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ち高吹奏 楽 部lj岩谷霊高等学緩 4・� 08会事務局

喰111底割08会� 1，b 議

側 忽ー11 

江剥南海大通り� 7-44: 

. . 江狗郵便局時第22号� 19901220発行� l 7害

献は世につれ..• 

会長高値 胃� (S蜘 騨 〉

さでは、山下達郎の「クリスマス イブJや 化、さらに、ある程度の設備の部室の健保、0 
笹木等の flt!!~温暖化進行也J が流れ、年末 8会のことでいえば、宮代を交代しつつ、緩の

なのか、� a紀末なのか、はたまたこのaの緩わ つながりの夫切さをml察して、� 350名にのぼる

りなの1J¥ 会員の留緩方お変わりなくお過ごし 人々と楽しく運営できたらいいな、と感じてお

でしょうか。 ります。皆援のご路力をお願いします.

今年i芯吹奏楽部ができてから30年臣、さらに� 患後に新役員の紹介を致しまして、 挨話Sとさ� 

08会ができて22年自の年にあたります。� 22と ttて頂さます。

きえば、� E誌の� f22=1'の矧IJ.nJや谷符新司の� f22

草案」等、事Rに軟われるようにイイ年なのです@ 名宮 会長 底藤栄Eミ(d高学綬長)

いい人ができたり、誘惑されたり、身の娠り巧 会長 高橋昌窃

を決めなければなろない時lこきているのかも知 副会長 小訟香道③ 窟憶 力命

れまぜん.� 事 務局長 佐蛮勇一@

08会としても、現在取り組まなければなら 事務局次長� 菊民主寿恵毒。

ない課題があります。現役の笠徒のことでいえ� wli ;$ 及川昌活@ 宮前点@実③

let、文学生などの福羽さによる築CP99な指導強 顧 問 高m和夫(前E Q吹奏楽是認顧問)� 

OB演奏について 

前 唱 が息 (S伺晴 樹

地元に帰ってきて、� 2度目の08演奏に参加 あのプラスの迫力に、前の万でクラ、フルー

してあらためて楽~を吹く 事、 みんなで一つの e:tト、サックスのみんなl思わずびびっていまし

邸を作りあげる事の楽しさを実感しました.持 た。そこで、この会報を読んでいる木管のみな

に今笠Iet.思い切って自分の楽器を寅ってしまっ さん/そうです、あなたです。来年こそは08

た私は、 練習のたびにピヵピカの楽器を取りだ 演奏に参加して金琶にまけないくらいの琶を出

してはニヤニヤしていました. してやろうじゃありませんか。 塁走~Iët母りれば

と、前置きはこのくらい!としまして、当日の いいし、 綴遣時闘がなくたってなんとか吹ける

演奏Id:といいますと、はとんどの人が忙しい仕 ちのですヨ.さめ、あなたち来年こそは08演

事のめい闘を縫っての練習だったにち刀、かねら 奏に参加してめの青春の闘の無い患いをよみが

ダ、すごいステージでした。〈すばらしいで臥 えら宣言まし.;.う。〈盆笛のみなさんら、もらろ

なくあえてスゴイと書いておきますJやっぱり んOKです。J
どうしても、主~の方が多いため木管'"潟しいグ あ一、 来震の08演奏がまちどおしい� I 
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08会員一 今日、この頃 〈定締時書より〉
 

-徳山照基先生

前略、御免下さい。� t委しい便り、ありがとう

ございます.私もこの4月から一関二klの汚ヘ

勤務しています.組変らず吹奏楽の笠徒と共に� 

e8笠きています。いつも患うのですが、ち高

の定演が笠なり、� S戸し沢けなく残念です。� 

7月29巴〈巴〉本校の定期公演です。

皆にくれぐれちょろしく、お伝え下さし'.

・菊飽憲一�  

41 ::J'tこして相変らず盛匂吹葵楽団、盛岡プラ

ス7フンサンプル、その他のパンドで股いてます。

・菊池鯵努

相変らずのクラッシックギターです.

・a及川民18

~変らずスインギングパード万一ケストうの

コンブートマスターとしてがんばってeBります.

