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京都府職域･一般吹奏楽連盟　
理事長　辻倉　浩二

ご あ い さ つ

2

　この度、京都府職域･一般吹奏楽連盟創立50周年を皆様と共に迎える事は、この上ない喜びであります。
　この50年の歩みを振り返りますと、1955年3月創立の京都府吹奏楽連盟より1970年に加盟団体増加
に伴い部門制となり、1971年4月に正式に発足し、私の高校時代の恩師でもあり、大谷高等学校で
指導・指揮をされておりました故木津清氏を理事長として職場団体4団体、一般団体3団体の合計7団
体で結成され、1975年から2代目田崎哲夫氏（島津吹奏楽団）、1979年から3代目木津清氏が復帰、
1981年から4代目大森幹夫氏【1985年から大森玉風氏、1989年から大森鳳鶴氏】（吹奏楽団ハイブリッ
ド⇒向日市吹奏楽団⇒アンサンブルビビッド）、1991年から5代目北村信夫氏（京都ウインドオーケスト
ラ）、1999年から6代目竹口正晃氏（Rits…Wind…Orchestra）、2007年から7代目饗庭正隆氏(吹奏楽ドレ
ミ⇒NEO吹奏楽団)、そして2015年からは私、辻倉浩二(大谷吹奏楽団)が8代目理事長に就任し、現
在に至っております。
　創設期は、京都府吹奏楽連盟主催の吹奏楽コンクール、西京極でのナイターコンサート、円山公
園音楽堂での土曜コンサート、京都会館でのブラスコンサートの参加のみで、連盟主催の行事は、忘
年会を鐘紡や関西電力の協力で、会社の施設を利用して開催していたのと、軽音楽連盟と共同行事で
「職域・一般音楽会」を京都市の協賛で開催していた位だと生前の木津清氏より聞いております。
　現在では、諸先輩方のご尽力により、職場団体1団体、一般団体27団体が加盟する団体になってお
ります。
　この50年の間、周年行事としてパーティーの開催やＣＤの作成、バンドフェスティバルにプロのゲスト
プレイヤーに演奏を依頼、ビッグバンドフェスティバルに委嘱作品の作曲を依頼等しており、今回はこ
の記念誌の作成となりました。又､ 現在の活動と致しましては、京都府吹奏楽連盟主催の吹奏楽コン
クール、アンサンブルコンテストへの参加、京都市・京都市芸術文化協会主催のビッグバンドフェスティ
バルへの参加、当連盟主催の京都駅ビル大階段での「駅の音楽会」、ホールを借りての「バンドフェ
スタ」を主軸に毎月1回の理事会を開催し運営を行っております。
　しかしながら、今年度は、コロナ禍の中ほとんどの行事を苦渋の決断ではありましたが中止に致しま
した。又、加盟団体におきましても練習や演奏会がなかなか出来ない状態だとも聞いております。今後
このコロナ禍の中でどの様な活動が出来るかわかりませんが、小学生、中学生、高校生、大学生が
社会人になっても吹奏楽をやりたいと思う楽団運営のお手伝いや、
地域文化活動に貢献できる組織であり続けたいと考えております。
　最後になりましたが、常に当連盟を支えてくださっている京都府
吹奏楽連盟の皆様、当連盟の諸先輩方、加盟団体のメンバーや
家族の皆様に御礼を申し上げるとともに、今後も変わらぬ御援助
を賜りますよう重ねてお願い申し上げ、ご挨拶とさせて頂きます。



　京都府職域・一般吹奏楽連盟創立50周年誠におめでとうございます。
　半世紀もの間、途絶えることなく京都府の職域・一般の吹奏楽文化を継承されてきましたことに敬意
を表します。
　私は小学校勤務の傍ら、「大住シンフォニックバンド」の常任指揮者として数々の連盟行事に参加さ
せていただきました。京都府吹奏楽コンクールをはじめ、京都府アンサンブルコンテスト、駅の音楽会、ビッ
グバンドフェスティバルなどにおいて、演奏者が気持ちよく本番に臨めるよう全力でサポートされる姿を拝
見し、いつも感激しておりました。
　学校の吹奏楽部で楽器を学んだ子どもたちが、大人になっても音楽を楽しめる場として、職域・一般
の吹奏楽団は大変大きな役割があると思います。今後も吹奏楽愛好家の受け皿として、文化の継続に
力を貸していただければ幸いです。
　結びに、京都府職域・一般吹奏楽連盟の今後益々のご発展と、加盟団体の指導者と団員の皆様の
より一層のご活躍をお祈りしてお祝いの言葉とさせていただきます。

京都府小学校吹奏楽連盟　
理事長　尾崎　雅規

創立50周年をお祝いして

　京都府職域・一般吹奏楽連盟の皆さま、創立50周年おめでとうございます。ここ京都において、長年
にわたりバンド活動を育み、その発展のために努力してこられたことに敬意を表すとともに、平素、本連
盟の活動にご理解、ご協力を賜っておりますことに対し、心より感謝申し上げます。
　さて、近年、「働き方改革」が推進され、労働環境の整備・改善が図られてきました。このような中、
新型コロナウイルスの感染が拡大し、生活様式までも変えねばならず、私たちの「生活のあり方」「働き
方」は一変しました。同時に、皆さまの練習環境も変化し、新しい形を模索することが求められるように
なりました。
　しかし、このような逆境の中にあっても、皆さまは揺るぎない活動を続けてこられました。「音楽への愛」
と「人への愛」によるものだと確信しております。今後は、これまで以上に「共助」、「共生」が大切に
なると予測されますが、皆さまはこれらを活動を通じ具現化してこられました。先述した二つの愛を礎とし、
団体の枠組みを超えた「和」を大切にしてこられた多くの活動が、これを証明しています。　
　最後になりましたが、京都府職域・一般吹奏楽連盟のさらなる発展を祈念するとともに、皆さんの人
生が、音楽を通じ豊かになり、活動の場にたくさんの笑顔が溢れることを願っております。

京都府吹奏楽連盟・京都府高等学校吹奏楽連盟　
理事長　林　　晃

京都府職域・一般吹奏楽連盟創立50周年を
お祝いして
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　京都府職域・一般吹奏楽連盟創立50周年、誠におめでとうございます。
　京都府吹奏楽連盟の組織拡大のため、昭和46年に私たち中学校、ならびに高等学校、大学とともに
職域一般の部門連盟が発足して以来、皆様方のたゆみない熱意とご努力によって年々発展の途をたどっ
てこられ、今では28団体を擁する連盟としてご発展されましたことに心から敬意を表するものであります。
　近年、日本の社会において学校での部活動の在り方が大きく変わろうとしています。職域一般の部門は、
その流れの中で重要な役割を持つことが期待されています。生涯学習や地域活動という今までより更に
大きな枠組みの中で、楽器を演奏する楽しみを感じた生徒たちには、学生時代の活動で燃え尽きること
なく、生涯に渡って音楽を楽しむことができるような環境を創っていくことが重要だと感じています。
　現在、コロナ禍での職域一般におけるバンド活動は、学校での活動以上に数多くの困難があり、どの
団体も大変なご苦労をされているかと思いますが、文化・芸術の火を消すことは、あってはいけないと考
えています。新しい生活様式の中で、活動可能なあり方を模索し、再び、多くの皆さんが音楽の力で元
気を取り戻せる日が来ることを願うとともに、貴連盟の益々のご発展を祈願し、お祝いの言葉とさせてい
ただきます。

