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(日 )さ いたま市民会館おおみや
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古くらウインドシンフォニー
: こんにちは ￨さ くらウィン ドシンフォニーです 音

昨年,月 にI.― 成6周 年を llえ た 邪道な編成の
木管アンサンブル
さいたま市を拠点とし 慰問漬奏やll・ ●イベント
での演
期演奏会開催など 様々な活動を展
開 47都=定
道府県制覇を目指 し0つ 最近は県外に
まで活動範囲を広げている
徊 1生 豊かな仲良じ5人 組か ワクワクするような
音楽を目指して曰々研鑽. はできて 今 日の ￨五
日こ飯Jは υ ルな味に仕上かつているか…
お楽しみに

ヽ

楽好きが集まり さいたま市内で元気に活動して
いま二 月2□ の練習を行い 年徊 の定朗演奏会
の他に 様々な地,の イベントに参加させていた
たいています 今回も 漬奏会を盛り上げらl■ る
よう 元気に演景させていただきますので どうそ
量しくお願い致しまヽ また 硯在全バー ト団員暮
集中です1是 す￨一 度 遊びに来てください ♪

埼玉県ユースホステル協会吹奏楽団

羽根倉橋吹奏楽団
毎月第2第 4土 曜日の夜問 さいたま芸術慮:場 を
中心としてさいたま市民音楽票やこのさいたま
市吹奏癸協会演薬会を目標に僚習しています
20名 を少 し越える程度の小きな団ですか 年齢
層は10代 から40代 0つ までと幅広く ときには飲
み会を うなどして回員旧互のコミュニケーショ
ンを大事にしなから楽しぐ舌
軋 ています
̀子
そんな当団にこ興味を持たれた方はホームベー
ジを通してお間t｀ 合わせ下さい こ―拷に楽しみ
ましょう.

浦和吹奏楽回

私達 埼玉県■―スホステル協会吹奏楽団はキ
年倉」
立45周 年を迎え パワーアップしてこのス
テージに戻って参りました
年齢層の広い 県 ■―スは漬奏会やコンクール
そしてlh域 の音楽活動に少 しても員献できれば
と思い 中学校との合同演奏など 幅ぼ 活動中
です
そんな県■―スは只今全バー ト団員募集中で,
IIひ 私達とこの舞台を盛り上げていきましよう

おおみや市民吹奏楽団
1993年 に秋山紀夫先生を中,い とした発起人の
方々の呼びかけに集まつてできた■粋な市民 バ
ントで
ンバー よ8歳 から60代 までと幅広い
年代か隻まり
'メ 現在約70名 で活動 しています 主
な活動としては 春と秋に行つている演貴会を中
心に アンサンブルコンサー ト lt域 行事への参
加など また海ヽへ の漬奏 行なども行 つてい
ます
現在団員も募集中ですのでお気軽にこ連懲 た
さい

浦和吹奏楽団は1994年 の結成以来 年 1口 の定
期演奏会の間催を虻として 次奏業コンクールを
まじめとする各種大会へ の参加 福社施設ての
慰問演奏等 幅広い活動をしています 昨年は昔
様の温かいこ支援のお陰を持ちまして 記拿すべ
き20回 目の定期演奏会を開催することかできま
した 今後の演奏予定や見学の申し込み等は楽
団ホームページを是丼こ覧下きtJ

さいたま市立内谷中学校吹奏楽部 に

D

さいたま市吹奏楽協会市民合同バン ド
きつかけは「きいたま市民音楽祭Jの ために,成
された●力の演
体有志 による合同バン ド
=団 l● 大し さらに多くの市内
現在もネットワークは
の演奏日本有志が東い 奏者のリミッターがどこ
まで振り切れるか 本年も引き続き詣揮を快鵠じ
て頂いた佐川氏がどう味付 ナをするのか ?本 番
のテンボ まどうなるのか7等 期待と不安 に満ち
たステージに臨みます 所属団ltの 垣根を超え
自らの限界も超えたオトナの漬真をとうかお楽し
みに

内谷中学校次苺業部 ま現在 1年 生32人 2年 生24
人の合.156人 で活動 してし｀
ます 主な活動内容
は吹奏楽コンクール アンサンフルコンテスト ツ
曰ニンクールなどのコンクールをは じめ 地コの
演驀会やボランテイア漬奏など幅広く漬奏活動を
行ってしヽ
ま,
聴いて下さる人の心に響くサウン ドづくり を目
指して 日々模習に励んでいます

̀

大自駅東口 道路右側を直進
高島屋 三菱 UFO銀 行の交差点を渡る
区役所入口の交差点を右折
しばらく直進
右手に「極菓カラ
看板が見えたら左折
SLの ある公国の隣が会場です
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〜 吹奏人のためのサイ ト〜
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●電車でのアクセス
JR大 富駅 (東 口)下 車 徒歩 15分
」Rさ いたま新都心駅 (東 口)下 車 徒歩 ]フ 分
●バスでのアクセス
東武バス 大宮駅東口3番 乗場 天沼循環
f吉 敷―丁目」下車 徒歩 5分
業駐車台数に限りがありますので こ来場の際はなるべく公共蜀邑機関をこ利用くださしヽ
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・

さいたま市民会館おおみや 交通のご案内

報 と 共 に

