八甲田吹奏楽団 20 年のあゆみ
１９９８年

２００１年

８・９
９・５
10・１
11・３
12・13

２・４
３・20
４・１
５・３
５・20

八甲田吹奏楽団盛田旅館にて結成会
七戸町秋祭り郷土芸能発表会出演（デビュー）
公立七戸病院開院記念日コンサート
七戸町産業文化祭出演
全日本アンサンブルコンテスト上北地区大会
一般の部 金管八重奏 銀賞受賞

１９９９年
２・２
２・23
５・30
６・６
６・26
７・20
７・24
７・25
７・29
８・14
９・４
９・19
９・25
10・２
10・24
10・31
同 日
11・14
12・12

七戸警察署ふれあいコンサート
曹洞宗梅花流詠讃歌奉詠大会（東北町）
結婚披露宴清興（まかど温泉富士屋ホテル）
青森県上北地区吹奏楽連盟主催
小学校バンドクリニック講師
結婚披露宴清興（七戸町柏葉館）
青森県上北地区交歓演奏会（三沢市公会堂）
あぜりあ苑夏祭り（七戸町）
七戸町文化協会２０周年記念式典清興（七戸町柏葉館）
六戸町ロータリークラブ留学生送別会清興
十和田市スポーツランド モトクロス大会前夜祭清興
七戸町秋祭り郷土芸能発表会出演（七戸町イベント広場）
あぜりあ苑ファミリー・コンサート（七戸町）
結婚披露宴清興（十和田市グランドホール）
県立六戸高等学校文化祭出演
東北町曹洞宗高徳寺普山式清興
七戸町産業文化祭出演
けやき察慰問演奏（東北町）
第１回 サウンド・フェスティバル（七戸町柏葉館）
全日本アンサンブルコンテスト上北地区大会
金管八重奏 サクソフォーン四重奏 銀賞受賞

２０００年
１・10
２・６
３・１
３・12
４・３
４・７
５・３
６・11
６・23
７・９
同 日
７・22
７・29
８・６
８・12
８・14
９・２
９・23
９・27
10・９
10・15
10・21
10・29
11・３
11・５
12・10

七戸町成人式清興（七戸町柏葉館）
第１回 城南小学校森のコンサート賛助出演
七戸町公民館レディースセミナー閉講式清興
青森県市民バンドフェスティバル出演（弘前市民会館）
明治生命パーティ清興（十和田市）
県立六戸高等学校入学式式典演奏賛助
舘野公園花見野外演奏（六戸町）
青森県上北地区吹奏楽連盟主催
小学校バンドクリニック講師
七戸町地酒祭り清興（七戸町柏葉館）
十和田湖町ロックンコマチ出演（奥入瀬口マンパーク）
青森県上北地区交歓演奏会（三沢市公会堂）
六戸町夏祭り出演
あぜりあ苑夏祭り（七戸町）
結婚披露宴清興（弘前市）
コカ・コーラ イベント出演（十和田市ダイエー）
十和田市スポーツランド モトクロス大会前夜祭清興
七戸町秋祭り部土芸能発表会出演（七戸町イベント広場）
県立六戸高等学校・百石高等学校
ジョイントコンサート出演
朝野球森県大会開会式（十和田市営グランド）
結婚披露宴清興（黒石市）
十和田市バーテンダー協会主催カクテルパーティー清興
県立七戸高等学校タベのコンサート出演
結婚披露宴清興（むつグランドホテル）
けやき寮慰問演奏（東北町）
七戸町産業文化祭出演
全日本アンサンブルコンテスト上北地区大会
金管八重奏 サクソフォーン四重奏 銀賞受賞

