
けやきの森ブリティシュブラスバンド  
秋の定期公演 

 

『メアリーローズコンサート‘１６』 
＜第25回定期演奏会＞ 

 

～庄内公演～ 

□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 － 

平成28年度ヤマガタ・アートサポート助成事業 
主催：けやきの森ブリティッシュブラスバンド 
後援：山形県、山形市、上山市、山形県吹奏楽連盟、飽海地区吹奏楽連盟、田川地区吹奏楽連盟、 
    山形新聞・山形放送、株式会社エフエム山形 



□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 １．実施要項と広報活動・来場者数 

■実施要項 
  「ブラスバンドの文化を山形に！！」  ２．広域アピールプログラム  
  けやきの森ブリティッシュブラスバンド 秋の定期公演 
  メアリーローズコンサート‘１６ 〈第25回定期演奏会〉 ～庄内公演～ 
・日時／2016年9月25日（日）開演：15:00 開場：14:30 

・場所／酒田市 公益ホール  （酒田市飯盛山3丁目5-1 東北公益文科大学酒田キャンパス内） 

№」」 区分 
配布先 
リスト番号 

チケット区
分 

配布先 対象数 セット数 ①扱い数 
②配付見込み数 
（①の七割） 

③歩留り 
（②の五割） 

備考 

1 出演者 
1-1 000000 団員 20 5 100 70  35    

1-2 000000 その他出演者 11 3 33 23  12  指揮者、講師、賛助 

2 事務局 2 000000 事務局 1 50 50 35  18  HP、FAX申し込み分 

3 取扱所 

3-1 000101 イケダ楽器 1 50 50 35  18    

3-2 000102 畠山楽器 1 50 50 35  18    

3-3 000103 くろき脳神経クリニック 1 50 50 35  18    

3-4 000104 おんがくハウス 1 50 50 35  18    

4 
吹奏楽連盟 
（小中高） 

4-1 無印 山形県吹奏楽連盟 1 2 2 1  1    

4-2 無印 飽海地区吹奏楽連盟 12 10 120 84  42    

4-3 無印 田川地区吹奏楽連盟 21 5 105 74  37    

5 その他学校関係 
5-1 000201 公益文化大学内音楽サークル 1 50 50 35  18    

5-2 000201 山形大学農学部 1 5 5 4  2    

6 一般音楽団体 
6-1 000301 庄内エリア一般音楽団体 5 10 50 35  18    

6-2 000302 ブラスバンド団体 3 5 15 11  5    

7 その他 
7-1 000100 酒田市内公共・文化施設 12 5 60 42  21  対象44施設中12施設 

7-2 000100 その他 1 10 10 7  4    

合計     800 560  280    

■広報まとめ 
 ・団員配布チケットはほぼ全数配付完了できた。 （返却数3枚） 
 ・事務局への申込（ネット、ファックス）は4件（10枚）であった。 
 ・酒田市内公共施設設置チラシでの情報入手による来場者様を多く確認できた。 
 ・村山エリアからの来場者様も数名確認できた。 
 ・後援吹奏楽連盟学校生徒の来場者が非常に少ない印象を受けた。 

■宣伝先リスト 
■来場者数 
 ・１３７名様 
 ・歩留率／２４．５％ 
  （配付560枚として） 



□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 ２．コンサート風景 

ALL IN THE APRIL EVENING 
http://morino.staba.jp/mm_file/mr_16/mr16_01.mp3 
 
A BANDSMAN'S OVERTURE 
http://morino.staba.jp/mm_file/mr_16/mr16_02.mp3 
 
TICKET TO RIDE 
http://morino.staba.jp/mm_file/mr_16/mr16_03.mp3 
 
BOHEMIAN RHAPSODY 
http://morino.staba.jp/mm_file/mr_16/mr16_04.mp3 

SOUNDS OF SWITZERLAND    
ユーフォニアムデュオ  平尾孝一、渡辺美穂 
http://morino.staba.jp/mm_file/mr_16/mr16_05.mp3 
 
