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　この度、吹奏楽部が創部45周年を迎え、記念誌を発刊されますこと、心よりお祝い申しあ
げます。現在、吹奏楽部の監督を務めておられます若林義人先生をはじめ、これまで吹奏
楽部の発展のためにご尽力くださいました皆さまに深く感謝を申しあげるとともに、心より
敬意を表します。
　本学の吹奏楽部は、創部以来、「龍谷大学の建学の精神に則り、学内外に真に芸術的な音
楽を広め、吹奏楽を通して人格の陶冶を追及し、併せて部員相互の親睦をはかることを目的
とし、本学の学術文化の発展に努めること」を掲げ、必ずしもめぐまれたとは言えない諸条
件のもとで明確な意志をもってその具現化に努め、歴史を切り拓き、今日では吹奏楽部への
高い評価、熱い期待が寄せられていることに、衆目は一致しています。
　学内では、入学式や卒業式、夕照コンサートなどの大学行事において、すばらしい演奏で
参列者を魅了しています。学外では、定期演奏会や全国各地の演奏会などを精力的に開催
され、特に近年は、全国各地の中学生・高校生とのジョイントコンサートですばらしい演奏を
披露し、来場者に大きな感動を届けるなど、“龍谷大学の顔”として、本学のブランド向上に
資する活動にも積極的に取り組んでいます。
　本学吹奏楽部の繊細で力強く、みごとなハーモニーをかもし出すすばらしい演奏は、監
督・コーチの熱意溢れる指導と、すべての部員が本気になって日々の練習を大切にしながら
取り組んできたたまものです。全日本吹奏楽コンクールにおいて８回の金賞を授与される
など、本学吹奏楽部が全国屈指のサークルとして認知されていることを私は誇りに思ってい
ます。
　本学の吹奏楽部への高い評価を聞き、毎年、全国各地から多くの学生が入部しています。
吹奏楽部での活動を通して、さらに高度な技量・表現力を体得するとともに、仲間との出逢
いを喜び、経験を積みながら豊かな人間性を育み、確かな知性も身につけて大きく飛躍して
ください。そして、これまで諸先輩方が築かれた伝統を受け継ぎ、創造性を発揮して、その
伝統を後輩たちへ伝えてほしいと願っています。
今後の吹奏楽部のますますのご活躍と広く社会への貢献を期待しています。

吹奏楽部 創部45周年を祝して 学長　赤松 徹眞

　吹奏楽部がこの度創部45周年を迎えられましたこと、心よりお祝い申し上げます。これま
で永年にわたり、部発展のためにご尽力されてきた方々に深く敬意を表したいと思います。
　吹奏楽部には、４月の入学式、それに続くフレッシャーズキャンプ、５月の創立記念・親鸞
聖人降誕会における提灯行列のパレード、８月の夕照コンサート、３月の卒業式など、本学の
数多くの行事に積極的に協力をいただいております。また、野球部をはじめとするサークル
の応援や、高校生を出迎えるオープンキャンパスなど、華やかな演奏で、場を一つにしてくれ
ています。
　親鸞聖人は、『一念多念文意』の中で、「歓は身をよろこばしむるなり、喜はこころによろこば
しむるなり」と説かれています。歓喜というよろこびは、身にも心にもよろこぶことであると明
かされるのです。また、「音楽は全ての人を一つにし、言葉の壁も越える」と言われることもあ
るように、音楽を通じて、心身共に、皆がよろこびにつつまれる場を創造するところに、吹奏楽
部の大きな役割があるものだと感じております。
　45年という歴史が始まる時には、意欲と希望に満ちあふれた華やかさと共に、創始・結成
の苦労や困難があったことと思います。また、歴史・伝統を受け継ぐ時には、伝統の重みに凜
とする思いと同時に、活き活きとした躍動感を保ち続ける難しさがあろうかと思います。
　部員にあたっては、先輩が築いてこられた伝統を守りつつ、今後ますます充実した活動を
されんことを心より念じて、お祝いの言葉といたします。

吹奏楽部45周年を祝して 学生部長　玉木 興慈



7

　龍谷大学学友会学術文化局吹奏楽部が、このたび創部45周年を迎えられ、また定期
演奏会も40回を重ねるこの記念すべき節目の年を心からお喜び申し上げます。
　貴部が京都府吹奏楽コンクールに於いて初めて京都府代表となられたのは1984年
でした。それまで他大学が10年近く継続して代表となっていましたが、貴部が代表と
なられて以降、まれに代表でない年もあったものの、ほぼ毎年関西大会へ出場されて
います。　
そして今では関西大会出場どころか全国大会へ進まれるのが当然のごとくとなり、その
全国大会でも金賞８回・銀賞９回と素晴らしい成績を修めておられています。まさに
今や京都・関西はもちろん、全国でもトップクラスのバンドだと言えます。
　この創部45年・定期演奏会40回・全国大会出場17回という輝かしいご功績に至る
までの貴部の発展を力強く支えてこられた、今日までの団員と指導者のご努力による
ものと深く敬意を表します。
　すばらしい音楽は、砂に水をこぼしたように、あっという間に心に浸み入ります。こ
の節目がさらに50年先、100年先まで伝える一歩となることをお祈りします。
　結びに、貴部の活動が今後ますます御発展されますことを祈念致しまして、お祝い
の言葉といたします。

　当吹奏楽部が創部45周年を迎えましたこと、心よりお祝い申し上げます。
　OBの一人として、創部45周年をお祝いすると共に、長年OB会長としてご苦労頂き
ました川島謙一先輩に「本当にご苦労様でした」と感謝の言葉をまず送りたいと思いま
す。
　このたび川島先輩の後押しを受け、2013年11月の総会にて新たにOB会長に選出
されました熊谷でございます（14期・83年文卒）。今になってOB会長職という責任の
重さを改めて痛感しております。なにぶん浅学非才の若輩者ではありますが、OB諸氏
の皆様のご理解とご協力を頂きながら、微力ながら吹奏楽部の益々の発展のため頑
張ってまいりたいと思いますので、今後とも何卒よろしくお願いいたします。
　現在の吹奏楽部の活動は皆さまご存じの通り、当時では考えられないほど、目覚まし
い躍進を遂げ、いまや全国レベルでの活動をしている部へと発展してまいりました。
　顧みますと、部としての活動が、学生のみで運営してきた苦難の時代から、音楽監督
を迎え現在の体制となって、輝かしい飛躍を遂げるまでには、創部当時より部の存続を
かけて幾多の諸先輩の方々が切磋琢磨し、幾重にも努力を積み重ねてきた時代があっ
たからこそ、今日の部の姿があると私は思っております。どうぞ、若いOBの皆様や現
役の学生諸君はその事を常に忘れないでほしいと思います。
　創部45周年を迎え、約900名のOBの皆様は、それぞれ年代の違いはありますが、皆
さん龍大吹奏楽部を愛し支えてきて下さった仲間であります。これからも年代を超え
てOBの皆様が互いに協力し連携を深め、現役諸君の活動を温かく見守って下さいま
すよう念願する次第であります。
　いま、京都府吹奏楽連盟の中で、龍大吹奏楽部は中学・高校生の憧れのバンドです。
そこまで育てて頂いた若林義人音楽監督をはじめコーチ等関係者の皆様に深く感謝
申し上げると共に、龍大吹奏楽部の益々の発展のため、これからもOBの皆様に多方面
からご理解とご協力を頂きますよう切にお願い申し上げ、創部45周年の節目にあたり、
ご挨拶並びにお祝いの言葉といたします。

創部45周年を祝して � 京都府吹奏楽連盟理事長　磯部 将門

創部45周年を迎えて 　熊谷 正明龍谷大学学友会学術文化局吹奏楽部OB会会長
京都府大学吹奏楽連盟理事長
京都府吹奏楽連盟常任理事
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　龍谷大学吹奏楽部創部45年を心からお祝い申し上げます。私が大学４年の春に運良く京都市交響楽団に
入団できて間もない頃、上埜先生、若林さんに連れられて一緒に指導させて頂くことになり、それからもう30年
が経ってしまいました。その上埜先生が先日お亡くなりになりました。本当に残念でなりません。心からご冥
福をお祈りいたします。
　当時は上埜先生の合奏を聴きに行くのが楽しみでしたし、自分が学生に教えるというより、自分も勉強する為
に龍大の学生と一緒にロングトーンや音階練習をしていたような気がします。今でこそ全国を代表するバンド
に成長した（しつつある?）と思いますが、当初は府大会、関西大会でなかなか代表に成れず、その頃の事が印象
的に思い出されます。他には、初めて指導をした当時４回生のトロンボーンで、幹事長でもあった轡田君が実
は私と同級生で、その時に出場した府大会のコンクールの事やトロンボーンの廣田君が幹事長の時に佐渡君の
指揮で初めて全国大会に出場した事、初めて全国金賞を受賞した事、自分がソロを演奏させてもらったことなど
が印象に残っています。近年では、瀬田にすばらしい練習場が出来た事、トロンボーン八重奏でまさかまさか
のアンサンブルコンテスト全国大会に出場した事でしょうか。
　話は変わりますが、トロンボーンパートでは毎年新歓、追い出しコンパを行う度に、たくさんのOB,OGが集まり
ます。40人近く集まる事もよくあるので、懐かしいOB,OGに会えるのは嬉しい限りです。宴会の度にパートの

結束力の強さを感じ、羨ましく思います。未参加のトロンボーンパートの皆さん、これを機会にぜひお越し下さい。
　最後になりましたが、現役生の皆さん、今の龍大吹奏楽部は全国から目標にされるバンドに成長したのは間違いありません。でもまだその過
程にある事を決して忘れないでください。とても忙しいバンドになってしまいましたが、やはり日頃の練習が一番大切です。初心を忘れずに驕る
ことなく音楽で感動を与え続けていって欲しいと願っています。益々のご発展をお祈り致します。

音楽で感動を トロンボーン講師　井谷 昭彦

　皆さんご存知の通り、若林先生と私は京都市立芸術大学の同窓生で同い年なので、学生時代から仲間として親し
くお付き合いしていました。私たちの共通の恩師が上埜先生ということもあって、若林先生が龍大の合奏指導に行
き始められた頃、「ちょっと打楽器パート、見てくんない?」と私にもお声がかかり、初めて紫朋館を訪れたのが今から
約25年前のことです。その時はよもやこれほど長く龍大吹奏楽部に関わることになろうとは夢にも思っていなかっ
たので、改めて“ご縁”に感謝しています。
　教えに行きだした当初は、年に数回レッスンをする程度の関わりしかなく、現在のように、しょっちゅう合奏に立ち
合ったり、ホール練やコンクールに同行するようになったのは、ここ10年ぐらいの事です。
　最初の頃の学生には、今もマーチングで大変お世話になっている吉田周晃先生もおられて、私も若かったせい
か、すっかりナメられてちっともアドバイスを聞いてもらえませんでした。コンクールの本番を聴きに行ったら、全然
違う風に叩いていて唖然とした事は、今でも会ったらよく笑い話になります。
　また、子供が幼い頃は夜のレッスンに連れて行っていましたが、その間、他パートの学生さんが子守を引き受けて
くれていたのも懐かしい思い出です。親が二人共音楽家だったこともありますが、小さい頃から吹奏楽に親しんで
いたので、中学の部活に吹奏楽部を選んだのも無縁ではないと思います。
　平成7年（′95年）には、定期演奏会でマリンバ協奏曲を共演させていただき、若林先生の指揮でソロを弾くとい

う夢も叶いました。
　その頃は八幡の文化センターでマーチングも含めた３部構成のプログラムを１日で２回公演という、今では考えられない超ハードな設定で、さす
がに２回目の最後あたり、金管群はヘロヘロになっていましたね。（笑）
　その後、平成11年（′99年）にはびわ湖ホールに移って最初の定期演奏会で夫の早坂宏明もトランペット協奏曲を共演させてもらって、夫婦共々お
世話になりました!今のように超メジャーなソリストをゲストにお迎えしていなかった頃の話です･･･。これも歴史ですね。
　吹奏楽部は平成17年（′05年）に活動の場を瀬田の青朋館に移しますが、全国でも有数の練習環境が整い、楽器も一流のものを揃えてもらえるよう
になって、部員も増え、益々隆盛を誇っていますが、それは脈々と受け継がれてきた先輩たちの努力のお陰という感謝の気持ちを忘れてはならないと
思います。
　皆さんは音楽を通じて、表現する喜びや、みんなで心をひとつにして演奏をする事の大切さ、また力がうまく合わさった時の観客に伝える力の大き
さなどを学んでこられたと思います。或いは日々努力しても思うように上達しなくて壁を感じた経験もあるかもしれません。今思えば、成功も挫折も
若い時の経験は何ひとつ無駄なものはないと思います。日々の生活で困難な事があったとしても、「音楽は変わらず素晴らしい」と伝えたいです。
　私は、ハード・ソフトの両面で確かに恵まれているけど、拘束時間も長く、勉強との両立も大変で、しかも全国レベルの演奏を常に期待されてプレッ
シャーも多いこの吹奏楽部を選んで入って来てくれた学生たちが、少しでも楽しんで、上達して、満足して部活生活が充実する手助けをしたい一心で
今日まで指導を続けてきました。ほぼ母のような気持ちです。部のモットーである「音楽」「感謝」に「愛」も加えたい心境です。
　願わくば、卒業されても、聴くだけでも良いので音楽が生活の一部として根付き、人生の彩りとなってくれたら嬉しいです。
　みんな、愛してるよ!!
　そして、全ての出会いにありがとう!!

龍大吹奏 “ 愛 ” 打楽器講師　早坂 雅子

　龍大ブラスとぼくとを繋げていただいたのは、故上埜孝先生でした。この場をお借りしてあらためてご冥福をお
祈り申し上げます。
　2011年、びわ湖ホールで開催された、駒澤大学、龍谷大学によるチャリティージョイントコンサートの際に師匠に
会うことができました。東西横綱の共演は非常に聴きごたえがありました。その日は、幸運にも師匠と夜遅くまで
ご一緒でき、先生との直近の思い出になっています。こういう機会を与えていただくのが大抵龍大ブラスであった
ことを思い起こすと、あらためて感謝の念で一杯になります。
　龍大ブラスの発展を、微力ながら支えていければ、と思っています。
　ひとりひとりの打楽器奏者が、一音を奏でる。表情豊かに、音楽的に、周りの音とバランスを取り、タイミングを考
えて・・・などなど。その音が彼自身の思い描いたものになるために、そのためにぼくはレッスンをしているのだと
思っています。皆さんもそのつもりでレッスンを受けるのだと思います。満足できる一音を奏でるために、何をし
ておくべきかを考えるのが大切だと思います。そういう皆さんの想いの詰まった音の集合が、聴衆の心を動かすの
でしょう。ＯＢリストを見ていると、ひとりひとり素晴らしい個性と感性を持たれていたなと思い出します。龍大サ
ウンド万歳！

龍大サウンド万歳！ 打楽器講師　宅間  斉
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　龍谷大学学友会学術文化局吹奏楽部(以下、龍谷大学吹奏楽部)は創部45周年を迎えまし
た。この45年という歴史は、多くの方のご支援、ご協力があって築かれたものであると深く感
謝しております。また、若林義人先生をはじめとする諸先生方、OB・OGの方々の計り知れな
いご尽力により、これほどまでの大規模な部活にまで成長できましたことは、大きな喜びであ
ります。
　現在、龍谷大学吹奏楽部は、2005年に活動場所を深草学舎から、瀬田学舎の青朋館へと拠
点を移し、総勢140人を超える部員数で活動しております。全日本吹奏楽コンクールでは、金
賞8回、銀賞9回受賞。全日本アンサンブルコンテストでは金賞2回、銀賞3回受賞という結
果をこれまでに残しています。また、毎年初夏に開催しますサマーコンサート、年末の定期
演奏会では、多くのお客様にご来場頂き、ご好評を頂いております。
　学内からは、夕照コンサートのほか、入学式、卒業式での式典演奏などの多くの演奏依頼を
頂いております。また近年、全国各所にて「龍谷大学吹奏楽フェスタ」の開催により、全国の
方々に私たちの音楽を届けるとともに、中高生との合同練習・演奏を通じ、私たち自身も学ぶ
ことも数多く、大いに成長することが出来ています。これからも一層活動の幅を広げていき
たい所存で御座います。
　上記のような多くの演奏活動を通して、私たちは龍谷大学吹奏楽部に所属していることに
より、他では得ることの出来ない充実した学生生活が送れていると常に実感しています。龍
谷大学吹奏楽部での活動の中で得た経験や、様々な人とのつながりは、これからの人生に
とっても、かけがいの無い財産になると思っています。先輩方から引き継がれた、「音楽・感
謝」という部の理念を絶やすことなく、更なる部の発展に努めて参りたいと思います。
　最後になりましたが、創部45周年を迎えるにあたり、これまでにご尽力頂いたすべての方
に厚く御礼申し上げます。今後とも、より一層のご指導、ご鞭撻を賜りますよう、よろしくお願
い申し上げます。

創部45周年記念に際して 45期　幹事長　隠岐 翔一

　龍谷大学学友会学術文化局吹奏楽部は45周年を迎えることができました。これまでご支
援いただきました大学をはじめ、若林音楽監督や児玉コーチをはじめとする講師の先生方、
また関係者のみなさまのご尽力の賜物であると感謝申し上げます。
　また、創部より先輩から後輩へ、「音楽」・「感謝」という理念を引き継いでこられた総数900
名を超える吹奏楽部OBのみなさまへも大変感謝申し上げます。
　私が、前任の部長をされていました水原聰平先生より部長を引き継がせて頂いたのは、
2004年の春のことでありました。今年で10年目を迎えました。クラッシック音楽を時々聴く
ことはあっても、吹奏楽には全くと言ってよいほど馴染みのなかった私ですが、ご縁があり部
長を務めさせて頂くことになりました。それ以後、定期演奏会など部員のみなさんが奏でる
吹奏楽を実に楽しませて頂いており、いつも感動しております。
　普段は、部員のみなさんの声を直接お聞きする機会がないのですが、本学職員で、吹奏楽
部OBの室矢、水野、栗田の３副部長から、部員のみなさんが元気で、規律正しく、なにより吹
奏楽に対して熱心にかつ真剣に取り組んでおられることを伝え聞いております。吹奏楽部は、
本当に良い学生諸君に恵まれております。
　ご承知の通り、若林音楽監督や児玉コーチをはじめ、多くの先生方や関係者のご尽力と部
員のみなさんの不断の努力により、おかげさまで全日本吹奏楽コンクールの全国常連校と
なっております。大学では重点サークルとして位置づけられ、多大なご支援を頂いておると
同時に大きな期待も寄せられております。これからも先輩から引き継がれた龍大吹奏楽の
精神は、時代を重ねても変わることなく後輩に着実に引き継がれることと思います。そして、
部員のみなさんが本学の建学の精神により育まれ、立派な社会人として成長できるよう、監
督、コーチ、副部長とともに見守っていきたいと思います。
　今後とも、みなさまのご指導・ご鞭撻を賜りますことをお願い申し上げて、私の挨拶とさせ
て頂きます。

創部45周年挨拶 部長　大柳 満之
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CoachConductor

　初めて龍大に行ったのが私が25歳、京響に入団して2年目からのお付き合いだ。轡田君が上埜孝先

生に指導を仰いで、一緒に深草に通うことになり、ちょうど30年目、紆余曲折を繰り返し、なんとか全国

レベルのバンドになった。2007年には私が専任監督になり、2012年は児玉知郎氏を専任コーチに迎

え、これから益々の発展を余儀無くされたと言って良いだろう。そして、この度のOB会再編で、より強固

な支援体制が出来ることを大いに望むと共に、末長く温かく学生達を見守って頂きたい。最後に45周

年が迎えられた事への今までのOB・OG諸氏と関係者の皆様に感謝すると共に、2013年の7月15日に

御逝去された大恩人である上埜孝先生に深く哀悼と感謝の意を表して御挨拶とし、語り尽くせない事は

50周年に残しておきたいと思う。

ひとつの風がうぶ声をあげた… 

そして45年   風は鳴りつづけた…  尊い尊い時間を重ねながら…  半世紀を眼前になお止むことなく    

大河の如く育まれたひとつの風は    勢いをあげて蒼空を舞いはじめた… 

積み重ねられた伝統に磨きをかけ    現下に留まることを知らず    更なる高みを目指し    ここに新たなる

決意と勇気を持って…    未来永劫歌いつづける…   

Walk on… Walk on… 

誇り高きひとつの風… 

Walk on… Walk on…

龍谷大学吹奏楽部
音楽監督・常任指揮者

Yoshito Wakabayashi

東京都出身。京都市立芸術大学卒業。在学中に京都市交

響楽団に入団、卒業と同時に安部賞を受賞。また入団当

初より龍谷大学吹奏楽部の指導に当たる。トランペットを

故金石幸夫、有馬純昭、田宮堅二の各氏に師事。京都市

交響楽団トランペット奏者として25年6ケ月在籍し、2007

年の3月をもって退団。2007年度より龍谷大学吹奏楽部

音楽監督常任指揮者、相愛ウィンドオーケストラ指揮者に

就任。他に生駒市立生駒中学校吹奏楽部など、数多くの

バンド指導を手がける。近年は、ジャパン・ブラス・コレク

ション、ブラスパラダイス大阪、ブラススカラーズ大阪、

ウィンドアンサンブル奏等に客演指揮者として招かれ、指

揮者としての活動も精力的に行っている。また龍谷大学

吹奏楽部を指揮し、ウインズスコア、カフアレコードでCD

録音を多数行い好評を得ている。全日本吹奏楽コンクー

ルで龍谷大学吹奏楽部を指揮し、金賞8回銀賞9回受賞。

2011年には全日本吹奏楽連盟より永年出場指揮者表彰

を受賞。現在、龍谷大学吹奏楽部音楽監督常任指揮者、

相愛大学非常勤講師、京都市立芸術大学非常勤講師、龍

谷シンフォニックバンド主宰、京都市消防音楽隊指導員、

兵庫大学吹奏楽部アドヴァイザー、21世紀の吹奏楽“響

宴”会員。

龍谷大学吹奏楽部
コーチ

【プロフィール】 【プロフィール】

Tomoo Kodama

大阪府堺市出身。1995年大阪音楽大学卒業。1996年パ

リ・エコール・ノルマル音楽院クラリネット科にて審査員

全員一致の一等賞で演奏家資格、1997年高等演奏家資

格、1998年国家高等演奏家資格を取得し、首席で卒業。

1999年同音楽院室内楽科にて審査員全員一致の一等賞

で演奏家資格を取得すると共に特別名誉賞を受賞し首

席で卒業。在仏中より、積極的にリサイタルを開催する一

方、室内楽やオーケストラプレイヤーとしても幅広く演奏

活動を行う。また、西日本を中心に後進への指導、コン

クール審査員を務める等活動の場を広げながら、現在は

モダン楽器に加え、クラシカル楽器（古典派の時代に使用

された楽器及びレプリカ）奏者としても活躍中。1993年第

8回欧日音楽講座にて、ビュッフェ・クランポン奨励賞受

賞。1999年パリ国際音楽コンクールにて第1位、及び名誉

賞受賞。クラリネットを浜中浩一、本田耕一、ギィ・ドゥプ

リュ、ロメン・ギュオの各氏に師事。室内楽をニーナ・パタ

ルチェック氏に師事。現在龍谷大学吹奏楽部コーチ。プレ

ネール・クラリネットアンサンブル主宰。「ブラスパラダイ

ス大阪」コンサートマスター。テレマン室内管弦楽団ソ

ロ・クラリネット奏者。相愛大学音楽学部非常勤講師。

創部45周年おめでとう！ 『WALK ON・・・』
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第40回定期演奏会より
（2013.12.21　滋賀県立芸術劇場　びわ湖ホール）
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45年の
あゆみ
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昭和42年　　　　　　　昭和58年