６・９
６・16
６・23
７・20
７・21
８・１
８・３
８・４
８・26
９・８
10・７
10・14
10・20
同 日
11・４
12・９

第２回 城南小学校森のコンサート賛助出演
青森県民バンドフェスティバル出演（弘前市民会館）
第２回 サウンド・フェスティバル（七戸町立体育館）
ダイエーとうてつ駅ビル店イベント出演
青森県上北地区吹奏楽連盟主催
小学校バンドクリニック講師
青森県上北地区交歓演奏会（三沢市公会堂）
七戸町立城南小学校演奏技術講習会
結婚披露宴清興（青森グランドホテル）
あぜりあ苑夏祭り（七戸町）
六戸町夏祭り出演
十和田市住友生命ビアパーティー清興
十和田市住友生命ビアパーティー清興
十和田市スポーツランド モトクロス大会前夜祭清興
門口光子舞踊特別公演（八戸市公会堂）
七戸町秋祭り郷土芸能発表会出演（七戸町イベント広場）
上北町民音楽祭（上北町）
七戸町曹洞宗金剛寺落慶式清興
県立六戸高等学校創立 20 周年記念コンサート出演
県立七戸高等学校夕べのコンサート出演
七戸町産業文化祭出演
全日本アンサンブルコンテスト上北地区大会
金管八重奏 銀賞受賞

２００２年
２・３
２・16
３・２
３・31
５・12
５・25
６・２
６・９
６・15
６・22
６・23
同 日
６・30
７・５
７・７
７・19
７・21
７・27
７・31
８・10
９・７
９・22
９・29
10・５
11・３
11・10
11・22
12・１
12・14

第３回 城南小学校森のコンサート賛助出演
結婚披露宴清興（十和田市グランドホール）
六戸町立六戸小学校ふれあいコンサート
第３回 サウンド・フェスティバル
（十和田市民文化センター）
十和田市中央交番交通安全教室コンサート
七戸町公民館レディースセミナー開講式清興
結婚披露宴清興（三沢市喜山会館）
青森県上北地区吹奏楽連盟主催
小学校バンドクリニック講師
七戸町ロータリークラブ国際交流 10 周年記念式典清興
県立六戸高等学校吹奏楽部演奏技術指導
大間・佐井中学校吹奏楽部演奏技術指導
十和田フィルハーモニー管弦楽団定期演奏会賛助出演
大間・佐井中学校吹奏楽部演奏技術指導
七戸町地酒祭り清興（七戸町柏葉館）
青森県上北地区交歓演奏会（三沢市公会堂）
六戸町夏祭り出演
大間・佐井中学校吹奏楽部演奏技術指導
あぜりあ苑夏祭り出演
七戸町飲食店フェスタ清興
十和田市スポーツランド モトクロス大会前夜祭清興
七戸町秋祭り郷土芸能発表会出演（七戸町イベント広場）
県立六戸高等学校吹奏楽部定期演奏会出演
十和田市済誠会あせんど祭り出演
青森県民文化祭トップコンサート出演
下田清美民謡民舞特別公演（六戸町文化ホール）
結婚披露宴清興（弘前市）
県立七戸高等学校夕べのコンサート出演
十和田市バーテンダー協会主催カクテルパーティー清興
北里大学交響楽団定期演奏会賛助出演

２００３年
２・２
２・12
２・16

第４回 城南小学校森のコンサート賛助出演
十和田警察署より感謝状
ヤマハミュージック主催
管楽器カラオケフェスタ特約店大会
苫米地・仁和 デュエット 最優秀グランプリ受賞

３・16

３・30
５・４
５・11
５・24
６・14
６・15
６・16
６・29
７・６
７・13
７・25
７・25
８・10
８・16
９・14
９・27
10・４
10・17
11・22
12・14