SWING LOW, SWEET CHARIOT    
ベーストロンボーンソロ 富樫真人 
http://morino.staba.jp/mm_file/mr_16/mr16_06.mp3 
 
A SWISS FESTIVAL OVERTURE 
http://morino.staba.jp/mm_file/mr_16/mr16_07.mp3 
 
ABIDE WITH ME 
http://morino.staba.jp/mm_file/mr_16/mr16_08.mp3 
 
ARSENAL 
http://morino.staba.jp/mm_file/mr_16/mr16_09.mp3  

■演奏曲目と音源公開 

Photo 鍬崎純也 
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３．ご来場者様の声 

けやきの森ブリティッシュ ブラスバンド 
Mary Rose Concert ‘16に想う 
  
９月２５日（日）庄内初の公演があり久しぶりに聴かせていただきました。 
山形市に勤務していた時分、団員の相田さんに誘われて文翔館で聴き 
ました。 
今までのブラスバンドとは全く異なる編成や柔らかい音に衝撃を受けた 
ことを覚えています。 
いわゆる吹奏楽のフルート・ピッコロ・サキソホーン・クラリネット等の 
木管楽器やトランペット・フレンチホルン等の金管楽器が見当たらず、 
どんな響きが聞こえるのか不思議に思ったものでした。 
実際の演奏を聞いてみると、個々の演奏技術が大変高く金管楽器の 
柔らかく調和のとれたハーモニーに心地良さを感じました。 
また、演奏会場も雰囲気と音響が演奏を一層引き立てておりました。 
  
今回、庄内で演奏会が開かれるとのチラシを拝見し、友人にも声をか 
け一緒に聴かせていただきました。 
演奏は、格調高く以前より益々上手くなっていたように思います。 
コロネットがメロディラインをリードし、ユーホニュームやバリトンが対 
旋律を奏でホルンが中音部・トロンボーンが低音部の彩りを広げチュ 
ウバが土台をしっかり支えていました。パーカッションは全体をリズミ 
カルに乗せているようです。 
これだけの演奏を維持するにはやはり、指導者の力が非常に大き 
いと感じます。 
庄内ではまだブリティッシュブラスの知名度は低いので曲目にも初 
心者にも親しめる曲がもう少し有れば良かったかなと思いました。 
  
 仕事を持っている人が練習すために、時間と音が出せる会場、バ 
ランスよく楽器を揃えられるか、一番大事なモチベーションの維持 
とそれを引き出す指導者等これだけの難題を克服し定期公演を継続 
されている皆さんに敬意を表します、 
今後の公演を期待しつつ感想を一言 
  
庄内の音楽好き 横山 豊 

□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 



□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 ４．アンケートのまとめ 

＜アンケート集計結果：回収枚数 ４６枚＞ 
 
１ 本日の演奏はいかがでしたか。（括弧の中は回答数、以下同じ） 
  □ 大変良かった  （３７） 80.4％ 
  □ 良かった    （８  ） 17.4％ 
  □ つまらなかった （０）    0.0％ 
  □ 無回答     （１）    2.2％ 
 
＜ 演奏についてのコメント ＞ 
 ♪ 心地よい音がとても良かった 
 ♪ ブリティッシュスタイル生で初めて聴いた、いい響きだった 
 ♪ 楽器紹介とトークがあってより演奏を楽しむことができた 
 ♪ 温かいハーモニー、すばらしいコンサートだった 
 ♪ どの曲も素晴らしく、最後のマーチブラボー。思い出の曲です 
 ♪ 吹奏楽とは全く違う楽器の使い方に驚いた 
 ♪ いっぱい勉強になって改めて金管かっこいいと思った 
 ♪ アーセナルを合同演奏会でやったのを思い出した 
 ♪ ソリストの方達の素晴らしい音に感動した 
 ♪ コンサートバスドラムがほしい 
 ♪ 素晴らしい演奏でもっと多くの人に聞いてほしい 
 ♪ 主婦の私はポスターの宣伝等は見たことがなかった 
  