・菅野健包�  (.b奪皮革〕� 

Z事業倍、初年近くたってしまいましたが、今

回の08演奏、総会に綴れることができ、楽し

みにしています。疋IS，ん奮が出ないのでほない

かと….当筒を思い出すだけでちなつかしいの

です。

佐々木きし子

今年の4月、久慈に転動になり、家族5人で

久悠の苔らしをスタートさせました。浜ならの

曾らし、自白り気のない人崎、とても良い所です� e

・高橋得子� 

2::J'と5;>の子を保育園に預け、まだ番通婦

の仕事をしています.ちうサックスI~~けない

んじゃないかな。でも、まだ吹いてみだいです� 

.G. 

・伊歳三郎�  

4月1日符けと出向先より� 3年ぶりに役所

に戻ってさました。

・慣山� ~. 

巴却に転勤になる予定で忙し聖書今月、均去の

い毎日です.

・信包みのる� 

2...... 3-:rの子供達と遜ー回楽レく遜んでいま

す。

~縫啓一 

7月いっぱいで会社を選議します。

来年laOB演奏に出れるかなっ

・後援俊恵

毎日生徒達が綬習しているのを織自で見なが

ら"かくれOB"をやっています。

小笠原明美� 

7月27日 出産予定Bです。� 

.竹村幸筏

今年はおなかが大さいので、来年こそは、子

供を連れて見に行かぜていただきま写ので、是

非、連絡下さい.fd.

・雷原知子

スッカI)!釘無沙沫しております.毎日白怒りの

長男とm8葱戦苦闘している状態です。

.佐々 木聖書喜

先目、結婚しさました.� 

2園高得浩之�  

8月68付で水沢ヘ転勤する話が先日あつだ

のですが、単なる『話」で終ってしまい、かく

して私の淫念I~...o 予想通り仙台にあと4へ5

王手住むことになりEました.

・及川 治

今年I芯私用のたの(?)残念ながら欠席しま

す。〈色っぽいおではないので、同期の皆さん

匂安，以下さいJ卒業後、� 9年自にして初めて欠

席ですが、遠方の醤さん、来年またお会いしま

しょう。

笹 芥 積子

今年は何がなんぞも著書加~るつもりで楽しみ

にしていまし� Iξ。卒業後、初的ての参加です.

かれこれ8笠もたってしまったなあへ。

・加厳司�  5治・弘美

高綬からのつきあいでやっと結婚し恩や一年

長男宅誕生しました.名前Iel:f含(り&:.う〕とい

いまして、偶然!こち下に人をつけると� "It人"

演奏する人という怠昧になるそうです.将来� f<.t 

g遅延家になるぞ/と綬パカの夢� 1eJ.大さいのです。



佐蔵鏡子

窃ま王お手紙ありがとうございます.

今私!手、 鵠函Id.慶従南遣に住んでおりま"lJ.

学校卒重量 〈疋，，叩3年度怠業だと患います.Sん1

1964f王1・月 118笠まれ〉して、 東京のiJ}門学綬

に行き、 4f1:匂事務の仕事をしていだね1)です

が、主主があり企母国人の夫と箔婚し、今後モ::.{!~

で~活~ることと思います。

リンピック後のS雪国の経済発展はめまぐる

しく、臼 :z;;とほとんど変りまぜん. 

<.t大学生に日広訟を叙i3!胞を覚え、今で:';t私宅

えながら、主婦~ち無ゆ二学んでおります.

来4あだり!こは、日本!こ両る予定にしており

a.すが、穫後の先生治め、先筆、1雪期の方々に

}矢r~ちしておらず、 申し訳17ない思いでいっぱ

いでした.しかし、今でち音楽を愛~る気符ろ 

コヲ

しております. 

e623 
純国慶南金海図

・新初演由美

私I<.t只今 1 :Jのポーズと~銭苔E紡毎日です.

及川 節子

昨年の12月長男を生み主主し疋.うちの子が一

醤かわいいと、ほとんど務パ刀です.

千図実俗紀 

5月に伝隠して 27月も過ぎまし疋.

まま銃16さんが、来年t弱含があって行けまlel今年 

3人が08としてそろうので、なんとかして句

さだいと患っております.

及川説子 

JLlfd:とうとうフ史学も4定自になり、 反基Zの事

で頭を悩まtさており主主す.

1;1変らず.どの閣でちEE震 泊してiを話器以上に晋 菅野 @糞

ゆが通じあえますし、 ブラスパンド告してい疋

おかげで、合唱や取を富う機会もありまし疋.

