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重ね28回目を迎えた定期演奏会の開催、おめでとうございます。

の練習の成果をこの演奏会で遺憾なく発揮して、聞く人々に何かを確実に伝えることのできるすばらしい

創り上げてほしいと願っています。

カラヤンはf演奏を盛り上げるには、演奏家の立場より聴衆の心理状態になれ。 理性的に少しずつ盛り上

げてりき、最後の土壇場に来たら、全精神と肉体をぶつけよ。そうすれば客もオーケストラも自分も満足する。j

と言づています。

感性豊かなメンバーが、それぞれの持ち味を思う存分出し合って、個性燈く 全体の調和を目指し、 日々切謹琢

磨してiいってください。

結Vlに、日頃から本校吹奏楽部の活動をご支援頂いております関係の皆様方に心からの感謝と御礼を申し上げ

るとと｜もに、本日の演奏会の成功を祈念し、挨拶といたします。

同窓会長 中嶋 嶺雄

松木深志高校吹奏楽部は総勢69名もの団員を擁し、本日第28固定期演奏会が開催されるとのこと、深志向

窓会妥当長としてお祝いのご挨拶を申し上げます。

吹調楽は、音楽のジャンルの中でも、 最も親しみやすいものですし、様々な場面で演奏される機会も多いと思

います1ので、日頃の練習や研鎖の成果がより直接的に発揮されるものと思われます。

今回はどんな曲目を演奏されるのでしょうか。 お送りいただいた昨年のプログラムによれば、さすが深志吹奏

楽部らlしく、たんなるBrass bandの域を超えたWind-instrument musicに力を入れているようですね。

ど引か頑張っていただき、立派な演奏会となりますよう期待しております。

高橋学校長

淳一郎山岸PTA会長

吋部の皆さん、第28固定期演奏会の開催、誠におめでとうございます。

、第26回の定期演奏会を初めて鑑賞させていただきました。 この際、吹奏楽部の皆さんの若々しくひ

たむきな情熱一杯のステージに、心を大きく揺さぶられ、爽やかな感動を味わうことができました。 特に、多く

の女子榔員の中で、人数の少ない男子部員の諸君が、深志男児ここにありと、一生懸命練習したであろうダンス

を真剣に披露する様子に、頑張れ男子！と思わず声をかけたくなりました。

きっ｜と今年も、情熱溢れる素晴らしい演奏会を繰り広げてくれることと思います。青春の情熱を思い切り、こ

の定期隙奏会のステージにぶつけてみせてください。仲間と作った金色の思い出は、かけがえのない生涯の宝と

なるこ｜とでしょう。 大成功をお祈りいたします。

吹

松本深志高校吹奏楽部第28回定期演奏会-2009.06.14



松本深志高校吹奏楽部

第28固定期演奏会

2009年6月14日（日）

開場 13 : 00 開演 13 : 30 

長野県松本文化会館大ホール



吹奏楽部保護者会会長 伊藤 泰

第2 8固定期演奏会、 おめでとうございます。

日頃ご指導をいただいている先生方、 先輩諸氏、 そして地域の皆様、 いつも子どもたちの活動を温かくご支援

頂き、 ありがとうございます。 また、 長野県松本文化会館の皆保にも、 なにかにつけてよくしていただき、 御礼