1967〜1983
1967-1983 Topics 

■ 龍谷大学吹奏楽部の活動

昭和42年
（1967年） 

 4月
龍谷大学応援総部 
吹奏楽部創設

43年  春
（1968年） 

応援総部永久廃部に
ともない吹奏楽部解散、
吹奏楽同好会として再発足

45年 4月
（1970年）

吹奏楽研究会に改称

46年 5月
（1971年）

京都府吹奏楽連盟加盟
京都５大学土曜コンサート出演。

（この年、龍谷祭開会式ファンファーレ
演奏等活動が活発になる。）

47年 1月
（1972年） 

6月

関西学生吹奏楽連盟加盟・
全日本学生吹奏楽連盟加盟

第1回龍谷大学吹奏楽研究会
学内演奏会開催

48年10月
（1973年）

学友会学術文化局認定同好会
となる

49年12月
（1974年）

第1回定期演奏会開催
（府立勤労会館）

50年12月
（1975年）

第2回定期演奏会にて
客演指揮として
文字清氏を迎える

51年 9月
（1976年）

10月

OB会発足（24人）

バトントワラーズ発足

■ This Year’s News

初の「建国記念日」が
定められる

川端康成氏が
ノーベル文学賞受賞

３億円強奪事件発生

ケンタッキー、マクドナル
ド日本一号店オープン

アポロ14号、
月に着陸

札幌オリンピック開催

桜島が噴火する

石油ショックによる
物価急上昇

ハローキティ誕生
佐藤栄作氏が
ノーベル平和賞受賞

第二次ベビーブーム
到来

日本初の五つ子が
鹿児島県で誕生

昭和45年
（1970年）

昭和50年
（1975年）

第2回定期演奏会（昭和50年／1975年）

青少年ブラスコンサート出演（昭和47年／1972年）

夏の合宿（昭和45年／1970年）

松山城にて春の合宿（昭和43年／1968年）
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昭和天皇在位
50年式典

平均寿命世界一と
なる

白黒テレビの廃止

第一回
『日本アカデミー賞』

開催

日中平和友好条約
調印

ジョン・レノンが
銃殺される

沖縄で新種の鳥を発
見、「ヤンバルクイナ」
と命名

フジテレビ「笑って
いいとも！」開始

東京ディズニーラン
ドが開演

11月 龍谷祭パレード初参加
（大宮〜深草）、
これより本格的に
パレードを開始

52年 5月
（1977年）

降誕会パレード始まる
（円山公園〜河原町御池）

53年 8月
（1978年）

9月 

12月

全日本吹奏楽コンクール
京都府予選初出場（金賞受賞）

認定同好会より部に昇格、
龍谷大学学友会学術文化局
吹奏楽部となる

第5回記念定期演奏会
（京都会館第2ホール）

55年12月
（1980年）

京都大学吹奏楽連盟
アンサンブルコンテストに
於いて初優勝（サックスパート）

56年  7月
（1981年）

12月

ドイツ 演奏旅行

第8回定期演奏会にて初めてのステー

ジドリルを行う（京都会館第1ホール）

58年12月
（1983年）

創部15周年記念第10回定期
演奏会（八幡市文化センター）
上埜孝先生による指導開始

昭和55年
（1980年）

降誕会パレード（昭和52年）

第5回定期演奏会（昭和53年）

第8回定期演奏会（昭和56年）

龍谷祭パレード（昭和51年）
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昭和59年　　　　　　　平成10年

1984〜1998
1984-1998 Topics 

■ 龍谷大学吹奏楽部の活動

昭和59年
（1984年）

8月

第11回関西吹奏楽
コンクール
中谷満氏の指揮で出場

61年10月
（1986年）

第34回全日本吹奏楽
コンクール
佐渡裕氏の指揮で出場

昭和63年
（1988年）2月

12月

洋上セミナーに参加し、
中国（上海）で演奏を行う

第15回定期演奏会にて客演と
して、井谷昭彦氏を迎える

２年
（1990年）

第17回定期演奏会にて
客演指揮として、
丸谷明夫氏を迎える

3年
（1991年）

紫ジャンパー製作

4年（1992年） 指導者体制変わる
● 音楽監督・常任指揮者
　若林 義人
● 主任講師・ミュージカルアドバイザー     
　竹林 秀憲
● 専任講師　井谷 昭彦
● 専任講師　宅間 斉

■ This Year’s News

１万円、５千円、千円　
新札発行

男女雇用機会均等法成立
チ ャリティーソ ン グ
「We are the world」
を製作する

三原山が210年ぶりに
大爆発

バブル景気。東証終値
が､平均株価３万159円
の史上最高値

ソウルオリンピック
開幕

日本初の
宇宙飛行士（TBS記者）
帰還

湾岸戦争、勃発

大学入試、
｢センター試験｣に

平成1年
（1989年）

第19回定期演奏会（平成4年）

第11回定期演奏会（昭和59年／1984年）

第34回全日本吹奏楽コンクール（昭和61年／1986年）

第15回定期演奏会（昭和63年／1988年）

第17回定期演奏会（平成2年／1990年）
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天皇、初の中国訪問

松本サリン事件発生

関西空港､ 開港

阪神淡路大震災 
（Ｍ7.3の大地震）

オウム真理教による
地下鉄サリン事件

アトランタ
オリンピック､ 開幕

O-157各地で大流行

消費税５％実施

イギリスダイアナ
元妃パリで事故死

長野冬季
オリンピック開催

明石海峡大橋､ 完成

女子柔道の
全日本女子で､
田村亮子が８連覇

10月 第40回関西吹奏楽 
コンクール初の金賞受賞

平成5年
（1993年）8月

12月

夕照コンサートが始まる

第41回 全 日 本 吹 奏 楽 コ ン
クール 銀賞受賞
第20回定期演奏  初の2回公
演を行う

６年
（1994年）

青ブレザーから
紺ブレザーへ

７年
（1995年）

がんばろうや神戸！阪神淡路
大震災復興支援コンサート
第43回 全 日 本 吹 奏 楽 コ ン
クール 金賞受賞

８年
（1996年）

第44回全日本吹奏楽
コンクール
銀賞受賞

9年
（1997年）

フレッシャーズキャンプ
初参加

10年
（1998年）

7月

創部30周年記念　

サマーコンサートの開催

龍谷シンフォニックバンドの
結成

平成5年
（1993年）

昭和10年
（1998年）

第40回全日本吹奏楽コンクール（平成4年）

第20回定期演奏会（平成5年）

がんばろうや神戸！阪神淡路大震災
復興支援コンサート(平成7年）

サマーコンサート（平成10年）
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平成11年度

1999
Pickup News 

現在に続くびわ湖ホールでの定期演奏会開催
感謝の気持ちを忘れずに

　創部45周年並びに記念誌の発刊、誠におめでとうございます。今
や龍谷大学吹奏楽部は全国大会常連校となりましたが、当時は関西
大会を突破するのに精一杯。関西を抜けたとしても全国大会まで体
力が保たない。そんな状況だったことを思い出します。
　私たちが３回生のときが創部30周年ということで、第１回サマーコ
ンサートでは、「シンフォニアフェスティーバ」、コンクールでは「夜
想曲より祭」、定期演奏会では「ローマの祭」（しかも昼夜２回公演）
と祭り一色でした。
　お祭り騒ぎの１年が終わり、いよいよ私たちが４回生となったもの
の、「幹事長はこうあるべき」と言うような形ばかりを追い求めてしま
い、少し息苦しい毎日だったかもと記憶しています。（大箸ごめんね）
　そんな私たちの回生が後輩に残したものといえば、びわ湖ホール
での定期演奏会開催ではないでしょうか。
　クラブの発展と音楽の更なる追求のため、八幡市文化センターか
らの会場変更を英断した。と言えば格好がつくのですが、実際はそう
ではありません。「ホールを変えよう」なんて話は微塵もなかったで
すし、回生全員が八幡市文化センターで定期演奏会を開催できると
信じていました。
　そう、ホールの抽選に外れるまでは…
　それからホール探しが始まるのですが、残念ながら会場決定の日
までの記憶がありません。気付いたら運良くびわ湖ホールを確保して
いました。
　当時のびわ湖ホールはオープン２年目。前年にコンクール全国大
会が開催されていましたが、まだまだプロのオーケストラのための
ホールという雰囲気で、「大学の吹奏楽部の演奏会で客席が埋まる

の？」といった空気が漂っていましたが、私たちはホールを確保出来
てほっとしていました。
　でも本当に大変だったのはこの後からで、「びわ湖ホールではドリ
ルが出来ない」という事が特に大きな問題でした。（もう１つ、長年
司会をお願いしていた文字さんに、今年もお願いするかという問題も
ありました）
　今となってはどうやって決めたか覚えていませんが、おそらく何度
もミーティングを重ねた結果、「ドリルはサマコンで」「定演は座奏」
という現在の原型が出来上がったんだと思います。（ちなみに文字さ
んは定演で影アナをお願いしました）
　それから紆余曲折あり演奏会当日を迎えるのですが、あの時びわ
湖ホールで、「全乗り」でカルミナ・ブラーナを演奏できたことは、
若林先生始めご指導頂いた先生方、叱咤激励して頂いた諸先輩方、
最後まで型にはまる事のなかった幹事長に文句を言いつつも見放さ
なかった後輩たち。そして訳のわからんミーティングを嫌というほど
して、時にはひどい言葉で言い合ったし、私が白浜荘の壁を蹴破った
こともあったけど、非常に濃い時間を共有した同回生がいてくれたお
陰と、今でも感謝の気持ちでいっぱいです。いつか必ず31期会を開
催しましょう。
　同期へのメッセージはこれくらいにして、最後に後輩たちへ
　クラブ運営や楽器のことで躓いたり、悩んだりしたときは周りを見
回して下さい。そこには同じ目的で集まった仲間が大勢いるはずです。
仲間を信じて自分を信じて、全力で取組めば、メッセージは音楽に乗っ
て必ず伝わります。これからも龍大吹奏楽部を応援する全国の人たち
に、素晴らしい音楽を届け続けて下さい。

仲間と過ごした時間� 第31期　副幹事長　田中　竜八

感　謝� 第31期　学生指揮　平山　正道
　この度は、龍谷大学学友会学術文化局吹奏楽部創部45周年をお迎
えになり、誠におめでとうございます。心よりお慶びを申し上げます。
ここまで続けてこられたのは、歴代先輩方の並々ならぬ努力と、若林
義人先生をはじめ素晴らしい講師の方々のご指導、ならびに龍谷大

学のご支援のおかげと思います。
　31期生の１先輩として、現在現役で活動されている皆様や、将来
入部される後輩の皆様にお願いがあります。それは、感謝の気持ち
を忘れないでいただきたいことです。我々が現役のころは、深草キャ
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ンパスの紫朋館に拠点を置いて活動しておりました。メインの合奏場
の部屋は大変狭かったと思います。当時で部員数は約100名くらいお
りましたので、集合するにも一苦労で合奏するために他の部屋を借り
るといった状況でした。また、パート練習も深草キャンパス内の決め
られたスペースで練習をしておりましたが、学内では講義中の教室も
あり、教授や学生から苦情が来ることもありましたので、練習場所を
探しているうちに練習時間が終わるような日もあり、まともに練習で
きない日がありました。
　また、土日に深草キャンパス内で学校行事がある場合は、一切学
内が使用できない日がありました。そんなときは、深草キャンパスか
ら遠く離れた鴨川の河川敷に行って練習を行ったこともありました。
もちろん天候に関係なく雨の日も金管楽器は濡れても大丈夫なので
鴨川の河川敷で練習しました。このように、日々の練習場所を確保す
ることも非常に大変な状況でした。
　我々が現役の頃と比べると現在の練習環境は、非常に恵まれてい
ると思います。
　2005年４月に完成した瀬田キャンパスの青朋館の２階は、吹奏楽
部の専用練習場になっていると聞いております。100人規模の合奏が
できる部屋とパート別の部屋があるのは大変すばらしい環境だと思い
ます。これだけの施設を使える環境の吹奏楽部は、プロフェッショナ

ルの団体を含めても少ないでしょう。今現役の方々やこれから入部さ
れる後輩たちも瀬田キャンパスの青朋館しか知らないので、この環境
があたりまえと思うかもしれません。しかし、そういった恵まれた環
境で活動できるのは、歴代先輩の努力のおかげであることを忘れな
いでほしいと思っております。
　また、長年吹奏楽部の音楽監督を務めていただいております若林
義人先生のご指導への感謝も忘れてはいけないと思います。我々が
現役のころは、全日本コンクールに出場し始めたころでしたが、現在
は、全日本コンクールで金賞を受賞できるようになったと聞いており
ます。このような演奏レベルになったのも、若林義人先生が長年に渡っ
て地道にご指導して頂いたおかげです。到底、学生の力だけでは到
達できない演奏レベルになったと思います。さらに、若林先生は近
年まで京都市交響楽団のトランペット奏者を務められ、他の吹奏楽部
のご指導と多忙を極めるスケジュールの合間でご指導して頂いている
ことに対して、感謝の気持ちを忘れずに日々の練習に励んでいただけ
ればと思う次第です。
　最後になりましたが、今後の吹奏楽部の益々のご発展とご活躍を
祈念いたしまして、簡単ではございますが私の記念誌寄稿文とさせて
いただきます。

１月　通貨「ユーロ」誕生
　　　プロレスラー・ジャイアント馬場、死去
２月　NTTドコモがiモードサービス開始
３月　『だんご３兄弟』のCD爆発的なヒットに
４月　石原慎太郎、東京都知事に当選
５月　スター・ウォーズ エピソード１/ファントム・メナスがアメリカなどで公開

６月　ソニーがロボット犬「AIBO」発売開始
７月　全日空61便ハイジャック事件
８月　国旗国歌法成立
９月　池袋通り魔殺人事件
10月　桶川ストーカー殺人事件発生

3月
第14回大阪国際ボートショー／豊日中学校創立50周年記念式典／
ひらかたパーク（はるパーオープニングイベント）／ひらかたパー
ク（ウルトラマンエキスプレス）／フレンドシップコンサート

4月 京都花まつり／ひらかたパーク／西宮花まつり／淀快速ター
フィー号発車式

5月 第24回京都府大学吹奏連盟合同演奏会／彦根花まつり／降誕会

7月 第２回サマーコンサート

8月 西浦住宅祭／夕照コンサート

9月 西浦町まつり／第33回大阪府職業安定行政職員体育祭／第32回大
学バトン・チアフェスティバル／ひらかたパーク

10月 第26回社会人野球日本選手権／ひらかたパーク

11月

秋のJRAフェスタ／第20回JOYO産業まつり／藤森神社シンシン祭
／第24回エリザベス女王杯／西大久保小学校／第16回マイルチャ
ンピオンシップ／ひらかたパーク／全日本大学女子駅伝対校選手
権大会

12月 ひらかたパーク／第26回定期演奏会

This Year’s News

■ 1999年度の活動報告

第２回サマーコンサート
（八幡市文化センター）

第２回サマーコンサート
（八幡市文化センター）

第11回フレンドシップコンサート
（榛原町立中央体育館）

龍谷大学校友大会 第26回定期演奏会　ゲスト 早坂宏明氏
（滋賀県立芸術劇場 びわ湖ホール）

第26回定期演奏会
（滋賀県立芸術劇場 びわ湖ホール）
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平成12年度

2000
Pickup News 

全国金賞まであと一歩
変貌を遂げた年

　創部45周年おめでとうございます。
　ちょうど私が現役２回生の時に創部30周年を迎え、先輩方が
記念誌発行に尽力されていたことを覚えています。今回寄稿依
頼をいただき、あれから15年も経ったのかと改めて時の流れの
早さを感じ、当時の色々な思い出が蘇ってきました。
　また2012年11月には、私たち32期生の同期で現在フィンラン
ド放送交響楽団トランペット奏者の櫻木厚子さんが、校友会よ
り顕著な実績をあげ、将来を嘱望される会員に贈られる龍谷奨
励賞を受賞されました。同期として大変嬉しい出来事であり、
龍大吹奏楽部出身者ではおそらく史上初のプロオーケストラ奏
者として現在海外でご活躍されていることを紹介させていただ
きます。
　さて、振り返れば私たちの現役時代は昼夜２回公演の定演、
サマーコンサート開催、ステージドリルをサマーコンサートへ
移行、定演をシンフォニックオンリーの演奏会に、そして私た
ちが卒部した年に後輩が北海道への演奏旅行を企画と変貌を
遂げていった正に過渡期だったと思います。
　しかし当時はコンクール全国大会の常連校に入ってきたもの
の、金賞にはあと一歩届かない膠着した状況が続いていました。
このもどかしい状況を突き抜けるのに、若林先生も学生も悩み
試行錯誤してきたと思います。
　特に私が４回生の2000年のコンクールでは初の全国大会三

年連続出場がかかっており、曲もホルストの組曲惑星より「木星」
という名曲を選んでいただき、それまで二年連続で惜しくも銀
賞だったため今回こそ金賞という気持ちが強かったように思い
ます。しかし三年連続出場は果たしたものの、東京文化会館で
の本番は銀賞という結果で大変悔しい思いをしました。
　頑張っても結果が出せないというのは非常に苦しいことです。
もちろん私たちもそうですが、何年も悩んで頑張ってこられた
若林先生の当時のご苦労はいかばかりだったかと推察いたしま
す。
　卒部して10年以上経ち先生とお会いする機会も本当に減りま
したが、たまにご一緒させてもらうと「あのときの君たちの苦
労があったから今の龍大吹奏楽部があるんだよ」と仰っていた
だけることに密かに感謝しております。
　今や龍大吹奏楽部は全国でも屈指の大学生バンドに成長し
演奏も活動している内容も私たちの頃とは隔世の感があります
が、是非現役の皆さんにおいては現状に甘んじずトライアンド
エラーを繰り返して更に進化していただきたいと思います。
　若林先生におかれましても、どうかお体にはくれぐれも気を
付けられてこれから益々ご活躍されることを願っております。
　龍大吹奏楽部の今後一層のご発展を心よりお祈りしておりま
す。

結果を出せなかった過渡期� 第32期　幹事長　杉本　裕司

龍谷大学吹奏楽部での宝物� 第32期　学生指揮　末次　　崇
　龍谷大学吹奏楽部の創部45周年、おめでとうございます。
　僕は今『PALS』に居る。ご存知の方もいらっしゃると思うが、
龍大のサマコン・定演・コンクールなど、吹奏楽のライブ演奏
をビデオ撮影している会社だ。幸運なことに、卒部しても龍大

吹奏楽部が大活躍している様を一番近くで応援でき、まるで自
分のことのように喜び楽しんでいる。
　今、卒部して十余年が経ち、僕が一番感じること。「志があ
れば、周りの人の心を動かすことができる。」



21

　龍谷大学吹奏楽部で学生指揮という役職を経験したのだが、
実は決して順風満帆とはいかず、様々に降り掛かる問題に悩み、
深夜まで仲間と話し合った苦い思い出がある。紆余曲折、その
当時での一番良いと思われる方法を自分たちなりに見つけ出
し、なんとか無事卒部を迎えた。今振り返ると、僕自身のコン
プレックスという弱みがあったと反省する訳だが、しかし、今で
もあの頃の龍大吹奏楽部を誇ることができる。それはやはり、
みんな吹奏楽が好き！いい演奏をしたい！そのためには何をすべ
きなのか、を一緒に悩み考えた同志に恵まれたからだと思う。
本当にこの時期はよく考えた。何回もミーティングを重ねた。し
かし、ひとたび練習が終われば一緒に悩みに悩んだ時間を共有
した仲間たちと、深夜のボウリング、連日のラーメン、下宿先
での意味の無い集まりで、思いっきり笑い、思いっきり楽しみ、
悩み疲れた頭を元気にさせた。そして僕たちはまたクラブに没
頭していったのだった。きっとこの同じ志を持つ仲間がいなけ
れば、悩みは本当にただの悩みになっていただろう。しかし、
この仲間がいたからこそ、悩みは実はクラブ活動の醍醐味となっ

ていたのかもしれない。いい演奏がしたい、その思いを追い続
け、最後にはみんなで笑って卒部できた、このことが苦い思い
出でなく、むしろ僕の心にはあたたかい思い出として今も残っ
ている。今でも当時の仲間の顔を思い浮かべると彼らはみんな
笑っている。
　その思いが胸にあるから、今でも吹奏楽が大好きで、僕は今
の仕事を満喫している。社会にでてまだ十年と少ししかたって
いないが、それでも壁にぶつかることはある。しかし、僕は龍
大吹奏楽部での思い出が、『きっと乗り越えられる』という自信
のひとつになっている。そっと心の支えとなってくれている仲間
と龍谷大学吹奏楽部に感謝したい。
　龍谷大学吹奏楽部が創部45周年をむかえる今日まで、先輩
方が残された良き伝統を大切にし、そしてさらなる進化を続け
ておられる現役生、先生方、支えて下さる皆様に感謝申し上げ
ます。これからも新たなすばらしい歴史を作っていく龍谷大学
吹奏楽部を誰よりも応援しています。

１月　サザンオールスターズ「TSUNAMI」CDシングル歴代売上げ１位
　　　新潟少女監禁事件
２月　マイクロソフトがWindows2000を発売
３月　プレイステーション２ 発売
４月　森喜朗首相内閣がはじまる
５月　西鉄バスジャック事件
６月　雪印集団食中毒事件発覚