２ 演奏会の時間はいかがですか。 
  □ 長い      （０）   0.0％ 
  □ 短い    （４）   8.7％ 
  □ ちょうどよい（４２） 91.3％ 
  
３ この演奏会を何によって（何処で）お知りになりましたか。 
  （複数回答有） 
  □ ポスター・チラシ（１４） 
  □ 団員より    （８） 
  □ 知人・友人から （１５） 
  □ ホームページ  （１） 
  □ ダイレクトメール（１） 
  □ ツイッター   （２） 

  
４ 「ブラスバンドの文化を山形に！」スローガン活動をどう思いますか？ 
  □ 共感する        （３９） 84.8％ 
  □ 特に何とも思わない （２）   4.3％ 
  □ よくわからない   （５）  10.9％ 
  □ 共感しない     （０）    0.0％ 
 
＜ その他の意見＞ 
 ♪ 「ブリティッシュ」とつけた方がいいのではないか 
 ♪ 音楽は人を元気にする 
 ♪ もっと広がることを期待する 
  
５ お気づきになったことなどございましたら、ご自由にお書きください。 
 ♪ 県内のブラスのレベルアップに頑張ってほしい 
 ♪ カメラのシャッター音が気になった、演奏中は控えてほしい（複数意見） 
 ♪ 初めてブリティッシュブラスを聞いて楽しかった 
 ♪ 真人先生のソロ演奏がよかった 
 ♪ ポピュラーな曲を聞きたい 
 ♪ ブラスバンドでも様々な楽器があると再認識した 
 ♪ 団員の息使いまで感じられる演奏だった 
 ♪ 曲間の話は面白かったが、音楽に明るい人にとっては専門的 
   で少し難しかったかも 
 ♪ 今度はもっと大きいホールで聞きたい 
 ♪ 会場は野外も気持ちいいと思った 
 ♪ 酒田に来てくれてありがとう、また山形で聞きたい 
 ♪ 庄内公演も定期的にしてほしい 
 ♪ 美しい音色だった 
 ♪ 佐藤先生のトーク、ブラスバンドの演奏会が初めての人でもわかりやすかった 
 ♪ ブラスバンドが庄内に来たことがないので聴けたことが嬉しかった 
 ♪ 中学校の娘がユーフォをしていて今回の演奏会で楽器の音がわかった 
 ♪ 指揮者の説明に好感が持てたが少々マイクが聞き取りにくかった 



□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 ５．出演者・関係者・協力者様 

■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 
・今井 斐 ※ 
1st Tenor Horn 
・須貝 英夫 ※ 
2nd Tenor Horn 
・相田 淳一 
1st Baritone 
・小松 正範 
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 
・遠田 絢子 ※ 
Percussion 
・太田 真由美 
・深瀬 順平 ※ 
・高橋 朝也 
     ※賛助出演 

■スチルカメラ 
・鍬崎純也 
 
■印刷デザイン 
・佐藤江里子 
 
■舞台マネージャー 
・大場輝和 
・荒田祐子 

■協力 
・酒田市 公益ホール様 
・くろき脳神経クリニック様 
・イケダ楽器様 
・畠山楽器様 
・おんがくハウス様 
・Yショップ東北公益大学店様 



６．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/ 

このたびの広域アピールプログラム「庄内公演」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。 
 
今後とも広く山形県内の音楽ファン皆様にブラスバンドのサウンド、楽しみをご案内 
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9月26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 霞城セントラルコンサートシリーズ‘１６ 
クリスマスコンサート‘１６  ～LAST CHRISTMAS～ 
 
日時／2016年12月23日（金祝） 
     午後3時開演 
場所／霞城セントラル アトリウム広場 
入場／無料 
 

□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 


