
甲府市吹４０年の歩み 

 

１９６７年（昭和４２年）                           

■出来事・演奏活動 

◇甲府市が「音楽協会」設立構想を発表（２月） 

◇甲府市から「甲府市民音楽協会」の設立が発表され「吹奏楽部」と「合唱部」の会員 

募集が開始される。（５月） 

◇応募者のオーディションが行われ、吹奏楽部31人、合唱部32人が会員として選ばれ 

る。（６月） 

◇甲府市音楽協会の総会が開催され、甲府市民吹奏楽団の前身である「甲府市民音楽協 

会吹奏楽部」が発足。山梨大学教育学部音楽科教授（当時）の中嶋恒雄氏が指導にあた

る。（６月） 

◇第４回甲府市働く青尐年文化祭に賛助出演。屋外でパレード及び演奏を行う。（１１月） 

◇第１４回甲府市民音楽祭に参加。以後、甲府市の各行事に参加する（１１月） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１９６８年（昭和４３年）                           

■出来事・演奏活動 

◇山梨県吹奏楽コンクールに初出場し優勝する。以後、毎年コンクールに出場し、多 く



の賞を受賞する。（９月） 

◇甲府市働く青尐年文化祭に出演（１１月） 

◇第１５回市民音楽祭に出演（１１月） 

 

■コンクール・コンテスト 

◇第８回山梨県吹奏楽コンクール（甲府市立東中学校体育館） 

 課題曲：移り気な５度のムード（塚原哲夫） 

 自由曲：フランス軍隊行進曲（サン・サーンス）  指揮：中嶋恒雄（30名） 

 ※ 第１位（関東大会出場は辞退） 

 

１９６９年（昭和４４年）                           

■出来事・演奏活動 

◇第３回甲府市児童文化祭に出演（１１月） 

◇第１６回市民音楽祭に出演（１１月） 

 

■コンクール・コンテスト 

◇第９回山梨県吹奏楽コンクール（山梨県民会館大ホール） 

 課題曲：南極点への序曲（岩河三郎） 

 自由曲：ザ・ミュージックマン   

 指揮：               （３０名） 

 

１９７０年（昭和４５年）                           

■出来事・演奏活動 

◇常任指揮者に韮崎高校教諭(当時)の七沢秀人氏を迎える。（４月） 

◇甲府市黒平町を訪問演奏（８月） 

◇第１７回市民音楽祭に出演（１１月） 

 

■コンクール・コンテスト 

◇第１０回山梨県吹奏楽コンクール（不参加） 

 

１９７１年（昭和４６年）                           

■出来事・演奏活動 

◇山梨県吹奏楽祭に出演 以後連続して出演する。（１月） 

◇「甲府市民吹奏楽団」に名称変更（５月） 

◇こどもの日まつり(遊亀公園水上音楽堂）に参加。以後、こどもの日演奏会として毎年 

開催（５月） 

◇山梨立正光正園の訪問演奏を実施）（６月） 

◇甲府市歩行者天国演奏会に出演（１０月） 

◇第５回甲府市児童文化祭に出演（１０月） 

◇第１８回市民音楽祭に出演（１１月） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■コンクール・コンテスト 

◇第１１回山梨県吹奏楽コンクール（山梨県民会館大ホール） 

 課題曲：太陽の下に（奥村一） 

 自由曲：ブロードウェイの歌（プロイアー） 

 指揮：七沢秀人（２５名） ※優秀賞 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１９７２年（昭和４７年）                       ■



出来事・演奏活動 

◇山梨県吹奏楽祭に出演（１月） ララのテーマほか 指揮：七沢秀人 

◇第１回山梨県アンサンブル大会に出場 

◇第１回定期演奏会を社会教育センターで開催。主催は甲府市教育委員会と市民音楽協 

会。プログラムの最後は甲府市の歌を合唱。賛助出演に甲府市民合唱団（４月） 

◇第２回こどもの日演奏会を開催（５月） 

◇第1回市民文化祭に出演（１１月） 

 

■定期演奏会 

第１回定期演奏会 

◇開催月日：４月３０日  会場：甲府市社会教育センター 

◇曲目：ララのテーマ、ロシアより愛をこめて、ベニスの休日、モア、ブロードウエイ 

の歌 

ウエストサイドストーリー(軽音楽：甲府一高吹奏楽部・合唱：甲府市民合唱団)

ラベンダーの花、山の偉容、フーガ・ト短調、西部の人々   

◇指揮：七沢秀人 

◇ゲスト：甲府一高吹奏楽部、甲府市民合唱団 

第２回定期演奏会（夏期演奏会） 

◇開催月日：８月  会場・曲目：不明 

 

■コンクール・コンテスト 

◇第１２回山梨県吹奏楽コンクール（不参加） 

◇第１回山梨県アンサンブル大会（木管部門で優秀賞） 

 

１９７３年（昭和４８年）                           

■出来事・演奏活動 

◇山梨県吹奏楽祭に出演（１月） おもちゃの交響曲 指揮：七沢秀人（20名） 

◇第４回こどもの日演奏会を開催（５月） 

◇甲府市民体育大会開会式に出演（１０月） 

◇第２回市民文化祭に出演（１１月） 

 

■定期演奏会 

春期演奏会（第３回定期演奏会） 

◇開催月日：５月  会場・曲目：不明 

 

秋期演奏会（第４回定期演奏会） 

◇開催月日：１１月７日  会場：甲府市社会教育センター 

◇曲目：ロミオ＆ジュリエット、パリの空の下で、さくらさくら、ピーナッツベンダー、 

ヘイジュード、オブラディオブラダ、夜空のトランペット、おもちゃのシンフォ

ニー、イントロダクション・インベンション、アルチーナ組曲Ⅰ、Ⅱ  



木管５重奏 (三つの断章 ディベルティメント) 

◇指揮：七沢秀人 

◇ゲスト：東京芸大木管五重奏団 

 

■コンクール・コンテスト 

◇第１３回山梨県吹奏楽コンクール（不参加） 

 

１９７４年（昭和４９年）                           

■出来事・演奏活動 

◇山梨県吹奏楽祭に出演（１月） 組曲「水上の音楽」  指揮：七沢秀人（20名） 

◇第５回こどもの日演奏会を開催（５月） 

◇山梨県青年協議会スポーツ大会開会式に出演（５月） 

◇第３回市民文化祭に出演（１１月） 

 

■定期演奏会 

春期演奏会（第５回定期演奏会） 

◇開催月日：５月  会場・曲目：不明 

夏期演奏会（第６回定期演奏会） 

◇開催月日：８月  会場・曲目：不明 

第１回チャリティー演奏会（第７回定期演奏会） 

◇開催月日：１０月２８日  会場： 

  ◇曲目： 

指揮： 

ゲスト：甲府市民合唱団 

 

■コンクール・コンテスト 

◇第１４回山梨県吹奏楽コンクール（不参加） 

 

１９７５年（昭和５０年）                           

■出来事・演奏活動 

◇甲府市成人式記念演奏（１月） 

◇山梨日日新聞社第24回山日生活文化賞受賞（５月） 

◇第６回こどもの日演奏会を開催（５月） 

◇第１回山梨県育精福祉センター訪問演奏会を開催。以後、毎年開催する。（６月） 

◇第４回市民文化祭に出演（１１月） 

 

 

■コンクール・コンテスト 

◇第１５回山梨県吹奏楽コンクール（山梨県民会館）   

 課題曲：シンフォニックポップスへの指標（河辺浩市） 



 

 

 自由曲：スイート・フォア・バンド（H.ポテンジャー） 

 指揮：七沢秀人（２９名） ※ 最優秀賞（県代表） 

◇第３１回関東吹奏楽コンクール（新潟市） ※ 銅賞 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１９７６年（昭和５１年）                           