京都府中学校吹奏楽連盟　
理事長　服部　信自

お祝いの言葉
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　京都府職域・一般吹奏楽連盟創立50周年おめでとうございます。
　京都府吹奏楽連盟は1955年に中学15校・高校３校で結成されました。それ以降、中・高の加盟団
体が増加し、職場は鐘紡・島津・大丸・ユニチカ・舞鶴造船など、そこに大学も加わり、連盟創立前
から京都市が行なっていたブラスコンサートや土曜コンサートも出演制限をするほどになっていきました。
1964年には関西吹奏楽コンクールが予選制度になって、京都府吹奏楽連盟の組織拡大のために1970年
に中学・高校・大学・一般職域の４部門が独立発足しました。
　当初は職場から島津の代表者に連盟運営にも関わっていただき、1980年代初めまで大丸・ユニチカ
が長く加盟していました。職場での活動は人数や経費の面でご苦労されていたのだと思われますが、現
在職場の加盟団体が激減しているのは残念です。1970年の京都ナイターコンサートに職域一般バンドが
合同で参加したことを機に一般団体が相次いで誕生し、加盟団体が増加していきました。しかしながら、
独立発足当時職場４、一般３だったものが現在の団体数に至っているのは、長年の加盟団体の努力の
賜物だと敬意を表します。
　一般にしても職場にしても、仕事をしながらそれぞれの楽団で活動されています。今後とも皆様の生活
の潤いの場として、また、中・高生、大学生の卒業後の受け皿としても、より一層発展されますことを
お祈りします。

京都府吹奏楽連盟顧問・　
大学吹奏楽連盟理事長　磯部　将門

創立50周年を祝して



京都ビッグバンドフェスティバル
　「京都ビッグバンドフェスティバル」には、当連盟
に加盟する団体から有志を募って、一つのバンドと
して参加しています。総勢100名程度となり、学生
から社会人まで幅広い層が集まります。この機会
を心待ちにしている出演者も多く、まさにフェスティ
バル！…参加メンバーは、大きな舞台・編成での大
曲に挑む緊張感と、他団体の団員さんとの交流を
楽しんでいます。また指揮者は毎年、我々にゆか
りのある方をお迎えしており、団員も普段の演奏と
は異なる世界に引き込まれます。これもビッグバン
ドフェスティバルの醍醐味ですね！今年は情勢下か
ら、残念ながらビッグバンドフェスティバルも中止
を余儀なくされましたが、我々の演奏をお聴きいた
だける日を待ち望んでいます！

バンドフェスタ
　…｢バンドフェスタ｣ は、京都府職域・一般吹奏
楽連盟の加盟団体による合同演奏会です。ここ数
年は10 ～ 11月の秋に京都市内の文化会館のホー
ルで開催をしています。年ごとに様々な企画が練ら
れ、吹奏楽のフルバンドだけでなく、ソロやアンサ
ンブルの団体があったりと、ステージ構成も様々で
す。｢駅の音楽会｣ とは異なり、ホールでの演奏
会ですので、ご来場いただいたお客様には、客席
でゆっくりとお楽しみいただけます。各出演団体はク
ラシックで勝負する団体もあり、ポップスで盛り上げ
る団体もあり、それぞれ趣向を凝らして演奏します。
　2019年10月22日には加盟団体のうち8団体が出
演し、京都市右京ふれあい文化会館ホールにて ｢
バンドフェスタ2019｣ を終了しました。天候にも恵
まれ、たくさんのお客様にお越しいただくことがで
きました。2020年度は残念ながら開催することが
できませんでしたが、いずれまた開催できるように
願って次年度も企画しています。

バンドフェスタは 

京都府職域・一般吹奏楽連盟 加盟団体による 

吹奏楽演奏会です 

開場 13：00 開演 13：30 

右京ふれあい文化会館 ホール 

2019.10.22（火） 

22001199  

主催：京都府職域・一般吹奏楽連盟 
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駅の音楽会
　…「駅の音楽会」は、春（５月頃）・秋（９月頃）の年2回、
京都駅ビルの大階段（室町小路広場）で開催している
演奏会で「駅音」の愛称で親しまれています。
　ステージでは、京都府職域・一般吹奏楽連盟に加盟
の楽団による演奏が繰り広げられ、流行りのポップス曲
から往年の名曲、クラシックなど様々な演奏を楽しむこ
とができます。また、ダンスなど趣向を凝らした演出も見
どころで、演奏を聴くだけでなく、見ても楽しいイベント
です！
　客席は広場から続く大階段で、好きなタイミングで腰
掛けて演奏を聴くことができ、お買い物や観光などの途
中に気軽に立ち寄れるのも屋外の演奏会ならではの魅力
です。演奏の音を聴いてふらりと立ち寄られる方も多く、
開放的に演奏を楽しめる人気のイベントとなっています。
　気持ちの良い季節、一緒に駅ビルの大階段で音楽を
楽しみませんか？イベントの情報は京都府職域・一般
吹奏楽連盟のホームページから確認できますので是非
チェックしてください！
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楽団名
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楽団PR
・HP　

・E-mail 
suifes.kyoto@gmail.com

・Facebook 
@suifes.kyoto　

・Twitter
@suifes_kyoto

・Instagram 
@suifes_kyoto　

・Line

年間の 
本番スケジュール、 
出演イベント

自主企画イベント「海の京
都」吹奏楽フェスタを舞鶴
赤れんがパーク、西市民プ
ラザなどで年１～２回開
催。舞鶴市を中心に様々な
イベントに参加しています。
当楽団とFMまいづる77.5 
Marine Station Kyotoは、
海の京都吹奏楽フェスタ
や、舞鶴赤れんがパーク
や京都北部の観光地での
マーチングイベントなどを
一緒に開催して頂ける楽
団や団体の皆さんと積極
的に交流しています。皆さ
んからのご連絡をお待ちし
ています。

楽団概要

設立年月：2019年5月
活動拠点：舞鶴市
代表者名：時岡　浩二
指揮者名：田中　宏幸
団 員 数：38名

設立の経緯、 
エピソード

FMまいづる77.5 Marine 
Station Kyotoが開局３周
年、令和改元を迎えた令和
元年５月に開催した第１回

「海の京都」吹奏楽フェス
タをきっかけにスタートし
た有志による吹奏楽団で
す。舞鶴市を中心に「海の
京都」で吹奏楽を通した地
域の活性化や観光振興に
取り組んでいます。

メンバーの特徴

田中宏幸先生（元京都橘高
等学校吹奏楽部顧問）の
指導のもと様々な地域や団
体から参加者を迎えて活動
しています。年齢、所属を問
わず、どなたでも随時ご参
加頂けます。舞鶴市外から
の参加も歓迎です。

練習スケジュール 
＆主な練習会場

練習は不定期で月1～2回
程度、主に土曜日もしくは
日曜日で、日程はHP、SNS
で公開しています。
◆練習会場　
　舞鶴市西市民プラザ　
◆参加費　500円／回　
◆参加申込　
　suifes.kyoto@gmail.comまで

「海の京都」吹奏楽団
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楽団PR
当団は、定期演奏会を中
心に自分たちのやりたい音
楽をどう表現するかにこだわ
り、各団員が自分に厳しく
練習に取り組んでおります。
演奏会は定期演奏会以外に
も連盟主催の演奏会への参
加や、ビールを飲みながら
ドイツポルカやワルツを演奏
するイベントなどを企画開催
しております。また、40年以
上続くドイツの楽団St.Vitus
との交流は、深い友情と絆
で結ばれており、私達の音
楽づくりや人生観に大きな
影響を与えています。
昭和の雰囲気も残る楽団で
すが、仲間との演奏を楽し
んでいます。
入団希望や練習見学など
は、お気軽にお問い合わせ
下さい。
お問い合わせ先：
webmaster@espoirkyoto.jp
ホームページ
http://espoir-kyoto.jp