７月　新紙幣2000円札発行
８月　雪印乳業が操業再開
９月　シドニーオリンピック大会が開幕
　　　シドニー五輪女子マラソンで高橋尚子金メダル
11月　アメリカ大統領選、ジョージ・W・ブッシュ当選
12月　白川英樹、日本人で19年ぶりにノーベル化学賞受賞

３月 第15回大阪国際ボートショー開会式／フレンドシップコンサート
／ひらかたパーク／鈴鹿サーキットランドパレード

４月 京都花まつり／西宮花まつり／ひらかたパーク

５月
関西３大学ジョイントコンサート／第25回京都府大学吹奏楽連盟
合同演奏会／彦根花まつり／ひらかたパーク／降誕会／京阪電鉄
90周年セレモニー／全日本学生吹奏楽連盟第36回バンドフェア

７月 第３回サマーコンサート

８月 西浦住宅祭／夕照コンサート／西浦公園祭／ひらかたパーク90周
年オープニングイベント

９月
コンソーシアム京都プレイベント／京阪電鉄労働組合結成50周年
記念セレモニー／ひらかたパーク／ジャスコ長浜ショピングセン
ターオープニングセレモニー

10月 京都コンサートホール開館５周年記念コンサート／ひらかたパー
ク／高松建設松和会大運動会／幸福フェスティバル2000

11月

第21回JOYO産業まつり／第25回エリザベス女王杯／第16回膳所
駅前パレード／藤森神社シンシン祭／第17回マイルチャンピオン
シップ／ひらかたパーク／京都私学フェスティバル2000／ポルタ
20周年バースデーライブ／滋賀県滋賀郡志賀町立小野小学校・芸
術鑑賞会／競馬依頼演奏

12月 第27回定期演奏会

This Year’s News

■ 2000年度の活動報告

第３回サマーコンサート
（八幡市民センター）

第３回サマーコンサート
（八幡市民センター）

第27回定期演奏会
（滋賀県立芸術劇場 びわ湖ホール）

第27回定期演奏会
（滋賀県立芸術劇場 びわ湖ホール）

三大学吹奏楽部ジョイントコンサート2000
（大阪国際会議場）

三大学吹奏楽部ジョイントコンサート2000
（大阪国際会議場）
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平成13年度

2001
Pickup News 

初めての３年連続出場
10泊11日の北海道演奏旅行へ

　設立45周年おめでとうございます。私が幹事長を務めた１年間の主だった活動を
振り返りたいと思います。
　2001年は、龍谷大学吹奏楽部が初めて全日本吹奏楽コンクールにて３出を達成し、
規定によりコンクール不出場になった初めての年。コンクールに出場しないがために、
その年度をコンクール出場の年と変わらないくらい音楽的にも技術的にも活動を充
実させることが至上命題でした。
•“響宴”への出演
　これまで過去５回出演している21世紀“響宴”、龍谷大学吹奏楽部が初めて出演し
たのが2001年開催、第４回“響宴”です。ここで作曲家の保科洋先生や小長谷宗一先
生、酒井格先生など多くの先生方と出会い、その後の龍谷大学吹奏楽部にとって大
きな転換のきっかけとなりました。当時、これまでの吹奏楽部は遠征の経験がほとん
どなく、すべてが手さぐり状態でした。「いかに予算を抑えるか」ばかり考え、４泊
５日のうちの２泊は車中泊、東京での宿泊も築地本願寺の納骨堂、３月のまだまだ
寒い時期でありながら、部屋には暖房はなく、隙間風もびゅんびゅん入ってくる始末。
何人も体調不良者を出しながら、「体調不良なんてなるなよ、バカ！」という、今覚
えば幹事長として最低なことを思っていました。駒澤大学吹奏楽部の練習場をお借り
し、上埜先生にも合奏を見学いただいたり、駒澤大学吹奏楽部の部員との交流があっ
たりもしました。
一つ学年下の学生指揮者であった知野さんは、この響宴の打ち上げで出会った神奈
川大学吹奏楽部の方と卒業後に結婚しました。一つ一つの出会いは人生を大きく変
えるのだなとしみじみ思います。
•生駒中学×明浄高校×龍谷大学ジョイントコンサートの開催
　若林先生から「こんな企画あるのだけど」と言われ、幹事長として「いいですね！
出ましょう！！」と独断即決した私。後日、幹部に企画の概要を伝えると「こんな大き
な本番を相談なしで決めて最悪。しかも、サマーコンサート１週間前が本番なんて
信じられない」と非難ごうごう。それでも「なんとかなるだろう」と皆を説得し、最
終的には何とかなったので、いい決断だったと今でも思います。ちなみに、ジョイン
トコンサートは若林義人監督の指揮による演奏。当時のサマーコンサートはすべて
学生指揮者が指揮を振っていたため、ジョイントコンサートで演奏した曲目は、全く
サマーコンサートの曲目と違うものでした。よくも全く演目の異なる大きな本番を、
１週間の間に２つも重ねたなと、我ながら感心します。
•北海道への演奏旅行（10泊11日）
　３出が決定した2000年８月に回生ミーティングで北海道演奏旅行開催を決めまし
た。コンクールに出場しない年に何をやるのか、①CD作成②海外演奏旅行③国内
演奏旅行の３つに絞られ、①CD作成はいつでもできるので否決。②海外演奏旅行
は国内演奏旅行すらしたことがないためという理由で否決。結局、③国内演奏旅行
で決定したものの、次はどこに行くのか？ということを議論。いろいろな意見はあった
ものの、「できる限り遠くへ行きたい」という幼稚な理由で北海道と九州が最終候補
に残り、「夏は暑いので北海道に行こう」という単純な多数派の意見で決定。約1,300

万円かかった事業を、こんな安直なやり方で決めてしまった我々の回生。今考えると
信じられないロジックですね。
　演奏旅行の開催にあたっては、ちょうど１年前の９月から動きだしました。実行委
員会の設置、メインとなるホールの予約（札幌、旭川）、客演の早坂宏明先生、ア
ルクセイ・トカレフ氏への依頼・交渉、若林監督の日程調整（当時は京響に所属さ
れていたので、長期休みはなかなか取れなかった）…など。メインとなる演奏会が
決まれば、そこから肉付け作業。依頼演奏をするための渉外活動を展開、遠方であ
るため全て電話交渉。結果として10本近くの本番機会を得ることができました。10泊
11日といってもそのうち４泊はフェリーで宿泊。そのフェリーでの時間を有効活用し
ようと、船内コンサートを開催。新日本海フェリーに直接掛け合って実現したという
から、当時の渉外担当の交渉も相当大変だったのではないかでしょうか。“響宴”同様、
「いかに予算を抑えるか」を徹底的に考え、北海道までの交通手段はもちろんフェリー
を選択。宿もほぼ少年自然の家。依頼活動もできる限り収入を得るよう交渉し、最
終的に謝金の合計は50万円ほどあったはずです。
　この北海道への演奏旅行を実施するために、大学イベントの夕照コンサートの日
程をわざわざずらしていただいたり、関西吹奏楽コンクールでの特別演奏を辞退した
りしました。一方で、満を持して開催した演奏旅行メインとなる旭川市民文化会館、
札幌コンサートホールKitaraでの自主公演にお客さんはほとんど入らず、客席はがら
がらの状態。周囲へたくさんの迷惑をかけておいて、多くのお金も使ったのに、結
果は惨憺たるものでした。では、この事業は失敗かというと、そうではありません。
この北海道演奏旅行は龍谷大学吹奏楽部が今後も演奏旅行を継続していく初めの大
きな一歩となったからです。また、当時のメンバーが口を揃えて言っています。「北
海道は良かった」と。
•RECコンサートの開催
　RECは龍谷エクステンションセンターの略。吹奏楽部をこよなく愛してくれた龍谷
大学職員の鶴野さんが学生部からRECに異動され、その鶴野さんからの直々の依頼
で、即断即決、２つ返事で受け開催したコンサート。正式には、『RECコミュニティ
カレッジ 親子で学ぶコース 芸術の秋「吹奏楽コンサート」』という名称。開催時期
が秋であったため、「依頼演奏の一つだから３回生で仕切れよ！」と下の回生に丸投
げ、３回生が取り仕切り、４回生は参加しない形で進めていました。ある日の鶴野
さん、「水野、ワシは迫力のある吹奏楽を聞きたいんや、120人全員で出演してくれや」
との一言で、演奏も、運営も４回生が仕切ることに。びわ湖ホール・中ホール、800
席をどう埋めるのか。さらには、親も子も共に楽しんでもらうコンサートをどう作る
のか、学生指揮者や企画、渉外が四苦八苦しながら準備を進め、いざ開催当日を迎
えました。客席は満席とまではいきませんでしたが、８割近くの集客を達成。芸術
鑑賞会的な要素をふんだんに取り入れたコンサート、指揮者体験コーナーでは障が
いをもたれた方が偶然出演されました。演奏メンバーも見ているお客さんもあたた
かい気持ちでその方を迎え、演奏後にはその日一番の拍手喝采。客席もステージ上
でも感動の渦が巻き、演奏会の最後には涙を流す方もおられました。

印象に残っている思い出� 第33期　幹事長　水野　哲八
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　コンクール以外ではサマーコンサート、定期演奏会の２度しかホールで演奏をす
る機会がなく、依頼演奏の多くはパレードか立奏での演奏であった当時。いかに座
奏での本番を増やすか、ホールで演奏できる本番を増やすか、幹部皆で考えていま
した。そんな中、ホールで演奏できるRECコンサートを開催できたこと、またそれが
継続して現在でも続いていること、本当にうれしく思います。RECコンサートを開催し
たことも、当時の龍谷大学吹奏楽部の小さくない一歩だと思います。

　幹事長を務めた１年間の４つを簡単に振り返りました。この１年間は「ノーとは
言わない」、「やればできる」、「なんとかなる」、こんなことばかり考えてやってきた
気がします。振り返ると、自分一人では何もできない、皆がいて、皆とともにやるか
らこそ多くのことができたのだと、心の底から思います。大学４年間、吹奏楽部に所
属し、最高の仲間と環境に恵まれたこと、本当に感謝しております。ありがとうござ
いました。そして、45周年おめでとうございます。

３月 第４回 ” 響宴 ” ／フレンドシップコンサート／水口町・柏木公民
館演奏会／ひらかたパーク

４月 彦根花まつり／ひらかたパーク／京都花まつり／びわこ競艇ファ
ンファーレ／天皇賞 G １ファンファーレ

６月 全日本吹奏楽コンクール３年連続出場団体合同演奏会～生駒中学
校・明浄学院高等学校・龍谷大学～／第４回サマーコンサート

８月 深草西浦住宅祭依頼演奏／全日本吹奏楽コンクール３年連続出場
記念北海道演奏旅行／旭川公演／札幌公演

10 月 大学コンソーシアム京都／北白川小学校芸術鑑賞会／京都市立砂
川小学校芸術鑑賞会／ひらかたパーク／全国保育士会

11 月 藤森神社シンシン祭／交通安全膳所パレード

12 月
京田辺市立桃園小学校芸術鑑賞会／ジャスコ西大津店／ JOYO 産
業まつり／競馬依頼演奏／ひらかたパーク／びわ湖競艇依頼演奏
／第 28 回定期演奏会

This Year’s News

■ 2001年度の活動報告

継続は力なり� 第33期　学生指揮　尾崎　雅規
　龍谷大学として初めての全日本吹奏楽コンクール３年連続出場の翌年。これが私
の４回生の１年間でした。
　「コンクールにかわる活動をどんな風にしていこうか。」同じ回生の仲間達とたくさ
んの時間を使ってミーティングしたことを思い出します。
　この１年間は、北海道演奏旅行や響宴、REC親子コンサート、明浄・生駒とのジョ
イントコンサートなど、龍谷大学として初めての演奏会が多く、他にはできない大き
な体験をさせていただきました。
　特に記憶に残っているのはREC親子コンサート（現・龍谷大学ジュニアキャンパス
吹奏楽キッズコンサート）です。吹奏楽部としても大学としても初めての試みである
と同時に、親子で楽しんでいただく内容にしていかなければならないということで、
これまで以上に頭を悩ませたことを覚えています。
　それから12年。私は現在、小学校の教員になり、児童約70名を抱える吹奏楽部の
顧問もしています。昨年度には、REC親子コンサートが前身である「龍谷大学ジュニ

アキャンパス吹奏楽キッズコンサート」に我が小学校をゲストバンドとして招待してく
ださいました。
　今の学生達が、お客さんを楽しませようと真剣に取り組んでいる姿に感激しました。
また、私達が初めて企画に携わったこのコンサートに、10数年の月日を経て、吹奏
楽部の顧問として小学生と一緒に参加できたことで感慨深い思いでいっぱいになりま
した。
　私の大学生活は吹奏楽一色の４年間（今もそうですが）でしたが、このクラブで
頑張れたからこそ今の自分があり、こうやって現役の学生と一緒に演奏ができたと
思っています。
　「継続は力なり」
　今の頑張りが未来を創っていきます。一人の卒業生として今後の活躍を応援してい
ます。

第38回京都府吹奏楽コンクール特別演奏
（京都会館）

第28回定期演奏会
（滋賀県立芸術劇場 びわ湖ホール）

第28回定期演奏会
（滋賀県立芸術劇場 びわ湖ホール）

北海道演奏旅行
（札幌コンサートホールKitara）

フレンドシップコンサート
（奈良100年会館）

ひらかたパーク
（野外ステージ）

１月　横綱・曙が引退
２月　ハワイ沖で日本の船「えひめ丸」が米海軍の潜水艦と衝突
３月　大阪府にユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ）開園
４月　森喜朗首相が辞任。小泉内閣発足
５月　埼玉県に「さいたま市」が誕生
６月　大阪教育大学附属池田小学校に男が乱入、児童８人を殺害
７月　映画「千と千尋の神隠し」公開、興行収入・観客動員ともに日本歴代最多記録更新
　　　明石花火大会歩道橋事故

８月　小泉首相が靖国神社を参拝
９月　アメリカ同時多発テロ事件発生
　　　東京ディズニーシー開園
10月　連合諸国がタリバン政権に対して空爆
11月　アメリカ・メジャーリーグでイチローがMVPを獲得
12月　皇太子妃雅子が敬宮愛子内親王出産
　　　野依良治が日本人で二年連続ノーベル化学賞受賞
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2002
Pickup News 

初めての三出明け
苦悩ののちの金賞

　今、４回生の頃を振り返って、一番心に残っていることは、
やはり、全国大会で金賞を受賞できたことです。７年ぶりとい
うことでしたが、当時、うれしくて舞台で賞状をもらって、思わ
ず客席に向かって賞状を高く上げたのを思い出しています。
　私たちが幹部になった瞬間からプレッシャーと問題だらけで
した。２年前に３年連続で全国大会に出場したことで、その翌
年は、規定によりコンクールが休みでした。
　１年ぶりのコンクールを迎えるに当たり、必ず全国大会に行
かなければならないという最大の課題がありました。当然とい
えば当然のことですが、３出明けを初めて経験した私たちには、
かなりのプレッシャーでした。
　１年間の活動をどうしていくかなど細かいことも話し合い、決
まりつつあった、そんな中、コンクールでシンフォニックに全員
は出られないという問題が生じました。この頃のコンクールは、
コンクールメンバー以外の部員は、龍谷シンフォニックバンド
にお世話になってコンクールに出ていたので、全員がコンクー
ルに出場していました。このままでは夏の時期にコンクールメ
ンバー以外の取り組むことがなくなってしまうため、合宿の最終
日に借りているホールで演奏会を開催することにしました。演
奏会を新たに始めるのは簡単なことではなく、打ち合わせや情
宣のために何度も安曇川へ行き、演奏会開催に向けて皆で必
死に準備したことを思い出します。
　そうして様々な問題を乗り越えたわけですが、全国大会へ行
くという最大の課題が残っていました。１年コンクールに出て

いないと全国大会を経験したメンバーも数えるほどしかおらず、
周りの方々からも「今年はダメだ」とか「関西で落ちる」など
と言われていました。
　そのプレッシャーからなのか、自由曲の選曲も慎重になり、
なかなか決まりませんでした。そんな時、若林先生から「酒井
先生に書いてもらうのはどうか」という提案をいただき、作曲
をお願いすることにしました。難しい曲でしたが、無事、全国
大会へ進むことができ、当初の目標を果たすことができました。
　当時の私たちは、全国大会へ進むことばかり考えていたため、
お恥ずかしいことですが、金賞を取ろうとまでは考えてなかった
と思います。私自身、集合などで前に立って「金賞を目指そう、
取ろう」と言ってなかったと思います。２年前の木星がすばら
しい演奏だったのに、銀賞だったので、その時と比べて消極的
になっていたのかもしれません。関西で落ちると言われ続けた
私たちがこんないい結果で終われるとは思いませんでしたが、
なぜ、金賞を取れたのかは、今でもわかりません。ただ、「い
い音楽をしよう」と毎日のように言い続けていたのが、肩の力
も抜けて、よかったのかもしれません。そして何よりも若林先生
をはじめ、諸先生方や先輩方のご指導や応援があったからこそ
の結果だと思います。
　私たちの回生は人数も少なく、しっかりとしていなかった幹部
だったと思いますが、後輩や同回生がついてきてくれたことに
感謝し、４年間のクラブ活動を今でも誇りに思っています。

初めての３出明けのコンクールを迎えて� 第34期　副幹事長　髙月　大和

変遷を経験して� 第34期　学生指揮　齋藤　恵子
　この度は創部45周年まことにおめでとうございます。
　幾多の困難を乗り越えここまで発展を続けられましたこと、自

分のことのように嬉しく思っております。これもひとえに多くの
先輩方のご尽力、そして何より音楽監督である若林義人先生の
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たゆまぬご指導の賜物と深く敬服いたします。
　さて、私達34期生は他の学年に比べて人数も少なく、最上回
生になることに多少の不安を抱えながら活動しておりました。そ
んな中、今や甲子園の入場行進まで手掛けておられる酒井格先
生が数々の曲を書いて下さったことは、本当にありがたい出来
事となりました。
　最たる思い出は、やはりコンクールでの「三角の山」。あの
雄大で煌めいた響きは、毎日の合奏が楽しみになるほど素敵な
ものでした。また、吹奏楽オリジナル曲の発表により吹奏楽界
の発展にわずかなりと貢献できるという喜びも噛み締めながら
演奏しておりました。全国大会でその感謝と喜びの気持ちを全
力で表現した結果、念願の金賞を頂くことができました。先輩
方の悲願に報い、さらにその後の快進撃のきっかけとなれたこ
とを誇りに思っております。
　サマーコンサートでは２部のステージドリルにおいて酒井先
生書き下ろしストーリー付きのオリジナル曲を初演披露。斬新
な演出と舞台転換で会場を沸かせました。古き良き伝統を守り
たい想い、その一方で新たな発展に寄与したい意気込みもあり、
双方の狭間で模索を続けた34期生の象徴のようなステージとな

りました。
　この他にも、私達は様々な変遷を経験した学年となりました。
日頃の活動に並行して、瀬田学舎への移転の話が持ち上がった
のもこの頃でした。私達の学年で見送ってしまったのは、今ま
で先輩方が培って下さった場所と伝統を変えることに不安が
あったからに他なりません。しかし、結果的には移転して格段
に環境が良くなり、躍進を続けられることとなりました。現役の
皆さんのご活躍を見るにつけ、私達の代で決断できなかった申
し訳なさと、後輩の皆さんの英断への感謝の気持ちが湧き上が
ります。現役の皆さんにおかれましては、変遷を恐れることな
く進んで欲しいと切に願っております。
　そんな頼りない私達でしたが、４年間の集大成である定期演
奏会では、「大序曲1812年」という壮大な曲で締めくくることが
できました。迷いながらも何とかやってこられたのは、やはり
先生方、先輩方、後輩達、ご家族の皆様のお陰です。輝かし
い45年間の歴史の中に私達がほんの少しでも携われたことを、
この場をお借りして感謝致します。
　最後に、これからも益々のご盛栄と、素晴らしい音楽を奏で
続けて下さることを心より願っております。

１月　EU域内12ヶ国、通貨をユーロに統合
　　　雪印牛肉偽装事件
２月　ソルトレイクシティオリンピック開催
４月　新首相官邸がオープン
５月　FIFAワールドカップ韓国/日本大会が開催
６月　鈴木宗男衆議院議員があっせん収賄容疑で逮捕

８月　住民基本台帳ネットワーク開始
９月　初の日朝首脳会談
10月　小柴昌俊がノーベル物理学賞を受賞、田中耕一がノーベル化学賞を受賞
12月　長嶋茂雄前巨人監督が野球日本代表監督に就任

３月 インテックス大阪ボートショー／春うららコンサート／鈴鹿サー
キット

４月 京都花まつり

５月 彦根花まつり／びわ湖競艇ファンファーレ／ひらかたパーク／奈
良ドリームランド

６月 サマーコンサート／佐川印刷野球応援

８月 夕照コンサート

９月 西浦公園祭／敬老会／大津市立大石小学校音楽鑑賞会／ひらかた
パーク

10月 京都西山高等学校芸術鑑賞会／ひらかたパーク／幼児のつどい／
京田辺市立桃園小学校芸術鑑賞会

11月 藤森神社シンシン祭／佐川美術館／京都市立砂川小学校芸術鑑賞
会／膳所パレード

12月
第27回エリザベス女王杯／第19回マイルチャンピオンシップ／第
26回JOYO産業まつり／ひらかたパーク／第29回定期演奏会／吉
本興業株式会社

This Year’s News

■ 2002年度の活動報告

第５回サマーコンサート
（八幡市文化センター）

第５回サマーコンサート
（八幡市文化センター）

第29回定期演奏会
（滋賀県立芸術劇場 びわ湖ホール）

第29回定期演奏会
（滋賀県立芸術劇場 びわ湖ホール）

第50回全日本吹奏楽コンクール
（大阪国際会議場）

第29回定期演奏会
（滋賀県立芸術劇場 びわ湖ホール）
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平成15年度