■出来事・演奏活動 

◇甲府市成人式演奏（１月） 

◇第７回こどもの日演奏会を開催（５月） 

◇第２回山梨県育精福祉センター訪問演奏会を実施（６月） 

◇甲府市文化協会の設立に準備委員として参画（１１月） 

◇第５回市民文化祭に出演（１１月） 

 

■定期演奏会 

第１回チャリティー演奏会（第８回定期演奏会） 

◇開催月日：３月２日  会場：甲府市社会教育センター 

  ◇曲目：サウンド・オブ・ミュージック、いそしぎ、イエスタディワンスモア 

エマニエル婦人、西部開拓史、行進曲スカイロケット、ホストローザ行進曲、ス

ラブ行進曲合唱 

１２番ミサ曲よりグローリア・キリエ・サンクトウス、炎の歌より「火の山」 

指揮：七沢 秀人、杉田 準司 

ゲスト：甲府市民合唱団 

第２回チャリティー演奏会（第９回定期演奏会） 

◇開催月日：１０月２６日  会場：健康文化会館 

  ◇曲目：甲府市民歌、オブラディ・オブラダ、マイ・ウェイ、幸せの黄色いリボン、ゴッド

ファーザー「愛は誰の手に」、バンド・オブ・ザ・ワールド、皇帝への頌歌、 

     トルコ行進曲、水上の音楽、エグモント序曲 

指揮：七沢 秀人、笹崎清、杉田準司 



ゲスト：甲府市民合唱団 

 

■コンクール・コンテスト 

◇第１６回山梨県吹奏楽コンクール（不参加） 

 

１９７７年（昭和５２年）                           

■出来事・演奏活動 

◇甲府市成人式演奏（１月） 

◇第８回こどもの日演奏会を開催（５月） 

◇第３回山梨県育精福祉センター訪問演奏会を実施（６月） 

◇第３０回記念山梨県芸術祭で富士吉田吹奏楽団と共演（１１月） 

◇第６回市民文化祭に出演（１１月） 

 

■コンクール・コンテスト 

◇第１７回山梨県吹奏楽コンクール（不参加） 

◇第１回全日本アンサンブルコンテスト山梨県大会（山梨県民会館小ホール） 

 木管３重奏「スケルツォ」、金管５重奏「５重奏曲」 

 

１９７８年（昭和５３年）                           

■出来事・演奏活動 

◇甲府市成人式演奏（１月） 

◇第３回チャリティーコンサートを開催（３月） 

◇第９回こどもの日演奏会を開催（５月） 

◇第４回山梨県育精福祉センター訪問演奏会を実施（６月） 

◇増穂中学校、南部中学校、富河中学校を訪問指導（７月～８月） 

◇第４回チャリティーコンサートを開催（１１月） 

◇第７回市民文化祭に出演（１１月） 

 

■定期演奏会 

第３回チャリティー演奏会（第１０回定期演奏会） 

◇開催月日：３月７日  会場：山梨県民会館（小ホール） 

  ◇曲目：サンダークレスト､ワシントンポスト・マーチ、サンブル・エ・ミューズ連隊､若人

の心、ホッホウントドイチュマイスター､(社交ダンス､フォークダンス)、ロッキーのテーマ､宇

宙戦艦ヤマト､サバの女王､オー・シャンゼリゼ､グリーンスリーブス、サンバ・フォー・フルー

ト､ウォルトディズニーの世界へ 

指揮：七沢 秀人、笹崎 清 

ゲスト：山梨フォークダンス友の会、いすみ会 

 

第４回チャリティー演奏会（第１１回定期演奏会） 

◇開催月日：１１月１日  会場：山梨県民会館（大ホール） 



  ◇曲目：貴族の行列､甲州路を行く､ 聖火と祭り､村のかじ屋､村祭り､雪 

海のメドレー､ 汽車の歌メドレー､夕焼けこやけ、トランペット吹きの休日､ポッ

プスかぞえ歌､マイ・ウェイ 

指揮：新津 晴夫、中嶋 恒雄 

 

■コンクール・コンテスト 

◇第１８回山梨県吹奏楽コンクール（山梨県民会館大ホール） 

 課題曲：ポップス変奏曲「かぞえうた」（岩井直溥） 

 自由曲：貴族達の行列（リーデン） 

 指揮：新津晴夫（45名） ※銀賞 

◇第２回全日本アンサンブルコンテスト山梨県大会（山梨市民会館ホール） 

 フルート３重奏「フルート３重奏曲」（コシタンゾ） 

 

１９７９年（昭和５４年）                           

■出来事・演奏活動 

◇甲府市成人式演奏（１月） 

◇第１０回こどもの日演奏会を開催（５月） 

◇第５回山梨県育精福祉センター訪問演奏会を実施（６月） 

◇和泉愛児園訪問演奏（７月） 

◇第８回市民文化祭に出演（１１月） 

 

■コンクール・コンテスト 

◇第１９回山梨県吹奏楽コンクール（山梨県民会館大ホール） 

 課題曲： 

 自由曲：ラコッツィ行進曲（ベルリオーズ 編・スミス） 

 指揮：新津晴夫（43名） ※金賞 

◇第３回全日本アンサンブルコンテスト山梨県大会（増穂商業高校体育館） 

 金管４重奏「ファンファーレマーチ」（シュルコフ） 

 クラリネット５重奏「アイネ・クライネ・ナハト・ムジーク」（モーツァルト） ※金賞・県代表 

 フルート３重奏「トリオop118」（A.B.フェルステナウ） ※金賞 

◇第３回全日本アンサンブルコンテスト関東大会 

 クラリネット５重奏「アイネ・クライネ・ナハト・ムジーク」（モーツァルト）※金賞 

１９８０年（昭和５５年）                           

■出来事・演奏活動 

◇甲府市成人式演奏（１月） 

◇第１１回こどもの日演奏会を開催（５月） 

◇第６回山梨県育精福祉センター訪問演奏会を実施（６月） 

◇ネスカフェ・ゴールドブレンドコンサートに協力（９月） 

◇第９回市民文化祭に出演（１１月） 

 



■定期演奏会 

第１２回定期演奏会（５回チャリティー演奏会） 

◇開催月日：１月２３日  会場：山梨県民会館（大ホール） 

  ◇曲目：第１部：インスタントコンサート､トランペットタイム､バーボンストリートコン

チェルト、グレンミラーメドレー､リバプールからの男たち 

第２部：フルート三重奏､クラリネット五重奏､金管八重奏 

第３部：シネノミネ､幼い日の思いで､フランス組曲 

トッカータとフーガニ短調 

指揮：七沢 秀人、新津 晴夫 

第１３回定期演奏会（第６回チャリティー演奏会） 

◇開催月日：１０月２７日  会場：山梨県民会館（大ホール） 

  ◇曲目：第１部：国民の象徴､ブラ・ヴーラ､星条旗よ永遠なれ､踊り明かそう､哀愁のアダー

ジョ、アフリカン・シンフォニー､マイ・ウエイ 

第２部：サクソフォンとバンドの為のバラード､ガボット他：(sax)川俣 和男 

第３部：エルザの大聖堂への行列､吹奏楽のための第1組曲、花祭り 

指揮：七沢 秀人 

ゲスト：川俣 和男(サキソフォン奏者) 

 

■コンクール・コンテスト 

◇第２０回山梨県吹奏楽コンクール（富士五湖文化センター） 

 課題曲：       

 自由曲：歌劇「ローエングリン」より「エルザの大聖堂への行列」（R.ワーグナー） 

 指揮：七沢秀人（45名） ※金賞 

◇第４回全日本アンサンブルコンテスト山梨県大会（甲府湯田高校伊藤学園記念ホール） 

 木管４重奏「クラリネットの為の奇想曲」（クレアー・グランドマン）※金賞・県代表 

 フルート３重奏「トリオinＧ」（Ｇ.デマヒ） 

◇第４回全日本アンサンブルコンテスト関東大会 

 木管４重奏「クラリネットの為の奇想曲」（クレアー・グランドマン）※金賞 

 