設立の経緯、 
エピソード
エスポワール吹奏楽団は、
1961年12月に 花 園 高 等
学校OB吹奏楽団として25
名のメンバーにより発足し
ました。翌年には他校卒
業生や一般社会人も参加
し、名称も「明日に希望を」
という意味でフランス語の

「エスポワール吹奏楽団」
としました。
楽団設立当初より楽団創
設者である仁井田邦夫先
生の強力なリーダーシップ
のもと数々のイベントを企
画し、海外の楽団との交
流も盛んに行われました。　　　
1999年10月、長年ご指導
いただきました仁井田邦夫
先生が他界され、団の存
続が一時危ぶまれました
が、皆様のご理解ご指導
と団員の情熱により、第2
代常任指揮・音楽監督と
して葛城武周先生をお迎
えし、音楽へのこだわりと
情熱は変わることなく、こ
れまで以上に幅広い音楽
に取り組んでいます。

メンバーの特徴
10代から70代と幅広い年
代の団員で構成されていま
す。昔は男性の楽団という
イメージでしたが、今では
女性も多く中心的な存在と
して活躍しています。歳を重
ねても仲間と共に楽器を吹
き続け音楽を楽しみたいと
いう個性豊かなメンバーが
楽しく活動しています。

年間の 
本番スケジュール、 
出演イベント
毎年4月・定期演奏会、
毎年9月・京都駅ビルコン
サート出演、その他自主企
画により随時イベント開催

エスポワール吹奏楽団

楽団概要

設立年月：1961年12月
活動拠点：京都市右京区
代表者名：田中　純一
指揮者名：葛城　武周
団 員 数：45名

練習スケジュール 
＆主な練習会場
毎週木曜日の19：00～21：
00、花園高校、京都両洋高
校
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年間の 
本番スケジュール、 
出演イベント

4月…定期演奏会
5月…駅の音楽会(京都駅
ビルコンサート・吹連行事)
8月…吹奏楽コンクール
(吹連行事)、北部夏祭り
9月～ 11月…地域の依頼
演奏等
12月…クリスマスコンサー
ト
1月…アンサンブルコンテス
ト(吹連行事)
2月～ 3月…地域の依頼演
奏等

楽団概要

設立年月：1990年4月
活動拠点：京田辺市
代表者名：野島　健司
指揮者名：尾崎　雅規
団 員 数：59名

設立の経緯、 
エピソード

京田辺市立大住中学校吹
奏楽部のOB吹奏楽団とし
て活動を開始し、1990年
に社会人吹奏楽団として
設立されました。

メンバーの特徴

大住中学校吹奏楽部のOB
を含む京田辺市周辺の地
域住民に加え、様々な地
域から吹奏楽が大好きな
学生と社会人が集まり、活
動しています。入団条件とし
て、高校生を除く18歳以上
であることが必要ですが、
最近ではそのような若手の
団員も増え、世代を超えて
音楽を楽しんでいます。

練習スケジュール 
＆主な練習会場

毎週日曜日の午後から
京田辺市北部住民セン
ター

大住シンフォニックバンド

楽団PR
大住シンフォニックバンド
は京田辺市の地域活動に
参加し、音楽を通じてよ
り良い人間関係を形成す
ることを目指して活動して
います。吹奏楽コンクー
ルにおいては、1992年に
初出場し、京都府大会に
て金賞・代表を受賞。そ
れ以来28年間で22回、関
西吹奏楽コンクールに出
場しています。また、定
期演奏会やクリスマスコン
サートなどの自主公演も開
催しています。そして、当
団では団員を大募集中で
す。世代を問わず吹奏楽
を楽しめます！気になった
方は是非ホームページや
Facebook、Twitterへ！
・HP
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メンバーの特徴

大谷高等学校のOB・OG
が集まっています。先輩後
輩関係なく、年齢層の幅広
さは感じません。

練習スケジュール 
＆主な練習会場

毎週土曜日18：00～19：30　
大谷高等学校

年間の 
本番スケジュール、 
出演イベント

7月　定期演奏会
9月　駅の音楽会 出演
その他　依頼演奏など

楽団概要

設立年月：1972年
活動拠点：京都市東山区
代表者名：伊豆田　真弓
団 員 数：30名

設立の経緯、 
エピソード

京都府の職域・一般吹奏
楽連盟の設立直後、コン
クール参加団体が少数で
あったため、その時の指
導者がOBを集めて急造し
たことが始まりです。

大谷吹奏楽団

楽団PR
年に1回の定期演奏会で
は大谷中・高等学校の現
役生と一緒に演奏したり、
社会福祉施設での依頼演
奏をしています。
・Facebook

@ohtanibrass1972
・楽団ブログ
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楽団PR
団員同士の和と地域の
方々とのふれあいを大切
に、楽しく活動しています。
吹奏楽を愛する仲間たち
の輪を広げ、親しまれる
楽団を目指して団員も募
集中です。ホームページも
ご覧下さい。
・HP

年間の 
本番スケジュール、 
出演イベント

毎年3月の定期演奏会と8
月の亀岡たそがれコンサー
トを始め、亀岡市や各種
団体からの依頼演奏、吹
連行事の駅の音楽会や
様々なイベント参加など。

楽団概要

設立年月：1978年1月
活動拠点：亀岡市
代表者名：河原林　茂美
指揮者名：冨田　洋司
　　　　　武田　大蔵
団 員 数：49名

設立の経緯、 
エピソード

亀岡市内の吹奏楽愛好家
の「生涯にわたって楽器を
楽しみたい」という想いのも
と、1978年に発足しました。

メンバーの特徴

メンバーは亀岡市内だけで
なく、北は南丹市美山町、
南は京都市から集まり活
動しています。年齢層も幅
広く、下は高校生から上は
60代までと3世代に渡って
います。親子で参加してい
る団員もいて、まさに「大き
な家族」という感じです。

練習スケジュール 
＆主な練習会場

毎週金曜日及び第2・第4
土曜日の20：00～22：00、
亀岡市総合福祉センター

亀岡市吹奏楽団
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楽団PR
・HP

・Twitter
@kizugawaWO

・Facebook
@kamowindoorchestra

木津川ウインドオーケスト
ラの合奏は、ただ曲を合
わせるだけのものとは少し
違います。皆、中西先生
のユニークで的確な指導に
どっぷり漬かり、休憩中にも

『音の出し方は？』、『タン
ギングの仕方は？』、など
の話題で盛り上がっていま
す。じっくり楽器と向き合
いながら、皆で成長してい
ける楽団です。興味のある
方、ぜひご連絡ください。

設立の経緯、 
エピソード

当団は、相楽郡加茂町（現
木津川市）に地域の文化
活動の拠点として加茂町文
化センター（現加茂文化
センター）が建てられたこ
とをきっかけに、1993年に
創設されました。長年「加
茂ウインドオーケストラ」の
名称で活動してきましたが、
市町村合併により加茂町が
木津川市となって発展して
いく中で、2018年に「木津
川ウインドオーケストラ」へ
名称変更しました。木津川
市にある吹奏楽団として、
さらに広く親しんでいただけ
るようにと活動しています。

メンバーの特徴

小編成でアットホーム、上
はお孫さんがいる60代から
下は20代までとメンバーの
年齢層は幅広く、音楽監督
である中西勲先生（大阪音
楽大学講師）のご指導のも
と、心温まるハーモニーを
奏でることを目指し、日々練
習を重ねています。