ヤマハミュージック主催
管楽器カラオケフェスタ東北大会
苫米地・仁和 デュエット 優良賞（３位）受賞
第４回 サウンド・フェスティバル（六戸町文化ホール）
結婚披露宴清興（三沢市喜山会館）
七戸町立七戸中学校吹奏楽部演奏技術指導
結婚披露宴清興（十和田市グランドホール）
七戸町立城南小学校演奏技術講習会
七戸町立七戸中学校吹奏楽部演奏技術指導
ＮＨＫ青森「ゆうｙｏｕ青森」出演
青森県上北地区吹奏楽連盟主催
小学校バンドクリニック講師
青森県上北地区交歓演奏会（三沢市公会堂）
全日本吹奏楽コンクール青森地区大会出場（初）
一般の部推薦（金賞）受賞
六戸町夏祭り出演
老健とわだ夏祭り出演（十和田市）
全日本吹奏楽コンクール青森県大会出場（初）
一般の部 金賞受賞
十和田市スポーツランド モトクロス大会前夜祭清興
結婚披露宴清興（三沢市喜山会館）
十和田市済誠会あせんど祭り出演
県立六戸高等学校吹奏楽部定期演奏会出演
県立七戸高等学校タベのコンサート出演
西武橋本投手引退セレモニー清興（七戸町柏葉館）
全日本アンサンブルコンテスト 上北地区大会
金管五重奏 打楽器五重奏 銀賞受賞

２００４年
２・１
２・12
２・1

２・28
２・29

３・６
３・16

３・28
５・２
５・８
５・９
５・15
６・５
６・13
６・20
７・４
７・10
７・17
７・23
８・８
８・14
９・19
９・25
９・26

第５回 城南小学校森のコンサート賛助出演
六ヶ所村立中志小学校「ドリーム・コンサート」
ヤマハミュージック主催
管楽器カラオケフェスタ特約店大会
苫米地 ソロ 最優秀グランプリ受賞
東北吹奏楽連盟主催 東北指導者講習会
東北吹奏楽連盟主催 東北指導者講習会
「さよならコンサート」において
ヤマハ浜松吹奏楽団と共演
七戸町文化奨励賞受賞 団体・個人（苫米地・仁和）
ヤマハミュージック主催
管楽器カラオケフェスタ特約店大会
苫米地 ソロ パフォーマンス賞受賞
第５回 サウンド・フェスティバル
（十和田市民文化センター）
結婚披露宴清興（八戸市プラザホテル）
ホテル アズヴェール三越
ウィークエンド・ミニ・コンサート
七戸町公民館講座（セミナー）開講式
七戸町道の駅１０周年記念 郷土芸能発表会出演
ホテル アズヴェール三越
ウィークエンド・ミニ・コンサート
十和田市称徳館イベント出演
青森県上北地区吹奏楽連盟主催
小学校バンドクリニック講師
上北地区吹奏楽連盟・中学校文化連盟交歓演奏会出演
（三沢市公会堂）
ホテル アズヴェール三越
ウィークエンド・ミニ・コンサート
あぜりあ苑夏祭り出演（七戸町）
もくもっく夏祭り出演（十和田市）
老健とわだ夏祭り出演（十和田市）
十和田市スポーツランド モトクロス大会前夜祭清興
第１回 サウンド・カーニバル（六戸文化ホール）
結婚披露宴清興（ホテル青森）
十和田市済誠会あせんど祭り出演

10・３
10・15
10・17
10・2
11・７
12・４
12・12

蟹田町立蟹田中学校吹奏楽部・八甲田吹奏楽団
ジョイントコンサート出演
県立六戸高等学校吹奏楽部定期演奏会出演
県立七戸高等学学校タベのコンサート出演
ホテル アズヴェール三越
ウィークエンド・ミニ・コンサート
七戸町産業文化祭り出演
七戸町職員組合創立 50 周年記念式典清風
全日本アンサンブルコンテスト上北地区大会
トロンボーン四重奏 金賞受賞（地区代表）
金管五重奏 銀賞受賞

２００５年
１・９
１・11
２・６
３・５
３・27
５・7
５・８
６・12
７・３
７・17
８・10
９・３
９・４
10・９
10・15
10・30
11・６
11・12
11・13
同 日
12・11