１９８１年（昭和５６年）                           

■出来事・演奏活動 

◇甲府市成人式演奏（１月） 

◇第１２回こどもの日演奏会を開催（５月） 

◇第７回山梨県育精福祉センター訪問演奏会を実施（６月） 

◇第１０回市民文化祭に出演（１１月） 

 

■定期演奏会 

第１４回定期演奏会（第７回チャリティー演奏会） 

◇開催月日：１０月２４日  会場：山梨県民会館（大ホール） 

  ◇曲目：第１部：ラデッキー行進曲､ホッホウントドイツマイスター 



フローレンスマーチ、シルクロード 

第２部：ドライボーン､フィーリング､ナイスショット､パリのあやつり人形 

第３部：マイオールドケンタッキーホーム､サムソンとデリラ､ナポリ 

(eup)三浦 徹 

東北地方の民謡によるコラージュ､キリエとグローリア､セビリアの理

髪師 

指揮：七沢 秀人、小池 英男 

ゲスト：三浦 徹（ユーフォニアム奏者） 

 

■コンクール・コンテスト 

◇第２１回山梨県吹奏楽コンクール（山梨県民会館大ホール） 

 課題曲：東北地方の民謡によるコラージュ 

 自由曲：舞踊組曲「ガイーヌ」より（ハチャトリアン） 

 指揮：七沢秀人（45名） ※銀賞 

◇第５回全日本アンサンブルコンテスト山梨県大会（韮崎市民会館大ホール） 

 木管５重奏「アイネ・クライネ・ナハト・ムジーク」（モーツァルト） 

 ホルン４重奏「イン・ザ・カントリー」（M.P.ポタッグ） 

 

１９８２年（昭和５７年）                           

■出来事・演奏活動 

◇甲府市成人式演奏（１月） 

◇第１３回こどもの日演奏会を開催（５月） 

◇第８回山梨県育精福祉センター訪問演奏会を実施（６月） 

◇第２２回山梨県吹奏楽コンクール一般の部で金賞、県代表となり千葉市で開催された 

  第３８回関東吹奏楽コンクールに出場（８月、９月） 

◇第１５回定期演奏会のゲストに韮崎市民吹奏楽団を招く。（１１月） 

◇第１１回市民文化祭に出演（１１月） 

 

■定期演奏会 

第１５回定期演奏会（第８回チャリティー演奏会） 

◇開催月日：１１月１４日  会場：山梨県民会館（大ホール） 

  ◇曲目：第１部：勝利の父､サンブル・エ・ミューズ連隊 

(韮崎市吹)ベンジーのテーマ､サイモン&ガーファンクル・メドレー 

(合同演奏)マーチ１９４１､栄光への脱出 

第２部：ラブソディックエピソード､ラッシュモア､軽騎兵序曲 

第３部：テーマとバリエーション､他：(cl)武田 忠善、 

        サンライズマーチ､海の歌 

指揮：七沢 秀人 

ゲスト：武田 忠善（クラリネット奏者）、韮崎市民吹奏楽団 

 



■コンクール・コンテスト 

◇第２２回山梨県吹奏楽コンクール（山梨県民会館大ホール） 

 課題曲：サンライズマーチ（岩河三郎） 

 自由曲：海の歌（ミッチェル） 

 指揮：七沢秀人（45名）  ※金賞  

◇第３８会関東吹奏楽コンクール（千葉市） ※銅賞 

◇第６回全日本アンサンブルコンテスト山梨県大会（塩山中央公民館大ホール） 

 トロンボーン４重奏「ルネッサンス・バラード」（パレストリーナ） 

 金管４重奏「エコー・ファンタジー」（バンキェーリ） 

 

１９８３年（昭和５８年）                           

■出来事・演奏活動 

◇甲府市成人式演奏（１月） 

◇第１４回こどもの日演奏会を開催（５月） 

◇第９回山梨県育精福祉センター訪問演奏会を実施（６月） 

◇牧丘町そだち園訪問演奏を実施（１０月） 

◇第１２回市民文化祭に出演（１１月） 

 

■コンクール・コンテスト 

◇第２３回山梨県吹奏楽コンクール（山梨県民文化ホール大ホール） 

 課題曲：吹奏楽のためのインベンション（内藤淳一） 

 自由曲：歌劇「ウィンザーの陽気な女房達」序曲（O.ニコライ） 

 指揮：七沢秀人（48名） ※銀賞 

 

１９８４年（昭和５９年）                           

■出来事・演奏活動 

◇甲府市成人式演奏（１月） 

◇第１６回定期演奏会のゲストでホルン奏者の青木里衣氏が出演（３月） 

◇第１５回こどもの日演奏会を開催（５月） 

◇第１０回山梨県育精福祉センター訪問演奏会を実施（６月） 

◇マウントピア84に出演（１０月） 

◇第１３回市民文化祭に出演（１１月） 

 

■定期演奏会 

第１６回定期演奏会 

◇開催月日：３月１０日  会場：山梨県民文化ホール（小ホール） 

  ◇曲目：第１部：威風堂々､イエスタディ、イギリス民謡組曲 

第２部：ホルン協奏曲第1番他  

第３部：フラッシュダンス､Ａ列車で行こう､幻想即興曲より 

    ウィ・アー・オール・アローン､サンバ・デ・ミネルバ 



指揮：七沢 秀人、仲田 光昭 

ゲスト：青木里衣（ホルン奏者） 

 

■コンクール・コンテスト 

◇第２４回山梨県吹奏楽コンクール（山梨県民会館大ホール） 

 課題曲：シンフィニエッタ（三上次郎） 

 自由曲：吹奏楽のための組曲第３番（J.スピアーズ） 

 指揮：七沢秀人（42名） ※金賞 

 

１９８５年（昭和６０年）                           

■出来事・演奏活動 

◇甲府市成人式演奏（１月） 

◇第１７回定期演奏会のゲストで声優の銀河万丈氏が出演。「ハーリ・ヤーノシュ」 

を音楽物語として演奏（３月） 

◇（財）日本国民音楽振興財団主催「器楽全国講習会」を主管（３月） 

◇（財）日本国民音楽振興財団主催第２１回アマチュア音楽祭イン山梨（３月） 

◇第１６回こどもの日演奏会を開催（５月） 

◇第１１回山梨県育精福祉センター訪問演奏会を実施（６月） 

 

■定期演奏会 

第１７回定期演奏会 

◇開催月日：３月２日  会場：山梨県民文化ホール（小ホール） 

  ◇曲目：第１部：組曲ハーリ.ヤーノシュより1.2.3.4.5.6 （ナレーション付） 

第２部：76本のトロンボーン､スマイル～テリーのテーマ､北海の大漁歌 

    涙のトッカータ、恋のカーニバル 

指揮：七沢 秀人 

ゲスト：銀河万丈（声優） 

 

■コンクール・コンテスト 

◇第２５回山梨県吹奏楽コンクール（山梨県民文化ホール大ホール） 

 課題曲：Overture FIVE RINGS（三枝成章） 

 自由曲：小組曲（A.リード） 

 指揮：七沢秀人（44名） ※金賞 

◇第９回全日本アンサンブルコンテスト山梨県大会（富士五湖文化センター大ホール） 

 サクソフォン５重奏「エル・カペオ」（アントニオ・カペラ） 金賞 

 

１９８６年（昭和６１年）                           

■出来事・演奏活動 

◇テレビ山梨「夕やけ情報局」甲府市紹介コーナーに出演（３月） 

◇第１７回こどもの日演奏会を開催（５月） 



◇第１２回山梨県育精福祉センター訪問演奏会を実施（６月） 

◇牧丘町そだち園訪問演奏を実施（１０月） 

◇第１５回市民文化祭に出演（１１月） 

 

■定期演奏会 

第１８回定期演奏会 

◇開催月日：３月８日  会場：山梨県民文化ホール（小ホール） 

  ◇曲目：第１部：宇宙のファンタジー､組曲惑星より「木星」 

          ジョン・ウイリアムズ・メドレー(ET、スター・ウォーズ他)  

