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あの日に帰りたい


をきでは.相変わらず山下達郎の� Iクリスマス

イプJをカバーした曲や.スーパーチンパユペ� Jー

の「クリといつまでもjが溌れ.人々の� uを鏑

らせています.しゃぽん宝もはじけて.この踊

る気鍔ちは.うわべだけのものなのでしょう.

さて.事lfE~高で~. a室{量Il1Jaだけらし

い}鋲績と体育館敬修工・の� gcpで.年内に完

成の予定のようです.くわえて.今年の 3年金� 

1<1: 7 クラスでしたが、卒業.来年の紙入~13 1

クラス減の 5 クラス.ぞうすると現在微~とし

て使っている包畠が� 2つ空室になるということ

会長高 橋 号� (S~度制

です.現在留室のない吹奏家磁のゐに. 1畠屋

あたえてほしいものです.a室の主主い現役メン

バーは察室の下� .11でに定演の曲を鎗習してい

まtf.

私が会長にさせていただいて皐17ケ月たちま

したが.なにひとつと活動し主主いまま.ここま

できてしまいましたが、のこりの� 7ヶ月間を現

役のfn:のfit1i.又.指湾体制の強化に努め.� 

B喝の先集方や同窓生にはたらきかけて.実現

に同かつてがN.d.りたいと思います.

仙台支部だより
 

fF正事も残すところあとわずかに毛よりました

;;~織令で始まり . 宮沢民.:量生. PKO強行

主寒波等々 伺かと底思の皇官官完全、年でした.そのゆ

でO湖るい底思と冨えば.紀子さまの御出震と

「宮沢りえJぐらいなものでしょうか.

今年の箆餌の一つに.台風のあたりま� 1という

のがあります.東北jtaを箆った台風は、りん

ご' を1lI 容をもたらしました..it .し大きなも� SE
尖はこの台風 支a活動にも畿ぎを与えてくれ

たのでした.� 10月中旬.ある河川般において.� 

fMJ台支邸いも煮会� Jをする予2主でした.ぞれ

が.まさかとは思ったものの.台風による噌水

で. rv会唱は水のφjという震ってしまう結

果になったのでした.自擦の霊威� lま恐ろしい….

仙台瑚英高 橋 浩 之� (S56年間

仙台支aとしでの今年を娠り返ると.当叙防

建気込みとは.111に.支邸活動の活発化はあま

りできなかったように思います.金Iiはするも

のの.それを実現でき毛よかった.ここが私自身

大いに反省写る点であり.来年ヘ陶けての課題

だと思っています.米年は反省点を考.し.一

つでも多くの� f伺かJを実現できるよう.考え

ていきます.

追伸

来年� 1月158.仙台支a新正事会を今年に引き

絞急開催したいと思います.，草書Eは後々逮� 18
しまlfので.仙台支飽の方はもちろんのこと.� 

S合のつりる方はぜひ診t泊して下さい.
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08会員今日、この頃

(定演返傍葉也より)� 

-菊 地憲一
?月148(8)に父(?4悠)力守亡くなり.国も?

月150(月}から入院しています.そ八広訴で.

今のところ旬とも返事ができまぜんが.状況を

見ながら.eんとかE債を出したいとは怒ってい

ます.

・及川民男
資事ぞれは音猿l

仙台の皆さん.又来年続王手会で会いましょう.

・伊藤 昌 代
娘fj今年高級に入学し吹雪懸~BBに入凪 6月

末に漢袋会カ濁り.見に行きました.私もあの

頃の慰霊bを思い総こしました.

・三上 寛 子 �  

III~の皆さん元気でやっていますか?蕊授を

事獲して四年になリまレむでも割さとっても.

濠濁 ・ 曾漢に対する.t~変わっていまぜん. 案

内状~頂いても出席できぢい私主主のに. 毎年届

く案内状を見て.とっても姶しく思います.演

奏会加害わコたら.土屋非弘前の� fねぷた祭りJ
を見に来て下さい. 宿のイ~.æだけは ありませ

んから勾.

・和JIIハツミ
主人が絹気の払残念ですが也席できませ九

皆さ八"d)停を大切にして下さい.

・後藤秀久
と考えていたのですが.・・久しぶりで合同溝/i;・

姥念訟がら仕事の都合で州僚でzlt it1主ん.次回

。潜劃こは….医唱の併掴とピックバンドをやっ

ています.曲目は.グレンミラー.8・グりド

マン符スイングをやっていま~.