12・23
12・24

全日本アンサンブルコンテスト青森県大会
トロンボーン四重奏 銀賞受賞
三沢ロータリークラブ新年会清興（三沢市喜山会館）
第６回 城南小学校森のコンサート賛助出演
十和田市めぐみ保育園音楽発表会出演
第６回 サウンド・フェスティバル
（十和田市民文化センター）
青森県上北地区吹奏楽連盟主催 中高生対象楽器講習会
講師 Trp．尾崎
Hrn．仁和
Trb．苫米地
十和田市称徳館「ネイチャー・コンサート」出演
青森県上北地区吹奏楽連盟主催
小学校バンドクリニック講師
上北地区吹奏楽連盟・中学校文化連盟交歓演奏会出演
（三沢市公会堂）
十和湖湖水祭り「レイク・サイド・コンサート」出演
（２時間）
七戸町ちょうちん祭り音楽会出演
第２回 サウンド・カーニバル（七戸町イベント広場）
十和田市済誠会あせんど祭り出演
蟹田町立蟹田中学校吹奏楽部・八甲田吹奏楽団
ジョイントコンサート出演
県立六戸高等学校吹奏楽部定期演奏会出演
六戸町メイプル学習フェスタ（六戸小学校）
七戸産業文化祭り出演
十和田市ボデーショップ三浦
３５周年記念パーティー清興
曹洞宗梅花流詠讃歌奉詠大会清興（東北町）
県立七戸高等学校夕べのコンサート出演
全日本アンサンブルコンテスト上北地区大会
トロンボーン四重奏 金賞受賞（地区代表）
金管五重奏 銀賞受賞
六戸町子供会クリスマスコンサート出演
（六戸文化ホール）
七戸町城南保育園クリスマスコンサート

２００６年
１・８
１・29

２・５
３・26
５・７
５・14
６・11
７・２

全日本アンサンブルコンテスト青森県大会
トロンボーン四重奏 金賞受賞
第１回青森県吹奏楽連盟主催 管楽器ソロコンテスト
Hrn．仁和 金賞・部門最優秀賞・ヤマハ賞受賞
Trb．苫米地 金賞受賞
第７回 城南小学校森のコンサート賛助出演
第７回 サウンド・フェスティバル
（十和田市民文化センター）
十和田市称徳館「ネイチャー・コンサート」出演
青森県ライオンズクラブ年次大会式典演奏
（十和田市民文化センター）
青森県上北地区吹奏楽連盟主催
小学校バンドクリニック講師
上北地区吹奏楽連盟・中学校文化連盟交歓演奏会出演
（三沢市公会堂）

７・16
９・２
９・９
９・17
10・14
10・29
11・５
11・12
12・10
12・17

十和湖湖水祭り「レイク・サイド・コンサート」出演
（２時間）
七戸町秋祭り郷土芸能発表会出演（七戸町イベント広場）
結婚披露宴清興（青森市ウェルシティ青森）
第３回 サウンド・カーニバル（六戸文化ホール）
県立七戸高等学校タベのコンサート出演
三沢市立第三中学校文化祭出演
県立六戸高等学校吹奏楽部定期演奏会出演
養護施設 栄幸園 イベント出演（五所川原市）
全日本アンサンブルコンテスト上北地区大会
管打六重奏 地区代表金賞受賞
七戸町城南保育園クリスマスコンサート