第２部：ムーアサイド組曲よりマーチ､台所用品変奏曲 ハリウッドの休日 

    恋におちて､ドント・セイ・ザット・アゲイン 

指揮：七沢 秀人 

 

■コンクール・コンテスト 

◇第２６回山梨県吹奏楽コンクール（山梨県民文化ホール大ホール） 

 課題曲：「嗚呼！」（兼田敏） 

 自由曲：フライト（C.T.スミス） 

 指揮：渡辺一徳（50名） ※ 銅賞 

◇第１０回全日本アンサンブルコンテスト山梨県大会（白根桃源文化会館桃源ホール） 

 サキソフォン５重奏「ベルガマスク組曲」よりパスピエ（ドビュッシー 松繁哲朗編曲） 

※銀賞 

 

１９８７年（昭和６２年）                           

■出来事・演奏活動 

◇第１８回こどもの日演奏会を開催（５月） 

◇ＢＢＳ発足40周年記念縦断キャンペーン山梨式典に出演（６月） 

◇第１３回山梨県育精福祉センター訪問演奏会を実施（６月） 

◇牧丘町そだち園訪問演奏を実施（１１月） 

◇第１６回市民文化祭に出演（１１月） 

■定期演奏会 

第１９回定期演奏会 

◇開催月日：３月７日  会場：山梨県民文化ホール（小ホール） 

  ◇曲目：第１部：マーチ HIS HONOR､組曲くるみ割り人形1.2.3 

第２部：デュークエリントン・メドレー､キャツ・メドレー 

    ウエストサイドストーリー・メドレー、76本のトロンボーンより 

指揮：七沢 秀人、仲田 光昭、渡辺 一徳                         

 

■コンクール・コンテスト 

◇第２７回山梨県吹奏楽コンクール（山梨県民文化ホール大ホール） 

 課題曲：マーチ「ハロー！サンシャイン」（松尾善雄） 



 自由曲：「オセロ」よりⅠ，Ⅲ，Ⅳ楽章（A.リード） 

 指揮：七沢秀人（50名） ※金賞 

◇第１１回全日本アンサンブルコンテスト山梨県大会（塩山市中央公民館） 

 フルート３重奏「フルート３重奏曲作品87」よりフィナーレ（ベートーベン） 

 サクソフォン５重奏「アラベスク第１番」（C.ドビュッシー 木内憲一編曲） 

 

１９８８年（昭和６３年）                           

■出来事・演奏活動 

◇第２０回定期演奏会を開催 指揮は常任指揮者七沢秀人氏と白州中学校教諭(当時) 

仲田光昭氏（３月） 

◇第１９回こどもの日演奏会を開催（５月） 

◇第１４回山梨県育精福祉センター訪問演奏会を実施（６月） 

◇第１７回市民文化祭に出演（１１月） 

 

■定期演奏会 

第２０回定期演奏会 

◇開催月日：３月  日  会場：山梨県民文化ホール（小ホール） 

  ◇曲目：第１部：アルメニアンダンスPart1､アメリカーナ､記念の年､誇りと賛美  

第２部：ロックンロールメドレー､踊り明かそう､宝島 

    ガーシュウィン・ポートレート 

指揮：七沢 秀人、仲田 光昭 

 

■コンクール・コンテスト 

◇第２８回山梨県吹奏楽コンクール（山梨県民文化ホール大ホール） 

 課題曲：カーニバルのマーチ（杉本幸一 小長谷宗一補作） 

 自由曲：バラードⅠ（兼田敏） 

 指揮：七沢秀人（55名） ※銀賞 

 

１９８９年（平成元年）                            

■出来事・演奏活動 

◇第２１回定期演奏会の客演指揮に国塩哲紀氏(現在東京オペラシティコンサートホー 

ルプロデューサー）を招く（２月） 

◇第２０回こどもの日演奏会を開催（５月） 

◇第１５回山梨県育精福祉センター訪問演奏会を実施（６月） 

◇甲府市政100周年記念「こうふ博'89｣に出演（１１月） 

◇第１８回市民文化祭に出演（１１月） 

 

■定期演奏会 

第２１回定期演奏会 

◇開催月日：２月２５日  会場：山梨県民文化ホール（小ホール） 



  ◇曲目：第１部：ジュビラーテ､吹奏楽のためのファンタジー 

シンフォニックオード、主よ人の望みの喜びを  

第２部：サウスランパートストリートパレード､タンゴ・アラカルト 

デサフィナード､幻想即興曲より 

第３部：セントアンソニーバリエーション 

指揮：七沢 秀人、仲田 光昭、国塩 哲紀 

 

■コンクール・コンテスト 

◇第２９回山梨県吹奏楽コンクール（白根桃源文化ホール桃源ホール） 

 課題曲：WISH（田嶋勉） 

 自由曲：組曲「道化師」より１，５，６，１０（カバレフスキー 藤田玄播編曲） 

 指揮：吉澤賢太郎 ※金賞 

◇第１３回全日本アンサンブルコンテスト山梨県大会（白根桃源文化ホール桃源ホール） 

 サクソフォン７重奏「軍隊行進曲」（シューベルト G.E.Holmes編曲） 

 

１９９０年（平成２年）                            

■出来事・演奏活動 

◇第２２回定期演奏会のゲストにトランペット奏者で上田市民吹奏楽団音楽監督を務 

める吉澤賢太郎氏がトランペットソロで出演（２月） 

◇常任指揮者に田中正司氏(（財）やまなし文化学習協会)を迎える（４月） 

◇第２１回こどもの日演奏会を開催（５月） 

◇第１６回山梨県育精福祉センター訪問演奏会を実施（６月） 

◇富士吉田吹奏楽団第30回年記念定期演奏会にゲスト出演（６月） 

◇山梨県林業まつり(風土記の丘公園)に出演（８月） 

◇第１９回市民文化祭に出演（１１月） 

 

■定期演奏会 

第２２回定期演奏会 

◇開催月日：３月１０日  会場：山梨県民文化ホール（小ホール） 

  ◇曲目：第１部：行進曲 山梨､吹奏楽のためのノスタルジア､目覚めよと呼ぶ声あり 

          エルサレム賛歌 

第２部：ディズニーメドレーⅡ､ゴッドファーザーﾊﾟｰﾄⅡ(TP Solo) 

ジャングルファンタジー  

指揮：田中 正司 、仲田 光昭 

ゲスト：吉沢 賢太郎（トランペット） 

 

■コンクール・コンテスト 

◇第３０回山梨県吹奏楽コンクール（山梨県民文化ホール大ホール） 

 課題曲：行進曲「マリーンシティ」（野村正憲 藤田玄播補作） 

 自由曲：「メトセラⅡ」（田中賢） 



 指揮：田中正司 ※金賞（県代表） 

◇第４６回関東吹奏楽コンクール（千葉市） ※銀賞 

 

１９９１年（平成３年）                            

■出来事・演奏活動 

◇甲府市成人式演奏（１月） 

◇第２３回定期演奏会のゲストに富士吉田吹奏楽団を招く（３月） 

◇甲府市総合市民会館が完成。第２２回こどもの日演奏会が同会館自主企画事業とな 

る（５月） 

◇第１７回山梨県育精福祉センター訪問演奏会を実施（６月） 

◇第２０回市民文化祭に出演（１１月） 

 

■定期演奏会 

第２３回定期演奏会 

◇開催月日：３月２日  会場：山梨県民文化ホール（大ホール） 

  ◇曲目：第１部：祝典行進曲､秋映､メトセラⅡ 

第２部：黒いジャガー､カーペンターズフォーエバー 

第３部：富士吉田吹奏楽団ゲストステージ 

    サンドペーパーバレー､枯葉､杏里メドレー 

    合同演奏：ポップス描写曲メインストリートで､コパカバーナ 

第４部：交響詩 ローマの松 全曲 

 

