぞ今後とも引き続きご指導くださいますようお願い申し上げます。 
 
                   2016年8月29日 
                   けやきの森ブリティッシュブラスバンド 
                   団員一同 
【次回演奏会】 
けやきの森BBB 秋の定期公演 
メアリーローズコンサート‘１６ ～庄内公演～ 
 
日時／2016年9月25日（日） 
     午後3時開演 
場所／酒田市 公益ホール 
入場／無料 
 
 
 
広域アピールプログラム 