2003
Pickup News 

難易度の高い課題曲
コンクールを終えて見えた課題

　創部45周年おめでとうございます。龍谷大学学友会学

術文化局吹奏楽部は、今や全国大会の常連校となり活躍

している話を聞くと誇らしく思います。

　私が４回生の2003年は、まだ知名度も低い時代でした。

そんな中、前年度に全国大会金賞を受賞したこともあり、

プレッシャーを感じていました。また、この年から大学・

一般のみ選択可能となった課題曲Ⅴを演奏することを決め

ましたが、かなりの難曲により崩壊寸前の状態で京都大会

（招待演奏）を迎えました。京都大会後、課題曲変更案

も出る中、若林先生から連絡があり「このままでは関西大

会で負けるかも知れない。しかし関西を突破することが出

来たら全国大会金賞が取れる」という言葉を聞き、「それ

でも構いませんので、宜しくお願いします」と即答した事

を覚えています。関西大会に向けての練習は、とにかく基

礎練習の繰り返しが続く厳しいものとなりました。（特に木

管の方、お疲れ様でした。）陰で泣きながら練習している

部員もいましたが、そんな努力の末挑んだ全国大会では

念願の金賞を受賞することが出来ました。

　しかし、その中で課題が見えたコンクールでもありまし

た。当時、メンバーの演奏技術は高く、全国トップレベル

だったと思いますが、合奏中は譜面に集中するあまり、先

生の細かい指示を見逃している事が多かったからです。（私

は下手だったので、見ていても吹けないんですが…）また、

その後の定期演奏会へ向けての合奏でも変わらなかった

事、それが2003年の課題であったのではないかと私は思

います。

　この10年前の課題が参考になるかは分かりませんが、当

たり前のことを当たり前にするというのは本当に難しいこと

であり、４年間という短い大学生活に悔いを残さないよう、

頑張って欲しいと思います。

　最後なりましたが、龍谷大学吹奏楽部の今後の更なるご

発展を期待しております。

2003年の課題� 第35期　幹事長　宇代　勝彦

45周年おめでとう� 第35期　学生指揮　上坂　健鐘
　創部45周年おめでとうございます。

　35期生で、フルートと学生指揮を務めさせていただきま

した上坂健鐘と申します。

　龍谷大学吹奏楽部との出会いは小学校の時、夕照コン

サートを聞きに行ったのがきっかけでした。その頃は漠然

と行けたらいいな、入れたらいいなと思っているだけでした。

　それから随分たって、高校２年生のアンサンブルコン

クールの練習でご指導に来ていただいたのが若林先生で、
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その時に龍谷に行きたいとお話ししたのを覚えています。 

それから高校が安曇川高校でしたので夏合宿の練習に呼

んで頂いたり、忘年会に呼んで頂いたりと入部するまでに

も色々とお世話になりました。

　４年間の部活生活は非常に楽しく、二度と味わうことの

出来ない貴重な経験でした。 ２回生の時は全国大会３年

連続出場でコンクールがお休みだったので北海道へ演奏

旅行に行かせて頂きました。４年間で東京、北海道、大阪、

宇都宮と色々な地域、ホールで演奏できたことや、依頼演

奏でひらかたパークをはじめ、様々な場所で沢山の方々に

聞いていただけたことや触れ合えたことが貴重な経験とし

て今でも思い出されます。

　４回生の時は色々な先生方に助けて頂いたのを覚えて

います。７月のサマーコンサートでは指揮を振るにあたっ

て色々な先生方にご指導頂きましたし、コンクールでは作

曲家の酒井先生に曲を書いて頂いたり、夏合宿ではコン

クール練習のご指導以外にも悩み事を相談させて頂きもし

ました。

　今は楽器業界に就職していますが、４年間でお世話に

なった先生方には今の仕事でも大変お世話になっていま

す。現役の方々は二度と味わうことの出来ない今を大切に

し、１つ１つの練習や本番に臨んで欲しいのと、ここで出

会った人たちとの繋がりを大切にして頂きたいと思います。

４月 京都花まつり／平安高校・野球応援

５月 奈良ドリームランド／彦根花まつり／ひらかたパーク

６月 ひらかたパーク／佐川印刷株式会社／奈良ドリームランド

７月 第６回サマーコンサート／親和会依頼演奏

８月 西浦住宅祭／西浦公園祭／安曇川コンサート／夕照コンサート

９月 千里中央祭り／聞法会館演奏会／ハーレーダビットソン大試乗
カーニバルin神戸／ひらかたパーク

10月 ひらかたパーク菊人形オープニング演奏／秋桜ふれあいフェス
ティバル／キャリア開発部演奏会／瀬田公園依頼演奏

11月
桃園小学校芸術鑑賞会／枚方市駅演奏会／ひらかたパーク／老上
小学校芸術鑑賞会／第28回エリザベス女王杯／藤森神社シンシン
祭／第20回マイルチャンピオンシップ／奈良ドリームランド

12月 第30回定期演奏会

This Year’s News

■ 2003年度の活動報告

第６回サマーコンサート
（八幡市文化センター）

第６回サマーコンサート
（八幡市文化センター）

第30回定期演奏会
（滋賀県立芸術劇場 びわ湖ホール）

第30回定期演奏会
（滋賀県立芸術劇場 びわ湖ホール）

老上小学校芸術鑑賞会
（草津市立老上小学校）

老上小学校芸術鑑賞会
（草津市立老上小学校）

１月　横綱・貴乃花が引退
２月　スペースシャトル・コロンビア号が地球へ帰還時に空中分解
３月　SMAPシングル「世界に一つだけの花」リリース、257万枚の大ヒット記録
４月　新型肺炎SARSがアジアを中心に世界的に大流行
５月　スーパーフリー事件が起こる
　　　宮城県沖で地震発生
６月　落語家・春風亭柳昇が死去

７月　踊る大捜査線 THE MOVIE ２ レインボーブリッジを封鎖せよ!公開
８月　アメリカ・カナダ東部で大規模停電
９月　阪神タイガースが18年ぶりにセ・リーグ優勝
10月　鳥インフルエンザ感染発生
11月　JR西日本の近畿圏でICOCAの運用開始
12月　地上デジタルテレビジョン放送が一部地域で放送開始
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平成16年度

2004
Pickup News 

瀬田学舎へ練習場移転前の最後の年
初めての全国大会三年連続金賞受賞の達成

「過渡期だったあの頃」
　創部45周年、記念誌発刊おめでとうございます。僕がクラブ
をしていた四年間を想い出してみると、吹奏楽部の活動が移り
変わっていく、ちょうど過渡期であったなと感じています。「全
国大会三年連続金賞達成」というバンドとしての節目でもあり、
練習基盤が瀬田に移る前の最後の世代でもあり、僕自身瀬田の
学生として二代目の幹事長をさせていただいたのでした（初代
は水野哲八さん）。そもそも移転については以前よりお誘いが
あったそうですが、具体的に意志決定をしたのは僕らが幹部の
時でした。経験乏しい学生にとって、合奏場移転の話は価値判
断の域を軽く超えており、当時の自分達にとっては本当に悩ま
しい問題でした。移動後の部員達にどういう影響があるか未知
数でしたし、クラブ運営自体がそのことによって縮小しては本末
転倒だろう、などと同じ話を繰り返ししていたように思います。
しかしながら現在のクラブハウスを見れば、どれ程吹奏楽部に
期待が寄せられていたか想像に難くありません。「瀬田に移った
ら移ったで、何とかなりますよ」と後押ししてくれた当時の後輩
達、本当にありがとう。

「後輩の皆さんへ」
　僕が幹部として運営する側になった時、「怖い」と感じたのは、
とてつもなく大きい吹奏楽部の「伝統」だったように思います。
今まで先輩が積み上げて来たことを、さて自分の代で変えてし

まっていいものか。学校内外を問わず、全ての演奏ステージは
諸先輩がなさってきた苦労の結果あるようなものです。ある時
そのことを某先輩OBの方に言ったことがありました。すると「そ
うじゃない、現役生であるお前らがどんなことをしたいかだろ」
とお叱りを受けました。その時はそんなに怒らなくても…と思っ
たものです。しかしそれだけ大事なことは、やはり現役生が「今」
どのような音楽活動をしたいのかという展望を持つことです。
伝統を理由に萎縮してはいけません。若林先生をはじめコーチ
陣の方々は、いつも学生に自主性と向上心が足りないことを心
配されていました。それは音楽の面に限ったことではないので
す。未熟な僕たちに、先生はそれでも大学吹奏楽というのは学
生主体なのだからと、運営には一切口出しはされませんでした。
それが学生に対する深い愛情の表れであると本当に分かったの
は、恥ずかしながら卒部した後になってのことです。幹部は先
生と部員のパイプ役。先生の意志を伝え、学生自身の意識向上
に努めなければなりません。大所帯になるほど意志の疎通は難
しくなりますが、皆が団結する以外、問題を乗り越える手段は
ないのです。お互いの意見を持ち寄り、協調を図り、人間性を
磨き得る場所がクラブ活動です。部活の中で経験した嬉しいこ
とも悔しいことも、その後の人生には必ず糧となり自分を支えて
くれます。それを信じてこれからも頑張って下さい。良いクラブ
生活を！

クラブを振り返ってのアレコレ� 第36期　幹事長　御牧　昌弘

龍大史上初の全国三金� 第36期　学生指揮　磯貝　　聡
　このたびは45周年記念誌の発行、誠におめでとうございます。
この記念誌が発行されるに至りましたことは、若林先生をはじ
め、諸先生方、また吹奏楽部を常に支えてきてくださった大学

関係者の方々、諸先輩方のお力添えのおかげと深く感謝してお
ります。
　「龍大史上初の全国三年連続金賞がかかった年」、私自身も
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のすごくプレッシャーがあったように覚えています。35期幹事長
の宇代さんや諸先輩方からも「３年連続金賞受賞は今まで龍
谷大学吹奏楽部の伝統を築き上げてきた先輩方の大きな夢で
もある、是が非でも金賞を取るように」と叱咤激励をいただき
ました。
　演奏する自由曲『七五三』は酒井 格先生に作曲を依頼して
作っていただきました。若林先生のお誕生日である11月15日に
ちなんで、この曲を作曲されたと酒井先生からお話しを聞かせ
ていただいたとき、もう一つのエピソードとして、「若林先生が
振り間違えるような指揮者泣かせの曲を作った」とおっしゃって
いました。その通り、変拍子に次ぐ変拍子といった具合で、当
時学生指揮をしていた私が下振りをすることは、困難を極めた
ことは言うまでもありません。それでも、部員は私のつたない
指揮にも協力をしてついてきてくれました。そして、関西大会
でも代表に選ばれ全国大会へ…。
　全国大会本番の日、結果発表の舞台裏で若林先生の「今年
はだめかもしれない。」という一言で幹事長・御牧、副幹事長・
前田とともに発表の前に凍りついていました。そして、発表の
順番が回り３人とも頭を垂れ心の中では「頼む、行け行け！」
と何度も何度も祈りながら体を硬直させぐっと拳を握りしめてい

ました。「龍谷大学…ゴールド金賞！」一瞬固まってしまって状
況が呑み込めないでいると、御牧が賞状を高々と掲げ、その先
には部員たちが感極まって泣いていました。本当に若林先生を
はじめ、たくさんの先生方のご指導、部員全員の熱意と協力が
あってこの金賞を受賞することができたと思っています。
　現在、私は教師という職業につき吹奏楽部で学んだこと経験
したことが、ものすごく生きていると実感しています。しかし、
指導する立場に立って感じることは生徒の自発性が少ないこと
です。これは恥ずかしながら、私たちが若林先生に言われてい
たことと全く同じです。吹奏楽部を動かしていくのは自分たちで
あって、人から言われたことをこなしていくだけの部活動になっ
てはいけない。私も現役時代を振り返ると、「もっとできていた
のではないか、もっといろいろとやればよかった。もったいな
かった。」と感じることがあります。後輩の皆さんも忙しいよう
に感じるなかでも、まだまだやれることはたくさんあると思いま
す。悔いの残らないように今ある状況を最大限に生かし、自分
たちのやりたいことをやりきってほしいと思います。すべては自
分たちの財産となるわけですから…。
　45年という長い歴史とともにこれからもますます吹奏楽部が
発展していくことを心よりお祈り申し上げます。

１月 砂川小学校芸術鑑賞会

３月 第７回〝響宴〟

４月 京都花まつり

５月 甲良町花まつり／フルート４重奏依頼演奏会／降誕会

７月 第７回サマーコンサート

８月 西浦公園まつり／夕照コンサート

９月 笠置町民運動会

10月 大石小学校芸術鑑賞会／京田辺市民音楽祭

11月 美人山えいせい会祭り／砂川小学校音楽鑑賞会

12月 第31回定期演奏会／バトンチアSPIRITS定期公演

This Year’s News

■ 2004年度の活動報告

第31回定期演奏会
（滋賀県立芸術劇場 びわ湖ホール）

第31回定期演奏会
（滋賀県立芸術劇場 びわ湖ホール）

21世紀の吹奏楽第７回〝響宴〟
（東京芸術劇場）

21世紀の吹奏楽第７回〝響宴〟
（東京芸術劇場）

第52回全日本吹奏楽コンクール
（東京文化会館）

第41回吹奏楽コンクール
（京都会館）

１月　自衛隊イラク派遣開始
２月　オウム真理教、麻原彰晃被告に死刑判決
３月　ドリフターズ、いかりや長介さん死去・72歳
４月　イラク日本人人質事件発生
５月　イラクで取材の日本人ジャーナリスト銃撃され２名死亡
６月　歌手のレイ・チャールズ氏が死去・73歳
７月　新潟県と福島県で集中豪雨による洪水被害、死者12人
８月　アテネオリンピック開催、日本金メダル17個の快挙

　　　東京都心で38日間連続真夏日の最長記録　
９月　プロ野球選手会が日本野球界で初のストライキを決行
10月　メジャーリーグでイチローが84年ぶりに年間最多安打262の新記録
　　　新潟県中越地震発生、死者68人
11月　新札が発行。千円札は野口英世、五千円札は樋口一葉
　　　ニンテンドーDSが発売
12月　スマトラ島沖地震発生、死者・行方不明者約30万人
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2005
Pickup News 

波瀾万丈の１年
厳しい状況から得た団結力

　45周年記念誌の発刊、おめでとうございます。
　原稿を書くに当たり、自分が現役だった当時を振り返ると恥
ずかしい事や、辛かったことが真っ先に思い出され、赤面する
ばかりですが、不思議とそれを嫌だとは感じていないのが正直
なところです。
　私が４回生の当時、部員は150名を超えており、何かあると
すぐ色んなところからの不満が噴出していた様に感じていまし
た。しかも面と向かって文句を言われるのではなく、噂として
伝わってくるから精神的にもかなり凹んでいた時期もありました。
（お陰さまで余り凹むことのない、強いメンタルを手に入れら
れましたが。。）
　特に、過去に経験のない事に取り組む時が、一番不満の噴
出するタイミングでした。私が４回生の一年間は、多くの方の
ご支援で新しいことを沢山経験させて頂けた年でしたので幹部
一同、精神的に参ることの多々ある、ありがたい一年間でした（笑）
　瀬田学舎の青朋館への引越しに始まり、九州への演奏旅行、
参考演奏CDの為のレコーディング、西本願寺で初めて演奏さ
せて頂いたこともありましたし、定期演奏会に指定席制を導入
したのも初めてのことだったと記憶しています。
　その中でも演奏旅行は特に記憶に残っています。熊本市民会
館での演奏会に始まり、市内のパレード、鹿児島での演奏会、
佐賀龍谷高校での演奏会、アクロス福岡での演奏会という日程

でした。しかし、何でも予定通りには行かないもので、台風が
直撃した為鹿児島での演奏会は中止になり、宿泊先でカンヅメ
になりました。
　やはり多くの部員から不満が出ておりましたが、厳しい状況
になればなる程、少しずつ部員同士の協力、団結が生まれ何と
か演奏旅行を乗り越えた後には出発前と違う吹奏楽部になって
いました。
　龍谷大学吹奏楽部は学生の集団である以上、毎年部員の入
れ替わりがあり、毎年新しい部となります。状況や環境の変化
もあります。そんな中では現役の皆さんはお互いに不満がでる
事とおもいます。どうせなら思い切りぶつかり合って、演奏に
熱のある、熱い部を作って貰いたいと思います。頑張ってくだ
さい。
　また、45周年を迎えられた事も、その長い期間に活動ができ
ることも現役部員の努力も当然ではありますが、多くの方々から
の応援によって支えられてのことではないかと思います。
　御指導下さいます先生方、御支援下さいます学校関係者、
部員の保護者の皆様、そして何より龍谷大学吹奏楽部のファン
の方々の応援があって初めての45周年ではないかと考えており
ます。
　今後の龍谷大学学友会学術文化局吹奏楽部の益々の発展を
願っております。

現役時代を振り返って� 第37期　幹事長　本多　哲也

悪夢の15分間� 第37期　学生指揮　松本　昇一
　関西大会にて、特別演奏の本番中――
　バサッと派手な音をたてて指揮譜面台から落ちる分厚いスコ
ア。明らかに心穏やかではない表情をされている若林先生。
　「何がどうして一体こんなことに……」

　この時、私の心境は恐怖と困惑に包まれていました。
　私が３回生だったときの夏。コンクール関西大会にて全国大
会出場が決定し、同時に私が４回生になった翌年は、３年連
続出場の制度が適用されコンクールに出場できないことが決定
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しました。
　そして４回生の夏。コンクールには出場しませんが、関西大
会で特別演奏ができるという機会を頂きました。
　演奏曲目は、サマーコンサートでメインとして取り上げて自
分達で構成を考えた「スターウォーズ」の組曲。どの楽器も演
奏難易度が高いことで知られている作品ですが、サマーコンサー
トではそれなりに演奏していた（と当時は思っていた）ので、
無難に演奏を終えるだろうと私は予想していました。
　ところが、本番ではまさかの出だしから大コケ。その衝撃か
ら抜けだすことが出来ずに酷い演奏を繰り広げてそのまま終了。
演奏終了後に撮影した集合写真はまるで葬式のようでした。
　すぐにメンバーを解散させて幹部４人は若林先生の元へ。４
人揃って謝り倒し、紆余曲折はあったものの、最後には「これ
からも頑張ろう」と先生から暖かいお言葉を頂きました。
　２日後に入っていた若林先生の合奏。幹部４人で相談して、
指導していただく曲は「スターウォーズ」に決めました。その
合奏では冷や汗が止まらず、何度も服で手の汗を拭いました。
この曲が却下されてしまえば今年は終わり――私自身はそう考

えていましたし、全員が高い集中力で臨んでいたと思います。
　そして合奏は終了し、大幅なカットがあったものの、曲その
ものが削られることは回避されました。次の曲の合奏があるに
も関わらず、私は大きなため息を漏らしながら安堵しました。
　コンクール、という明確な目標が無かった一年でしたが、あ
の関西大会における演奏が転機となり、部員の意識は大きく変
わりました。言葉にはしなかったものの 〝あの瞬間、あの失敗
を忘れてはいけない〟という意識が根付いたおかげで、演奏旅
行、レコーディング、定期演奏会、とその後に続いた大きな本
番を乗り越えることができたと思います。今でも夢でうなされる
ほど強烈な印象が残っている本番の１つですが、私自身の人生
にも大きな転機を与えた15分間でした。
　大きな舞台で失敗することは許されないことかもしれません
が、失敗は成功の母とも言います。これからも龍谷大学学友会
学術文化局吹奏楽部が、成功と失敗を糧に益々発展されること
を祈念し、駄文ではありますが私の思い出と教訓をここに記し
ます。

１月　ニセ一万円札全国で見つかり、800枚を超える
２月　中部国際空港が開港
　　　三宅島の避難指示が解除、４年５ヶ月ぶりに帰島
３月　愛・地球博開催
４月　JR福知山線脱線事故。死者107人、負傷者555人
６月　茨城県の養鶏場で鳥インフルエンザ感染が判明、２万5000羽を処分
７月　ロンドン同時爆破事件。死者55人、負傷者1000人以上

　　　野口聡一宇宙飛行士が搭乗するスペースシャトル「ディスカバリー」打ち上げ成功
８月　ハリケーン・カトリーナが発生
９月　第44回衆議院議員総選挙、自民党300議席にせまる圧勝
10月　宮里藍が20歳６ヶ月で史上最年少賞金女王
　　　郵政民営化関連法案が成立
11月　耐震強度偽装事件が発覚

１月 750回大遠忌高札立礼式

３月 RECコンサート

４月 京都花まつり／さくら祭り

５月 第30回京都府大学吹奏楽連盟合同演奏会／彦根花まつり／降誕会
／奈良ドリームランド

６月 親和会依頼演奏会

７月 第８回サマーコンサート

８月 夕照コンサート

９月 三年連続金賞受賞記念九州演奏旅行（熊本・佐賀・鹿児島・福岡）
／ひらかたパーク／関西福祉大学付属高校依頼演奏会

10月 経済学部同窓会ガーデンフェスタ／RECコンサート

11月
京都府吹奏楽連盟創立50周年記念演奏会／第30回エリザベス女王
杯／藤森神社シンシン祭／第22回マイルチャンピオンシップ／
CDカフアセレクションレコーディング／向日町競輪

12月 第32回定期演奏会

This Year’s News

■ 2005年度の活動報告

第８回サマーコンサート
（八幡市文化センター）

第８回サマーコンサート
（八幡市文化センター）

第32回定期演奏会
（滋賀県立芸術劇場 びわ湖ホール）

第32回定期演奏会
（滋賀県立芸術劇場 びわ湖ホール）

龍谷高校演奏会
（佐賀龍谷学園）

龍谷高校演奏会
（佐賀龍谷学園）
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Pickup News 

全国大会金賞のプレッシャー
仲間の支えに助けられ

　「実際に見に行ってくれば？」それは、若林先生の何気ない
一言だった。
　夏、コンクールを控え、練習に明け暮れていた。多くの先生
方に御指導を頂き、パート練習、合奏を重ねていたが、どうに
も曲がまとまらなかった。私たちが四回生の年は、三金明けの
コンクールということで、皆大きなプレッシャーと戦っていた。
　コンクールの自由曲は、酒井格先生に作曲して頂いた、「波
の通り道」。酒井先生が高知県の足摺岬にある、波の通り道と
呼ばれる風景を御覧になり、作曲された曲だった。
　練習終り、先生とお食事会の最中に先生が言われた。「実際
に見に行ってくれば？」私は、自分も先生もお酒が入っていたし、
本気だとは思っていなかった。しかし、私の回生はそうではな
かった。
　私の回生は、本気で波の通り道を見に行くつもりだった。夏
の間に二日間の休みがあったので、そこを利用して行く弾丸旅
行を計画していた。面白そうだったから、私も参加した。
　当日、バスで出発した。京都から高知までの長い道のり、最
初は、皆楽しそうに話したりしていたが、毎日顔を合わせてい
るメンバーだから、すぐに話すことはなくなる。淡路島に着くこ
ろには会話は無くなっていた。あらかじめ用意していたビデオ
を見ることにした。見たのはディズニーの「リトルマーメイド」
…海とつながるということで選ばれたらしい。見終わると、なぜ
か拍手が起こった。きっと夏の暑さのせいだったのだろう。
　バスは走り、高知へ着いた。リトルマーメイドはその日二回