指揮：田中 正司 

ゲスト：富士吉田吹奏楽団 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

■コンクール・コンテスト 

◇第３１回山梨県吹奏楽コンクール（山梨県民文化ホール大ホール） 

 課題曲：そよ風のマーチ （松尾 善雄） 

 自由曲：吹奏楽のための抒情的「祭」 （伊藤康英） 

 指揮：田中 正司（65名） ※金賞（県代表） 

◇第４７回関東吹奏楽コンクール（前橋市） ※銀賞 

◇第１５回山梨県アンサンブルコンテスト（白根桃源文化会館桃源ホール） 

 サクソフォン４重奏：Quatour-Ⅲ(A.Desenclos) ※銀賞 

 金管５重奏：ミュージックホール組曲より第１，５楽章 ※銅賞 

 

１９９２年（平成４年）                            

■出来事・演奏活動 

◇第２４回定期演奏会を開催（３月） 

◇第２３回こどもの日演奏会を開催（５月） 

◇甲府市総合市民会館自主企画事業「スプリングコンサート」で城南中学・東京ブラ 

スソサエティと共演（５月） 

◇臨時総会で運営基金を設置（６月） 

◇第１８回山梨県育精福祉センター訪問演奏会を実施（６月） 

◇甲府市空手道選手権大会開会式・アトラクションに出演（６月） 

◇第２１回市民文化祭に出演（１１月） 

■定期演奏会 

第２４回定期演奏会 

◇開催月日：３月２１日  会場：山梨県民文化ホール（大ホール） 

  ◇曲目：第１部：フラッシングウインズ､祝典舞曲 

第２部：ドレミの歌､コーラスラインメドレー､トトロメドレー 

バック・トゥ・ザ・フューチャー 

第３部：スペイン奇想曲 

指揮：田中 正司 

 

■コンクール・コンテスト 

◇第３２回山梨県吹奏楽コンクール（山梨県民文化ホール大ホール） 

 課題曲：吹奏楽のためのフエーチュリズム （阿部 勇一） 

 自由曲：カルミナ・ブラーナより Ⅲ．Ⅳ．Ⅴ．Ⅶ．Ⅷ楽章 （Ｃ．オルフ／Ｊ．クランス） 

指揮：田中 正 （65名） ※金賞（県代表） 

◇第４８回関東吹奏楽コンクール（山梨県民文化ホール大ホール） 

 ※銅賞 

◇第１６回山梨県アンサンブルコンテスト 

 トロンボーン４重奏：シャウティン・ライザ・トロンボーン(フィルモア) ※金賞（県代表） 

 サキソフォン４重奏：アンダンテとスケルツォ（ボザ）※金賞 



 フルート３重奏 

◇第１６回関東アンサンブルコンテスト 

  トロンボーン４重奏 ※銀賞 

 

１９９３年（平成５年）                            

■出来事・演奏活動 

◇第２５回定期演奏会の客演指揮に古屋誠孔氏(当時新宿区吹奏楽団名誉指揮者）とゲ 

ストに平野廣海氏(当時山梨県吹奏楽連盟理事長）を招く（３月） 

◇総合市民会館自主企画事業「全日本女子バスケットボール招待試合」ハーフタイム 

ショーに出演（３月） 

◇常任指揮者の田中正司氏が音楽監督を兼ねる（４月） 

◇第２４回こどもの日演奏会を開催（５月） 

◇第１９回山梨県育精福祉センター訪問演奏会を実施（６月） 

◇押原保育園訪問演奏を実施（７月） 

◇第２２回市民文化祭に出演（１１月） 

 

■定期演奏会 

第２５回定期演奏会 

◇開催月日：３月２１日  会場：山梨県民文化ホール（大ホール） 

  ◇曲目：第１部：４つのスコットランド舞曲､子供たちのマーチ､コロニアルソンクﾞ 

          カントリー・バンド・マーチ  

第２部：メインストリートエレクトリカルバレード､汽車の歌メドレー 

ユーミンブランド､サンチェスの子供たち  

第３部：海の歌､ オセロⅠ，Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ，Ⅴ全曲 

（ench）.トランペット吹きの休日､セカンド･センチュリー 

指揮：田中 正司、古屋 誠孔、平野 廣海 

 

■コンクール・コンテスト 

◇第３３回山梨県吹奏楽コンクール（山梨県民文化ホール大ホール） 

 課題曲：マーチ・エイプリル・メイ （矢部 政男） 

 自由曲：南の空のトーテムポールⅡリラ （田中 賢） 

 指揮：田中 正（67名） ※金賞（県代表） 

◇第４９回関東吹奏楽コンクール（宇都宮市民会館：宇都宮市） 

 ※ 銅賞 

◇第１７回山梨県アンサンブルコンテスト 

 サクソフォン６重奏：軍隊行進曲（シューベルト）※金賞 

 トロンボーン４重奏 

 

１９９４年（平成６年）                            

■出来事・演奏活動 



◇常任指揮者に鴨志田達哉氏(当時熊谷吹奏楽団音楽監督)を迎える（４月） 

◇第２０回山梨県育精福祉センター訪問演奏会を実施（６月） 

◇第２５回こどもの日演奏会を開催（５月） 

◇第２３回市民文化祭に出演（１１月） 

 

■定期演奏会 

第２６回定期演奏会 

◇開催月日：３月２７日  会場：山梨県民文化ホール（大ホール） 

  ◇曲目：第１部：キャンパスフェスティバルマーチ､飛鳥､交響組曲ロビンフッド     

第２部：マンボジャンボ､エルクンバンチェロ､イパネマの娘､トリステーザ  

第３部：喜歌劇 天国と地獄､エルザの大聖堂への行列  

（ench.）クラリナンド､ラデッキー行進曲 

指揮：平野 廣海、渡辺 豊秀、鴨志田 達哉 

 

■コンクール・コンテスト 

◇第３４回山梨県吹奏楽コンクール（山梨県民文化ホール大ホール） 

 課題曲：ペリーを摘んだらダンスにしよう （間宮 芳生） 

 自由曲：スターズ・アトランピック’96 （三善 晃） 

 指揮： 鴨志田 達也（64名） ※銀賞 

◇第１８回山梨県アンサンブルコンテスト 

 サクソフォン５重奏：パスピエ ※銀賞 

 

１９９５年（平成７年）                            

■出来事・演奏活動 

◇第２７回定期演奏会の客演指揮に渡邊豊秀氏(当時富士河口湖高校教諭）を招く（３ 

月） 

◇常任指揮者に小林健氏(現在塩山高校教諭)を迎える（４月） 

◇第２６回こどもの日演奏会を開催（５月） 

◇第２１回山梨県育精福祉センター訪問演奏会を実施（６月） 

◇甲府青年会議所例会・新入会員式典に出演（６月）  

◇山梨県ボランティアセンター視聴覚障害者演奏会に出演（６月） 

◇オール山梨シンフォニックバンドフェスティバルに出演(県民文化ホール)（６月） 

◇戦後・甲府空襲50周年市民平和のつどい音楽祭に出演（７月） 

◇甲府市総合市民会館自主事業ブラスフェスティバルに出演（１０月） 

◇第２４回市民文化祭に出演（１１月） 

 

■定期演奏会 

第２７回定期演奏会 

◇開催月日：３月２１日  会場：山梨県民文化ホール（大ホール） 

  ◇曲目：第１部：オリンピックファンファーレとテーマ､モラビア聖歌による変奏曲､ 



大阪俗謡による変奏曲    

第２部：アラジン､テキーラ､時のすぎゆくままに 

ジャパニーズグラフティGSコレクション 

第３部：ムラーダより貴族たちの行列､バレエ音楽三角帽子より、七夕 

オリンピカ～シンフォニックバンドのための祝祭序曲 

（ench.）剣士の入場､イエ バンクス 

指揮：鴨志田 達哉、渡辺 豊秀 

 