練習スケジュール 
＆主な練習会場

週1回　日曜もしくは土曜
(主として夜)、木津川市加
茂文化センターにて

年間の 
本番スケジュール、 
出演イベント

年１回の定期演奏会開催、
「駅の音楽会」出演、「か
も野外音楽フェスタ」「か
もまつり」など地域のイベ
ント出演、また福祉施設
やその他、地域の施設か
らの依頼演奏など。

楽団概要

設立年月：1993年4月
活動拠点：木津川市
代表者名：鹿野　美知子
指揮者名：中西　勲
団 員 数：24名

木津川ウインドオーケストラ
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年間の 
本番スケジュール、 
出演イベント

過去の参加実績
9月…マーチングコンテスト
京都府大会(吹奏楽連盟
行事)
10月…マーチングコンテス
ト京都府大会(マーチング
協会行事)
11月…マーチングコンテス
ト関西大会(マーチング協
会行事)
1月 …Winter Marching 
Party、京都府アンサンブ
ルコンテスト(吹奏楽連盟
行事)、ビッグバンドフェス
ティバル(吹奏楽連盟行事)
2月…マーチングパーカッ
ション全国大会(マーチン
グ協会行事)
etc……

楽団概要

設立年月：2019年2月
活動拠点：京都府・滋賀県
代表者名：木村　悠
団 員 数：30名

設立の経緯、 
エピソード

「各々が上手くなることを目
指した純度の高い活動がし
たい」という思いを抱いた代
表が、その実現のために「自
分でチームを作る」という
結論に至り、約1年4ヶ月の
準備期間を経て、2019年2
月24日(日)に結成しました。
活動1年目では、代表が昔
作った曲を使用しました。

「はるか昔の地上の覇者
たる恐竜の名を冠し、その
雄々しさ、本能に従う姿勢
にあやかろう」と、このチー
ム名になりました。

メンバーの特徴

高校生から、30代の社会人
まで参加しています。他の楽
団と比べたら、平均年齢は
かなり若めでしょうか？
中学や高校、他のマーチン
グ団体で経験を積んでき
た人もいますし、一方で入
団当初は全くの未経験者
だった人もいます。

練習スケジュール 
＆主な練習会場

毎週日曜日 9:00～17:00(大
会前は時間が前後します)
淀川河川公園大山崎地区
や、京都府内・滋賀県内の
体育館を借りて練習してい
ます。

吉祥院ザウルス

楽団PR
吉祥院ザウルスは、京都府
職域・一般吹奏楽連盟では
唯一のマーチングバンドです。

「各々がやるべき事に努め、
週末に120%楽しむ集団」を
モットーに、自分自身の役割
を自覚し、目標達成のため
にベストを尽くすことを考え
ながら日々活動しています。
現在は、吹奏楽連盟やマー
チング協会のマーチングコン
テスト、アンサンブルコンテ
スト、その他マーチングイベ
ントに参加させて頂いていま
す。
毎年春に団員を募集し、一
年を通して一緒に活動してく
れる仲間を探しています！
入団や見学希望、質問等は
いつでもお気軽にお問い合わ
せください。
Twitter:@zaurus2019
Instagram:@zaurus2019
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メンバーの特徴

10代から60代の幅広い年
齢・職業の団員が在籍して
います。

練習スケジュール 
＆主な練習会場

毎週月曜日の18：00～21：
30、ベアティホール

年間の 
本番スケジュール、 
出演イベント

毎年1月・新春コンサート
毎年5月・定期演奏会
毎年8月・吹奏楽コンクー
ル

楽団概要

設立年月：1980年
活動拠点：向日市
代表者名：井ノ口　司
指揮者名：梶原　正之
団 員 数：52名

設立の経緯、 
エピソード

元関西フィルハーモニー
管弦楽団クラリネット奏者 
故寺澤嘉記の呼びかけに
より発足しました。

京都ウインドオーケストラ

楽団PR
いい音楽を目指して楽しく
明るく練習しています。合
奏は19時30分からですが、
仕事や学業などで遅れて
参加する団員もいます。年
齢層も幅広く、親しみやす
いメンバーがそろっていま
す。
当団では一緒に音楽を楽
しみたいという仲間を随時
募集しています。興味のあ
る方はぜひ一度ご連絡く
ださい。
・HP

・Facebook
@kyotowindorchestra
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年間の 
本番スケジュール、 
出演イベント

3月…北山スプリングコン
サート（定期演奏会）
4月…北山MMコンサート
5月または9月…駅の音楽会

（吹連行事）
8月…吹奏楽コンクール

（吹連行事）
9月…北山MMコンサート
10月…バンドフェスタ（吹
連行事）
12月…クリスマスコンサート

楽団概要

設立年月：1999年4月
活動拠点：京都市
代表者名：上々手　良夫
指揮者名：上々手　良夫
団 員 数：47名

設立の経緯、 
エピソード

1999年4月に現代表の呼び
かけにより発足しました。
創立当初の団員数は44名。

メンバーの特徴

それぞれ仕事を持った社会
人や学生を中心に、高校生
から60代まで、幅広い年齢
層で構成されています。

練習スケジュール 
＆主な練習会場

毎週土曜日の18:00～21:30
京都市右京ふれあい文化
会館/京都市東部文化会
館/京都市西文化会館ウ
エスティ/京都市呉竹文化
センター

京都北山吹奏楽団

楽団PR
京都北山吹奏楽団は1999
年4月に発足し、活動22
年目となります。
毎年3月に開催している定
期演奏会「北山スプリン
グコンサート」や夏の吹
奏楽コンクール、その他
京都府職域・一般吹奏楽
連盟主催の演奏会をはじ
め、京都国際マンガミュー
ジアムや児童館など、地
域での演奏活動も積極的
に行っています。

「本番だけでなく、1回1回
の練習を楽しめる楽団で
ありたい」との思いから、
少しでも練習が充実し、
団員みんなの気持ちが一
つになれるよう心掛けてお
ります。そして、観客のみ
なさんに、そんな気持ちを
伝えることのできる演奏を
していけたら、と思います。
新団員さんも随時募集中！
演奏会や楽団についての
詳細情報はホームページ
をご覧ください！
・HP



楽団名

16

設立の経緯、 
エピソード

アンサンブルの魅力には
まってしまったクラリネット
仲間が集まり2005年に発
足しました。年々メンバー
が増えていき、アンサンブ
ル形式の演奏はもとより、
定期演奏会ではパーカッ
ションやストリングベース
を加えたクラリネットオー
ケストラ形式での演奏も精
力的に行なっています。

メンバーの特徴

20代から50代まで幅広い
層のクラリネット好きが集
まっています。ライフスタイ
ルに合わせて活動量が調
整できるので、いろいろな
職業の団員がいます。

練習スケジュール 
＆主な練習会場

練習スケジュールは変動
制、東山いきいき市民活
動センターや槇島コミュニ
ティセンターなど

年間の 
本番スケジュール、 
出演イベント

2月に定期演奏会を開催、
10 ～ 12月バンドフェスタ
出演
12月に地域のクリスマス会
での演奏
他にも依頼演奏は随時

楽団概要

設立年月：2005年3月
活動拠点：京都市東山区
代表者名：白石　裕子
指揮者名：田村　忠喜
団 員 数：28名

京都黒笛音楽隊

楽団PR
クラリネット(=黒笛)のみで
音楽を奏でる京都では珍
しい団体です。世の中に
クラリネットでできない曲
はない！をモットーに、ク
ラリネットアンサンブル曲
だけでは物足りず、様々な
ジャンルの曲を演奏してい
ます。アンサンブルコンテ
ストへの参加も積極的に
行ってきました。毎回大曲
に挑戦している定期演奏
会では、クラリネットが 30 
本並ぶクラリネットオーケ
ストラが圧巻!
活動内容はフェイスブック、
YouTubeでも発信中。
・HP

https://kurobue.jimdo.com/

・Facebook
@kyoto.kurobue
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練習スケジュール 
＆主な練習会場