を申し上げます。

さて、 部員諸君はこの日のために多くの練習、 話し合いや準備を重ねてきました。 また、 その中で様々な人間

のドラマがあり、 幾多の困難を乗り越えながら紳を傑め、 より良いサウンドと人の和、 より高い音楽性と人間性

を追求してきたことでしょう。 本日のステージでは、 その力を存分に発揮し、 今この時の喜びをホーノレいっぱい

に表現してほしいと忠います。 発した音は二度と民ってきませんが、 音楽と感動は一生の宝です。 勉強や健肢を

気遣いながらハラハラ見守るばかりの親ですが、 本Hはご来場のお客機方と一緒に感謝Jの中に身を世き、 かけが

えのない宝物を持ち帰りたいと思います。

吹奏楽部 顧問一岡

本日はお忙しい中を第2 8固定期演!k会に足をお運びいただきまして、 誠にありがとうございます。 私どもが

このような演奏会を聞くことができますのも、 日頃より皆様方の暖かいご理解とご協力の賜物と、 心より感謝申

し上げます。

さて、 本校の吹奏楽部の今年度のスローガンは”ONE FOR ALL, ALL FOR ONE" 『一人は皆のために、 皆は一人

ためにJです。 各部員は、 ー人ひとりがよりよい節点と皆のために何をなすべきか考え、 個人の技量を両めて

切碓琢熔しており、 同H寺に全体としてーつの豊かなハーモニーをかlり上げていくとし、う姿勢で円々の活動に励ん

でおります。 まだまだ未熟ではありますが、 精一杯心をこめて、 皆さまの心に響くように演奏いたします。 どう

か最後までお楽しみくださし、。また、今後の参考とさせていただきますので、終演後はどうか忌慨のないご意比・

ご感想をお寄せいただければ幸いです。

吹奏楽部部長 伊藤 友貴

本Hは松本傑志両校吹＊楽部第2 8凶定期演�会にお越しいただき、 誠にありがとうございます。 この会場に

足を運んでFさった皆織を始め、 多くの点々のお陰でこの演奏会を開催できますことに部員 －！日j感謝申し上げま

す。

私たちは吹奏楽を演奏するにあたって「魅力的な庁jを目標に掲げて音楽を探求してきました。 音楽はたくさ

んの魅力を持っています。 人の心を強く動かしたり、 言葉にならない思いを伝えたり、 あたたかくて泣きだした

いようで、 それでいて幸せ…仲間と演＃しているとそんな気持ちになります。 そして何よりも、 音楽を過して6

9人の仲間がこうして出会えたこと、 全員の気持ちがひとつになれることが大きな魅力だと感じます。 今日はそ

んな音楽の魅力が皆織に伝わるよう、 思いを込めて演奏したいと思います。 どうぞ結後までごゆっくりお楽しみ

ください。

＠一向献する一今話題仇ンド山スォー』
・トランペット・コルネット・フリューゲルホーン・トロンボーン
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UT -L ¥304,500 〈ロ－�リーパルプ〉

教育楽器から世界の銘器まで

嬰ヨヲ”マ楽器｜試奏大歓迎｜ 松柿中央3干28 TEL02臼ーおそ688
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マーチ「青空と太陽J 藤代敏臥、