２００７年
１・21
２・４
３・11
５・5
５・6
５・12
６・10
７・８
７・15

７・27
７・29

８・12
９・８
９・９
９・16
10・７
10・13
11・23
12・１
12・16

全日本アンサンブルコンテスト青森県大会
管打六重奏 銀賞受賞
第８回 城南小学校森のコンサート賛助出演
第８回 サウンド・フェスティバル
（十和田市民文化センター）
結婚披露宴清興（青森市モルトン迎賓館）
十和田市称徳館「ネイチャー・コンサート」出演
青森県上北地区吹奏楽連盟主催中高生対象楽器講習会
講師 Sax．安達 Trp．尾崎 Hrn．仁和 Trb．苫米地
青森県上北地区吹奏楽連盟主催小学校バンドクリニック
講師・ミニコンサート（東北町青年の家）
上北地区吹奏楽連盟・中学校文化連盟交歓演奏会出演
（三沢市公会堂）
青森県吹奏楽連盟５０周年記念
全日本吹奏楽コンクール第４９回青森地区大会
（青森市文化会館）一般の部 青森地区代表
推薦（金賞）受賞
メイプルタウンろくのへサマーフェスティバル
「八甲田吹奏楽団スーパーライブ」出演
青森県吹奏楽連盟 50 周年記念
全日本吹奏楽コンクール第４９回青森県大会
（青森市文化会館）一般の部 青森県代表 金賞受賞
県立航空科学館 野外音楽祭出演（三沢市）
月刊バンドジャーナル取材
全日本吹奏楽コンクール第５０回東北大会
（青森市文化会館） 銅賞受賞
結婚披露宴清興（つたや会館）
青森県総合文化祭 吹奏楽トップコンサート出演
（三沢市公会堂）
県立七戸高等学校タベのコンサート出演
航空自衛隊第６高射軍指令退官記念送別祝賀会清興
（三沢市喜山会館）
結婚披露宴清興（青森市ウィズアヴェニュー）
全日本アンサンブルコンテスト上北地区大会（三沢市）
金管五重奏 地区代表金賞受賞

２００８年
１・13

１・16
１・26
２・３
２・１
２・29
３・１

全日本アンサンブルコンテスト青森県大会
（八戸市公会堂）
金管五重奏 県代表金賞受賞
十和田市役所旗開き清興（十和田市駒街道真心ホール）
第３回 青森県吹奏楽連盟主催 管楽器ソロコンテスト
Cl．眞田 銀賞
第９回 城南小学校森のコンサート賛助出演
全日本アンサンブルコンテスト東北大会（盛岡市）
金管五重奏 銅賞受賞
三沢基地航空自衛隊准曹会年度総会懇親会清興
（三沢市喜山会館）
平成１９年度七戸町文化奨励賞受賞（七戸町柏葉館）
団体・個人（尾崎、相馬、仁和、苫米地、向中野）

３・23
４・20
５・４
５・30
６・７
６・８

６・15
６・28
６・29
７・20
７・26
８・30
９・19
10・４
10・14
10・19
11・２
11・29
12・14

第９回 サウンド・フェスティバル
（十和田市民文化センター）
六戸ロータリー・クラブ ＢＢＱ大会清興
（カワヨ・グリーン牧場）
十和田市称徳館「ネイチャー・コンサート」出演
米空軍航空自衛隊共催 日米下士官交流会
（三沢市航空自衛隊三沢基地）
青森県下北地区吹奏楽連盟管楽器講習会講師
（むつ市立大平小学校）
青森県下北地区吹奏楽連盟管楽器講習会講師
（むつ市立大平小学校）
Trp．尾崎 Trb．苫米地 Hrn．仁和
青森県上北地区吹奏楽連盟主催小学校バンドクリニック
講師・ミニコンサート（東北町青年の家）
結婚披露宴清興（三沢市つたや会館）
上北地区吹奏楽連盟・中学校文化連盟交歓演奏会出演
（三沢市公会堂）
三沢市立堀口中学校吹奏楽部演奏技術指導
あぜりあ苑夏祭り清興（七戸町）
七戸町ＪＡ八甲田イベント出演
「エアー・フォース・ボール」イベント出演
（米軍三沢基地）
曹洞宗梅花流詠讃歌奉詠大会清興（三沢市公会堂）
五戸町立五戸中学校吹奏楽部定期演奏会ゲスト出演
（五戸町公民館）
奥入瀬渓流エコ・ツーリズム・プロジェクト出演
（十和田市休屋）
県立七戸高等学校夕べのコンサート出演（七戸町柏葉館）
結婚披露宴清興（八戸市ウェルサンピア八戸）
全日本アンサンブルコンテスト上北地区大会（三沢市）
金管五重奏 金賞受賞（地区代表５年連続）
サクソフォーン四重奏 銀賞受賞

