


ご挨拶 

東松山市ウインドアンサンブル団長 大塚 実 

 本日は東松山市ウインドアンサンブル演奏会にご来場いただき、誠にありがとうございます。

私たちは音楽を通して地域文化の向上、親睦に努めるよう活動を行っております。 

 本日は皆様に気軽にお楽しみいただける演奏会として、アニメソングを中心としたプログラ

ムでスプリングコンサートを企画いたしました。 

昔聴いたことのある懐かしい曲から近年人気のある曲まで、皆様がワクワクするような楽曲

を取り上げております。きっと皆様の心に残る音楽をお届け出来ることと思います。 

 最後になりましたが、本演奏会の実施にあたり、ご後援頂いた東松山市教育委員会、東松山

吹奏楽連盟をはじめ、ご尽力賜りました関係者の皆様に、心よりお礼申し上げます。 

団員募集 

私たち東松山市ウインドアンサンブルでは、全パートで随時団員の募集を行っております。 

高校生以上で楽器経験のある方、私たちと一緒に音楽活動を楽しみませんか？ 

練習見学・体験入団も随時受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください！ 

★練 習 日：毎週土曜日 17時 30 分～21 時 30 分 

★練習場所：平野市民活動センター（東松山市）、フレサよしみ（吉見町）など 

★活動内容：春と秋のコンサート、近隣市町村の行事での演奏、小学校等での依頼演奏など 

★お問合せ：東松山市ウインドアンサンブルホームページ または 

東松山市ウインドアンサンブル事務局 TEL 0493-24-3048（代表：大塚） 

ホームページ・SNS のご案内 

東松山市ウインドアンサンブルでは、演奏会の情報のほか、イベント出演予定や活動報告 

などをホームページや各種 SNS に掲載しています。ぜひご覧ください！ 

★ホームページ http://hwe.jpn.org/  

★Twitter   @hwe_wind （https://twitter.com/hwe_wind） 

★Facebook  https://www.facebook.com/higashimatsuyama 

サックスパートのご紹介 

今回の演奏会はサックスパートが中心となって企画させて 

いただきました。本日の演奏会をどうぞお楽しみください！ 

サックスパートにもぜひご注目ください！ 
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～第１部～ 

１．組曲「宇宙戦艦ヤマト」より 

作曲 : 宮川 泰  編曲 : 宮川 彬良 

２．タツノコ ・ ヒーローズ 

編曲 : 金山 徹 

３．キャッツ ・ アイ 

作曲 : 小田 裕一郎  編曲 : 宮川 成治 

４．交響組曲「機動戦士Ｚガンダム」より 

作曲 : 三枝 成彰  編曲 : 長生 淳 

 

 

 

～第２部～ 

５．ルパン三世メドレー 

作曲 : 大野 雄二  編曲 : 福田 洋介 

６．ジブリ ・ メドレー 【森編】 

編曲 : 星出 尚志 

７．「紅の豚」メドレー 

作曲 : 久石 譲  編曲 : 森田 一浩 三浦 秀秋 

 

 

 

 



～曲目解説～ 

 

組曲「宇宙戦艦ヤマト」より  

Ⅰ : 序曲 Ⅱ : 宇宙戦艦ヤマト 

作曲 : 宮川 泰  編曲 : 宮川 彬良 

 

 ＴＶアニメ「宇宙戦艦ヤマト」の劇中曲および主題歌を作曲者宮川泰の息子である宮川彬良が吹奏楽

編成に編曲した作品で、冒頭部分のアルトサックスが奏でる静かで美しい旋律から始まり、だんだんと楽

器群が加わっていく様子からは、広大で美しい宇宙空間が連想されます。 

続けて演奏される「宇宙戦艦ヤマト」の主題歌では吹奏楽ならではのダイナミックで迫力のある演奏

をお楽しみください。 

 

タツノコ ・ ヒーローズ 

ヤッターマンの歌～ハクション大魔王の歌～ガッチャマンの歌 

編曲 : 金山 徹 

 

 「マッハＧＯＧＯＧＯ」や「タイムボカン」など数多くのＴＶアニメを制作しているタツノコプロの作品から

「ヤッターマン」「ハクション大魔王」「科学忍者隊ガッチャマン」の主題歌をメドレーでお届けします。ハク

ション大魔王はヒーローかという疑問はさておき、アニメの主題歌らしい明るく楽しいサウンドをお楽し

みください。 

 

キャッツ ・ アイ 

作曲 ： 小田 裕一郎  編曲 ： 宮川 成治 

  

 ＴＶアニメのオープニング曲として使用されたこの曲はオリコンシングルチャート１位を獲得し、ＴＶアニ

メの主題歌として初めて選抜高等学校野球大会入場行進曲に選出された曲です。 

 

交響組曲「機動戦士Ｚガンダム」より 

Ⅰ : Ｚガンダムのテーマ Ⅱ : 戦争と平和 Ⅲ : 恋人たち 

作曲 ： 三枝 成彰  編曲 ： 長生 淳 

 