■コンクール・コンテスト 

◇第３５回山梨県吹奏楽コンクール（山梨県民文化ホール大ホール） 

 課題曲：スプリングマーチ （大石 美香） 

 自由曲：「プスタ」4つのジプシー舞曲より Ⅰ．Ⅱ．Ⅳ楽章 （Ｊ．Ｖ．ロースト） 

 指揮：小林 健（56名） ※金賞（県代表） 

 

◇第１回西関東吹奏楽コンクール（所沢市市民会館） 

 指揮：田中 正司  ※銅賞 

◇ 第１９回山梨県アンサンブルコンテスト 

 

 

 サクソフォン４重奏：ルーマニア民謡による主題と変奏 ※金賞 

 金管４重奏 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１９９６年（平成８年）                            

■出来事・演奏活動 

◇甲府市南公民館(当時）家庭婦人学級合同学習会に出演（２月） 



◇甲府市緑化まつりに出演（４月） 

◇第２７回こどもの日演奏会を開催（５月） 

◇第２２回山梨県育精福祉センター訪問演奏会を実施（６月） 

◇オール山梨シンフォニックバンドフェスティバルに出演(県民文化ホール)（６月） 

◇敷島緑陽園訪問演奏を実施（１０月） 

◇山梨県定時制・通信制・単位制高校教育祭に出演（１０月） 

◇甲府市総合市民会館自主事業秋風コンサートに出演（１０月） 

◇青い鳥学園成人寮訪問演奏を実施（１１月） 

◇東公民館ワイワイまつりに出演 

◇第２５回市民文化祭に出演（１１月） 

 

■定期演奏会 

第２８回定期演奏会 

◇開催月日：３月２３日  会場：山梨県民文化ホール（小ホール） 

  ◇曲目：第１部：七夕､オリンピカ～シンフォニックバンドのための祝祭序曲  

第２部：リバプールから来た男たち､フレネシー､ビバ・アメリカ 

第３部：キャンディード序曲､威風堂々  

（ench.）風になりたい 

◇指揮：小林 健、佐藤 尚巳 

 

■コンクール・コンテスト 

◇第３６回山梨県吹奏楽コンクール （山梨県民文化ホール大ホール） 

 課題曲：はるか、大地へ （上岡 洋一） 

 自由曲：バレエ音楽「シルビア」より バッカスの行列（Ｌ．ドリーブ／Ｗ．Ｖ．ベーク） 

 指揮：北浦 秀忠（56名） ※金賞 

◇第２０回山梨県アンサンブルコンテスト 

 サクソフォン７重奏 

 金管６重奏 

 トロンボーン４重奏 

 

１９９７年（平成９年）                            

■出来事・演奏活動 

◇甲府市文化協会創立20周年記念講演に出演（２月） 

◇甲府市緑化まつりに出演（４月） 

◇第２８回こどもの日演奏会を開催（５月） 

◇第２３回山梨県育精福祉センター訪問演奏会を実施（５月） 

◇オール山梨シンフォニックバンドフェスティバル出演（都留市うぐいすホール）（ 

６月） 

◇山梨県体育まつり開会式で演奏。以降毎年出演（９月） 

◇敷島緑陽園訪問演奏を実施（１０月） 



◇竜王小学校音楽教室を実施（１１月） 

◇甲府市総合市民会館自主事業秋風コンサートに出演（１１月） 

◇山梨県芸術祭に出演（１１月） 

◇第２６回市民文化祭に出演（１１月） 

 

■定期演奏会 

第２９回定期演奏会 

◇開催月日：３月２３日  会場：甲府総合市民会館（芸術ホール） 

  ◇曲目：第１部：アクエリアス､モーニング・ダンス､グラナダ､ど演歌エキスプレス 

          ハイそれまでよ         

第２部：FIRE WORKS､SYMPHONY NO3 SLAVYANSKAYA 、マーチ エレガント 

    北海変奏曲  

（ench.）フォーゴットンドリーム､これが私の生きる道 

◇指揮：国塩 哲紀、木内 憲一、坂本 修 

 

■コンクール・コンテスト 

◇第３７回山梨県吹奏楽コンクール（山梨県民文化ホール大ホール） 

 課題曲：五月の風 （真島 俊夫） 

 自由曲：交響的舞曲第３番「祭り」 （Ｃ．ウィリアムズ） 

 指揮：国塩 哲紀 （55名） ※銀賞 

◇第２１回山梨県アンサンブルコンテスト 

 サクソフォン４重奏 

 金管５重奏 

 

１９９８年（平成１０年）                        

■出来事・演奏活動 

◇第２９回こどもの日演奏会を開催（５月） 

◇第２４回山梨県育精福祉センター訪問演奏会を実施（６月） 

◇山梨県体育まつり開会式に出演（９月） 

◇敷島緑陽園訪問演奏を実施（１０月） 

◇オール山梨シンフォニックバンドフェスティバルに出演（白根桃源文化会館） 

（１１月） 

◇音楽之友社吹奏楽専門誌「バンドジャーナル」取材 翌年２月号に掲載（１２月） 

◇第２７回市民文化祭に出演（１１月） 

 

■定期演奏会 

第３０回定期演奏会 

◇開催月日：２月８日  会場：甲府総合市民会館（芸術ホール） 

  ◇曲目：第１部：フェスタルマーチ､吹奏楽のための民話､フェリスタス 

吹奏楽のための第二組曲        



第２部：デリカートﾞ､アルフィー、ロックンロールメドレー   

（ench.）アフリカンシンフォニー､星に願いを 

◇指揮：国塩 哲紀、坂本 修 

 

■コンクール・コンテスト 

◇第３８回山梨県吹奏楽コンクール（山梨県民文化ホール大ホール） 

 課題曲：童夢 （松尾 善雄） 

 自由曲：フィエスタ （Ｊ．Ｂ．チャンス） 

 指揮：国塩 哲紀（55名） ※金賞（県代表）  

 

◇第４回西関東吹奏楽コンクール（新潟市民会館） 

 指揮：国塩 哲紀  ※銅賞 

 

１９９９年（平成１１年）                           

■出来事・演奏活動 

◇第３０回こどもの日演奏会を開催（５月） 

◇第２５回山梨県育精福祉センター訪問演奏会を実施（６月） 

◇山梨県体育まつり開会式に出演（９月） 

◇石和町川中島地区音楽祭に出演（１０月） 

◇敷島緑陽園クリスマスコンサートを実施（１２月） 

◇第２８回市民文化祭に出演（１１月） 

 

■定期演奏会 

第３１回定期演奏会 

◇開催月日：２月１４日  会場：会場：山梨県民文化ホール（小ホール） 

  ◇曲目：第１部：ブラス・アフレイム、シャコンヌ、真夏の夜の夢より結婚行進曲 

クイーンシティ組曲 

第２部：ディスコキッド､もののけ姫メドレー、ミスティ 

ボレロ・イン・ポップス  

（ench.）第一組曲「ギャロップ」、 マイハートウィルゴーオン 

◇指揮：国塩 哲紀、坂本 修 

 

■コンクール・コンテスト 

◇第３９回山梨県吹奏楽コンクール（山梨県民文化ホール大ホール） 

 課題曲：行進曲「Ｋ点を越えて」 （高橋 伸哉） 

 自由曲：ミュージカルコメディーへの序曲 （Ｊ．Ｂ．チャンス） 

 指揮：国塩 哲紀（48名） ※銀賞 

 

２０００年（平成１２年）                           

■出来事・演奏活動 



◇第３１回こどもの日演奏会を開催（５月） 

◇東地区運動会開会式に出演（６月） 

◇第２６回山梨県育精福祉センター訪問演奏会を実施（６月） 

◇山梨県体育まつり開会式に出演（９月） 

◇敷島緑陽園訪問演奏を実施（１０月） 

◇湯田小学校音楽教室を実施（１０月） 

◇森林のフェスティバルコンサート＝１００年の森林地球シンフォニー（全国植樹祭 

関連イベント)に出演（１０月） 

◇石和町川中島地区音楽祭に出演（１１月） 

◇第２９回市民文化祭に出演（１１月） 

 