２００９年
１・18
２・１
２・15
２・19

３・22
５・３
５・９
５・17
５・30
５・31
６・７
６・28
７・25
７・31
８・９
８・11
９・19
10・11
10・17
11・７
12・13

全日本アンサンブルコンテスト青森県大会（青森市）
金管五重奏 金賞受賞（青森県代表２年連続）
第１０回 城南小学校森のコンサート賛助出演
全日本アンサンブルコンテスト東北大会（仙台市）
金管五重奏 銀賞受賞
八甲田吹奏楽団創立 10 周年記念委嘱作品完成
作曲：渡部哲哉氏
スプレッド ブリリアント ウィングス
「Spread Brilliant Wings ～輝く翼を広げて～」
第１０回 サウンド・フェスティバル
（十和田市民文化センター）
十和田市称徳館「ネイチャー・コンサート」出演
上北地区吹奏楽連盟講習会
七戸春祭りイベント演奏（七戸町）
下北地区吹奏楽連盟講習会
下北地区吹奏楽連盟講習会
上北地区小学校バンドクリニック（東北町）
上北地区吹奏楽交歓演奏会
あぜりあ苑夏祭り（七戸町）
北里大学イベント演奏（十和田市）
杉沢小中学校音楽祭（三戸町）
商店会音楽祭（七戸町）
結婚披露宴清興（十和田市）
五戸中学校定期演奏会（賛助）（五戸町）
沢田小学校音楽祭（十和田市）
七戸高校定期演奏会（七戸町）
アンサンブルコンテスト上北地区大会（三沢市）
金管八重奏 地区代表金賞受賞

５・５

２０１０年
１・10
１・21
１・31
２・14
４・13
５・２
６・６
６・19
７・10
７・31
８・８
10・３
10・10
10・30
11・13
11・20
12・４
12・12
12・19

アンサンブルコンテスト青森県大会（八戸市）
金管八重奏 県代表金賞受賞
十和田市職員労働組合旗開き（十和田市）
城南小学校森のコンサート（七戸町）
アンサンブルコンテスト東北大会（秋田市）
金管八重奏 銀賞受賞
ＪＲ東北新幹線 E926 形新幹線総合試験車
「East i」歓迎式典（七戸十和田駅）
第 11 回サウンド・フェスティバル
（十和田市民文化センター）
上北地区小学校バンドクリニック講師
（小川原湖青年の家）
七戸町立城南小学校吹奏楽部合宿演奏技術指導（七戸町）
おいらせ町立木ノ下小学校吹奏楽部合宿演奏技術指導
（おいらせ町）
あぜりあ苑夏祭り（七戸町）
杉沢小中学校音楽祭（三戸町）
三地域ＪＡＺＺ交流演奏会（八戸市）
五戸町立五戸中学校定期演奏会賛助出演（五戸町）
結婚披露宴清興（八戸市）
県立七戸高等学校吹奏楽部定期演奏会ゲスト出演
（七戸町）
上北地区吹奏楽連盟５０周年記念祝賀会清興（三沢市）
ＪＲ東北新幹線 七戸十和田駅開業記念式典
新幹線到着歓迎演奏
アンサンブルコンテスト上北地区大会（三沢市）
金管五重奏 地区代表 金賞受賞
「サンタも食す！ご当地グルメ」イベント出演
（十和田市）