 今なお新作が制作されているガンダムシリーズの第２作目「機動戦士Ｚガンダム」で使用されたＢＧＭ

で構成されている全７楽章からなる組曲です。本日は吹奏楽版に編曲された上記楽曲の他にオーケスト

ラ版から「愛の協奏曲」の一部を抜粋した特別アレンジでお届けします。 

 宇宙空間を漂う巨大な宇宙巡洋艦や突如始まる激しい戦闘、戦争の中で揺れ動く心の葛藤など様々

な場面を想像しながらお聴きください。 



 

ルパン三世メドレー 

「愛のテーマ」 ～ 「ルパン三世のテーマ‘79」 

作曲 ： 大野 雄二  編曲 ： 福田 洋介 

 

 ＴＶアニメ「ルパン三世」のエンディング曲・オープニング曲として使用された曲ですが、当時のＴＶアニ

メではこども達も一緒に歌える主題歌が主流のなか、本格的なＪＡＺＺサウンドの楽曲を使用したことで

その後のＴＶアニメ業界にも大きな影響を与えました。 

後半部分に演奏される「ルパン三世のテーマ」は放送時期により様々なアレンジが存在しますが、本

日は１９７８年１０月から１年間使用された「ルパン三世のテーマ‘７９」をベースとしたアレンジでお届けしま

す。 

 

ジブリ ・ メドレー【森編】 

あの夏へ～Arrietty’s Song～ねこバス～テルーの唄～アシタカせっ記 

編曲 ： 星出 尚志 

 

 数々の劇場用アニメを制作しているスタジオジブリの作品の中から「千と千尋の神隠し」「借りぐらし

のアリエッティ」「となりのトトロ」「ゲド戦記」「もののけ姫」の５作品で使用された主題歌および劇中曲を

メドレーでお届けします。 

 映像の美しさ、ストーリーの奥深さももちろんですが、作品の世界観を再現した楽曲の数々もジブリ映

画の魅力の１つとして欠かせないものとなっています。映画のストーリーを思い浮かべながらお楽しみく

ださい。 

 

「紅の豚」メドレー 

 

作曲 ： 久石 譲  編曲 ： 森田 一浩 三浦 秀秋 

 

 前曲に続いて同じくスタジオジブリの作品である「紅の豚」は１９２０年代末期のアドリア海で活躍した

飛行艇乗りの豚「ポルコ・ロッソ」を主人公とした作品です。作品を見ていない方でも「飛ばねぇ豚は、た

だの豚だ！」というセリフを聞いたことのある方は多いのではないでしょうか？ 

本日は劇中で使用されている楽曲を使用した吹奏楽作品「ポルコ ・ ロッソ 映画《紅の豚》より」と

「紅の豚Ｈｉｇｈｌｉｇｈｔｓ」の２曲を組み合わせた特別アレンジでお届けします。 

１９２０年代のイタリアを連想させるどこか懐かしい感じのする楽曲の数々、また映画のキャッチコピー

である「カッコイイとはこういうことさ」のとおりにカッコヨサがにじみ出ている楽曲の数々をお楽しみ

ください。 



 

            本日の出演者       （♪…賛助出演者） 

 

     

    椎名 正貴         木藤 鮎子           新井 雅代 

    田中 秀明                       吉田 千里 

    吉田 智裕         上野 真佑美        渡邉 賢一 

                  大前 輝明         渡邊 正美 

    天野 エミ         加藤 恵美子        鈴木 智尋  ♪ 

    市川 文江         佐々木 萌子        

    木越 恵美子        松本 葉子         河野 貴文 

    高野 正弘                       大井川 靖宏 ♪ 

    曽川 沙織         後藤 はるな      

    渡邊 法子         長谷部 景子        阿部 光一 

                  吉田 智裕         飯山 愛子 

    長  聡                        池谷 薫 

                  太田 博之         加藤 雅大 

    菊地 直也 ♪       宮田 詩織       

                                池谷 敦子 

    秋山 洋子         大塚 実 

    大澤 崇          尾嶋 恵里花        小田 みのり 

    沖田 夏弥         新田 理恵         近藤 雅之 

    加村 賢二         萩原 優梨恵        千葉 桃子 

    清野 創          松田 弘美         中島 友貴 

    田中 秀明         水谷 達哉         布施田 淳子 

    中島 礼乃         森  修斗         齋藤 愛   ♪ 

    中野 雅仁                       栁澤 美菜  ♪ 

    野口 和恵         榎本 泰則       

    村山 正子         梶田 志穂  

                  篠原 ゆり子 

    伊坪 美夏         高橋 広和 

                  大沢 唯  ♪ 

    中澤 志津香 

 

                次回演奏会のお知らせ 

                 2018 年 10月 28日（日） 

                東松山市民文化センターにて 

          詳細が決まりましたらホームページにてお伝えいたします 
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