吹奏便り 第１号
神戸大学応援団総部吹奏楽部第 53 代 OB 担当 2012 年 7 月発行
猛暑の頃、OB の皆様におかれましてはいかがお過ごしでしょうか。
今年度初めての吹奏便りとなりますが、最後まで目を通していただければ幸いです。
なお今年度の OB 担当を務めさせていただきますのは、53 代中西祐介(Tp)、森本絢子(Fg)、
柳田愛実(Cl)の 3 名でございます。
1 年間、よろしくお願い致します。

新入生紹介
去る 4 月 18 日にパート決定を行い、5 月 20 日には新歓コンパも開催して盛大に新入生を
迎え入れました。今年はパート決定後の入部者も含めて 25 名と多数の新入生が当部に入部
を決めてくれ、部室も一気ににぎやかになった印象です。
以下、新入生を紹介させて頂きます。

漆原健太（工・大阪・京教大附属）
Fl

谷澤璃子（海事・大阪・奈良学園）

Tp

田中良樹（理・千葉・木更津工業）

豊島志穂（経済・大阪・奈良学園）

友成彩夏（法・広島・福山誠之館）

板倉新之介（文・兵庫・甲陽学院）

小林菜穂（発達・大阪・清風南海）

絹谷果歩（医・滋賀・膳所）
Cl

加賀理沙子（発達・岡山・倉敷青陵）

Tb

阪本達彦（農・奈良・奈良）

髙木透（経済・岐阜・大垣北）

土取建登（発達・広島・立舟入）

能世穂奈実（文・福井・若狭）

佐藤利佳（神戸松陰女子学院大

吉岡早紀（発達・大分・大分上野丘）
石川郁子（経済・大阪・大阪女学院）
Sax 外屋敷あゆみ（医・神戸・星陵）
中林茉央（工・北海道・札幌南）
WR 川口紗承（発達・大阪・大教大附属天王寺）
菅健吾（発達・大分・大分舞鶴）
以後宜しくお願い致します。

Hr

・大分・大分舞鶴）
山口永理子（文・香川・高松第一）

Euph 佐田國真生（医・山口・山口県桜ケ丘）
Bass 足立栞（理・島根・松江北）
Perc 真鍋歩（医・愛媛・新居浜西）
山本健太（海事・奈良・奈良）

神大音楽祭
去る 4 月 8 日(日)出光佐三記念館において、
「神大音楽祭」を行いました。
この企画は、せっかく同じ大学で音楽活動を行っているにもかかわらず普段なかなかお互
いの演奏会を聴きに行くことができない、互いの交流の為にも是非お互いの演奏を聴ける
場が欲しい、という思いから吹奏楽部が主催となって行ったものです。
初めての試みでありながら集客数も 100 人を超え、新歓の時期であることもあって新入生
にも宣伝を行い、様々な音楽団体の演奏を一度に聴けるという事で大変好評を頂きました。
また、私たち吹奏楽部を含め、マンドリンクラブやブルーグラスなど計 7 団体の参加を得
ることができ、各団体からも次年度以降も是非行って欲しいという要望を頂くなど出演者
からも評判の良い企画にすることが出来ました。

神戸大学創立 110 周年記念式典
創立記念日である 5 月 15 日、ポートピアホテルにて行われました神戸大学創立 110 周年記
念式典におきまして、大学からの要請を受けて応援団総部としてステージを披露させてい
ただきました。
多数の大学関係者の前で、また慣れない広い宴会場での演奏という事もあり大変な行事で
はありましたが、何とかやり遂げることができたのではと思っております。
これからも総部一丸となって、神戸大学の意気高揚に貢献していけるよう努めてまいりま
す。

春合宿のご報告と次回夏合宿の予定
今年の春合宿は 3 月 16 日～20 日の 4 泊 5 日の日程で、奈良県宇陀郡の「国立曽爾青少年
自然の家」にて行いました。
今回は合宿目標を「初心に還る」とし、新入生を迎えるにあたってもう一度集団生活の基
本を見直し、また演奏面でも楽器を始めた頃の向上心を今一度思い出そう、という目標の
もとに 5 日間の大変充実した時間を過ごすことができました。
部員個人個人がパート練習や合奏にとても集中して臨めていたように思います。
途中インフルエンザ感染者が出たためその後の予定が様々な変更を余儀なくされるという
アクシデントもありましたが、合宿担当をはじめ部員一同落ち着いて対処することができ、
結果的には部としての結束をより強めることができました。
また、最終日には例年通りアンサンブル大会と、お疲れ様でしたという意を込めてコンパ
を行いました。
お越し頂いた OB の方々、ありがとうございました。

幹部としては反省すべき点もありましたが、この春合宿で学んだ事をこれからの部の運営
に生かし、より良い活動を行っていけるよう幹部一同頑張ってまいります。
よろしくお願い致します。