２０１１年
１・９
１・30
５・１
５・１
５・７
５・８
５・22
６・５
７・３
８・６
９・４
10・２
10.９
12.11

アンサンブルコンテスト青森県大会（青森市）
金管五重奏 銀賞受賞
七戸町立城南小学校吹奏楽部定期演奏会賛助出演
（七戸町）
称徳館ネイチャーコンサート出演（十和田市）
Hearts Towada チャリティアクト復興支援プロジェクト
（十和田現代美術館アート広場）
吹奏楽連盟主催管楽器講習会
イオンモール下田 チャリティライブ（おいらせ町）
１３時～／１５時～
上北地区小学校バンドクリニック（十和田市）
結婚披露宴清興（十和田市）
上北地区吹奏楽交歓演奏会（三沢市）
杉沢小中学校音楽祭（三戸町）
六戸高校 30 周年記念定期演奏会（六戸町）
十和田中学校定期演奏会（十和田市）
八甲田吹奏楽団演奏会 サウンドパワー2011（六戸町）
アンサンブルコンテスト上北地区大会（三沢市）
金管八重奏 地区代表金賞受賞

２０１２年
1.15
１.28
２.11
２.12
２.26
４.29
５.５

アンサンブルコンテスト青森県大会（八戸市）
金管八重奏 県代表金賞受賞
第７回青森県管楽器ソロコンテスト（弘前市）
Eup 鳥谷部 金賞・部門賞受賞
城南小学校森のコンサート（七戸町）
アンサンブルコンテスト東北大会（山形県）
金管八重奏 金賞受賞
ふるさと味祭りイベント演奏（十和田市）
称徳館ネイチャーコンサート出演（十和田市）
第１２回サウンドフェスティバル
（十和田市民文化センター）

６・２
６・10
６・16
６・24
７・１
７・７
７・８
８・４
10・６
10・13
10・27
11・23
12・12

八甲田吹奏楽団委嘱作品完成
作曲：鈴木英史氏 「プレリュードとファンファーレ」
八戸地区吹連講習会講師（八戸市）
上北地区小学校バンドクリニック（十和田市）
結婚披露宴清興（三沢市）
とわだストリートフェスタ（十和田市）
上北地区吹奏楽交歓演奏会（三沢市）
木ノ下小学校強化練習（おいらせ町）
城南小学校強化練習（七戸町）
三本木高等学校同窓会（十和田市）
八甲田吹奏楽団演奏会サウンドカーニバル 2012
（六戸町）
上十三曹洞宗青年会 30 周年記念式典（十和田市）
七戸高校定期演奏会ゲスト＆賛助出演（七戸町）
結婚披露宴清興（三沢市）
アンサンブルコンテスト上北地区大会（三沢市）
金管八重奏 代表金賞受賞

２０１３年
１・13
２・10
２・16
３・20
４・28
５・５
５・18
６・９
６・30
８・14
10・19
11・３
11・17
12・８

アンサンブルコンテスト青森県大会 （八戸市）
金管八重奏 代表金賞受賞
アンサンブルコンテスト東北大会 （仙台市）
金管八重奏 代表金賞受賞
城南小学校森のコンサート（七戸町）
アンサンブルコンテスト全国大会 （盛岡市）
金管八重奏 銅賞受賞
第 13 回サウンド・フェスティバル
（十和田市民文化センター）
称徳館ネイチャーコンサート出演（十和田市）
西北地区吹奏楽講習会講師（五所川原市）
上北地区小学校バンドクリニック講師（十和田市）
上北地区吹奏楽交歓演奏会（三沢市）
金剛寺盆踊り（七戸町）
七戸高校定期演奏会ゲスト＆賛助出演（七戸町）
結婚披露宴清興（十和田市）
十和田ハロウィンイベント演奏（十和田市）
アンサンブルコンテスト上北地区大会（三沢市）
金管八重奏 木管八重奏 代表金賞受賞