上映された。その日はもう夜になっていたので、宿に入り、休
むことにした。
　あくる日、皆で足摺岬を見に行った。太平洋から吹く風が心
地よかった。
　波の通り道に着いた。みんなでイメージを固めるために、曲
を皆で合奏（合唱）しようという話になり、その場で皆で歌った。
周りから見れば、怪しい集団に見えただろう。人がいなくて本
当に良かったと思う。歌い終わると、バスへと戻り、京都へ帰
ることとなった。帰りのバスの中では、リトルマーメイドを三回
以上見た。他のビデオもあったはずだが、リトルマーメイドを
見続けた。なぜだかは今でも分からない。
　練習の日々に戻った。音色が劇的に変わるなんてことは無かっ
たが、一体感は増したような気がした。皆でイメージを共有出
来たのが良かったのかは分からないが、私たちは全国大会で
金賞を受賞することができた。もちろん若林先生をはじめ、多
くの先生方のおかげでもある。
　今、コンクールの事を思い出す時、印象深い思い出としてこ
の思い出が出てくる。
　学生のうちは、何事もがむしゃらに挑んで下さい。たとえそ
れが意味の無いことだとしても、卒部したあとに思い出として皆
で笑い合うことができます。意味のあることだったのかどうかは、
そのあとの思い出で分かることだと思います。だから、現役の
うちにやりたいこと、面白そうなことは、積極的に取り組んでやっ
てみて下さい。

夏の思い出� 第38期　幹事長　本多　淳應

ひとりで悩まないで� 第38期　学生指揮　高橋　　良
　吹奏楽部創部45周年に心からお祝い申し上げます。
　私たちの回生は、人数も少なく役職決めにかなりの時間を要
した。今自分は何がやりたいのか、自分にそんな責任ある役職

は無理じゃないか、知識も能力ももっと自分より適任者はいるん
じゃないのか、など色々な葛藤もありながら長い長いミーティン
グを重ね、ようやく役職が決まった。
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　学生指揮としての事を振り返ると、自分はもっとやりたいこと
があったんじゃないのか、いつも若林先生をはじめ先生方の事
を常に意識しすぎて自分の中で思っていることを一つも出せて
いなかったんじゃないだろうかと思います。昔から自分から何
かを行動を起こすとかが苦手な自分にとって、学生指揮として
前に立っているということはプレッシャーとなっていた。このプ
レッシャーに拍車をかけていたのが、３年連続金賞後初のコン
クールを控えていたことだ。
　私は前の３年間はコンクールメンバーとして参加しておらず、
また私自身もずば抜けた才能もなかったため、経験不足な部分
も不安に思っていた。そんな不安を抱えたままコンクールの練
習も始まった。私はトランペットパートだったのだが、コンクー
ル練習ではトランペットは幾度となくダメだしをされた。
　関西大会は何とか乗り越え、全国への切符を手にした。しか
し不安はさらに大きくなっていく。
　練習の中で木管主任の権さんによく、「早く予定決めてや！」、
「どうすんの」と何度となく急かされたが、私自身色々と頭の
中では考えてはいるもののなかなか結論が出せずにいた。何
度も権さんにも怒られたし、まわりのみんなに迷惑をかけてし
まった。コンクールのプレッシャーや、前に立つ時の皆の視線、

パートの事や、自分の出来てなさを一人で悩んで頭がいっぱい
になっていた。
　ある日、権さんに自分が悩んでいることを相談した。コンクー
ルのプレッシャーや、どういう事をしたらいいのかわからないこ
となど、不安に思っていたことはすべて話した。その瞬間から
すべてが変わって見えた。
　その後はそれでも不安は確かにあったが、無事にコンクール
当日を迎えることが出来た。リハーサルで最高の演奏をしてしま
うということはあったが、当日も無事に演奏を終え、結果発表
で金賞の言葉を聞いた時は涙が止まらなかった。その日の打ち
上げでも涙が止まらなかったのは言うまでもない。
　色々とつたない学生指揮でしたが、私は吹奏楽部での活動を
通して、チームワークの大切さというものを学んだ。一人で悩
みを抱えていても何も問題解決はできない。周りの人たちの支
えがある事に気づけた時、私の悩んでいたことも消え、道が開
けた。
　クラブの悩みは一人で悩んで抱え込まずに、すぐに周りに相
談してください。
　吹奏楽部が今後益々ご発展・ご躍進をとげられますよう心よ
りお祈り申し上げます。

１月　ライブドア事件
２月　トリノオリンピック開催、荒川静香がフィギュアスケートで日本人初の金メダル
３月　第１回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）開催、日本が優勝
５月　秋田県で小１男児　殺害事件
７月　北朝鮮がテポドン２号の発射実験
　　　全国各地で大雨の被害、27人死亡
８月　全国高校野球の決勝で37年ぶりの引き分け・再試合

９月　文仁親王妃紀子、悠仁親王をご出産
　　　小泉潤一郎が総理を退任。後任に安倍晋三
10月　北海道日本ハムファイターズが25年ぶりパ・リーグ優勝
11月　北海道佐呂間町で瞬間風速80m前後の竜巻
12月　FIFAクラブワールドカップ2006が開催
　　　イラクのサッダーム・フセイン元大統領死刑執行

３月 第５回さくらパレード

４月 花まつり

５月 彦根花まつり／降誕会／第31回京都府大学吹奏楽連盟合同演奏会

６月 親和会懇親会アトラクション

７月 第９回サマーコンサート

８月 夕照コンサート

９月 西浦公園まつり／びわこ学生フェスティバル

10月 大津警察交通安全啓発イベント／RECコンサート

11月 藤森神社 シンシン祭／第31回エリザベス女王杯／大石小学校芸
術鑑賞会

12月 第33回定期演奏会

This Year’s News

■ 2006年度の活動報告

第９回サマーコンサート
（八幡市文化センター）

第33回定期演奏会
（滋賀県立芸術劇場 びわ湖ホール）

第５回京都さくらパレード
（京都市役所）

第５回京都さくらパレード
（京都市役所）

第43回京都吹奏楽コンクール
（京都会館）

第54回全日本吹奏楽コンクール
（宇都宮市文化会館）
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2007
Pickup News 

若林先生の音楽監督就任
変化と挑戦の一年

　創部45周年及び『翔奏』の発刊、誠におめでとうございます。
卒部してから数年が経ち、日常の中では中々思い返すことが少
ない青春時代を今こうして振り返ってみると大学生活の４年間
はあっという間の時間でした。下回生時は、先輩方に可愛がっ
ていただき、飲み会や遊び等、部活以外での思い出もたくさん
残っています。時には、深夜に「海を見に行く！！」と言って日
本海まで連れられたこともありました。（笑）
　幸いにも４回生時は、幹事長を任せていただき、多忙な日々
の中にも勉強させていただきたくことが多く、非常に充実した
学生生活を過ごせたことは言うまでもありません。特に先生方
だけでなく、学内関係者や、その他外部の方々とも交流させて
いただけたことで今でも連絡を取り合う方も多く、こうした人脈
は自分の財産とも言えます。
　私が幹事長を務めさせていただいた2007年は、吹奏楽部に
とってまさに【変革期】とも言える激動の１年でした。
　一番に若林先生が専任監督に就任されたことで、手厚いご指
導に恵まれたこと。他に、ウィンズスコア社のレコーディング活
動や『日本バンドクリニック』にモデルバンドとして出演させて
いただいたこと等・・・・
　新しい取り組みにチャレンジすることで、また１歩、部が躍
進していくことを実感できた１年でもありました。（たまたまこ
の年は、『響宴』の出演年であり、コンクールの全国大会（長野）

も重なったりと、例年に比べ、遠征も多く部員達はキツかった
だろうなと思います）ただ、変化と挑戦の裏側でがむしゃらに
突き進んだ感は否めなく、私自身、目先のことだけに夢中になっ
てしまい、振り返ることを怠ったことは、今でも後悔が残る１つ
の要素です。
　今や、龍谷大学の強化サークルとして全国各地から注目を浴
びる存在となった吹奏楽部ともあって現役生の皆さんは、授業・
サークルと、目まぐるしく忙しい毎日をお過ごしだと思います。
こうして本文を執筆するにあたって、自身の経験から皆さんに
お伝えすることがあるとすれば「忙しさの中でも決して目先のこ
とだけに囚われず、長いスパンでの目標を持って取り組んで欲
しい」という思いです。下回生時からは、なかなか想像しにく
いかとは思いますが、卒部する時に自分は何を成し得たいの
か？終着点をイメージし、それまでの過程１つ１つを振り返るこ
とを忘れず、充実した青春時代を過ごしてください。
 　たった150人と小さなコミュニティでしたが、吹奏楽部の集団
生活で学んだ意識や、仲間と共有した時間は今でも私の宝物と
なっています。
　これらの財産を与えてくれた、関係者のすべての方に感謝申
し上げるとともに皆様の今後益々のご活躍とご発展を心よりお祈
り申し上げます。

青春の４年間� 第39期　幹事長　千賀　雄介

2007年の思い出� 第39期　学生指揮　山田　慎吾
　この度龍谷大学吹奏楽部が創部45周年を迎えたこと心より嬉
しく思います。これもひとえに、若林先生をはじめ有縁の皆様
のご尽力ご支援の賜物と深く御礼申し上げます。現役時代、私
は学生指揮として様々な経験をさせていただきました。その中

でも「若林先生が専任監督に」「最後のコンクール」「学生指揮
としての悩み」の３つの思い出が特に印象に残っています。
　【若林先生が専任監督になられた事】若林先生が専任監督に
就任される少し前。先生に警視庁音楽隊隊長就任のお話がきて
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いました。先生より「迷っている」という段階のお話を伺い、
絶望感を味わった記憶があります。しかし先生は、そのお話を
断り吹奏楽部の専任監督に就任してくださいました。今でも若
林先生、学校関係者の方々には言葉では言い尽くせないほどの
感謝の気持ちでいっぱいです。
　【最後のコンクール】若林先生が専任監督に就任されて初め
てのコンクール。更に４回連続全国大会金賞がかかった年。重
要な大会でしたが、結果は全国大会銀賞でした。結果発表の時、
銀賞と聞いて意外ではありませんでした。そこまでの練習が顕
著にあらわれた本番だったと思います。それは、実力を出し切
れなかったという事ではなく、実力を出し切れない練習しかし
てこなかったという意味です。勝ち負けで例えるならば本番が
始まる前から、負けていたんだと思います。レセプションで若
林先生が仰った「全ての責任は音楽監督である僕にある」とい
うお言葉。これは今でも重く胸に響いています。 先生がいかに
大きなものを背負って専任監督に就任されたかが痛いほど伝わ
り苦しかったです。
　【学生指揮としての悩み】ずっと悩まされたのは「選曲」「指揮」
に関してでした。選曲には３回生の準備段階から最後まで悩ま

されました。当時はもっと曲を知っておけば良かったと悔やん
だものです。指揮に関しては、奏者がある程度楽譜を吹けるよ
うになってくると、どうしても指揮者次第になってしまうことは感
じていました。楽器経験は中学からの10年間。指揮は３回生か
らの１～２年間。奏者との差を埋めるために必死だった記憶が
あります。
　入学前にはとてつもなく長いと思っていた４年間。今となれ
ば本当にあっという間で、既に卒部して６年が経過しようとして
います。改めて現役時代を振り返り、私たちは本当にすばらし
い経験をさせてもらったなと感じています。
　自分たちがメインとなり150人もの人数を動かしていくことは、
普通の学生ではもちろん、社会に出ても体験できない貴重な体
験でした。数え切れない程の大学生活の思い出と、その思い出
を語らいながら笑い合える仲間が、今では最高の宝物となって
います。現役の皆さんには今やれることに全力で取り組んでも
らいたいです。また現役含めOBの皆さんとも、何かの機会に
共演し、現役時代の話で盛り上がれることを心から楽しみにし
ています。

１月　宮崎県知事に元タレントの東国原英夫氏が当選
２月　第１回東京マラソンが開催
３月　能登半島で震度６強の地震が発生
４月　熊本市内の病院が赤ちゃんポストの設置を認可
５月　エキスポランドのジェットコースターで脱線事故、１名死亡
６月　兵庫県尼崎市でひき逃げ・衝突事故が発生、３名死亡

７月　新潟・長野で震度６強の地震、中越沖地震が発生
８月　作詞家の阿久悠さん死去、70歳
９月　安部晋三首相が突然の辞任
10月　東海道新幹線びわこ栗東駅の建設中止が決定
11月　欧米以外で初のミシュランガイド・東京版が発売
12月　長崎で散乱弾乱射事件、２名死亡

１月 本願寺奉告参拝

３月 第10回響宴

４月 南大日山グラウンド人工芝敷工完成記念イベント

５月 降誕会／日本バンドクリニック／第32回京都府吹奏楽連盟合同演
奏／親和会懇親会アトラクション

７月 第10回サマーコンサート／向日町競輪

８月 西本願寺盆踊り大会／龍大シンポジウム／夏休みコンサートinか
しはら／夕照コンサート

９月 米原老人ホーム／大津警察交通安全啓発イベント

10月 RECコンサート／第21回全国スポーツ・レクリエーション祭開催
１年前イベント

11月 音羽川小学校芸術鑑賞会／青山小学校芸術鑑賞会／藤森神社シン
シン祭／第27回全国豊かな海づくり大会　びわ湖大会

12月 第34回定期演奏会

This Year’s News

■ 2007年度の活動報告

第57回関西吹奏楽コンクール
（奈良県橿原文化会館）

第44回京都府吹奏楽コンクール
（京都会館）

降誕会
（円山公園～鴨川河川敷）

サマーコンサート
（八幡市文化センター）

サマーコンサート
（八幡市文化センター）

サマーコンサート
（八幡市文化センター）
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平成20年度

2008
Pickup News 

初めてのCD製作
決死の覚悟

　学生時代を振り返ると、言葉では言い表すことの出来ない複雑な
気持ちにかられる。
　それだけ４年間にさまざまな経験が凝縮されていたのだと改めて
感じる。
　私たちは全国大会のリベンジを果たすということで、自ずと「全国
大会金賞、日本一」というものになっていたが、先代が築き上げて
きた伝統に「惰性で活動している」という反省もあったため、日本一
と初心に帰るという意味を込めて「一」という目標を掲げた。
　150名を越えるバンドをどのように動かすか、どのような運営がベス
トであるのか、副幹事長の森、学指揮の酒見、主任の加藤、同回生
や補佐が決まればその後輩達と幾度も真剣に話合いを重ねたことを
覚えている。
　特に森とは互いに腹を割って話したことはなく、互いにどこかギク
シャクした関係であったが、幹部交代後のお食事会の後、水野副部
長に買っていただいた缶ビールを片手に大喧嘩した後からは、互い
になんでも話せる存在となった。
　全体の活動としては、創部40周年ということもあり、記念誌の発刊、
海外演奏旅行、CDの自主制作が挙げられたが、記念誌は15周年ごと
に発刊するべきであるとの意見で却下、海外の演奏旅行は金銭面で
却下された。CD自主制作はサマコン、定演などの演奏会や店頭で販
売できるCDがなかったため、より多くの方々に龍大の音楽を聴いて
いただきたいということでCAFUAレコードにご協力いただき実現され
ることとなった。
　CD自主制作を行うにあたり、若林先生より「各パートにプロに入っ
てもらおう」というご提案をいただいた。しかし、学生としてはプロ
に頼っていいCDができても後悔が残るだろうと思い、必死の抵抗を
し、学生の思いを理解していただいた。全国大会で金賞を受賞した
日の大阪の夜の出来事である。
　コンクールについては、リベンジを果たし、日本一になるべく、部
員一丸となって望み、金賞に返り咲くことができた。決してスタープ
レイヤーがたくさんいた訳でもなかったが、音楽が持っている力を先
生の指導のもと、部員が最大限に引き出すことができたからであろう。

私自身、コンクールメンバーではなく、常に横で見守るしかできなかっ
たが、ひたすら目標に向かって、互いを思いやりながら、同じ曲を幾
度も練習し続ける精神力が結果に結びついたのだろうと感じていた。
　コンクールメンバー以外においても、高島での夏休みコンサートや
夕照コンサート、依頼活動の中でそれぞれの課題に向かって必死に
練習していた。このことはコンクールメンバーの精神的支えにもなっ
ていたことは間違いない。
　幹事長として常に考えていたことは「学生主体とは何か？」というこ
とであった。
　やりたいこと、すべきことを自分たちで考え、行動し、結果を出す。
これは非常にシンプルであるが、やはり経験者（社会人）のスピード
と考え方には及ばず、先生や社会人主導でものごとが進む。相手に
考えをうまく伝えることもできなければ、その考え自体がまず幼い。
そこに矛盾と葛藤が生まれるが、諦めず挑戦し、また同じ経験をする。
当時はこの繰り返しに虚無感を感じることもあったが、今振り返るとこ
の矛盾と葛藤の瞬間が成長する最も大きなチャンスであり、「学生主
体」の一つの姿でもあると思う。
　だから何度折れても諦めず、挑戦することを止めてはいけないの
であり、その中にいつか大きなチャンスが生まれるのだろう。
　先輩：「先輩の言うことは？」後輩「絶対です！」から始まったクラ
ブ生活は、九州演奏旅行、サマコン、定演、コンクール、競馬ファ
ンファーレ、パレード、社会人野球応援日本一（欽ちゃん監督のゴー
ルデンゴールズも出ていた）レコーディングなどなど、一生味わうこ
とのできない経験をさせてくれた。
　入部の理由も部活に対する価値観も違う個々が集まれば、組織に
反発するもの、意見が分かれることは当たり前のことであり、むしろ
反対意見がないと視野が狭くなる。
　しかし、組織として動くときに全員が「目的」を共通認識として持
つことは必須であり、その中で多くの意見の「中庸」をとるという大
切さも学んだ。
　大学の部活は、私にとって決して爽やかで綺麗なものではなかっ
たが、泥臭い人間関係や素晴らしい方 と々の出会いは一生の宝である。

　� 第40期　幹事長　栗田　雅文

決死の立候補� 第40期　学生指揮　酒見　美紗子
　大学を卒業してから丸４年が経過した。時間的には、社会人になっ てからの生活の方が、あの濃い大学時代より長いなんて、とても信じ
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がたい。それぐらい、大学で部活をしていた４年弱は、人生の中でもっ
とも忙しく、毎日が充実していて、かつ、しんどかった記憶として、
自分の中に強烈に残っている。
　今だから言えることだが、私は学指揮になんてなりたくなかった。
　私は、同じ技術職でも、楽器で演奏にも参加できる主任に立候補
していたのだが、あるとき、役職ミーティングで「主任は学指揮のサ
ポート役。さけちゃんはサポートというより、自分でがんがん引っ張っ
ていけるタイプ。むしろ学指揮では」と１人の子が言ったことで、流
れが変わった。「自信がない」という私の意見はそっちのけで議論は
勝手に進んでいき、私の立候補待ちという状態になったが、立候補
する気にはとてもなれなかった。指揮など振ったこともないし、サッ
クスを吹いてこその私で、演奏ではみんなの力になれても、指揮で
はなれない。できる自信も見通しもないのに、そんな責任は負えな
いと思っていた。
　何ヶ月も悩み、最終的には、幹事長に決まっていた栗田に、「ここ
まで来たらもう、やるかやらんかやろ。腹くくる時ちゃう？」と言われ、
半ばやけくそで立候補に至ったが、もともと、「主任じゃなかったら〝こ
の回生の中での自分のポジション〟はどこなんだろう」と考えた結果、
当てはまるのは学指揮しかないとうっすらと思っていたのと、それま
での人生で自分は恵まれていた分、苦労もするべきなのかもという
思いで、「学指揮をやろうと思う」と言った。でも、意地でも「やりた

い」という単語は口にしなかったことは覚えている。他の役職は全て
決まっていて、学指揮の自分が一番最後だった。
　なってしまった後はもう、やるからにはどの本番も良いものにしな
ければ、みんなの期待に応えなければと、責任感のみで動いていた。
特に後輩たちには、嫌々やっているとは思われたくなかったが、「男
らしい」と言われた性格もどこへ行ってしまったのか、女 し々く悩んで
いる姿や涙を見せてしまうことも度々あった。指揮の練習で楽器を吹
く時間は減り、サックスの自信すらなくなりかけ、正直、学指揮になっ
たことを後悔しない日はなかった。でも、そんな精神状態の中、なん
とか「最後までやめないでやり切る」「自分が４回生のときのコンクー
ルでは全国で金賞をとる」という目標を達成でき、数々の本番を乗り
越えられたのは、ご指導くださった先生方と、支えてくれた部員のお
かげに他ならない。指揮台の上は孤独だった。でも、下で私をじっ
と見つめながら、言うことを聞いてくれて、「はい！」と大きな声で返
事をしてくれる部員のみんなに、どれほど勇気づけられたか。「つい
ていくよ」とうったえかけてくれていたみんなの力強い目を、私は今
もはっきり覚えている。
　つらかった経験は、時間がたってもやはりつらい思い出としてしか
残っていないが、それでもその間に学んだことや、与えてもらったも
のの存在は大きく、自分の大切な財産となっている。

１月　中国製冷凍餃子による食中毒問題が発生
２月　海上自衛隊のイージス艦が漁船と衝突事故、漁師２名が行方不明
３月　南氷洋で反捕鯨団体シー・シェパードが日本の捕鯨船を攻撃
４月　東京都内で日系ブラジル人移民100周年記念式典が挙行
５月　ロシア･モスクワで日ロ首脳会議が開催
６月　東京・秋葉原で通り魔事件発生、７名死亡

７月　第34回主要国首脳会議（G８）が北海道・洞爺湖にて開催
８月　北京オリンピックが開催
９月　アメリカの大手証券会社、リーマン・ブラザーズが破綻
10月　小林誠氏、益川敏英氏、南部陽一郎氏、下村脩氏の４名がノーベル賞を受賞
11月　埼玉の住宅で厚生省元事務次官の夫婦の刺殺体が発見
12月　平成20年 今年の漢字に「変」が選出

１月 本願寺奉告参拝

２月 第35回奈良県バンドフェスティバル

４月 京都花まつり／日本輸送機株式会社懇親会・レセプション／「京
都タワーアートプロジェクト」のクロージングイベント

５月 SGホールディングス・スポーツフェスティバル2008／セレブレー
ションコンサート／降誕会／親和会依頼演奏

６月 大津シンフォニックバンド第54回定期演奏会ゲスト出演／付属記
念祝賀会

７月 第11回サマーコンサート／本願寺派保護者会歓迎セレモニー

８月 夏休みコンサートin高島／夕照コンサート

９月
第41回大学バトン・チアフェスティバル／「交通安全ストップin
東山」／大津警察交通安全啓発イベント／あそか第２診療所ビ
ハーラ本願寺依頼

10月 第21回全国スポーツ・レクリエーション祭スポレク滋賀2008

11月
第37回学術文化祭／RECコンサート／藤森神社シンシン祭／音羽
川小学校芸術鑑賞会／第33回エリザベス女王杯／大石小学校芸術
鑑賞会

12月 創部40周年記念CD製作レコーディング／第35回定期演奏会

This Year’s News

■ 2008年度の活動報告

第58回関西吹奏楽コンクール
（守山市民ホール）

第11回サマーコンサート
（八幡市文化センター）

第35回定期演奏会
（滋賀県立芸術劇場 びわ湖ホール）

第11回サマーコンサート
（八幡市文化センター）

第45回京都府吹奏楽コンクール
（京都会館）

第35回定期演奏会
（滋賀県立芸術劇場 びわ湖ホール）
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Pickup News 