春合宿アンサンブル大会の様子

次回の夏合宿は高原ホテル曾爾にて 9 月 13 日(木)～17 日(月・祝)の 5 日間行います。最終
日には例年通りアンサンブル大会とコンパを行う予定ですので、宜しければぜひお越しく
ださい。詳細はまた追ってご連絡させて頂きます。

佐藤応援団総部新顧問ご着任
前顧問の西島先生が本年 3 月に応援団総部の顧問をご退任された事に伴いまして、インド
経済の専門家で経済研究所の教授でいらっしゃいます佐藤隆広先生が新顧問にご着任され
ました。

第 35 回サマーコンサートのお知らせ
次項のとおり、来る 7 月 7 日（土）に「あましんアルカイックホール」にて第 35 回サマー
コンサートを行います。
ご都合の宜しい方は、是非足をお運びください。

神戸大学応援団総部吹奏楽部
第 35 回サマーコンサート
日時：2012 年 7 月 7 日（土）
開場 18：00／開演 18：30
会場：尼崎市総合文化センター あましんアルカイックホール
◆入場無料◆
１部 シンフォニックステージ
The Seventh Night Of July～TANABATA～／酒井 格
丘の上のレイラ／星出 尚志
祝典のための音楽／Philip Sparke
２部 ポップスステージ
『音楽（ミュージック）パワー～僕と楽器とときどきヤンキー～』
オーメンズ・オブ・ラブ
松田聖子ヒット・メドレー
私のお気に入り～My Favorite Things～
ルパン三世のテーマ（ルパン三世のテーマ～ルパン三世愛のテーマ）
アクセス
阪神尼崎駅下車、北東に立体遊歩道で徒歩約 5 分
阪急バス「尼崎総合文化センター」下車すぐ

尚、サマーコンサートの案内状を送付させて頂きましたが、宛先不明などで多数のはがき
が戻ってきております。案内状が届いておられない方でチケットが欲しいという方は、
brass@kobe-u.com 宛に前日までにメールを頂ければ取り置きチケットをご用意させて頂き

ますのでご利用ください。また、web 会員の皆様にも案内状ははがきで送付しております
ので、住所変更等ございましたらお手数ですがご連絡宜しくお願い致します。

OB 総会のお知らせ
本年度の OB 総会は、9 月 8 日（土）に行わせて頂きます。
何かとご多忙な折かとは存じますが、多数の OB の方々にご出席頂ければ幸いです。
議題につきましては現在話し合っておりますが、もし OB 総会で話し合うべきだと思われ
る議題がおありの方がいらっしゃいましたら、下記の連絡先までご連絡下さい。
また、その他 OB 総会についてのご意見・ご質問も同様の宛先で連絡頂ければと存じます。
尚、詳細やご出欠の確認につきましては、後日改めてご連絡させて頂きます。
神戸大学応援団総部吹奏楽部 OB 会
〒657-8501 神戸市灘区六甲台町 1-1
078-881-2097
E-mail:kobewid@gmail.com

OB 演奏会のお知らせ
今年度の OB 総会におきまして、毎年行われます合奏に加えて OB の方々と現役とから成
るバンドで数曲の演奏会を行いたいと考えております。
現役が OB の方々と交流出来る貴重な機会ですので、ご都合の付かれる OB の方は参加の
ご検討を宜しくお願い致します。
尚、7 月 28 日（土）に選曲を行い、8 月 5 日（日）・ 11 日（土）
・ 18 日（土）・ 19 日（日）
・
25 日（土）・ 9 月 2 日（日）のいずれも 13 時～17 時に練習を行う予定です。
選曲、練習は共に部室にて行います。
ご参加いただける方は中西(naka_yuh@yahoo.co.jp)までご連絡ください。
演奏してほしい曲のリクエストやその他ご質問もお待ちしております。
参加の締め切りは急ですが 7 月 22 日（日）とさせていただきます。
なお誠に勝手ではございますが、参加者の集まりが悪く演奏会を開催できないと判断しま
した場合には演奏会は中止とさせて頂く場合もございますので、あらかじめご了承くださ
い。
それでは、多数のご参加をお待ちしております。

【OB 担当変更のお詫び】
先日メーリングリストによりご連絡させて頂きましたが、53 代犬伏孝夫の退部に伴いまし
て OB 担当が変更となっております。
幹部になって以降の退部ということで、OB の方々の混乱を招くような事態となってしまい
ましたことを深くお詫び申し上げます。
これからも幹部一同より円滑な部の運営の為に頑張ってまいりますので、宜しくお願い致
します。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
※郵送費などの経費節減のため、吹奏だよりの Web 化を進めたいと思っております。よろしけれ
ば WebOB にご登録ください。
WebOB になっていただける方は、kobewind@gmail.com まで、「第○期、お名前、吹奏だより更新の
お知らせを送らせていただくメールアドレス」をご連絡ください。件名は「ウェブ OB 登録」でお願い
致します。