Comicall * Parade 

コミカル女パレード 島田直

Dithyralbos 

ディテュランボス 両 昌帥

～ 第 2 部

ト世界をめぐるアンサンプル旅行記

第 3 部

Bolero 

ボ ル ロ M.ラヴェノ

音楽劇 “The Memory of Theater” ～音楽が起こした奇跡の物語～
I American Graphity 

アメリカン・グラフィティー arr. 岩井直 i

I My favo附T』1in

私のお気に入り R· ロジャーズ

I Sing, Sing, Sing 

｜シングシングシング L ・ プリ

Deep Pu�le, Medley 

ディープ・パープルメドレ｝ arr.佐橋俊彦

Animation; Songs Medley Jo Hisaishi Works 

アニメl・メドレー 久石譲作品集 久石 譲

Time To S�y Goodbye 

タイム！・トゥ・セイ・グッパイ L・クアラントット



介紹目曲
～第 1 部～

ウエストサイドストーリーより 「シンフォニックダンスj

パーンス今イン作曲によるIウエストサイドストーリーJ は、20世紀が生んだミュージカ／レの最高傑作と称され、 今もなお世

匿

ト団J と Iシ

マリアの二人

ンサー卜用の

員なわれな

、ます。

2009年度企日本吹奏楽コンクール課題曲であるこの曲は、 題名の通り 、 爽やかで元気のよい曲です。“力強い 部分”と “表情豊

かな部分”の対比によってシンプルに描かれる『青空」とf太陽jを感じ てみ てください。

「コミカル女パレードj

同じく20b 9年度課題曲となってい るこの作品は、 歯切れが良く可愛らしい旋律や、 のびのびと心地の 良いトリオなど、 表情豊

かで「コミ｜カルJな曲となっています。

「ディテュランボスj

作曲者の高昌帥は1970年に大阪で生まれ、2002年吹奏楽コンクール課題曲「ラメントJなど、 現在に至るまで数多くの曲を発表

しています。 題名の “Di州・ambos”とは、 もともとは、 古代ギリシヤで生成豊穣の神・酒神であるディオニソスを讃えるため

に歌 われ末酒宴歌のことを指します。 その叙情的で激情的な表現方法から 、 現代では“Dithyrambic”という形容詞とし て「熱狂

的な話し方・書き方Jを意味し ています。シンバルによって刻まれる冒頭のリズムや、各楽器の旋律・音階がまさに“Dithyrambic”

な作品です。

～第 3 部～

「ボレ

モーリス｜・ラヴェルによるこのバレエ音楽は、 西洋音楽の基本となるf主題の展開J を使わず、 閉じ旋律 と一定のリズムを繰り

返す中で盛り上げるという 、他に類を見ない大胆なコンセプトにより構成されています。 音楽の常識を覆したこの曲は、 現代で

も 、 パレ与の世界にと どまらず、 広く愛される曲のーっとなりました。 スネアドラムと各楽器のソロによって彩られる 、 ラヴェ

ルの世界陸お楽しみください。

「アニM ・メドレ一 久石譲作品集I
久石譲の乍品の中 から 、 スタジオジプリのアニメ映画で使用された曲を集めたメドレーとなっています。『天空の城ラピュタ』

より『君トのせてJ、『風の谷のナウシカ』より「烏の人J、『紅の豚』よりf婦らざる日々J、『となりのトトロ』より『風のとお

り道J とい誰でも一度は耳にしたことのある曲がつめこまれています。 ゆった りとした美しいメロディーをお聞きください。

「タイ体・トゥ・セイ・グッバイj
ボレロ風bリズムが、静けさと穏やかさの中にも 力強さを感じさせてくれる作品。 イタリアの歌手アンドレア・ボチエツリの代

表作「コレ・テ・パルティロjの題名と歌詞の一部をイタリア語 から英語に変更し 、 彼とサラ・プライトマンが共演したことで

有名にな｜りました。 ちなみに 、 原題の「コン・テ・パルティロjとは『君とともに旅立とうJ という意味。 私たちの演奏会もこ

の曲で最後になりますが、 ［別れJ ではなく 「旅立ちJ を感じていただければ幸いです。



tコ

－ー／ノ～一一～J ー ｜ 

〈

ねI! 
'tP 

＠アフリカ
ア7リ句η｛対（＼，991f:朱�グ
lし－ -r l主、木5丈'l.I〔tじVJじ
する打朱墨怒於圧｜（五ll �9 （ミ勾
いです，ミト（1: ?7 tj �民5矢吹
持つ怯特なリスご��しリスケ
ムじまtl主宰のUl "1骸持7ょっ
riポt) E和夫代ネ4てい壬す司
まれ晶にしては壮大Vi白然E
す未ヒl r, 5伝.t(-rよも命前旬、、でt

ー①？にペイγ
ごめtill （τヨー口、γl怖で内
角田てぺ長くアラピ7人め
衣釈J�うけていれηで、開J
旬ヒ4引くZをう氏吹を来三
毛3てぺす。侍熱的で昆
�で5�丈夫？＼ιいうη吠．特
｛奴？め（）ます。Cη図η氏
枚哲糸町久野／乃＼はわ入
曲。マ5-� ( -n'l）、そめPヲ
く｛工．す1戸、ヲ不vトペ夫？？
rで伴奏ごでれていi_
寸。

®rラぽ7
アうぜア話＠｛丈作む人気
めを粂でトIレユを禁処イス
ラム昔ヰミ（丈わ響Lていま寸，
il即刻も絢れ＼奄牲を
用、，7,t�守口工tj.守こ処議c
なゑ然、モTミだよわ色七の
旬、、特燃で．メof"'<- r' l工

久欽など、（ミ工ゐI Jス：－＇A.｛千
手ミボ（すくいうのt特吹
の一つで可

SI

l－－

 

l
i

l

－－

 