３出による北陸演奏旅行の開催
インフルエンザの影響による波乱万丈の一年

　４回生の事を思い出し一言で表すとすると「波乱、そして感動の
１年」となるでしょう。
　私が４回生の時は、３出の後だったので、いわゆる演奏旅行の年
でした。
　正直な所、コンクールがないからいつもよりゆっくりできると思って
いました。しかし、龍谷大学創立370周年イベント（全国８都市での
演奏会）や大阪夕照（夕照コンサートの大阪版）など、初めての試
みがあったため、常に休めない忙しい１年間だったと思います。
　何よりも苦しめられたのは、新型インフルエンザです。新型インフ
ルエンザは流行初期は感染死亡率が非常に高いとされ、日本の感染
者は強制入院の対象となり、毎日ニュースで報道されていました。
370周年のイベント中は新型インフルエンザ対策のため、受付で観客
にマスクを配ったり、遠征直前に大学がインフルエンザで閉校となっ
た時も、急いでトラック、練習場所を確保し、楽器を運搬したりと大
変でした。関西大会の招待演奏も辞退し、それどころでなく、10日間
の北陸演奏旅行もインフルエンザが原因で途中で帰ってくることとな
り、最後の定期演奏会もインフルエンザで数人の部員が出演できず
悔しい思いをしました。
　この１年ほどインフルエンザを恨んだ年はありません。これからも
ないでしょう。
　多忙なスケジュールの中、370周年イベントやサマーコンサートを
終えた後はいつも以上に達成感を感じることができました。演奏旅行
は途中、石川公演が中止となりましたが最後の福井公演は開催する
ことができました。その時は、演奏旅行のために１年前以上前から
準備してきた事や演奏会が無事開催できることの喜び、そして何より
部員みんなで最高の演奏ができたことへの感動に包まれました。そし
て…最後の定期演奏会。私はどうしてもしたい事がありました。それ
は、部員全員での演奏でした。それまで、部員全員が舞台上で演奏
するという事は、音楽のバランス面を考慮して許されていなかったの
ですが、でも、私はこの波乱の１年を乗り越えたみんなと演奏がした

かった。当時、副幹事長だった後藤と怒られるのを覚悟で若林先生
に部員全員での演奏を提案しに行った時の事は鮮明に覚えています。
部員全員での演奏をビクビクしながら、提案すると、若林先生から「い
いんじゃない。やってみたら。」という予想外のお言葉をいただきま
した。それだけでなく、「林にドッキリで指揮振らせようよ。今まで頑
張ってきたんだし」と当時、学生指揮で一年間苦労し続けてきた林
へのドッキリの提案が返ってきました。その言葉を聞いて、後藤と私
は目頭が熱くなりました。
　そして、定期演奏会当日、ドッキリは大成功し、４年間の事を思い
出し号泣しながら『星条旗よ永遠なれ』を最後の最後まで吹き切りま
した。その曲は私の吹奏楽人生で最も忘れられない曲になりました。
何年経ってもあの曲を聴くと当時の事を思いだし、胸が熱くなります。
現役生へ
　私が現役生に伝えたい事は３つあります。１つ目は、最後の最後
までやり遂げて欲しいということです。楽器が上手く吹けなくて悩んだ
り、同回生とうまくいかなかったり、先生に叱られたり、いろんなしん
どい事があると思います。でも、そこで投げ出さず最後までやり通し
て欲しいです。最後までやり遂げた人だけが、定期演奏会が終わっ
た後、何とも言えない達成感を感じる事ができます。そして、大学生
活をやり切れたという自信を持ち、社会に出ることができると思います。
　２つ目は、大きな夢を持ちいろんな事にも挑戦して欲しいというこ
とです。初めから「無理、無理」というのではなく、これだけやる気
のある部員が揃っているんだから何でもできるという気持ちで頑張っ
て欲しいです。
　３つ目は、友達、先生との時間を大切にして欲しいという事です。
今、ずっと一緒にいるみんなとの時間も、卒部するとほとんどなくなっ
てしまいます。１日１日大切に過ごして欲しいです。
　すばらしい歴史と伝統と仲間を持った龍谷大学吹奏楽部をこれから
も発展させ続けて下さい。

波乱、そして感動の一年� 第41期　幹事長　長田　悠佑

同じ志を持つ仲間がいる幸せ� 第41期　学生指揮　林　　祥貴
　４回生最後の定期演奏会。琵琶湖ホールの指揮台に立って聴いた、 龍大の演奏と会場全体から鳴り響く拍手は一生忘れることができない
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オータムコンサート
（枚方市立招提北中学校）

第36回定期演奏会
（滋賀県立芸術劇場 びわ湖ホール）

花まつり
（四条河原町通）

１月　第44代アメリカ大統領に初の黒人政治家バラク・オバマ氏が就任
２月　日本映画『おくりびと』『つみきのいえ』がアカデミー賞にダブル受賞
３月　鹿児島・桜島が爆発的噴火を記録
４月　世界保健機関（WHO）が新型インフルエンザの世界的流行を発表
５月　政府が国内初の新型インフルエンザ感染者を発表
６月　歌手のマイケル・ジャクソン氏が急死、50歳

７月　大阪のパチンコ店を40代の男が放火、４名死亡
８月　裁判員制度による初の裁判員裁判が開始
９月　鳩山由紀夫民主党代表が第93代首相に選出
10月　新型インフルエンザの予防接種が開始
11月　天皇陛下即位20周年記念式典が皇居前広場にて挙行
12月　プロゴルフ石川遼選手、18歳で日本での最年少賞金王記録を更新

１月 本願寺奉告参拝／理工学部新春技術講演会／あそか第２診療所ビハーラ
本願寺

３月 びわ湖学園医療福祉センター草津アンサンブルコンサート／精華町アンサ
ンブルコンサート

４月 京都花まつり／日本輸送機株式会社懇親会・レセプション／「京都タワー
アートプロジェクト」クロージングイベント／聞法会館演奏会

５月

SGホールディングス　スポーツフェスティバル／第34回京都府大学吹奏
楽連盟合同演奏会／親和会懇親会アトラクション／降誕会／創立370周
年記念祝賀会＜園遊会＞／豊日中学校との合同演奏会／370周年記念事
業全国８都市リレーイベント（福岡）／教得寺演奏会／370周年記念事
業全国８都市リレーイベント（神戸）

６月
370周年記念事業全国８都市リレーイベント（広島）／京都府吹奏楽祭
／370周年記念事業全国８都市リレーイベント（石川）／370周年記念事
業全国８都市リレーイベント（東京）

７月 第12回サマーコンサート／370周年記念事業全国８都市リレーイベント
（札幌）／370周年記念事業全国８都市リレーイベント（香川）

８月 第３回本願寺門前町納涼フェスタ／龍谷大学吹奏楽部サマーコンサート
in神岡／夕照コンサート／大阪フェスタ

９月 創立370周年及び全日本吹奏楽コンクール３年連続出場記念北陸演奏旅
行／オータムフェスティバル2009／大津警察交通安全啓発イベント

10月 オータムコンサートin招北及び楽器講習会／仏教壮年会連盟結成大会／
Kyoto Radio Day 09 ～ecoes～／創立370周年記念式典

11月
藤森神社シンシン祭／第34回エリザベス女王杯／第36回社会人野球日本
選手権大会／音羽川小学校芸術観賞会／親鸞聖人750回忌お待ち受け法
要

12月 第36回定期演奏会

This Year’s News

■ 2009年度の活動報告

オータムコンサート
（枚方市立招提北中学校）

第36回定期演奏会
（滋賀県立芸術劇場 びわ湖ホール）

第12回サマーコンサート
（八幡市文化センター）

大切な思い出です。
　私は大学生で初めて指揮を振りました。ほんとに何の知識もなく技
術もない学生指揮者だったので、若林先生をはじめ、部員の皆には
心配と迷惑をたくさんかけたと思います。幹部をはじめとする回生の
皆に支えられ、下回生の皆に助けてもらい、ようやく学生指揮者とし
て成り立っていたと思います。
　学生指揮者としての最後の舞台は、サマーコンサートです。私にとっ
ては、ほろ苦い思い出です。今考えても41期の学生指揮者でなければ、
私はサマーコンサートの指揮台に立てなかったと思います。４回生
の年は、５月から６月にかけては龍谷大学の370周年事業で毎週のよ
うに全国各地を回っていました。それに加え、神宮への野球部の応
援もあり、全員がそろって練習できる環境が整ったのは、サマーコン
サートの２週間前でした。また、４回生ということで就職活動があり
ました。前年度のリーマンショックの影響から、企業が採用人数を絞っ
ているという現状で楽観視することができず、サマーコンサートに集
中することができませんでした。十分な練習時間が取れないなかで、
サマーコンサートを満足いくレベルで成功させることができるのかと
いう不安と心配、龍谷大学を背負うプレッシャーから、眠れない日々
が約２カ月続きました。
　そうした状況を救ってくれたのが、若林先生をはじめ、41期のメン

バーと下回生の皆でした。青朋館の利用時間の延長を学校に掛け合っ
てくれた幹事長。サマーコンサートの成功の為に現状を理解してくれ
た41期の皆。通常の練習が終わってからも、私の練習に付き合ってく
れた部員。皆の協力に支えられ、なんとかサマーコンサートを迎える
ことができました。しかし、例年１部のステージは学生指揮者が全て
指揮を振っていましたが、どうしても練習不足の面があり、若林先生
に２曲振っていただくことになりました。
　とても悔しかったし、協力してくれた部員の皆に申し訳ない気持ち
でいっぱいでした。しかし、同時に多くの仲間がいて、支えてもらっ
ていることを知りました。この時の経験は今の私の財産です。
　４年間のクラブ生活は、決して楽しいことばかりではありません。
悔しいことや辛いこと困難にぶつかることもあると思います。でも、
それは社会に出てからも同じです。龍谷大学吹奏楽部で経験したこと
は、社会に出てからも必ず役に立ちます。現役の皆さんにはひとつ
ひとつの経験を大切にし、困難から逃げず真正面からぶつかってほし
いと思います。同じ目標を持った仲間いる。１人でできなくても、皆
でやれば必ず達成できる。私はこういう経験を社会に出る前に経験
できたことをとても感謝しています。これからも龍大吹奏楽部の理念
である「音楽」「感謝」を一番に、切磋琢磨し発展し続ける龍谷大学
吹奏楽部であることを願っています。
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Pickup News 

サマーコンサート３部制へ
そして前年の北陸演奏旅行のリベンジ

　暑いそして熱い夏を迎えるまだまだ前の話。私たちは悩んで
いた。４回生となった私たちは部員全員が夏を有意義に、そし
て熱く一丸となって過ごす為には何が必要か。という議題につ
いて議論し合っていた。その年は吹奏楽コンクール３年連続出
場制度があけた１年目の年。さらには既に新しい行事が一つ。
８月末に毎年行われる〝夕照コンサート〟と連日となる〝吹奏
楽フェスタin大阪〟が決定していた。大阪市の４高校と合同で
の演奏会。龍谷大学ステージ・各高校との合同ステージ・全団
体での合同ステージ。２日連続ということもあり、内容は盛りだ
くさん。これだけでも夏の目標としては十分ではないかという
意見もあったが、コンクールB部門・並びにOB団体のコンクー
ル出場への賛助を行わなかったこともあり、まだまだ攻める事
ができると多少躍起になっていた。様々な意見が飛び交う中、
我らが特攻隊長学生指揮山本から「じゃあ演奏旅行に行こう！！」
と一言。私は最初笑ってしまった。その時点では現実性がなさ
過ぎたのだ。しかし私には一つ心に引っかかりがあった。それ
は前年に行われた北陸３県への演奏旅行だ。苦肉にもインフ
ルエンザが流行り、石川県の全日程を中止した。私はそのリベ
ンジがしたかった。そしてそれこそが今年の夏、部員全員で突
き進めるものになると確信した。行先はもちろん石川県。そう
して吹奏楽コンクール・夕照コンサート・吹奏楽フェスタ・演
奏旅行の同時並行計画が始まった。
　先ずは全ての行事、一切手を抜かないようなスケジュール作

り。そしてイベントに対し選曲。京都府大会招待演奏。コンクー
ル合宿。ホール練習。高校生との合同練習。石川県への情宣
旅行。資金調整。サマーコンサートが終わってからは目まぐる
しい日々が続き、壁という壁が何重にもなって立ちはだかった。
しかし無茶・無謀となると、俄然、力を発揮するのが我が回生、
そして当時のカラーだったのかもしれない。部員一人ひとりが
熱く、妥協せず、支え合い、時には刺激し合い一つのものを作
り上げる。この夏が終わった時私はこれまでにない程、大きな
達成感を感じることができた。
　私は龍谷大学吹奏楽部における「音楽」・「感謝」をこれほど
までに感じたことはない。常に音楽を追及すること。曖昧な言
葉である。そして壁にぶつかる。その中で、若林先生をはじめ
とする講師の方々の厚い熱いご指導、学校関係者の方々の飽く
なき挑戦へのご支援、ご家族の方々の部員一人ひとりの活動を
支えて頂ける愛、OBの先輩方の惜しみない協力、こんな私に
ついてきてくれた回生・後輩の部員達、我々の演奏を聴いて頂
ける皆様の拍手と歓声、思い出す度に感謝の気持ちが尽きる事
はない。そして当時その恩返しをする事は、さらに音楽を追及
する事だと思った。
　暑いそして熱い夏、過ごしている時は正直、きつかったー！！
と思ったが、めげず挑戦しきった事は振り返れば、私にとって
かけがえのない最高の思い出である。

暑いそして熱い夏！！� 第42期　幹事長　青野　弘之

サマコン三部制復活へ� 第42期　学生指揮　山本　直樹
　「龍大で吹奏楽がしたい！」当時の私は、相当な強い憧れと
希望を抱いて青朋館を訪れた。龍谷大学学友会学術文化局吹
奏楽部は名実ともに日本全国に名を轟かせる名門吹奏楽部の
一つであり、若林先生のタクトに導かれ紡がれる音楽と大学生
の活き活きとした表情は、私の心を掴んで放さなかったのだ。
しかし、そんな魅力に惹きつけられて入部する新入部員は私だ

けではなく、同期では38名が新たに入部し、部員は総勢150名
に達しようとしていた。トランペットパートだけでも１～４回生
を数えると19名。もうこれは戦いである。本番の舞台に上がる
ためには、いわゆるノリ番をいかに多く勝ち取るか、椅子取り
ゲームとも言えるような状況だった。下回生の頃の私の実力で
はノリ番をなかなか貰うことができず、とても悔しい想いをした
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ことを今でも強く覚えている。 
　私が学生指揮として４回生になった頃には部員も160名を越
えており、ノリ番争いは年々激化していた。当時のサマーコン
サートはポップスステージとドリルステージの二部制で、入部し
たての一回生は座奏１曲とドリルの影吹きだけという出番が非
常に少ない状況になっていた。パートリーダーから「なんとか
下回生にも出番を増やしてあげたい」といった要望もあり、私
はかつて行っていたというクラシックステージを追加したサマコ
ン三部制の復活を提案したのだった。
　４回生全員での話し合いの日々が始まった。「三部制にするこ
とで演奏機会は増えるが負担も格段に膨らむ」「コンクール直前
で、龍大が演奏する課題曲を聴きたい中高生の集客が見込める」
「準備期間が足りない」など様々な意見が飛び交う議論が繰り
返された。そうして私たちは「先輩方が築いてきた伝統を受け
継ぎつつ、今もう一回り大きく成長するチャンス、大変だけど
挑戦しよう！」という気持ちで一致団結し、三部制の復活へと動
き始めた。
　こうして意気揚々と挑んだサマコン練習だったが、誰も経験

したことのない練習量やタイトなスケジュール、日々の学業との
両立などでメンバーは想像以上の壁にぶつかった。「本番まで
にプログラムが全て仕上がらないかもしれない」私自身も非常
に焦っていた記憶が今でも蘇る。しかし、若林先生をはじめと
する先生方の手厚いご指導とメンバー一人ひとりの計り知れな
い努力により、私たちはその壁を乗り越え、サマコン本番へと
臨んだ。
　そうして三部制のサマコンは満員のお客様から割れんばかり
の拍手を頂くことができ、幕が下りていく中、私はこれまでにな
い大きな達成感を感じることができたのだった。
　その翌年には三部制を引継ぎポップスステージにプロのゲス
ト奏者を招くなど年々魅力的な演奏会になっているようであり、
その一助になれたことを私は今でも誇りに思う。 
　私はこうした挑戦の日々を通して、チャレンジすることの大切
さ、みんなで力を合わせれば何でも乗り越えられるということを
学んだ。現役生の皆さんには辛いこともたくさんあると思いま
すが、仲間を信じ、指導くださる先生方に感謝し、日々挑戦し
続けてほしいと切に願います。 

１月　奈良で平城遷都1300年祭が開催
２月　石垣島で国内最古となる２万年前の人骨が発見
３月　1990年に起きた足利事件の再審公判で被告の無罪が確定
４月　東京都心で41年ぶりの遅い降雪・積雪を記録
５月　宮崎で流行している家畜の口蹄疫問題に非常事態を宣言
６月　小惑星探査機はやぶさが７年の探査を終えて地球に帰還

７月　15歳未満の臓器移植を可能とした臓器移植法が施行
８月　日本列島の広範囲が高気圧に覆われ、35度以上の猛暑日が相次ぐ
９月　尖閣諸島付近で中国漁船と日本の監視船が衝突する事件が発生
10月　鈴木章氏、根岸英一氏の２名がノーベル化学賞を受賞
11月　ミャンマーの政治家アウンサンスーチー氏が自宅軟禁から７年ぶりに解放
12月　文具券の利用と販売が終了

１月 本願寺奉告参拝／特別養護老人ホームでの訪問演奏

２月 アンサンブルコンサート

３月 第13回響宴／小川信正事務局長送別会

４月 親鸞聖人生誕350回忌プレイベント／京都花まつり／サックスア
ンサンブルコンサート

５月

SGホールディングス スポーツフェスティバル2010／第35回京都
府大学吹奏楽連盟合同演奏会／親和会懇親会アトラクション／龍
谷大学響都ホール開館式／降誕会／親鸞聖人750大遠忌／豊郷小
学校竣工１周年記念演奏会

７月 第13回サマーコンサート／三井アウトレットパーク滋賀竜王グラ
ンドオープニングセレモニー

８月 第４回本願寺門前町納涼フェスタ／夕照コンサート／大阪フェスタ

９月
石川演奏旅行／安穏灯火リレー 出発式／龍谷大学経営学部同窓
会設立40周年記念事業（講演会記念祝賀会）／大津警察交通安全
啓発イベント

10月

招提北中学校 オータムコンサート／龍谷大学校友会北大阪支部
設立会／安穏灯火リレー 帰着式／和知中学校芸術鑑賞会／とも
いきコンサート／南部小学校パレード補助依頼／第58回全日本吹
奏楽コンクール／京都女子学園創立100周年（創始111年）記念パ
レード

11月 結婚式／音羽川小学校芸術鑑賞会／藤森神社シンシン祭／RECコ
ンサート／龍谷大学吹奏楽部演奏会／山門の落成式

12月 第37回定期演奏会

This Year’s News

■ 2010年度の活動報告

第37回定期演奏会
（滋賀県立芸術劇場 びわ湖ホール）

第37回定期演奏会
（滋賀県立芸術劇場 びわ湖ホール）

和知中学校芸術鑑賞会
（和知中学校体育館）

花まつり
（河原町六角広場）

第13回サマーコンサート
（八幡市文化センター）

第13回サマーコンサート
（八幡市文化センター）
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東日本大震災チャリティーコンサートの開催
駒澤大学との夢の共演

　私が４回生の時、11月に駒澤大学吹奏楽部と共演で東日本
大震災チャリティージョイントコンサートという大きなコンサー
トをびわ湖ホールにて開催させていただくことができました。し
かし、このコンサートが決定したのは２ヶ月前の９月のことでし
た。
　駒澤大学吹奏楽部が国民文化祭に参加するため京都にやっ
てくるという話を聞いたのは９月の演奏旅行の下見に行ってい
る車中のこと、皆でついでに演奏会でもできたらとダメもとで
ホールを探してみたところ、なんとびわ湖ホールが空いていた
のです。その勢いで駒澤大学吹奏楽部にその日の内に話をも
ちかけてみたところ、５日ほどで承諾の返事をいただき共演が
決まりました。その時は希望したものの、本当に演奏できると
はと自分でも驚きでした。そうして開催されたジョイントコンサー
トでの駒澤大学吹奏楽部の演奏は私達にとって大変刺激的でし
た。上埜先生の指揮を実際に体験し見ることができましたし、
総勢200名で『アフリカンシンフォニー』や『星条旗よ永遠に』
を演奏することもできした。この年のコンクール全国大会で銀
賞を受賞した部員達は皆、落ち込み気味でしたが、駒澤大学吹
奏楽部と一緒に演奏したことで演奏の楽しさを実感し自分達に
足りないところを感じ取っているようでした。特に金管は顕著で

若林先生にもその後、駒大のようにと言われるくらいでしたから。
　３月に東日本大震災が発生し、日本が少し暗くなっていた中、
お客様も部員たちも楽しめる演奏を、しかも関東を代表する駒
澤大学吹奏楽部とすることができて良かったと思っています。こ
んなコンサートを開くことができたのも初めから最後まで協力し
ていただいた副部長の水野さんをはじめとする関係の皆様のお
かげであり、また若林先生と上埜先生のご関係や、同回生のご
両親が駒澤吹奏楽のOBであったなどのご縁が重なったおかげ
なのだろうと感謝するばかりです。
　私は幹事長に挑戦してみた立場です。向いていたとは自分で
も思いませんし失敗や迷惑もたくさんかけました。ただその分
貴重な経験や新しく知った自分もありました。そんな私ですか
ら現役の皆さんも自分で決めつけず難しそうなことにも失敗を
恐れずに挑戦して欲しいと思います。困難も確かに多いですが
自分の成長にはきっと繋がると思います。また龍谷大学吹奏楽
部も数々のご縁に支えられてできています。周りの関係者との
ご縁もそうですが、若林先生とのご縁、そして部員同士のご縁
も大事です。これからも若林先生と部員で意見を交わし、意思
を共有して目標に向かって頑張っていってもらいたいと思いま
す。