毎週日曜日18:00～21:00
の定例練習とその他追加
練習日
ニューセンチュリースタジ
オ、京都市内施設

年間の 
本番スケジュール、 
出演イベント

春の定期演奏会、夏のコ
ンクール、秋の野外コン
サート（ミュージックメー
カーズin京都）、駅の音楽
会、依頼演奏（納涼祭、
クリスマスコンサート）そ
の他

楽団概要

設立年月：1960年11月
活動拠点：京都市
代表者名：上山　勝司
指揮者名：滝本　秀信
団 員 数：66名

設立の経緯、 
エピソード

音楽を続けていきたいとい
う純粋な気持ちから生まれ
た市民バンドです。現在も
毎年同じ気持ちで入団して
くださるメンバーの一人一
人に感謝しつつ活動を続
けています。
洛南中学校OBを主体とし
て、1960年11月3日「みなみ
吹奏楽団」の名称で誕生。
さらに飛躍前進するという
大きな意味をも込めて1964
年9月「京都吹奏楽団」に改
称し現在に至ります。

メンバーの特徴

毎週の練習を通して大学
生から社会人まで多彩な
メンバーが和気あいあいと
交流し、情熱をもって音楽
を楽しんでいます！
特に定期演奏会は一年で
最大のステージとして、意
欲的な選曲や演出で毎年
取り組んでいます。

京都吹奏楽団

楽団PR
1960年の誕生以来、幅広
いメンバー層とその活動か
ら、京都で最も伝統のあ
るアマチュア市民バンドと
して『京吹』の愛称で親
しまれています！新入団員
大歓迎です。ぜひ一度見
学にお越しください。
・HP

・ブログ

・Facebook
@kyo00sui
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設立の経緯、 
エピソード

今までにないスタイルの吹
奏楽団を目指そう！という
合言葉のもと、いくつかの
大学のOBOGが中心とな
り1993年に設立しました。

メンバーの特徴

創団当初のメンバーに加
え、演奏会を聴いて入団し
てくれたりと新しい仲間が
増えています。学生さんや
社会人、ママさんといろい
ろな人たちがいますよ！

練習スケジュール 
＆主な練習会場

練習は毎週土曜日の18:00
～21:30　主に京都市西
京文化会館ウエスティで
行っています。

年間の 
本番スケジュール、 
出演イベント

年1回の演 奏 会に加え、
お子様向けのミニコンサー
トや一般参加者さんとの
合同コンサートも開催して
います。そのほか地域のイ
ベント、施設への訪問演
奏等も行っています。

楽団概要

設立年月：1993年
活動拠点：京都市西京区

Kyoto Musikverein

楽団PR
私たちは『吹奏楽団京都
ムジークフェライン』です。
団の名称である「ムジー
クフェライン」はドイツ語の

【ムジーク＝音楽】＋【フェ
ライン＝集まり、協会】を
意味しています。その名の
通り音楽が大好きな仲間
が集まっています。
団員にはずっと楽器を続け
ている人もいれば、しばら
く楽器に触っていなかった
ブランクのあるメンバーも
たくさんいます。人数の多
いバンドではありませんが、
練習にかける情熱＆厳しさ
は負けていませんよ！なぜ
なら聴いていただいた方に
笑顔をお届けしたいなとメ
ンバー全員が思っているか
らです。そのためには、時
には厳しい練習も必要です
もんね♪

『心に響く音楽を』をモッ
トーに、一人一人の音と
気持ちを大切にし、日々練
習に励んでいます！ただい
ま全パート団員募集中です
ので、ぜひぜひお気軽にご
連絡ください♪
・HP

・Facebook
@KyotoMusikverein

・Instagram
@kyotomusikverein
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年間の 
本番スケジュール、 
出演イベント

1月…災害復興支援チャリ
ティーコンサート
2月…ひらかた吹奏楽フェ
スティバル
5月…5月祭
6月…定期演奏会（隔年）
8月…京都府吹奏楽コン
クール（隔年）
9月…駅の音楽会
10月…バンドフェスタ
12月…団内アンサンブル
発表会

楽団概要

設立年月：1996年5月
活動拠点：大阪府枚方市
　　　　　京都府八幡市
代表者名：井上　恵子
指揮者名：濱地　洋伸
団 員 数：32名

設立の経緯、 
エピソード

関西の各大学の合同演奏
会で知り合ったメンバーが
集まり1996年に設立しまし
た。

メンバーの特徴

20代～40代を中心に、楽
団の雰囲気を大切にし、音
楽を楽しんでいるメンバー
が集まっています。

練習スケジュール 
＆主な練習会場

毎週土曜日の18：00～21：
00（本番前、日曜日練習有）
楠葉生涯学習市民セン
ター

吹奏楽団Stage

楽団PR
濱地洋伸氏を音楽監督・
指揮者に迎え、真剣に取
り組む吹奏楽コンクールか
らポップス中心のイベント
まで、幅広く活動していま
す。現在団員募集中！ SNS

（Facebook、Twitter、
Instagram）及びHPで活
動報告をしています！
・HP
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設立の経緯、 
エピソード

1981年、洛陽工業高校吹
奏楽部OB・現役生を主体
に「洛陽吹奏楽団」が誕
生しました。その後「アン
サンブルフォルテ」に改名。
数年後、一旦離れていたメ
ンバーや新しい団員が加入
し1992年「吹奏楽団ドレミ」
として活動を開始しました。
“音楽はドレミから始まる”
という意味の名称でした
が、最初はオムツみたいな
名前(当時、同名の製品あ
り)と言われたものです(笑)

メンバーの特徴

会社員・看護師・教員・主
婦・学生など、様々なメン
バーが集まって活動していま
す。10代～60代までと年齢層
は幅広く、最近では学生さん
の入団が続いています♪

練習スケジュール 
＆主な練習会場

毎週土曜日の18：00～21：
30、右京ふれあい文化会
館をはじめ各京都市内文
化会館

年間の 
本番スケジュール、 
出演イベント

1月…「京都ビッグバンド
フェスティバル」出演(吹
連行事)
5 ～ 6月…定期演奏会
9月…「駅の音楽会」出
演(吹連行事)
12月…サロンコンサート

楽団概要

設立年月：1992年4月
活動拠点：京都市右京区
代表者名：伊藤　一起
指揮者名：伊藤　一起
指導者名：森岡　尚之
団 員 数：21名

吹奏楽団ドレミ

楽団PR
吹奏楽団ドレミは『楽器・
音楽に対しての向上心を
持ち、時には厳しい練習
も含めて楽しもう！』をモッ
トーに活動している楽団
です。
楽器を続けている人・ブ
ランクがある人など関係な
く、仕事・主婦業・学業
の合間に週１回、楽しく
練習しています。
2019年よりトレーナーとし
て森岡尚之さんをお迎え
し、レッスンをしていただ
いており、益々楽しく練習
しております！
練 習 風 景 はFacebookで
発信していますのでチェッ
クしてみてください。
主な活動は、ホールを使っ
たドレミ主催の演奏会、
多目的室を使ったミニコン
サート、連盟行事の「駅
の音楽会」です。
そして、吹奏楽団ドレミで
は随時団員を募集してい
ます!!見学も随時受け付け
ております。詳しくはホー
ムページをご覧ください♪
・HP