・福山千明
家演のお知らせ.ありがとうございます.い

つものこと診がら.こd潤期は帰省でさまセん

ので残念毛ょがら出席できません.保育園という� 

aliは実包で夏休みをとるので.主よかなかうJ:

い具合いにB寝があいません.小4とJj¥1の息

子と.;たと私の4人窓滋で.毎日つイワイおくつ

ています.定演でのご活竃そお祈り致しま� 11.

・甑崎志津子� 

10J"Jにま人の援助でドイツのデ2ツセJレドル

フヘ多ります.� 54.ぐらいの滞在に怒りそうで

す.

・信田みつる

娘といっしょに通園� (幼稚園勤務)していま� 

~. 

・高機啓一
み毛よさん、お元気ですが?きっと.お元気で

しょうね.思続会では大いに飲みましょう.で

も.� …5日の臼は吉田拓郎のコンサートです3.

二日傍いには気を旬けて….

・田中紀子

下の鍛も幼稚自に入り.倒閣に余裕ができた

ので.舎で録音長留をラケットに符ち曾えて.令� 

8はテ=ス.明日16スポーツクラブと.毎日疋

り鴎フていまTf.

・福田きく子

いつも.ありがとうございます.合宿がとて

も怒っかしく思い出されます.ぜひ.もう一度

皆保にお会いしたいと思うのですが….令.パー

トで頑張っています.

自及川 恵

令年こそ出席できると恩つでいたのに.キ人

年2してしまいました.量増つlの厳重草で?同に号

後にt;:t出席したいと思いま~. 

B菊 地 厳

全自葛筏ラッカ� -)1手権岩手県大会出喝 (一

関商工毅~のため. 今回は出原できませIu.

・竹村幸綬�  

6ヶ月の娘をかがえ.仕事も忙しいのでお休

みがとれません. ~雪量~'cよら帰るのですが.また

来年連絡下さい.来年こそは.伺かと予定をつ

けてみたいと思いますので・.

相川酪栄

私が所E署している千修吹奏察団が、8局窓� 

IバンドピープルJで¥紹介され言ました.



回及川 路� 

4月から、岩泉高校小川校(旧小川分筏)勤

務となり.すっかり‘山の人'となっておりま

す.書量泉洞の水で少し、女らしく'なれると良

いのですが.相麦わらずです.昨年欠席してし

まったので.久しぶりにtきさんに会える.と楽

しみにしています.

自菊地和恵

本当は出席したいのですが…. 8月一杯は宙

線楽に専念しようと只今頑張っております.毎

日ょの子をしかつてばかりいる次第ですけど・.

詳しくは第にでも周いて下さい.来年は必ず出

席しますので….み毛よさんによろしく� 1

・菊地 尚子

連日の梅雨空.洗濯物カマ乾かずに因っており

ます.とは言つでも� 1人分の洗濯物ですから.

たいしたことはないのですけれど…. ‘洗濯物

が多くて図るつーいと皐くきって見たいもの

です.でも.当� ι 分無理みたいお! ぐっすん� l

園高橋明美

毎日暑い季節となり.今年も岩高定演の御案

内をいただきました.早いもので、卒業してか

ら10年になりますが、今だにあの毎日を忘れる

ことはありません.今年� la演奏会を尽くことが

できそうです.

個葡池辰也

守に一度諸函が送られてくると‘また夏� tl来
たなと感じ毛ょがら….そして.年に一度の帰省

となる私て・ぁνます.

追悼一度くらい正月に帰ってみたい.

圃佐藤綾子�  

6月22日-25日の間‘帰層� (穏圏在住)しま

した. 3年半ぷりの日本の貸主でした.とても一

同大歓迎でした.無論主人もー結でした.又来

年もぎたいと思っています.皆援によろしく.

園小笠原千恵

ご無沙汰して@し訳ございません.毎年.行

こうと思うのですが.や� lぎ周て・行けずじまいで

す.令年こそは!と思いましたが.� 5ヶ月の般

か匂ラかせてくれそうにありません.

回菊地菱幸

昼は整骨院の先生夜は専門学校の学生と忙

しい毎日です. 江刺で~骨院を開業する日を夢

みながら….世界中の人々の健康を願いつつ.

図及川 節子� 

7月3日に.家銭が一人唱えて今はテンヤワ

ンヤの毎日を過ごしています.また男の子だっ

たのて¥女の子が生まれるまて怯が八ばれ!と、

まわりの人達が励まして� (?)くれます.

回及川説子

定漢には勤務のお合上参加できません.子供

述の林間学校‘軍霊場の旅行.宿直勤務など、� 6ヶ

月間訟周期間中で有給も取れない私は.ひたす

ら出動するのみ….成功をお祈り致します� II 

(久々 にOaを吹いてみたいのですが.) 