こちらの笠活にそうずいぶん慣れてまいりまし

疋ので、締りの届ですから、是;E、B言語など、
いらして下さい.

それでleJ簡単ですが、皆様の御成工刀、お1Fり

子どもができ忌し疋ら、定非ベビーホームヘ

共働き冶望の方に限ります.ベビーホームー間

賞任をF寄って育てあげましょう.

費者池 彩子 
J:)久しぶりです.私leJようやく仕事!こち慣れ

情充実した毎日を過ごしています.主主

吹奏楽コンクールの報告  (幌市地区大会〉
 

8月12巳、事成2年度吹奏楽コンクールが、

-1lQ文化センタ で行われEました. 今年の~i\i 

leJ、女子生徒だiすということで、どんな演会を

甥かさてくれるのだるうかと考えなかb会~I~

向かい診した.繁怒した雰囲気の中、演会が泊

まり、私l、ステージの一人一人を見ました.eJ

緊張していたのでしょうが、みんな、のびのび

と吹いているような気がしました。演~が終わ

り、もの高校の演義司5閉さ 「もしかし1こら、い

いところまでいくかちしれない Jと、ゅのcpで

忽コていまレたが、舗重量という重量念な範奥とな

ってしまいまし疋.県南地区大会1こなってから

凶 崎美子

県大への壁!志摩く、なかなか思うようにいかな

くなり Zましだ.しかし、今画のコンクールをパ

ネに後鑑定ちは、かんiまってくれるとEまいます。

、これからまた、 基礎相聖書、アンサンブルなどに

箱一杯、 lelげんでほしいと思います.

探題曲C マーチ 「カタロ=?の栄光」

包@邸 「交穆的鈎臼箆3醤」

この 2簡が、後Eーたちにと Jて忘れられない想

い出の舗となることを埼雪レ、まだ今後の活鍵

~期待レて、lR奏楽コンク ルの結果幸~~とい

だします.
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仙台支部だより 


仙台支部Id:昨年からひき続き、活邸を活発化

しているという情報をキャッチしましたo 12月
88も市内の築所で秘かに5名程集まったらし� 

いのです。

しかし、 我々、江間支部に入った情報による

と、来年� 1月208(臼〉の午後39苦から、fUJ台郵

便貯金会館において新乞会が行なわれるという� 

8きである。詳しいことlaわからないが、さまざ

お 知

《今後の吹奏楽部と08会の行事予定》� 

1月2808新年会福島家� 

1月138 7ヲンサンプルコンテスト担江地区大

会〈但江旭区動労者教育文化センタ� 

1月下旬� 7ヲンサンプルコンテヌト岩手県大会

(会錫釆定〉 

2月68 予録会� 

3~78 卒業式� 

3~25日 怒任式 

{2年度08会費納入について》� 

08会員の皆厳には、� 08会貨として年間、� 

1.500円納入頂いておりますが、 直妥事務局へ

お支払いできない方Id:、向封のぬ込通知察で、

お近くの郵密局へお慮り込みてさい.

なお、払込通知察のつラ面fd:、 送信欄になっ

ております.近況や情報、そして住所の変受な

どなんでち事務局の汚ヘ、およ包トさい。

編 集

役員政選後初めての会組発行ですが、私の取

組みが遅かったにめ、� 11月発行予定の会報が今

日まで遅れてしまい誠に①し訳ありまゼんでし

た。次回の会議発行に際しまレてleL余硲をち

ってiN組ゐ計画どおりの発行が出来るようにと

ぎなゲームや、ビンゴを予定しているとか。こ

れ以上知りたい人は、高矯洛之(B 022-
231-4809)まで/

ら せ� 

会新年会の開催について》08<<

1 .日時事成3fl:1月2日午後6鴎� 

2.箆所 港島家〈江剥市岩谷堂)� 

3.会= 3.500円位

出席をζ希望される汚I~、下記までζ運*ã願

います。

*通絡先� 

TEし� 0197-35-3193 (ミニヨン〉
 

0197由� 35-3953(WC) 


福
島
家
-

後 言己
考えております.今まで5i;M万が纂力、れて来た

ものをより良いかだらで次の万ヘ引き継げるよ

うに頑張コていきたいと怠っております.会員

の皆様のご協力をお額いいたします.
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