・Facebook
@wind.ensemble.doremi
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年間の 
本番スケジュール、 
出演イベント

【４月】定期演奏会【５月】
駅の音楽会【8月】吹奏
楽コンクール【10・11月】
ハイブリッドがやってき
た！（秋の野外コンサート）

【12月】団内アンサンブ
ルコンテスト【1月】京都
府アンサンブルコンテスト

楽団概要

設立年月：1969年2月
活動拠点：京都市中京区
代表者名：吉岡　哲郎
団 員 数：50名

設立の経緯、 
エピソード

1969年紫野高校吹奏楽部
OB会を母体とする一般吹
奏楽団体｢吹奏楽団　紫
野会｣（初代会長　元洛南
高校吹奏楽部顧問　故宮
本輝紀）として発足。
翌年3月に｢第1回船岡山コ
ンサート｣を開催。
1971年４月｢吹奏楽団ハイ
ブリッド｣と改称。
この年初めて第8回京都府
吹奏楽コンクールに出場
し、第21回関西吹奏楽コ
ンクールに京都府代表とし
て出場する。

メンバーの特徴

学生や会社員、学校の先
生、看護師、スタバの店員
など幅広い年代・職業の
団員が活動しています♪

練習スケジュール 
＆主な練習会場

毎週日曜日13：00～17：00
（定期演奏会・コンクール
前は土曜日18時～２１時
も追加）四条大宮ニューセ
ンチュリースタジオにて練
習しています。

吹奏楽団ハイブリッド

楽団PR
ハイブリッドとは、混成・
雑種という意味を表します。
この名称は、いろいろな年
齢や考え方・地域の人が
いる中で、音楽を通じて仲
間になっていく、そんなバン
ドを作りたい、という願い
を込めて付けられました。
春の定期演奏会や夏の吹
奏楽コンクール、秋の野外
コンサート、冬のアンサン
ブルコンテストなど、精力
的に活動しています！より良
い音楽を皆さんにお届けす
るため、切磋琢磨しながら
日々練習を続けています。
そして、そんな私たちと一
緒に音楽を作ってくれる団
員を激！募集中です!!!ぜひ
HP内の【お問い合わせ】
からご連絡ください。
・HP

・Twitter
@hybrid_suisou 

・ブログ
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メンバーの特徴

活動は京都市内中心です
が、大阪、兵庫からも集まっ
ております。また社会人や
学生だけでなく、子育て中
のお父さん、お母さんも増
えてきました。

練習スケジュール 
＆主な練習会場

毎週土曜日の17：00～21：
00　小川自治会館
※現在小川自治会館に
は使用人数の制限がある
為、京都市内の創造活動
室を利用中。

年間の 
本番スケジュール、 
出演イベント

4月/堀川桜祭り・8月/吹
奏楽コンクール、大文字
と吹奏楽の夕べ、小川学
区盆踊り大会・9月/仁和
学区敬老会・駅の音楽会・
11月/京極文化祭、小川
ふれあい祭り・1月/寺田
一博市会議員議会報告の
夕べ・2月/京都京洛ライ
オンズクラブ例会・3月/
定期演奏会

楽団概要

設立年月：1998年11月
活動拠点：京都市上京区
代表者名：山川　敦史
指揮者名：山川　敦史
団 員 数：38名

設立の経緯、 
エピソード

京都市立上京中学校の
OBが中心となり創団致し
ました。

吹奏楽団Bespangle

楽団PR
ビスパングルは英語で「キ
ラキラしたものをちりばめ
る」という意味があり、お
客様お一人お一人に聞い
て満足・見て楽しいステー
ジをお届けしたいと思って
おります。また地域の方々
と演奏会を通して交流を
深め、音楽を通じた町づ
くりと地域の活性化を目指
しています。現在は全ての
パートを募集中です！
・HP

・Facebook
@bespangle

・Instagram
@bespangle1999
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年間の 
本番スケジュール、 
出演イベント

4月…定期演奏会　舞鶴
市総合文化会館
5月…登ろう会　五老ヶ岳
山頂
6月…サマーコンサート　
舞鶴市総合文化会館
7月…土曜夜の市　西市
民プラザ
8月…京都符吹奏楽コン
クール　京都コンサート
ホール
12月…クリスマスコンサー
ト　グレイスビル舞鶴
その他イベント依頼年間
10件（※コロナ感染対策
以前の予定です）

楽団概要

設立年月：2002年12月
活動拠点：舞鶴市
代表者名：上田　徹
指揮者名：上田　徹
団 員 数：30名

設立の経緯、 
エピソード

平成14年12月に、舞鶴市
内の吹奏楽愛好家により
14人でスタート。

メンバーの特徴

会社員、公務員、看護師、
介護士、教員、学生などバ
ラエティ豊かな顔ぶれ。最
近は子育て主婦も増えて
きました。

練習スケジュール 
＆主な練習会場

毎週土曜19：00～21：00、
西市民プラザ
毎週日曜14：00～16：00、
大浦会館

（※場所は変更あり、楽団
HPで要確認）

吹奏楽団ブルーマリンズ

楽団PR
10代～ 60代までの幅広い
年齢層で仲良く活動してお
ります。
団員は随時募集中です。

（入団資格＝高校生以上
の経験者）
・楽団HP
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設立の経緯、 
エピソード

「子育て中のママたちが、
近所で、子連れでも、気
楽に音楽（吹奏楽）を楽
しめたら…! 」そんな思い
で『ママブラス ベリーズけ
いはんな』を発足させまし
た。ママたちが参加しやす
いよう託児を完備し、練
習時間も平日の午前中と
いう、吹奏楽団としては異
例の時間帯に設定。それ
にもかかわらず、男女問わ
ず幅広い年齢層から参加
希望の問い合わせがあり
ました。そこで誰もが入り
やすいよう、2011年1月に 

『吹奏楽団ベリーズけいは
んな』と改名し、現在に
至ります。

メンバーの特徴

子育て中の女性が中心。
仕事が平日休みの男性、
定年退職した方々も。

練習スケジュール 
＆主な練習会場

月４回月曜、又は金曜日の
9:00～13:00(本番前などは
練習回数、時間など変更あ
り)けいはんなプラザ　イベ
ントホール

年間の 
本番スケジュール、 
出演イベント

年1回…定期演奏会
3月…精華フレンドシップコ
ンサート出演
5月…京都駅ビルコンサー
ト出演
幼稚園、小学校、地域行
事などの依頼演奏

楽団概要

設立年月：2010年7月
活動拠点：相楽郡精華町
代表者名：二見　富有美
指揮者名：福島　秀行
団 員 数：63名

吹奏楽団ベリーズけいはんな

楽団PR
メンバーの大半は子育て中
のママたち。合奏をしている
部屋に託児スペースがある
ので、ママたちも安心して練
習ができます。演奏中におも
ちゃの音や泣き声が響き渡
るのもご愛嬌︎！ もちろんマ
マにくっついている子どもも。
指揮者の横で指揮のまねを
したり、ダンスまでしてくれる
子どもたちもいたり、思わず
笑みがこぼれます♪  常任指
揮者は奈良県吹奏楽連盟の
理事長でもある福島秀行。
いつも絶妙（微妙？）な笑
いを誘いつつ、時に辛口で
ご指導いただいています。 
そんなメンバーたちの仲の
良さがベリーズの自慢です！ 
年１回開催する定期演奏
会は、３世代のファミリー 
みん なで 楽しめるよう、 
選曲・演出などに工夫をこら
し、毎年抽選になるほど 
大人気のステージとなっていま
す。ただいま団員募集中です。
特にホルン・チューバ・弦バス
大募集！　詳細はHPをご覧
ください。YouTube チャン
ネル登録お願いします。
・HP