園佐護費実

只今入院中� (8月末退院なので出席できまゼ

ん) 

※ 入院といってもケガて・すので他はいたって

健康です. 

m山内由加�  

1F圭干の 3 月に無事文字を E事案 -~--&ζとがでさ

ました.今‘ 埼玉で養護学校の教識� {磁的)を

しています.毎日子供達と走りまわっているの

で.すばらしく体力がついてしまいました.楽

~の方もなかなか練習する眠もなくいます. 

B斉藤 白黄

今年� (3試軍事活動のため残念主主ことに定演にも

行けません.閉し訳ございません.

図佐藤久美子

去年も令年も出席出来ず申し訳ありません.

特に今年� IU 活動のためどうしても都合出来;;t

ませんでした.

園青木菟美�  

8月2-48に行われる‘盛岡さんさ濁り'

の受過怠理� (盛岡東箸交通謀勤務)のため参加

出来ません.来年頑張りたいと思いますのでよ

ろしくお願いします.源張ってください. 

B菊池静子

現在.静岡で研修中です.いずれは岩手に帰

りますので.その聞は� 08の総会や08演奏に

参加したいと思っていますのて¥よろしくお願

いします.
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定演を聞いて
 

8月4目、例年にない涼しい夏.毎年恒例の

定期演奏会が行われました.

ここ数年前から少しづっ部員が滅りtC、配され

ましたが.今年iまま百入部員も男子� 1人をさきむ20

名ちかくが入8Bしたよう芯ので.また前の織に

大人数の演奏が聴けそうです.

さて演奏会の方は.少々ロングトーン不定か

な?という第一印象でした.たしかに音出しを

すると先金方にうるさがられ.のびのびとロン

グトーンができ守糠習場所もままならないとい

只野元一

う状況で.すぐに也を合わせている績です.銭

術的なことは私達の頃に1tべ.絡段に進歩して

いて演奏もまとまっていましたが、思うように

基本練習ができないせいか.こじんまりしてい

るように感じました.もっとパつーがつけば‘

コンクールでも上位に食い込めると思います.

今年の1.� 2年生も.来年に向けてがんばって

いる綾子ですので.はりきって欲しいと患いま

す.08も協力できる所は.していきたいと患

います.

吹奏楽コンクールの報告(県南地区大会)


8月111::::1一関文化センターそ会織に.金82区
吹奏楽コンクール県南担並区大会が行われました.

今年の8高吹奏楽8Bは、吹奏楽のための拷情的

「祭J (伊草草原英作曲)を自由自に‘県人会出

場を自錆してステージに臨みましたIf.前日ま

での努力もむなしく銅賓という結果に総わりま

した.さらに今年は.高綬8クラスの8Bから� 1

事務局長 佐藤勇 一� 

校も県大会へ出渇でき主主いという残念な結果も

あり.年々泉大会への進が厳しくなっているよ

うに怨じられます.

今年の県南地区大会の総采を摘に現役のみな

さんには.多後の活動に励んでいたた.きたいと

思います.最後に8校吹奏楽郡の活.を祈り. 

to果報告といたします.

お知らせ 

《今後の吹奏楽器とOB会の存事予定》� 

1月38 08会新年会福島家� 

1月12日 アンサンブルコンテスト胆汀地灰大

会(胆江地区智治者教育"2".イヒセンター} 

1月198 アンサンブルコンテスト岩手県大会� 

{釜石市文化会館} 

2月6日予後会� 

2月16日 アンサンプルコンテスト東北大会� 

(;Jt上市文化会館} 

3月78 ~禦式 
3月25日 総任式� 

(3年度08会費納入について》� 

09会員のを雪織に!eI:.09会賓として年間.� 

1.500向納入頂いておりますが.直十量事務局へ

お支払いできない方は.同封の払込通知書躍で.� 

<08会新年会の開催について》� 

1.目白書平戚d年� 1月3閉 午後� 6的� 

2. ~f石極患家{立刻市轡谷蛍) 

3.会費� 3.5∞同位

出席をご希望される方は下記までご連総綴

います. 'ーでτ二� 

※ 連絡先� 

0197-35-3193 
(ミニヨン>1 

0197-35-395礼.�  
{11'C)1~， 

お近くの郵便局へお綴り込み下さい.

なお.払込通知察のウラ面Ict.遇雷鳴になっ

ております.近況や情報.そして住所の変更な

どなんでも事務局の方ヘ.およせください.
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