■定期演奏会 

第３２回定期演奏会 

◇開催月日：３月１２日  会場：山梨県民文化ホール（小ホール） 

◇曲目：第１部：ロッキーポイントホリデー、クラリネットとバンドのための変奏曲 

アメリカ南北戦争変奏曲、呪文と踊り 

第２部：高度な技術への指標､マンボのビート､リズム・アンド・ポリス～踊 

る大捜査線より、スターウォーズ・サーガ 

（ench.）ＴＳＵＮＡＭＩ、ブロックＭ 

◇指揮：国塩 哲紀、樋川 理 

■コンクール・コンテスト 

◇第４０回山梨県吹奏楽コンクール（山梨県民文化ホール大ホール） 

 課題曲：胎動の時代～吹奏楽のために （池辺 晋一郎） 

 自由曲：「第六の幸運をもたらす宿」より 第３楽章ハッピーエンディング 

（Ｍ．アーノルド） 

 指揮：坂本 修（46名）※金賞(県代表) 

 

◇第６回西関東吹奏楽コンクール（山梨県民文化ホール大ホール） 

 指揮：坂本 修 ※銅賞 

◇第２４回山梨県アンサンブルコンテスト 

 サクソフォン４重奏 

 金管５重奏 

 

２００１年（平成１３年）                           

■出来事・演奏活動 

◇甲府市教育委員会嘱託吹奏楽指導者の齋藤勇二氏を招き第33回定期演奏会を開催（ 

２月） 

◇甲府市光風寮訪問演奏会を実施 以後、毎年実施予定（３月） 

◇第５２回全国植樹祭・プレ植樹祭（県民緑化まつり）に韮崎市吹・大月市吹と合同 

で出演（４月） 



◇第３２回こどもの日演奏会を開催（５月） 

◇第２７回山梨県育精福祉センター訪問演奏会を実施（６月） 

◇夏合宿の実施（河口湖・あけぼの荘）（７月） 

◇東公民館夏休みイースト子ども広場に出演（８月） 

◇甲府市障害者センター夏祭りで演奏を実施（８月） 

◇山梨県体育まつり開会式に出演（９月） 

 

■定期演奏会 

第３３回定期演奏会 

◇開催月日：２月１８日  会場：甲府市総合市民会館（芸術ホール） 

◇曲目：第１部：鷲の翼に､イギリス民謡組曲､カドリーュ､絵のない絵 

第２部：ＮＳＢミレニアム､モーニン､ちょうちょ､UTA-HIME 

（ench.）尐年時代、すべてをあなたに 

◇指揮：坂本 修、斎藤 勇二 

 

■コンクール・コンテスト 

◇第４１回山梨県吹奏楽コンクール（山梨県民文化ホール大ホール） 

 課題曲：SLが行く （若杉 海一） 

 自由曲：交響曲「ストーンヘンジ」より １．冬至 ３．いけにえ （Ｊ．ホエア） 

 指揮：坂本 修（53名） ※金賞 

◇第２５回山梨県アンサンブルコンテスト 

 サクソフォン４重奏 

 クラリネット４重奏 

 

２００２年（平成１４年）                           

■出来事・演奏活動 

◇第３３回こどもの日演奏会を開催（５月） 

◇第２８回山梨県育精福祉センター訪問演奏会を実施（６月） 

◇夏合宿の実施（河口湖・あけぼの荘）（７月） 

◇甲府市障害者センター夏祭りで演奏を実施 （８月） 

◇山梨県体育まつり開会式に出演（９月） 

 

■定期演奏会 

第３４回定期演奏会 

◇開催月日：２月１７日  会場：甲府市総合市民会館（芸術ホール） 

◇曲目：第１部：輝く日への前奏曲､風紋､クラウドスプリッターファンファアーレ 

        イーグルクレスト  

第２部：マーチングステージ 

第３部：ルパン３世のテーマ､ミセスロビンソン、マンボ・マンボ・マンボ、 

    メキシコの祭り Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ（全曲 バンダ ： ひたちなか市民吹奏楽 



団） 

（ench.）イマジン､追憶のテーマ 

◇指揮：坂本 修、矢野 健一郎 

 

■コンクール・コンテスト 

◇第４２回山梨県吹奏楽コンクール（山梨県民文化ホール大ホール） 

 課題曲：追想～ある遠い日の～ （岡田 宏） 

 自由曲：「アメリカの騎士」より選ばれし者（Ｓ．メリロ） 

 指揮：坂本 修（60名） ※銀賞 

 

２００３年（平成１５年）                           

■出来事・演奏活動 

◇第34回こどもの日演奏会：甲府市総合市民会館(５月) 

◇第29回山梨県立育精福祉センター訪問演奏会(６月) 

◇第43回山梨県吹奏楽コンク－ル：山梨県民文化ホール(８月) 

◇イースト子ども広場ミニコンサート：甲府市東公民館（８月） 

◇第３回甲府市障害者センター訪問演奏「夏祭り」（東海大甲府高校と合同）(８月) 

◇山梨県体育祭り開会式演奏 小瀬スポーツ公園(９月) 

◇湯けむりツアー（草津温泉）（９月） 

◇甲府市交響詩「遙かなる時をこえて」：甲府市総合市民会館(１０月) 

◇山梨県定時制・通信制高等学校教育祭 （東海大甲府高校と合同）：中央高校(１０月) 

◇山城小学校音楽教室：山城小学校(１１月) 

◇甲府文化協会文化祭（東海大甲府高校と合同）：甲府市総合市民会館(１１月) 

◇第３回市立甲府病院訪問演奏「やすらぎクリスマスコンサート」(１２月) 

◇第27回山梨県アンサンブルコンテスト：山梨県民文化ホール（１２月） 

 

■定期演奏会 

第３５回定期演奏会 

◇開催月日：２月１6日  会場：甲府市総合市民会館（芸術ホール） 

◇曲目：第１部：フローレンティナー行進曲、たなばた、アルメニアンダンス・パー 

トⅠ 

    第２部：オブラディ・オブラダ、ララのテーマ、ディズニーメドレーⅡ 

        ボレロ・イン・ポップス 

◇指揮：坂本 修、七沢 秀人、田中 正司 

 

■コンクール・コンテスト 

◇第４３回山梨県吹奏楽コンクール（山梨県民文化ホール大ホール） 

 課題曲：虹色の風 （松尾 善雄） 

 自由曲：夜の闇の中で．．．そして日の光の中へ （Ｓ．メリロ） 

 指揮：坂本 修（60名） ※銀賞 



◇第２７回全日本アンサンブルコンテスト山梨県大会（山梨県民文化ホール） 

 バリ・チューバ３重奏      ※銅賞 

 

２００４年（平成１６年）                           

■出来事・演奏活動 

◇第36回定期演奏会：甲府市総合市民会館  (２月) 

◇第３回甲府市光風寮訪問演奏会：甲府市光風寮（３月） 

◇第35回こどもの日演奏会：甲府市総合市民会館(５月) 

◇団内ミニコンサート（東公民館３Ｆホール）（６月） 

◇第44回山梨県吹奏楽コンク－ル：山梨県民文化ホール(８月) 

◇イースト子ども広場ミニコンサート：甲府市東公民館（８月） 

◇山梨県体育祭り開会式演奏：小瀬スポーツ公園(９月) 

◇甲府市交響詩「遙かなる時をこえて」：甲府市総合市民会館(１０月) 

◇湯けむりツアー：もんじゃ屋形船＋吹奏楽コンクール全国大会鑑賞（１０月） 

◇第30回山梨県立育精福祉センター訪問演奏会(１１月) 

◇第４回市立甲府病院訪問演奏「やすらぎクリスマスコンサート」(１２月) 

◇第28回山梨県アンサンブルコンテスト：山梨県民文化ホール（１２月） 

 