・Facebook
@berryskeihanna

・YouTubeチャンネル
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年間の 
本番スケジュール、 
出演イベント

京都駅ビルコンサート出
演、京都府吹奏楽コンクー
ル、年2回の公演（文化
芸術活性化パートナーシッ
プ事業）、地域の中学校
との合同演奏会、その他
依頼演奏等

楽団概要

設立年月：2012年6月
活動拠点：京都市
代表者名：宮原　聡太
指揮者名：熊崎　博幸
団 員 数：35名

設立の経緯、 
エピソード

バランスのとれた中編成の
吹奏楽サウンドをアマチュ
アでも追求してみたいとい
うことで、2012年、定員制
のウインドアンサンブルとし
て創立されました。

メンバーの特徴

定員制の中で自分の役割
に責任を持って演奏に参
加したいという人が、年齢
や職業を問わず集まってい
ます。同時に練習外では、
本番後の打ち上げやお花
見などのイベントだけでな
く、普段から誘い合わせ
て食事や遊びに出かけて
おり、 非 常にON/OFFの
切り替えがハッキリした楽
団です。

練習スケジュール 
＆主な練習会場

毎週土曜日もしくは日曜日
の18:00～21:00　北文化
会館

吹奏楽団「雅」

楽団PR
アマチュアで定員制という
のは、足かせでもあります。
自分の楽譜を誰かが演奏
してくれることはなく、個々
の技術や譜読み具合がそ
のまま全体の完成度に影
響してしまうからです。けれ
ども、その緊張感や責任
感があるからこそ、自分の
実力がすぐにわかるし、目
標も立てやすく、何よりうま
くいった時の達成感はたま
りません。
当団は北文化会館とパート
ナーシップを結び、同館で
の年2回の公演を主軸に演
奏活動を行っています。ま
た、演奏の到達度を確認
するために吹奏楽コンクー
ルも活用しています。
定員制のため、常に空席
パートを募集中です。募集
状況や見学のお問い合わ
せについてはHPをご覧くだ
さい。
・公式HP

・Twitter
@win_miyabi
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設立の経緯、 
エピソード

1974年に京都シンフォニッ
クバンドとして活動をス
タート。1997年には再編
成され、創価学会京都吹
奏楽団が結成。本年で24
年となる。

メンバーの特徴

10代から40代までの男性
で編成され、ほとんどのメ
ンバーが入団と同時に初
めて楽器を手にしていま
す。

練習スケジュール 
＆主な練習会場

毎週日曜日の午後、創価
学会の文化会館等を利用

年間の 
本番スケジュール、 
出演イベント

アンサンブルコンテスト、
吹奏楽コンクール、駅の
音楽会(春、秋どちらか)、
地域の依頼演奏など

楽団概要

設立年月：1997年5月
活動拠点：京都市伏見区
代表者名：隅谷　大介
団 員 数：45名

創価学会京都吹奏楽団

楽団PR
創価学会京都吹奏楽団で
す！

『聴いていただいた方に、
勇気と希望をお届けする』
演奏を目指し、日々活動
しています！
メンバーは小学生から社
会人まで幅広い年齢層で
活動しており、学業、部
活動、仕事と両立しなが
ら、演奏会やコンクール
に出演しています！



楽団名

27

年間の 
本番スケジュール、 
出演イベント

8月吹奏楽コンクール出場、
アンサンブルコンサート、3
月定期演奏会、地域のイ
ベント依頼演奏多数

楽団概要

設立年月：1975年9月
活動拠点：南丹市
代表者名：野々口 二三男
指揮者名：南口　治弘
団 員 数：30名

設立の経緯、 
エピソード

園部高等学校吹奏楽部の
OBにより設立。

メンバーの特徴

年齢層は、20代～60代と
幅広く、地元南丹圏域外か
らの参加者も多い。

練習スケジュール 
＆主な練習会場

毎週水曜日・日曜日19：00
～21：30　南丹市園部公
民館

園部吹奏楽団

楽団PR
「楽しくなけりゃ音楽じゃな
い」をモットーに日々活
動しています。通称「えん
すい」の愛称で親しまれ、
依頼演奏は年間十数件。
音楽で地域を盛り上げて
いけるよう頑張っています。
団員　全パート大募集中
です。
・えんすいホームページ
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設立の経緯、 
エピソード

昭和63年京都国体の式典
演奏をきっかけに地元の
高校吹奏楽OBを中心に
設立しました。

メンバーの特徴

団長をはじめ個性豊かな
メンバーで和気あいあいと
活動しています。

練習スケジュール 
＆主な練習会場

毎週土曜日の19：00～22：
00、旧大宮第三小

年間の 
本番スケジュール、 
出演イベント

毎年11月・定期演奏会

楽団概要

設立年月：1988年2月
活動拠点：京丹後市
代表者名：田中　博之
団 員 数：53名

丹後吹奏楽団

楽団PR
経験年数も技術も年齢も
バラバラですが、演奏を楽
しむをモットーに活動して
います。
毎年11月頃に開催される
定期演奏会、その他地域
行事などで演奏させて頂
いてます。
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練習スケジュール 
＆主な練習会場
毎週木曜日　18:00～21:30
京都市右京ふれあい文化
会館

年間の 
本番スケジュール、 
出演イベント
5月…「駅の音楽会」出演

（吹連行事）
7月…右京区京北町でのコ
ンサート出演
9月…ファミリーコンサート
開催
11月… 地 域の小 学 校で
オータムコンサート開催
2月… 定 期 演 奏 会 開 催　　
など
バンドフェスタ、ビッグバン
ドフェスティバルなどの吹
連行事にも参加しています。

楽団概要
設立年月：1987年3月
活動拠点：京都市右京区
代表者名：濱﨑　祥子
指揮者名：後藤　義昌
　　　　　（団員指揮）
　　　　　伊勢　敏之
　　　　　（客演指揮）
団 員 数：50名

設立の経緯、 
エピソード
最初は一人の女子生徒の

「高校卒業したら自分た
ちの力で一般バンドをつく
りたい」という言葉が始ま
りでした。数ヶ月かけて吹
奏楽経験のある友人や先
輩、後輩、兄弟姉妹に声
をかけ、40名ほどの嵯峨野
周辺在住メンバーが集まり
“嵯峨野シンフォニックバン
ド”が結成されました。昭
和62年3月に第一回練習
＆顔合わせが行われ、初
めて演奏した曲は「アルメ
ニアン・ダンス・パートⅠ」
だったそうです。高校卒業
後間もないメンバーを中心
に「他の一般バンドとはひ
と味違ったバンドを作る！」
という目標を当時から掲げ
ていたそうで、現在の「NEO
らしく」に繋がる部分でも
あります。

メンバーの特徴
現在は高校のOBに関わら
ず他府県出身者も多いで
す。最近は若い子たちも増
えましたが、ブランクがある
大人メンバーもいますよ。も
ちろん創団当時から在籍
するメンバーも！現在は19
歳～64歳と年齢層も幅広
いです。

NEO吹奏楽団

楽団PR
NEO吹奏楽団は1987年に京
都市右京区の嵯峨野界隈の
高校OBによって設立されま
した。学生から社会人まで、
吹奏楽を通して ｢音楽も遊
びもとことん楽しく！｣、そして
いつも ｢NEOらしく｣ あるこ
とを忘れず、地域に根ざして
活動しています。創団当初は
平均年齢17歳という若いメン
バーでの出発でしたが、現在
は老若男女問わず、様々なメ
ンバーで構成されています。
毎年2月頃に開催されている
Music Marketを中心に、地
域からの依頼演奏、ファミ
リーコンサート、また、吹奏
楽連盟の行事にも積極的に
参加しています。
団員も随時募集中。ぜひ私
たちと一緒に演奏しましょう！
・HP
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メンバーの特徴

