秋 山 紀夫 (終 身名誉音楽監督 )
口大官市生まれ.武 蔵野音楽大学卒業後 東京藝術大学へ 内地留学.ま た、アメリカのイーストマン音楽大学
へ留学.こ の間 大官市立桜木中学校、県立大官工業高等学校の吹奏楽割 指導し 全 日本吹奏楽コンクー
ル 1場 べと導 いた.埼 玉県吹奏楽連盟理事長、関東吹奏楽連盟訂理事長 ̀を
全 日本llt奏 楽連盟訂理 事長 日
ニー
めた.1992年 12
F̲任
ソ
蔵野音楽大学講師
吹奏楽団常任指柿者を務
本吹奏楽指導者協会会長を
.武
月 アメリカミノドウエストインターナンョナル バンド クリニック委員会より世界の吹奏楽指導者を対象とした第
1に 世界吹奏楽賞を与えられる.1995年 7月 、世界吹奏楽指導者協会給会 において 3人 目の名誉会員に選
ばれる。また 1998年 に大官市文化賞 2013年 ド紀院― 音楽賞、2011年 旭 口双光章を受賞し 長年にわたる
シフィック吹奏楽指導者名誉会
功績をたたえられた。■在 (社 )日 本吹奏楽指導者協会名誉会長、アジア ′く
ンドマスター ズ アンシエー ション名 誉会 員 (i■ )0日 本吹奏楽連 盟名 誉
長 、ヽASBE(世 界吹奏 楽協会 )名 誉会員 アメリカ ′｀
バ ンドの客演指揮 者 ′｀ンドクリニックの講師として笞進 の育成 にあた
マ
ア
チュア
会員 浜 l̲市 音楽文化名 誉顧 間を務める傍ら、
つている.2009年 おお みや市民吹奏楽団終身名 誉音楽監督就任 .さ いたま市在 lt.

野上 博幸 (客 演指揮者 )
東京 コンセル ヴァトアール 尚美 管弦打楽器訂 11卒 業.ト ランペ ット専攻 .ト ランペ ットを山 口進―郎氏
吹奏楽指導法を小津,朗 氏 に師事.● 在、東京ブリリアントブラス団員 ヤマハ 管打楽器講師.そ の傍 ら、
日立製作所横 浜事業所 音楽隊 0申 奈 川県)台 1価 学会埼 玉吹奏楽団 (埼 玉 県)信 島ウインドアンサンブ
ル(信 島県)及 び ミュゼ グール 吹奏楽団(東 京都)の 常任指揮 者をT̲め る.職 場 一般 バンドや 全国のス
・ 会員
・ 響宴
クール′｀ンドの講師として アマチ ュアバンドの指導 に力を注 いている.21世 紀 の吹 奏楽

おおみや市民吹奏 楽団
高校や大学のOBバ ンドというヽ体はなく 1993年 に秋山先生を中心とした発起人の方 々の呼び力ヽすこ大官市内在住または在
動の音楽■好者が集まつてできた純粋な市民バンドです.メ ンパーは 18歳 から60代 までと幅広い年￨ヽ が集 まり 団員数は約 70
｀― トレッスン等さらなる
名で活動しております.魂 在 終身名誉音楽監督のFl山 記夫先生のご指導の下 プロの七導者による′
「
ヽナ いつても どこでヽ
1こ 音楽文化の発信源として 生活の中の音楽Jを 心力
,誰 でも 気軽に楽しめ
演奏技 71の 向上を図るととヽ
る■楽を追究しています.主 な活動としては ,午 春と秋に行っている演奏会を中心に アンリンブル発表会 ′ 中 高等学校
との合同演奏会 市や企業からの依頼演奏 地域行事 への参加など。また コ内 海外の楽団との交歓演奏会や演奏旅行なども
多数行つています.
￨ヽ

2002年 わ]の 海外演奏方
ヤ行 韓国原州1市 での合同演奏会に出演
の吹奏楽団「アパソショナータ ウインド オークスト
2004年
ラJを 招 いての「口韓合 司演奏会Jを 開催
″
″
2007年 アメ
'国リカ演奏旅行 リンディエゴの「コースタル コミュニティー コンサートバンド」と 海を越える握手 と題して合同演奏会
´
2008年 台湾への演奏旅行 嘉義市での国際青楽祭 ヽ出演や台Jヒ 市の吹奏楽団との 合同演奏会など 3公 lk‐ に参加
2010年 台北の嗅奏楽団「台 /t■ 楽団Jを l.い ての合同演奏会を開催
2012年 ハワイヘの演秦旅行 ホノルル コミュニティバンドとの合同演奏会に出演
2014年 6月 14日 にホ″レル コミュニティバンドを招いての合 同演奏会を開催
20151:4月 4月 にドイツ ウェストファーレンウィンズを招いての合同演秦会を開催 ル定

O入 団条件

団員募集の ご案内
18歳 以上 (高 校生は応相談 )で 楽器演奏経験のある方

○練習場所

楽器 (打 楽器を除 く)、 譜面台等は個人持ちでお願 い します
さいたま市内の コミュニティセンターなど

○団

月 3,000円

おおみや市民吹奏楽団

費

O練 習 日
O練 習見学

(男 1途

演奏会参カロ費あり)

毎週土曜 日 17:30〜 21i30 (※ 演奏会前な ど、日曜 祝 日の練習もあります)
楽回ホームページ http//occb or tv/
『問い合わせ』の メールフォー ムよ りお気軽 にお申 し込み ください

○メールア ドレス

occb@hotma l co jp