■演奏会 

第３６回定期演奏会 

◇開催月日：２月１5日  会場：甲府市総合市民会館（芸術ホール） 

◇曲目：第１部： サモン・ザ・ヒーロー、東北地方の民謡によるコラージュ 

                   シンフォニア・ノビリッシマ 

    第２部：ブラックライト・ミュージカル 

                   ～白雪姫・リトルマーメイド・美女と野獣・アラジン～ 

                   久石譲 作品集２、ジャパニーズ・グラフティーⅣ 

      第３部：組曲「展覧会の絵」（全曲） 

◇指揮： 坂本 修、木内 憲一、小俣 広弥 

 

■コンクール・コンテスト 

◇第４４回山梨県吹奏楽コンクール（山梨県民文化ホール大ホール） 

 課題曲：エアーズ （田島 勉） 

 自由曲：ソング・アンド・ダンス （鈴木 英史） 

 指揮：木内 憲一（55名） ※銀賞 

◇第２８回全日本アンサンブルコンテスト山梨県大会（山梨県民文化ホール） 

 金管６重奏：ブラスクワイアのための交響曲（V.Ewald）※銅賞 

 

２００５年（平成１７年）                           

■出来事・演奏活動 

◇第37回定期演奏会：山梨県民文化ホール(２月) 



◇甲府地区吹奏楽祭（駿台甲府高校吹奏楽部と合同）：山梨県民文化ホール（２月） 

◇第４回甲府市光風寮訪問演奏会：甲府市光風寮（３月） 

◇第３６回こどもの日演奏会：甲府市総合市民会館（５月） 

◇第３１回育精福祉センター訪問演奏会（６月） 

◇強化合宿：河口湖・あけぼの荘（７月） 

◇第4５回山梨県吹奏楽コンク－ル：山梨県民文化ホール(８月) 

◇イースト子ども広場ミニコンサート：甲府市東公民館（８月） 

◇山梨県体育祭り開会式演奏：小瀬スポーツ公園(９月) 

◇甲府市交響詩「遙かなる時をこえて」：甲府市総合市民会館(１０月) 

◇甲府市文化祭：甲府市総合市民会館（１１月） 

◇甲府市立貢川小学校音楽教室(１１月) 

◇第５回市立甲府病院訪問演奏「やすらぎクリスマスコンサート」(１２月) 

 

■定期演奏会 

第３７回定期演奏会 

◇開催月日：２月６日  会場：山梨県民文化ホール（小ホール） 

◇曲目：第１部： アルセナール、朝鮮民謡の主題による変奏曲 

                   コーラル・ブルー～沖縄民謡「谷茶前」の主題による交響的印象～ 

                   三日月に架かるヤコブのはしご 

    第２部： 映画「ジュラシック・パーク」より 

                     ジュラシック・パーク・サウンドトラック・ハイライト 

                   映画「ハリー・ポッターと秘密の部屋」より 

                     ハリーの不思議な世界 

                   ジャパニーズ・グラフティーⅨ いい日旅立ち  

            ～秋桜～プレイバックPart2～イミテイション・ゴールド～いい日旅立ち～ 

                   ソーラン・ファンク 

          ハレルヤ！ 

                  （ゲスト） ヤマハ・ゴスペルクワイア 

◇指揮：木内 憲一、瀬川 修平、小俣 広弥  

■コンクール・コンテスト 

◇第４５回山梨県吹奏楽コンクール（山梨県民文化ホール大ホール） 

 課題曲：マーチ「春風」（南 俊明） 

 自由曲：映画音楽「ベルリン陥落」より（Ｄ．ショスタコーヴィッチ） 

 指揮：石津 成人（55名） ※銀賞 

 

２００６年（平成１８年）                           

■出来事・演奏活動 

◇第38回定期演奏会：甲府市総合市民会館（芸術ホール） 

◇第37回こどもの日演奏会：甲府市総合市民会館（５月） 

◇第32回育精福祉センター訪問演奏会(６月) 



◇第46回山梨県吹奏楽コンク－ル：山梨県民文化ホール（８月） 

◇イースト子ども広場ミニコンサート：甲府市東公民館（８月） 

◇山梨県体育祭り開会式演奏：小瀬スポーツ公園(９月) 

◇甲府市交響詩「遙かなる時をこえて」：甲府市総合市民会館(１０月) 

◇甲府市文化協会３０周年記念公演「なまよみ」（１１月） 

◇甲府市文化祭：甲府市総合市民会館（１１月） 

◇第6回市立甲府病院訪問演奏「やすらぎクリスマスコンサート」(１２月） 

      

■定期演奏会 

第３８回定期演奏会 

◇開催月日：3月5日  会場：山梨県民文化ホール（小ホール） 

◇曲目：第１部：音楽祭のプレリュード、吹奏楽のための民話、海へ…吹奏楽の為に 

  

          ロマネスク、「コリアン・ダンス」より第３楽章  

第２部：宝島、ジャパニーズ・グラフィティーⅩ「時代劇絵巻」 

    ソング・オブ・ライフ、（『世界遺産』テーマ曲）  

    映画「パイレーツ・オブ・カリビアン」～呪われた海賊～より 

◇指揮：石津成人、杉村孝一 

 

■コンクール・コンテスト 

◇第４６回山梨県吹奏楽コンクール（山梨県民文化ホール大ホール） 

 課題曲：海へ...吹奏楽の為に（三澤 慶） 

 自由曲：Korean Dancesより Ⅲ.Rondo-Finale（ Chang Su KOH） 

 指揮：向山 こころ（55名） ※銀賞 

 

２００７年（平成１９年）                           

■出来事・演奏活動 

◇第39回定期演奏会：山梨県民文化ホール(２月） 

◇甲府地区吹奏楽祭：甲府市総合市民会館(２月） 

◇甲府市文化協会主催行事(２月） 

◇第6回甲府市光風寮訪問演奏会：甲府市光風寮(３月） 

◇第38回こどもの日演奏会：甲府市総合市民会館（５月） 

◇第33回育精福祉センター訪問演奏会(６月) 

◇第47回山梨県吹奏楽コンク－ル：山梨県民文化ホール（８月） 

◇イースト子ども広場ミニコンサート：甲府市東公民館（８月） 

◇山梨県体育祭り開会式演奏：小瀬スポーツ公園(９月) 

◇第１３回西関東吹奏楽コンクール（９月） 

◇甲府市交響詩「遙かなる時をこえて」：甲府市総合市民会館(１０月) 

◇山城小学校音楽教室（１０月） 

◇里垣小学校音楽教室（１２月） 



◇第7回市立甲府病院訪問演奏「やすらぎクリスマスコンサート」(１２月） 

 

■定期演奏会 

第３９回定期演奏会 

◇開催月日：２月４日  会場：山梨県民文化ホール（小ホール） 

◇曲目：第１部：ファンファーレ”Ｓ・Ｅ・Ａ”、マスク、アレルヤ！ラウダムス・ 

テ 

          トゥーランドット  

第２部：アマデウス、浮かれる！～モーツァルト・メドレー～ 

    アメリカン・グラフティーⅩⅤ、坂本九スタンダードメドレー  

    リバーダンス 

◇指揮：向山こころ 

 

■コンクール・コンテスト 

◇第４７回山梨県吹奏楽コンクール（山梨県民文化ホール大ホール） 

 課題曲：マーチ「ブルースカイ」（高木 登古） 

 自由曲：太陽への賛歌－大地の鼓動（八木澤 教司） 

 指揮：向山 こころ（50名） ※金賞（県代表） 

◇第１３回西関東吹奏楽コンクール（所沢市民会館） ※ 銅賞 

◇第３１回山梨県アンサンブルコンテスト（山梨県民文化ホール小ホール） 

 フルート３重奏：「３つの牧歌より」Ⅰ楽章、Ⅲ楽章(H.Tomasi) ※銀賞 

 混声６重奏：「ウエストサイドストーリー」より アメリカ、マリア、サムシングカミ

 ング、サムウェア(L.Bernitein) ※銅賞 

 

 



 