東日本大震災・チャリティーコンサート� 第43期　幹事長　草竹　智也

演奏者よりも学生指揮として活動した４年目� 第43期　学生指揮　西岡　創平
　この度は創部45周年・記念誌の発行おめでとうございます。
私が３回生の時に45期生が入部し、何か記念事業を考えないと、
と言っていた記憶があり、それが実現したことを心から嬉しく思
います。
　私が在籍した４年間、特に学生指揮として活動した期間で体
験したこと・感じたことをここに記します。少しでも私の思いを
伝えられれば幸いです。
　おそらく私は歴代の学生指揮の中で、最も本番で指揮を振っ

た学生指揮だと自負しております。４回生になってからはほと
んどが毎週のようにある依頼演奏の指揮者として活動していま
した。本職のトロンボーンよりも本番回数が多かったはずです。
というのも、私は４年間でAメンバーとしてコンクールの舞台に
乗ったことはありません。コンクールには主に合奏の下振りとし
て関わっていました。当然メンバーに選ばれなかったことは本
当に悔しい思いをしましたし、今でもメンバーがステージで演
奏している姿を舞台袖から覗いていたことを思い出します。そ
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んな私だからこそ常に心がけていたことがあります。それは、
今や龍大吹奏楽部は全国常連バンドで、依頼してくださった方
や聞きに来られるお客様はどんな時でも全国レベルの演奏を期
待されているということです。特にコンクール期間中は学生指
揮を中心に、コンクールメンバー以外で本番をすることが多く、
コンクールの演奏と比べるとどうしても質は落ちてしまいます。
その中でコンクールメンバー以外こそ龍大吹奏楽部の一員とし
て高い意識を持つ必要があると思うのです。コンクールメンバー
はもちろんですが、メンバー外の子たちが意識を高く持つこと
こそが龍大吹奏楽部全体を刺激し、レベルアップに大きく繋が
ると信じています。
　少しだけ印象に残っている現役時代の出来事も記します。サ
マーコンサートのポップスのゲストとしてオリタノボッタさんを
お呼びしたことや、最後の定期演奏会でローマの松を無理矢理
ねじ込んだことなど色々ありましたが、やはり駒澤大学吹奏楽
部の皆さんと合同演奏できたことが一番心に残っています。ス
ケジュールとしては、青森での全国大会の３日後に本番という
かなりハードなものでした。部員の皆にはしんどい思いをさせ
て申し訳なかったですが、隣に座っている駒大生の芯の太い爆

音・豪音などは、なかなか体験できるものではなかったように
思います。また、アンコールの１曲だけでしたが、当部の礎を
築いて下さった上埜先生の指揮で演奏できて本当に幸せでした。
　私は卒部した後、OBバンドである龍谷シンフォニックバンド
の指揮を振らせてもらっています。仕事や子育てなどでなかな
か人数も揃わないですが、その中でも龍大のサウンドや音楽が
引き継がれています。仕事に就いてしまうと音楽をやりたくても
できない人が多い中、龍シンは少しでも音楽をしたい方を拒み
ません。現役生の皆さん、卒部後も龍大吹奏楽部が好きで若
林先生のことが好きで、ふとした時に音楽をやりたくなったら一
緒にやりましょう。私も含め、同じ想いを持ったメンバーが待っ
ています。
　最後になりましたが、ここまで部を支えて下さった若林先生
を始めとする講師の先生方、大学関係の方、先輩方に感謝して
おります。それとこんな私を学生指揮に承認してくれた同回生、
ついてきてくれた後輩達、本当にありがとう。現役生の皆さんは、
今しかできないことを存分に楽しみながら、部をより一層盛り上
げていってください。一人のファンとして応援しております。

１月　全国で児童養護施設に匿名で寄付を行う「タイガーマスク運動」が広がる
２月　ニュージーランドで大地震が発生
３月　東日本大震災が発生、東日本を中心に甚大な被害をもたらす
４月　焼肉店でユッケを食べた顧客48人が食中毒になる事件が発生、４名死亡
５月　アメリカ政府により「９・11テロ」の首謀者ビンラディン容疑者が殺害
６月　ユネスコの世界遺産に小笠原諸島が登録

７月　FIFA女子ワールドカップにて、なでしこジャパンが初優勝
８月　深刻な干ばつが続くソマリア、飢饉の深刻化
９月　台風12号が高知に上陸、紀伊半島に大規模な被害をもたらす
10月　アップル社の設立者、スティーブ・ジョブズ氏が死去、56歳
11月　オウム真理教事件の全公判が一旦終了
12月　北朝鮮の最高指導者、金正日総書記が死去

１月 本願寺奉告参拝

２月 精華町アンサンブルコンサート／保育表現を考える会

３月

大海組親鸞聖人750大遠忌お待ち受け法要／共走駅伝／第33回全
日本アンサンブルコンテスト／龍谷大学付属平安中学・高等学校
吹奏楽部創部85周年記念大15回定期演奏会／トロンボーンアンサ
ンブルコンサート

５月
第34回京都府大学吹奏楽連盟合同演奏会／ウインズスコアレコー
ディング／親和会懇親会アトラクション／世界仏教婦人会／降誕
会／第10回いきいきフェスタ

６月 東日本大震災被害者支援チャリティコンサート

７月 第14回サマーコンサート／湖南市サックスアンサンブル

８月 久御山アンサンブル／夕照コンサート／大阪フェスタ

９月 Happy Smile Concert／チャリティジョイントコンサート

10月 心の絆チャリティコンサート／逢坂小学校芸術鑑賞会／WTCC世
界大会オープニングセレモニー演奏／企業・龍谷大学懇談会

11月

東日本大震災チャリティージョイントコンサート／音羽川小学校
芸術鑑賞会／精華町アンサンブルコンサート／KBS京都アンサン
ブルコンサート／ウインズスコアレコーディング／天台寺門宗管
長上任並びに総本山円城寺長吏晋山式祝賀会／RECコンサート

12月 親和会50周年記念祝賀会／第38回定期演奏会

This Year’s News

■ 2011年度の活動報告

第14回サマーコンサート
（八幡市文化センター）

第38回定期演奏会
（滋賀県立芸術劇 びわ湖ホール）

第38回定期演奏会
（滋賀県立芸術劇 びわ湖ホール）

WTCC世界大会オープニングセレモニー
（鈴鹿サーキット）

精華町アンサンブルコンサート 第14回サマーコンサート
（八幡市文化センター）
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音楽・感謝　幾多の演奏会と
かけがえのない出会いを通して

　2011年３月11日、東北地方太平洋沖を震源とする東日本大震
災が起こった。私たち吹奏楽部員はその日いつものように練習
をしていた。震災時は練習場がある滋賀県大津市の瀬田キャン
パスでは震度１程度の揺れであったと記憶している。東日本大
震災は地震の揺れによる被害も大きかったが、津波による被害
が甚大であった。
　本稿は、私が幹事長であった時に宮城県南三陸町で演奏会
を開催した時のことを書こうと考えている。震災で茨城県の自
坊が被災しており、私自身この演奏会には特別な思い入れが
あった。その当時の私は吹奏楽部として何か出来ることはない
かと思案をする日々であった。幹事長補佐の時である。そのと
きに手を差し伸べて頂いたのが、文学部教授の鍋島直樹先生
である。鍋島先生は震災後すぐに被災地である宮城県に赴き、
本願寺僧侶として活動をしておられた方である。その活動に心
を動かされた私は被災地での演奏会を必ず実現させようと決め
たのである。 
　演奏会は宮城県南三陸町の志津川中学校で行うことが決定し
た。南三陸町は津波の被害が甚大であった土地である。会場
の中学校は高台であったため津波の被害を逃れた唯一の場所
であった。震災から約１年ほど経っていたが、高台から望む南
三陸の町は建物の瓦礫と土台だけが残る状態であった。私と同
じ光景を見た部員たちの言葉はなく、ただ呆然とその風景を見
つめた。そのような状態でも南三陸の方々は、私たちの来訪を

とても温かく受け容れてくださり演奏会はとても楽しい本番と
なった。この演奏会に際して多くの方々にご支援ご指導を頂い
た。鍋島先生をはじめ、南三陸町職員の方々、志津川中学校
の方々、龍谷大学職員の方々、多くの方々のご尽力によって実
現できた演奏会であった。その感謝の言葉は言い尽くせないほ
どである。
　演奏会を開催するということについて、そこには必ず多くの
方々のご尽力がある。それは、どの演奏会でも同じことであるが、
南三陸の演奏会にて改めてそれを実感した。南三陸の方々は震
災にて想像を絶するほどの苦労と努力をされている。それでも
演奏会を受け容れて下さった南三陸の方々はすばらしい方々で
あった。部員たちが学ぶべきはここにあると考える。被災をさ
れた方々に比べると、自分たちの努力がいかに小さいものであ
るか感じるはずである。だからこそ、部員たちは龍谷大学吹奏
楽部として自分たちに出来ることはないか、多くの人々のため
にすることはないかということを常に考えて最大限の努力をして
頂きたい。
　私はこの龍谷大学吹奏楽部での活動によって、多くのご縁に
出遇い、多くの方々にご支援ご指導頂き満足に活動を終えるこ
とができた。今後吹奏楽部はより歴史が深まり、多くの方々と
関わりをもってゆくわけであるが、その全ての方々への尊敬と
感謝を忘れず、大いなる発展を遂げて頂きたい。

南三陸の演奏会に際して� 第44期　幹事長　板敷　　慧

龍大×ペッカーさん　～サマコン2012を振り返って～� 第44期　学生指揮　岡本　創太
　龍大での４年間には数えきれないほどの思い出がある。中で
も４回生のサマーコンサートは私にとって最も特別な時間と経
験であった。
　この年のポップスステージのゲストプレーヤーにある人物を
考えていた。橋田〝ペッカー〟正人さん（ラテンパーカッション）
だ。ペッカーさんは日本パーカッション界の草分け的存在。私
は吹奏楽ポップスを超えたホンモノのラテン音楽を目指したい

と考えていた。
　従来、龍大がゲストを呼ぶときは若林先生の知り合いである
ことが多いが、今回はそうはいかなかった。面識はもちろん、
何のつてもないのだ。私は、ペッカーさんがトレーナーを務め
る会社に問い合わせたが連絡が取れず、一か八かFaceBookで
アプローチを試みた。すぐに返信があり、私は必至で自分の考
えをメールに綴った。その後何度かやりとりをして、ついにOK
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をもらえた。後にペッカーさんいわく、〝かなり怪しいヤツ〟と
思われていたらしい。
　ペッカーさんとの練習は、コンチェルトのリハーサルなどとは
全く異なり、何か音楽の域を超えた心が躍りだすような不思議
な時間であった。特にペッカータイムという、いわばチームご
とのリズム遊びのような、チームの一体感やグルーヴ感を作り
出し、気づいたときには全員Happy、という練習はとても盛り
上がった。ペッカーさんご自身も吹奏楽との共演は初めてであっ
たにも関わらず、私たちは驚くほど自然に溶け込んでいった。
　ペッカーさんとの交流は練習後も続いた。恒例のお食事会、
その後は朝までカラオケ。サマコンでやる曲を皆で歌いまくっ
た。こうしてペッカーさんとの時間はかけがえのないものになっ
ていった。同時に音楽、人生、大切なものをたくさん勉強させ
て頂いた時間でもあった。
　本番は人生最高に楽しいものだった。私がカウントすれば爆
発的なテンションで演奏が始まり、アロハシャツを着たみんな
の笑顔がたまらなかった。客席からの熱気を背中で感じ、ペッ
カーさんのカッコよすぎるプレーに私は興奮しっぱなし、本当
に夢のような時間だった。
　冷静に評価すると、ゲストの魅力に加え、部員の個性がしっ

かり発揮されたステージとなったのではないか。もちろんペッ
カーさんのお力ゆえの結果であるものの、決してゲストに隠れ
ることなく、龍大のカラーとゲストのカラーがそれぞれ相乗効果
をもたらしたステージであったように思う。ペッカーさんが教え
てくれたことは、自分たちの持っている感性や感情を体いっぱ
い表現して、それがチームとして一体化したときの凄まじいエ
ネルギー感であり、それこそが音楽の本質そのものだというこ
とである。
　全てはペッカーさんとの出会いから始まった。快くオファーを
引き受けて頂いたペッカーさんには今なお感謝の気持ちでいっ
ぱいである。
　出会いは宝だ。かつて若林先生や上埜先生との出会いがあっ
て今日の龍大があるように、今後もあらゆる方々との出会いや
絆が龍大のかけがえのない財産になる。だからこそ「音楽・感
謝」である。
　先日、僕は１年ぶりにペッカーさんとお会いした。こちらが
挨拶するより早く、相変わらずの気さくな感じで「おう、久しぶり！」
と声を掛けてくださった。僕たちは当時のようにハグを交わす
と、また当時のドキドキが戻ってきた。本当に素敵な方である。

１月　第95代内閣総理大臣に野田佳彦民主党代表が任命
２月　東京スカイツリーが完成
３月　ロシア大統領選挙にてプーチン前大統領が再当選
４月　京都・祇園の交差点でが暴走、７名死亡
５月　22年ぶりとなる金環日食が日本各地で観測
６月　オウム真理教元幹部・菊池直子容疑者が逮捕

７月　ロンドンオリンピックが開催
８月　消費税法の改正案が可決
９月　橋下徹大阪市長が代表を務める新党「日本維新の会」発足
10月　ips細胞の研究が評価され、山中伸弥氏がノーベル化学賞を受賞
11月　女優の森光子さん死去、92歳
12月　中央道笹子トンネルでトンネル内の天井板が崩壊、９名死亡

1月 アンサンブルコンサート

2月 共走駅伝／吹奏楽フェスタ in 鳥取／アンサンブルコンサート

3月 宮城県南三陸町特別演奏会

4月 龍谷大学と広島県　協定調印式典／花まつり

5月 第37回京都府大学吹奏楽連盟合同演奏会／ウィンズスコアレコー
ディング／降誕会／親和会懇親会アトラクション

7月 第15回サマーコンサート／第48回献血運動推進全国大会滋賀大会

8月 トヨタ系販売店社員運動会／十二坊温泉金管アンサンブル依頼／
フォレオアンサンブル／夕照コンサート／大阪フェスタ

9月
伏見社会福祉総合センターふれあい祭／京都岡崎レッドカーペッ
ト／逢坂小学校体育館新築完成記念式典／大門高校文化祭／龍谷
フェスタ（福井・石川・富山）

10月 大島小学校芸術鑑賞会／第40回全日本美容技術選手権大会／第11
回生涯学習フェスティバル2012／第33回関西地区運動会

11月
龍谷大学吹奏楽フェスタ in 鳥取／藤森商店街パレード／RECコン
サート／龍谷大学経営学者ビジネスミーティング／龍谷大学硬式
野球部100周年記念式典／音羽川小学校芸術鑑賞会

12月 第39回定期演奏会

This Year’s News

■ 2012年度の活動報告

第39回定期演奏会
（滋賀県立芸術劇場 びわ湖ホール）

第39回定期演奏会
（滋賀県立芸術劇場 びわ湖ホール）

第40回全日本美容技術選手権大会
（日本ガイシホール）

関西六大学野球春季リーグ戦 対京都産業大学
（わかさスタジアム京都）

第15回サマーコンサート
（八幡市文化センター）

第15回サマーコンサート
（八幡市文化センター）
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平成25年度

2013
Pickup News 

創部45年節目の年
１週間の広島・岡山演奏旅行

●東京遠征
　2013年３月10日㈰に東京の文京シビックホールで開催された「第16回　
響宴」。１つ上の先輩方が卒部し、新体制となり全員で臨む本番。また、自
分自身が幹事長に就いて初めての大きな本番であり、遠征でした。私自身、
「第13回　響宴」に龍谷大学吹奏楽部が出演していた事を前々から知って
おり、自分の在部中にも響宴に出演できたら…と密かに思っていたこともあ
り、出演の打診を受けたとき、とても嬉しかったことを覚えています。私た
ちは響宴にて、合計４曲を演奏したのですが、各作曲家の先生方と龍谷大
学吹奏楽部との、繋がりが出来たことをとても嬉しく感じました。これからも
ずっと大切にしていきたい御縁であります。また、この時期に難易度の高い
曲に取り組むことで、各個人の力量も備わったのではないかと思います。
　また、2011年の11月に、駒澤大学吹奏楽部とともに、滋賀県びわ湖ホー
ルにてチャリティージョイントコンサートを行ったのですが、響宴の出演が
決定した折、東京に遠征するということで、駒澤大学吹奏楽部との合同演奏
会を、響宴と同時期に東京で再び開催できないかと考えていました。2011
年の演奏会以来、ずっと駒澤大学吹奏楽部員との繋がりもあり、やりとりを
行うなか、響宴の翌日の2013年３月11日㈪に、駒澤大学構内の記念講堂に
て開催することになりました。当日は平日開催にも関わらず800名以上の集
客数でした。他団体の学生とともに演奏会を作るというのは、私たちにとっ
ても経験が無かったため、新鮮であり勉強になった面が多々有ります。それ
だけでなく、駒澤大学吹奏楽部から学んだことはたくさん有りました。人数
が少なくても一人一人の責任感が伺え、練習や本番に対する姿勢や熱意は
素晴らしかったです。

●岡山・広島演奏旅行
　２回生での役職ミーティングを終えた後に、回生で話し、自分達が４回生
になる際、順当にいけば全日本吹奏楽コンクール３年連続出場を果たした
翌年の代であり、コンクールが規定で休みの年になるということで、過去の
先輩方がそういったお休みの年にどういった活動をされているかを調べまし
た。調べていくうちに、３出で休みの年は演奏旅行をされていたこと、過去
に北海道、九州、北陸へと演奏旅行に行かれていたことが判明。回生でも
演奏旅行の声が多く挙がり、日程や行先などはミーティングを重ね、回生を
班ごとに分け、地方ごとに宿や本願寺の有無、ホールや宿泊場所などを部
員全員に調べてもらい、私たちも７泊８日岡山・広島の２県で演奏旅行を
決行することとなりました。
　今回の演奏旅行では、依頼演奏、自主公演を含め、22もの会場で演奏機
会を頂きました。中には岡山県出身の部員の母校に芸術鑑賞会として赴い
たりもしました。また、龍谷大学吹奏楽部のOBであり、現在広島の浄土真
宗本願寺派の「照林坊」の住職でいらっしゃる明山晃映さんには、広島三
次市での本番を始めとする、多くの演奏機会をご紹介頂きました。本当にお
世話になりました。
　広島では、大学の行事である「吹奏楽フェスタin広島」が開催されること

により、自主公演は岡山シンフォニーホールでの１公演のみに決定。自主
公演では世界的に活躍されている、ユーフォニアム奏者の外囿祥一郎さん
をソリストとしてお招きし、全国バンドである岡山学芸館高校吹奏楽部にも、
同じく全日本吹奏楽コンクール３年連続出場を果たされたということで、共
演して頂きました。当日は台風の影響もあり、来場者の激減が考えられたの
ですが、1147名という多くのお客様にご来場頂けました。演奏旅行に向けて
の取り組みを行う中で、様々な困難や不安なども有りましたが、無事終える
ことができました。部員の心にも思い出深く、いつまでも残っていればなと
思います。
　2013年12月21日㈯に開催した定期演奏会も、第40回目という節目を迎え、
外囿祥一郎さんにもソリストとしてご出演頂きました。様々な行事があり節目
となる年に、幹事長として務めさせて頂いていることを、本当に有り難く思う
とともに、誇りに思います。またこれからは、OBの１人として、龍谷大学吹
奏楽部を支え、永く応援してゆきたいと考えています。稚拙な文章ながらも、
最後までご覧察頂き、誠にありがとうございました。

●演奏旅行での演奏機会を頂いた場所
９月10日㈫　高松中学校芸術観賞会
　　　　　　庄内小学校芸術観賞会
　　　　　　庄内小学校楽器講習会
　　　　　　岡山城東高校楽器講習会
　　　　　　第二福田小学校芸術観賞会
　　　　　　吉備高原幼稚園・小学校　合同芸術鑑賞会
９月11日㈬　岡山龍谷高校芸術観賞会
　　　　　　老人養護施設　慈照園での演奏会
　　　　　　広島テレビ出演
　　　　　　岡山表町商店街パレード
　　　　　　老人ホーム　愛光苑での演奏会
　　　　　　倉敷アイビースクエア演奏会
９月12日㈭　広島別院コンサート
　　　　　　三次ロータリークラブでの演奏会
　　　　　　十日市小学校芸術鑑賞会
　　　　　　本浦幼稚園演奏会
　　　　　　ほうりん東野幼稚園演奏会
９月13日㈮　広島音楽高校芸術鑑賞会
　　　　　　照林坊での演奏会
　　　　　　広島本通りパレード
　　　　　　マリーナホップ演奏会
９月14日㈯　龍谷大学吹奏楽フェスタin広島　
９月15日㈰　岡山学芸館高校で合同練習
９月16日（月・祝）
　　　　　　岡山公演2013

創部45周年に際しての軌跡� 第45期　幹事長　隠岐　翔一
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１月　アルジェリアの企業施設にイスラム系武装勢力が襲撃、多数の死傷者が発生
２月　グアムの繁華街で通り魔事件、日本人が３名死亡
３月　京阪電気鉄道の特急電車から「テレビカー」が全廃
４月　アメリカ・ボストンマラソンで爆発事件、３名死亡
５月　登山家・三浦雄一郎さんがエベレストに史上最高齢の80歳で登頂成功
６月　ユネスコの世界遺産に富士山が登録

７月　フランス・パリ南部で旅客列車が脱線事故、36名もの死傷者が発生
８月　京都・福知山の河川敷で花火大会の露店が爆発、３名死亡
９月　2020年夏季オリンピックの開催都市が東京に決定、56年ぶり
10月　安倍首相が消費税率を８％に引き上げることを表明
11月　複数のホテルでメニュー表示と異なる食材を提供していたことが発覚
12月　ユネスコの無形文化遺産に「和食」が登録