初期は学生や若年層が中
心でしたが、発足から30年
近くとなる今は若年層～
社会人、子どもを持つパ
パ・ママと、幅広い層が在
籍しています。最近は演奏
にブランクのある団員の入
団も増え、活気が出ていま
す。

練習スケジュール 
＆主な練習会場

毎 週 土 曜 日 の18:00 ～
21:00、妙満寺会館/京都
市文化会館
※ 新型コロナウイルス感染

症予防のため練習を休止
する場合があります。

年間の 
本番スケジュール、 
出演イベント

5月…定期演奏会
8月…地蔵盆演奏
9月…「駅の音楽会」出演

（吹連行事）
10 ～ 12月…「バンドフェ
スタ」出演（吹連行事）、
地域の依頼演奏等
1月…「京都ビッグバンド
フェスティバル」出演（吹
連行事）

楽団概要

設立年月：1992年8月
活動拠点：京都市左京区
代表者名：森  亮
指揮者名：軸丸  総士
団 員 数：36名

設立の経緯、 
エピソード

洛北エリアに在する中学、
高校の卒業生有志の呼び
かけにより1992年に発足し
ました。

PALWINDS

楽団PR
PALWINDS（パルウィン
ズ）は1992年に発足しま
した。『聴く人・演奏する
人が共に楽しめることを
モットーに、音楽の楽し
さを多くの人へ伝えよう！』
という活動方針を掲げ、
福祉施設への訪問や地蔵
盆など、地元地域での演
奏活動を広く展開。一方、
吹奏楽連盟の主催するコ
ンサートへの出演や、年に
一度の演奏会、また近年
は子供向けのコンサートに
も力を入れています。団員
も募集中！団員募集につい
てのお問い合わせや見学・
体験はお気軽にどうぞ。
最新情報はFacebookで！
@palwinds.kyoto
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年間の 
本番スケジュール、 
出演イベント

5月…「駅の音楽会」出演
（吹連行事）
8月～ 9月…地域の依頼演
奏、お子さま向け演奏会
など
10月～ 12月…「バンドフェ
スタ」アンサンブル等で出
演（吹連行事）
12月…無料コンサート開
催

楽団概要

設立年月：1983年3月
活動拠点：京都市右京区
代表者名：宗　幸一郎
指揮者名：宗　幸一郎
団 員 数：45名

設立の経緯、 
エピソード

【Ｒ】立命館高校、【A】聖ア
グネス平安女学院、【Ｍ】
紫野高校の吹奏楽部が集
まった合同演奏会がきっか
けで集結し、その後有志の
OB、OG達が集まり、1983
年に吹奏楽団としての活
動を始めました。３校の頭
文字をとって「ＲＡＭ」、読
み方は"ラム"です。

メンバーの特徴

いまでは出身校に関係な
く、高校生から社会人まで
幅広い年齢層のメンバーた
ちが、アットホームな雰囲気
で毎週楽しく集まっていま
す。個性も認め合えるよう
な、暖かい雰囲気です！

練習スケジュール 
＆主な練習会場

毎週日曜日の18：00～21：
30、右京ふれあい文化会
館など

RAM吹奏楽団

楽団PR
RAM吹奏楽団は、「和」と

「輪」を大切に、全員が
力を合わせ仲良く楽しく活
動しています。また、音楽
活動を通して地域社会に関
わることで、団員が一人の
社会人として成長していくこ
とも活動目標の一つです。
毎年開催している無料コン
サートでは、お子さまから
ご年配の方まで楽しんでい
ただけるよう、団員一丸と
なって練習や準備をしてい
ます。他にも地域の方から
の依頼演奏や、お子さま向
けのコンサートなども行って
います。
演奏会情報や団員募集に
ついては、HPを是非ご覧く
ださい！
・HP
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設立の経緯、 
エピソード

石川正明氏の呼びかけに
より立命館中高吹奏楽部
OBOG有志らによって設立

メンバーの特徴

立 命 館 中 高 吹 奏 楽 部
OGOBを中心に10代～ 50
代まで幅広い年代が所属

練習スケジュール 
＆主な練習会場

不定期、立命館中学・高等
学校

年間の 
本番スケジュール、 
出演イベント

8月…吹奏楽コンクール
1月…アンサンブルコンテスト
3月…定期演奏会
そのほか駅の音楽会(吹連
行事)などにも参加

楽団概要

設立年月：1994年
活動拠点：長岡京市
代表者名：竹口　正晃
団 員 数：50名

Rits Wind Orchestra

楽団PR
Rits Wind Orchestraは
立命館中学・高等学校吹
奏楽部のOBOG有志を中
心に活動しています。毎年
3月に行われる同中高の定
期演奏会にて、中高生と
OBOGとの合同ステージを
行います。私たちはそうした

「縦のつながり」を大切
にしながら、社会人になっ
ても音楽の楽しさを感じ、
伝えることができる団体で
ありたいと活動しています。
吹連主催の演奏会、吹奏
楽コンクール、アンサンブ
ルコンテストにも参加し、
いつも楽しく音楽に触れて
います。
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年間の 
本番スケジュール、 
出演イベント

毎年4月・スプリングコン
サート、7月・吹奏楽コン
クール、10月・京都駅ビ
ルコンサート出演　等　

楽団概要

設立年月：1998年4月
活動拠点：京都市下京区
代表者名：大前　智
指揮者名：若林　義人
　　　　　児玉　知郎
団 員 数：18名

設立の経緯、 
エピソード

龍谷大学吹奏楽部への支
援や、OB・OGの交流の場
を作りたいという目的で発
足しました。

メンバーの特徴

本番時に都合が合うOB.・
OGが参加する形式で、比
較的若いメンバーが多く参
加しますが、上は60代か
ら下は20代まで幅広い年
齢層が参加しています。

練習スケジュール 
＆主な練習会場

土曜、または日曜日　下京
青少年活動センター

龍谷シンフォニックバンド

楽団PR
・HP　

・FB　
@ryukoku.sb

・Twitter　
@ryukoku_sb
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メンバーの特徴

ローム株式会社の社員で
構成されています。
営業から法務、製造部門
など多彩な部署と幅広い
年齢層から集まった個性
豊かなメンバーです！

練習スケジュール 
＆主な練習会場

毎週木曜日 18:00～
21:00、ローム社内

年間の 
本番スケジュール、 
出演イベント

5月 or 9月 京都駅ビルコ
ンサート
11、12月ロームイルミネー
ションコンサート
その他依頼演奏などで演
奏しています。

楽団概要

設立年月：2006年11月
活動拠点：京都市右京区
代表者名：北河　広光
団 員 数：19名

設立の経緯、 
エピソード

2006年ロームのイルミネー
ションで演奏するバンドと
して結成されました。

ロームシンフォニックバンド

楽団PR
私たちロームシンフォニッ
クバンドは、西大路五条
に本社を置くローム株式
会 社(http://www.rohm.
co.jp)の音楽好き社員で
結成された社内のクラブ
活動です。
駅の音楽会やバンドフェ
スタなどの吹奏楽連盟の
行事の他、毎年冬に京都
の街を彩るロームのイルミ
ネーションでコンサートを
行っています。
残念ながらコロナ禍の影
響で2020年冬のイルミネー
ションを始め昨年は演奏
機会がありませんでした…
が、2021年は頑張ってい
きます！
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