１月 本願寺奉告参拝／樟葉西中学校芸術鑑賞会／元気づくり音楽会

２月 社会学部同窓会

３月 第16回響宴／龍谷×駒澤チャリティージョイントコンサート2013

５月
第38回京都府大学吹奏楽連盟合同演奏会／親和会懇親会／龍谷大
学アバンティ響都ホール緞帳お披露目式／降誕会パレード／2013
年度都市対抗野球近畿地区予選

６月 東光小学校芸術鑑賞会／2013年度都市対抗野球近畿地区予選

７月 2013年度都市対抗野球近畿地区予選／三井住友海上社外出向・転
籍者情報交換会

８月 桐生園盆踊り大会／夕照コンサート／大阪フェスタ／龍谷大学校
友会鹿児島支部設立30周年記念コンサート

９月 演奏旅行（岡山・広島）／木津中学校芸術鑑賞会

10月 吹奏楽フェスタ in 奈良／京都府戦没者追悼式／吹奏楽フェスタ 
in 香川／元気づくり音楽会

11月 元気づくり音楽会／音羽川小学校芸術鑑賞会／吹奏楽フェスタ in 
愛知／樟葉西中学校芸術鑑賞会

12月 第40回定期演奏会

This Year’s News

■ 2013年度の活動報告

どんな本番より緊張したサマーコンサート� 第45期　学生指揮　伊野　弘一
　私たちの年は全日本吹奏楽コンクール最後の三出の年でコン
クールがなかった。コンクールはなかったが充実した一年だっ
たと部員全員が思えるように３月の響宴に取り組み、９月には
岡山・広島への演奏旅行を行った。
　私は吹奏楽の世界に足を踏み入れてから数えてみるともう10
年にもなるが、その中でも一番緊張したのはやはりサマーコン
サートだ。私たちの年にはテナーサキソフォン奏者、庵原良司
氏をゲストにお招きした。
　二部のポップスステージの指揮を４回生の学生指揮として任
されていること、自主公演が私たち４回生にとって初めてだっ
たこと、一部にクラリネットのソロがあることなどあのときは本
当に気が気ではなかった。
　庵原さんは本当に気さくな方で（さらにイケメンである）、サ
マーコンサートのプログラム構成、練習、そして本番まで助け
ていただいた。私の知っているテナーサキソフォンとは別の楽
器なのではないかと思うほどの音圧、テクニックだった。

　学生指揮者になり、一年間補佐として小中学校などで指揮の
経験を積むのだが、アドリブソロに合わせるのはこれが初めて
だった。練習も私の指揮の練習になってしまってしまい、本当
に申し訳ない気持ちでいっぱいだったが、庵原さんは合奏で落
ち込む私を笑わせてくれたり、励ましてくれたりした。
　そしてサマーコンサート当日、リハーサルでも私は失敗して
しまい、皆を不安にさせてしまった。リハーサルの失敗もあり
本番は不安だったが、庵原さんやバンドが私の方を見てくれて
いるのを感じ、とても心強かった。本番の温かい空気や一体感
は私にとって一生の宝物となった。
　私の高校は県大会金賞止まりで、全国大会など夢のまた夢
だった私が龍谷大学吹奏楽部で、学生指揮として活動させてい
ただいたことは私の人生を大きく変えたように思う。たくさんの
場所で演奏させていただく機会に恵まれているこの部活で、後
輩の皆さんにはこれからも「音楽」「感謝」を念頭に若林先生、
児玉先生のご指導のもと頑張っていっていただきたい。

創部45周年記念パーティー
（龍谷大学青朋館内）

第16回サマーコンサート
（ 八幡市文化センター）

第16回サマーコンサート
（ 八幡市文化センター）

第40回定期演奏会
（滋賀県立芸術劇場 びわ湖ホール）

第40回定期演奏会
（滋賀県立芸術劇場 びわ湖ホール）

龍谷×駒澤チャリティージョイントコンサート2013
（駒澤大学記念講堂）
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瀬田キャンパス

「青朋館」総合練習場
青朋館について
　2005年４月、本学瀬田キャンパスに、体育系と音楽系サークルのためのク
ラブハウスが完成しました。
建物は鉄骨造り２階建てで、１階には体育系サークルのためのロッカールー
ムや、ミーティングルーム、男女シャワー室、器具庫、監督室等を備え、
２階には音系サークルのための練習場８室と、楽器庫等があります。
また、青朋館の名前の由来は、「青」は瀬田キャンパスのキャンパスカラーから、
「朋」は友人を意味する朋友から命名したものです。
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201~208の部屋紹介

209 総合練習場
　総合練習場は、300㎡を超える空間を有し、普段は合奏
練習で使用しています。
100名規模にもなる部員数ですが、一同に演奏することが
できます。

201 オーボエ、ファゴット、ストリングベース
の３パートが練習部屋として使用して
います。

202 小合奏場と呼ばれ、チューバ、パーカッ
ションの２パートが練習部屋として使
用しています。

203 サックスが練習部屋として使用してい
ます。

204 クラリネットが練習部屋として使用して
います。

205 監督・コーチや来賓の方等がいらした
際に使用して頂く部屋です。

206 フルートが練習部屋として使用してい
ます。

207 ユーフォニアム、トロンボーンの２パー
トが練習部屋として使用しています。

208 トランペット、ホルンの２パートが練習
部屋として使用しています。
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定期演奏会の記録

1974年　第1回 1975年　第2回 1976年　第3回 1977年　第4回 1978年　第5回

1979年　第6回 1980年　第7回 1981年　第8回 1982年　第9回 1983年　第10回

1984年　第11回 1985年　第12回 1986年　第13回 1987年　第14回 1988年　第15回

1989年　第16回 1990年　第17回 1991年　第18回 1992年　第19回 1993年　第20回
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1994年　第21回 1995年　第22回 1996年　第23回 1997年　第24回 1998年　第25回

1999年　第26回 2000年　第27回 2001年　第28回 2002年　第29回 2003年　第30回

2004年　第31回 2005年　第32回 2006年　第33回 2007年　第34回 2008年　第35回

2009年　第36回 2010年　第37回 2011年　第38回 2012年　第39回 2013年　第40回
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サマーコンサート

演奏旅行 ジョイントコンサート

2011年
東日本大震災
チャリティージョ
イントコンサート

2013年9月
岡山公演
岡山学芸館
高等学校吹奏楽部

2013年8月
ジョイントコンサート
鹿児島情報高校吹奏楽部

2013年3月　チャリティー
ジョイントコンサート
駒澤大学吹奏楽部

1999年 2000年 2001年 2003年2002年

2007年 2008年2005年2004年 2006年

2013年2009年 2010年 2011年 2012年

2001年
北海道特別演奏会

2005年
福岡特別演奏会

2009年
北陸演奏会
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コンクールの記録

西暦 指揮者 課題曲 自由曲 大会 会場 結果

1984 中谷　満 D：マーチ・オーパス・ワン（浦田健次郎） バレエ音楽《ロメオとジュリエット》（プロコフィエフ） 関西大会 銀

1986 佐渡　裕 D：コンサート・マーチ「テイク・
オフ（建部知弘） 組曲《ハーリ・ヤーノシュ》（コダーイ／上埜孝） 全国大会

尼崎市総合文化セ
ンターあましんア
ルカイックホール

銀

1987 花石眞人 E：マーチ「ハロー！サンシャイン」
（松尾善雄）

バレエ組曲《火の鳥》より 魔王カスチェイら一党
の凶悪な踊り、終曲（ストラヴィンスキー／上埜孝） 関西大会 奈良県文化会館 銀

1988 若林義人 D：カーニバルのマーチ（杉本幸一） シンフォニア・フェスティーヴァ（ラニング） 関西大会 和歌山県民文化会館 金

1990 若林義人 D：行進曲「マリーン・シティ」
（野村正憲）

交響詩《ローマの祭り》より Ⅰ.チルチェンセス 
Ⅳ.主顕祭（レスピーギ／上埜孝） 関西大会

尼崎市総合文化セ
ンターあましんア
ルカイックホール

金

1991 若林義人 C：ロックン・マーチ（藤掛廣幸） バレエ音楽《ロメオとジュリエット》より モンタギュー家と
キャピュレット家、タイボルトの死（プロコフィエフ／上埜孝） 関西大会 和歌山県民

文化会館 金

1992 若林義人 C：吹奏楽のための《クロス・バイ・
マーチ》（三善晃）

組曲《仮面舞踏会》より Ⅰ.ワルツ Ⅳ.ロマンス 
Ⅴ.ギャロップ（ハチャトゥリアン／上埜孝） 全国大会 仙台サンプラザ

ホール　 金

1993 若林義人 B：スター・パズル・マーチ
（小長谷宗一）

交響詩《海》より 第3楽章〈風と海との対話〉（ド
ビュッシー／上埜孝） 全国大会 佐賀市文化会館 銀

1994 若林義人 C：饗応夫人 太宰治作「饗応夫人」
のための音楽（田村文生）

歌劇《コラ・ブルニョン》より 序曲
（カバレフスキー） 関西大会 吹田市文化会館

　メイシアター 金

1995 若林義人 A：行進曲「ラメセスⅡ世」（阿部勇一） シンフォニエッタより Ⅲ.Ⅳ.（ヤナーチェク／上埜孝） 全国大会 和歌山県民文化会館 金

1996 若林義人 V：交響的譚詩 ～吹奏楽のための 　             スペイン狂詩曲より Ⅳ.祭り（ラヴェル／八田泰一） 全国大会 倉敷市民会館 銀

1997 若林義人 Ⅲ：五月の風（真島俊夫） 楽劇《サロメ》より ７つのヴェールの踊り
（R.シュトラウス／ウアインズレー） 関西大会 吹田市文化会館

　メイシアター 金

1998 若林義人 Ⅲ：アルビレオ（保科洋） 夜想曲より 第2楽章〈祭り〉
（ドビュッシー／建部知弘） 全国大会 滋賀県立劇場

びわ湖ホール 銀

2000 若林義人 Ⅲ胎動の時代－吹奏楽のために
（池辺晋一郎） 組曲《惑星》より木星（G.ホルスト/建部知弘） 全国大会 東京文化会館 銀

2001 3年連続出場により休み

2002 若林義人 Ⅰ吹奏楽のためのラメント（高昌帥） 三角の山（酒井格） 全国大会 大阪国際会議場 金

2003 若林義人 Ⅴマーチ「列車で行こう」（川村昌樹） 森の贈り物（酒井格） 全国大会 宇都宮市文化会館 金

2004 若林義人 Ⅴサード（田渕浩二） 七五三（酒井格） 全国大会 東京文化会館 金

2005 3年連続出場により休み

2006 若林義人 Ⅴ風の密度（金井勇） 波の通り道（酒井格） 全国大会 宇都宮市文化会館 金

2007 若林義人 Ⅴナジム・アラビー（松尾善雄） また一緒（酒井格） 全国大会 長野県県民文化会館 銀

2008 若林義人 Ⅴ火の断章（井澗昌樹） 藍色の谷（酒井格） 全国大会 大阪国際会議場 金

2009 3年連続出場により休み

2010 若林義人 Ⅲ吹奏楽のための民謡
　「うちなーのてぃだ」（長野雄行） てぃーだ（酒井格） 全国大会 愛媛県県民文化会館

（ひめぎんホール） 金

2011 若林義人 Ⅲ「シャコンヌS」（新実徳英） 大仏と鹿（酒井格） 全国大会 青森市文化会館 銀

2012 若林義人 Ⅰ「さくらのうた」（福田洋介） ハンガリー狂詩曲第2番
（フランツ・リスト/井澗昌樹） 全国大会 宇都宮市

文化会館 銀

2013 ３年連続出場により休み

西暦 指揮者 自由曲 大会 会場 結果

2003 竹林秀憲 組曲「仮面舞踏会」より“1楽章，4楽章，5楽章”（Ａ,Ｉ,ハチャトリアン/上埜孝） 京都府大会 京都会館 金

2004 尾崎雅規 遮光の反映－吹奏楽のために（中橋愛生） 京都府大会 京都会館 金

2006 中橋愛生 玻璃ぷりずむ～吹奏楽のためのテクナル・ミニマリズム（中橋愛生） 京都府大会 京都会館 金

2007 竹林秀憲 喜歌劇「メリー・ウィドウ」セレクション
（Ｆ,レハール/鈴木英史） 京都府大会 京都会館 金

2008 尾崎雅規 交響的断章（V,ネリベル） 京都府大会 京都会館 金

A組

B組
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龍谷シンフォニックバンド
RYUKOKU SymphonicBand

　龍谷シンフォニックバンドは、1998年に設立されました。当初吹奏楽部が常時100名を超える部員が在籍し、コンクー
ルでも全国大会常連とまではなりえていない、クラブとして成長しているまっただ中でした。コンクールに４年間出場
できない人も多く、京都大会、関西大会とひと夏かけて練習する部員と、それ以外の部員は８月の終わりに開催される夕
照コンサートへ向けて練習する部員に分かれていましたが、モチベーションには大きな開きができていました。そんな
現状を改善するため、コンクールに出場できない人と、ＯＢ・ＯＧ一緒になって一般の部に出場し、全体の底上げを図ろ
うと、当時の幹部や若林先生、初代団長の轡田さんが中心となり龍谷シンフォニックバンドが誕生しました。（結団は当
然、志ら川で飲みながらだったように記憶していますが・・・）
京都大会に初めて出場した年には、コンクールに出ていない部員が全員参加したのですが、見事京都府代表となったこ
とから（？）連盟からクレームがつき、関西大会にはＯＢ・ＯＧと現役部員の比率を半々にすることとなりました。当時の
幹部には大変ご苦労をおかけしたと思います。以降数年間は、年に１回ＯＢ・ＯＧが集まり、現役部員と共に夏のコン
クールに参加することにより、モチベーションを高め、バンドの底上げを図っていきました。しかし、大学の部にＢ部門
が設置され、部員の人数も更に増加、様々な本番が増え、瀬田へ本拠地を移すなど、吹奏楽部も時代と共に全国でも屈
指の学生バンドとして成長し、環境・活動が変化する中で、龍谷シンフォニックバンドも当初の目的・役割、活動も変化し
てきました。残念ながら大学の部のコンクールに出演できない（最近は好んで出場しない人もいるらしい）部員への機
会の提供は続けていますが、その人数は随分と減ってきています。楽器を続けたいＯＢ・ＯＧで継続的に活動するメ
ンバーも増え、単独の演奏会（スプリングコンサート）を年１回開催し、その他依頼演奏や、連盟の演奏会に参加するな
ど活動の幅を広げてきました。10 年を経過してから少しマンネリ化し、当初の積極的に参加していたメンバーが子育て
の時期を迎えるなど、忙しくなり、一時活動が停滞した時期もありましたが、若いメンバーを加えてここ２、３年で再び活
性化してきています。
　このバンドの特徴としては、現役時代に培った技術と、若林先生に教わった音楽によって、イメージ、目指す方向の共
有が容易であり、一緒に音を出すと、他の一般バンドとは違った心地よさを感じることができます。設立から15 年が経
過した今でも、それはまったく変わりません。龍谷シンフォニックバンドに対し、否定的な意見や、方向性に対する考え
方を含め、様々な人の思いがあることは承知していますが、ＯＢ・ＯＧの気楽に参加できる場所の提供や、世代を超えた
交流等の一定の目的は果たされています。結成 16 年目を迎え、今後どのように進んで行くかは私の一存では決められ
ませんが、個人的な目標としては、一般バンドとしての龍谷サウンドを作り上げて、クオリティの高い音楽を奏で、一段と
活動を充実させていきたい。そのためにも、現在 30 名程度で行っている常時活動メンバーをもっと増やし、しっかりと
したバンドの基盤を作り、その上にスポット参加の方や、現役部員にも加わってもらえるような体制になればいいなと
思っています。今では設立当初から関わっているのは私だけですが、今後若い人の参加はもちろん、一旦なんらかの事
情によって離れた人も、再び帰ってきていただけると、一段とバンドとして厚みが増し、それによって世代の交流、連携に
つながり、現役への支援につながると信じています。

龍谷シンフォニックバンドの使命、現状、
そして未来への展望� 龍谷シンフォニックバンド団長　大前　智
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スプリングコンサートのポスター

第1回 スプリングコンサート（2004年）

第5回 スプリングコンサート（2008年）

第2回 スプリングコンサート（2005年）

第6回 スプリングコンサート（2009年）

第3回 スプリングコンサート（2006年）

第7回 スプリングコンサート（2012年）

第4回 スプリングコンサート（2007年）

第8回 スプリングコンサート（2013年）

龍谷シンフォニックバンド　コンクールの記録
西暦 指揮者 課題曲 自由曲 大会 会場 結果

1998 竹林秀憲 Ⅲアルビレオ（保科洋） シンフォニア・フェスティーバ（A,ランニング） 関西大会 大和高田 
さざんかホール 銀

1999 竹林秀憲 Ⅰマーチ・グリーン・フォレスト
（内藤淳一） 伝説のアイルランド（R,W,スミス） 関西大会

尼崎総合文化 
センター 

アルカイックホール
銀

2000 南　大輔 Ⅰ道祖神の歌（福島弘和）
管弦楽組曲「第六の幸福をもたらす宿」より
“第3楽章ハッピーエンディング”
（Ｍ,アーノルド/瀬尾宗利）

関西大会 大阪国際会議場 銀

2001 酒井　格 Ⅱ平和への行列（戸田顕） 風の精（酒井格） 関西大会 奈良県文化会館 銀

2002 竹林秀憲 Ⅳ吹奏楽のためのラプソディア
（足立正）

歌劇「友人フリッツ」より間奏曲
（Ｐ．マスカーニ/木村吉宏） 京都府大会 京都会館 金

2003 高橋　律 Ⅳマーチ「ベスト・フレンド」
（松浦伸吾）

組曲「仮面舞踏会」より“1楽章,4楽章,5楽章”
（Ａ.Ｉ.ハチャトリアン/上埜孝） 関西大会 吹田メイシア

ター 銀

2004 高橋　律 Ⅴサード（田渕浩二） お花たちのパーティー！（酒井格） 関西大会 橿原文化会館 銀

2005 高橋　律 Ⅲストリート・パフォーマーズ・
マーチ　（高橋広樹）

コンセルト・ピース「セマンティック・エラー」
（中橋愛生） 関西大会 大津市民会館

2006 瀬　浩明 Ⅴ風の密度（金井勇） シンフォニアノビリッシマ（Ｒ.ジェイガー） 関西大会 京都会館 銀

2007 森下智稔 Ⅴナジム・アラビー（松尾善雄） 七五三（酒井格） 関西大会 橿原文化会館 銅

2008 高橋　律 Ⅱマーチ「晴天の風」（糸谷良） ルーマニア狂詩曲第一番（Ｇ,エネスコ/建部知弘） 京都府大会 京都会館 金

2009 高橋　律 Ⅱ「コミカル★パレード」（島田尚美） 「無伴奏ヴァイオリン・パルティータ第2番ニ単調」
より“シャコンヌ”（Ｊ,Ｓ,バッハ/森田一浩） 京都府大会 京都会館 金

2011 山田亮平 Ⅰマーチ「ライヴリーアヴェニュー」
　（堀田庸元） 大仏と鹿（酒井格） 関西大会 守山市民ホール 銀

2012 西岡創平 Ⅲ吹奏楽のための綺想曲
　「じゅげむ」（足立正） てぃーだ（酒井格）　　　 京都府大会 京都コンサート

ホール 金

2013 西岡創平 Ⅲ復興への序曲
「夢の明日に」（岩井直溥） 恋す蝶（井澗昌樹） 関西大会 橿原文化会館 銀
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1999~2002年の思い出写真
RYUKOKU SymphonicBand-Photo Gallery
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1999~2002年の思い出写真
RYUKOKU SymphonicBand-Photo Gallery
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2003~2006年の思い出写真
RYUKOKU SymphonicBand-Photo Gallery



59

2003~2006年の思い出写真
RYUKOKU SymphonicBand-Photo Gallery
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2007~2010年の思い出写真
RYUKOKU SymphonicBand-Photo Gallery
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2007~2010年の思い出写真
RYUKOKU SymphonicBand-Photo Gallery
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2011~2013年の思い出写真
RYUKOKU SymphonicBand-Photo Gallery
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2011~2013年の思い出写真
RYUKOKU SymphonicBand-Photo Gallery
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　龍谷大学学友会学術文化局吹奏楽部創部 45 周年記念誌『翔奏』の作成にあたり、これまでの長い歴史を振り返るととも

に、当部のさらなる発展のため、後世に未来への道筋を示すべく、本記念誌制作に取り組んで参りました。

　45 年間の歴史をどのように記録に残すのか、制作委員としてはプレッシャーのかかる作業でもありました。思案の結果、

45 周年記念誌ではありますが、30 周年以降の 15 年間を中心に作成し、5 年後の 50 周年記念誌に過去 50 年の集大成となる

記念誌を作成することにいたしました。

15 年分の記念誌といえども、作成中は歴代の情報等データ入手が困難であるという苦労も多々ありましたが、この制作を通

してそれ以上に多くの方々に支えられ、今の私たちがあるのだと再確認することができました。これまで諸先輩方が歩んで

こられた道のりは決して平坦なものではなく、さまざまな困難を乗り越えて、前に進んでこられたものと思います。私たち

は、諸先輩方や当部に対して温かくご指導、ご尽力いただきました全ての方々に心からの尊敬と感謝の意を抱きながら、こ

れまでつながれてきたバトンをしっかりと受け継ぎ、新たな歴史と伝統を築くべく“ 今 ” を走りぬけなければと決意を新たに

しています。

　制作を開始してから完成予定日を大幅に超えての完成になりましたが、充実した日々だったように感じます。最後になり

ましたが、お忙しい中、寄稿文の執筆や写真の提供にご協力いただきました先生方や諸先輩方、多くの関係者の皆様に心よ

り感謝申し上げます。また、本誌の編集、発行に最後までご協力いただきました宮川印刷株式会社の皆様に重ねて御礼申

し上げます。本当にありがとうございました。

佐々木花香（45期）／山田　佑希（45期）／奥村ちはる（46期）／難波亜由美（46期）／
杉浦　菜帆（47期）／中川　郁子（47期）／隠岐　翔一（45期）／栗山正太郎（45期）／
藤井　康平（46期）／木下　　僚（46期）／栗田　雅文（40期）

室　矢　直　人（21期）

水　野　哲　八（23期）

宮 川 印 刷 株 式 会 社

＜編集後記＞

＜制作スタッフ＞ 

＜発行責任者＞ 

＜編集責任者＞ 

＜ 発 行 社 ＞ 

故・岸田理先生揮毫＜ 題　 字 ＞

2014 年 6月＜ 発 行 日 ＞

龍谷大学吹奏楽部 OB 会＜ 発 行 者 ＞

創部45周年記念誌『翔奏』制作委員一同

〒520-2194
大津市瀬田大江町横谷 1 番 5 龍谷大学瀬田キャンパス 青朋館内
TEL:077-544-7259
E-mail:ryukoku_suisogaku@yahoo.co.jp
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