２０１４年
１・15
２・15
２・12
２・15
５・４
５・10
５・15
６・８
６・21
６・22
６・29
８・15
９・５
９・21
10・11
10・18
11・15

アンサンブルコンテスト青森県大会（八戸市）
金管八重奏 金賞受賞 木管八重奏 銀賞受賞
城南小学校森のコンサート（七戸町）
アンサンブルコンテスト青森県大会
金管八重奏 金賞受賞（八戸市）
城南小学校森のコンサート（七戸町）
第１４回サウンドフェスティバル
（十和田市民文化センター）
上北地区吹奏楽連盟楽器講習会 講師 （高校生対象）
（七戸町）
第 1 回ズーラシアンブラス ウィンドバンド コンテスト
最優秀賞
上北地区吹奏楽連盟小学校バンドクリニック講師
（東北町）
木ノ下小学校吹奏楽部強化練習（おいらせ町）
木ノ下小学校吹奏楽部強化練習（おいらせ町）
上北地区吹奏楽交歓演奏会（三沢市）
金剛寺お盆提灯祭り（雨天中止）
（七戸町）
七戸秋祭りイベント演奏（七戸町）
七戸まちなか大芸術祭（七戸町）
結婚披露宴清興演奏（モルトン迎賓館）
（青森市）
七戸高校定期演奏会
「夕べのコンサート」客演・賛助出演（七戸町）
駒澤大学同窓会上十三支部総会 清興（三沢市）

11・30
12・６
12・14

八甲田吹奏楽団演奏会サウンドカーニバル'14
（十和田市）
結婚披露宴清興（八戸市）
アンサンブルコンテスト上北地区大会（三沢市）
木管八重奏 金管八重奏 代表金賞受賞

２０１５年
１・12
１・17
２・8
２・14
２・20
５・３
５・４
５・９
６・７
６・13
６・13
６・14
７・５
７・12
７・19
７・26
８・７
８・14
８・29

９・５
９・13
９・19
９・20
９・27
10・24
10・25
11・７
11・８
11・21
12・13

12・27

アンサンブルコンテスト青森県大会（八戸市）
金管八重奏 県代表金賞受賞 木管八重奏 銀賞受賞
上北地区吹奏楽連盟楽器講習会講師（中学生対象）
（東北町）
アンサンブルコンテスト第 42 回東北大会（八戸市）
金管八重奏 銅賞受賞
城南小学校森のコンサート（七戸町）
是川保育園お泊り保育 ミニコンサート（八戸市）
第 15 回定期演奏会サウンド・フェスティバル
（十和田市民文化センター）
称徳館ネイチャーコンサート出演（十和田市）
上北地区吹奏楽連盟主 管楽器講習会講師
（七戸高等学校）
上北地区吹奏楽連盟主催 小学校バンドクリニック講師
（小川原湖青年の家）
天間舘中学校吹奏楽部演奏技術指導
七戸中学校吹奏楽部演奏技術指導
〃
上北地区吹奏楽交歓演奏会（三沢市公会堂）
吹奏楽コンクール中央地区大会（下北文化会館）
地区代表 推薦 受賞
ホール練習（十和田市民文化センター）
吹奏楽コンクール青森県大会
青森市リンクステーションホール）県代表 金賞 受賞
青森銀行納涼まつり（グランドホール）
お盆ちょうちん祭（雨天中止）（七戸町金剛寺）
全国サイクリング協会主催
青森グリーンライドイベント出演
（ホテル十和田荘）
七戸秋祭りイベント出演
吹奏楽コンクール東北大会（山形県民会館）銅賞受賞
七戸まちなか芸術祭出演
七戸まちなか芸術祭出演
親睦ボウリング大会（イーグルボウル）
七戸高等学校定期演奏会
「夕べのコンサート」ゲスト出演（七戸町柏葉館）
七戸町オータムフェスタ出演
（七戸町屋内スポーツセンター）
八郷保育園慰問演奏（十和田市）
八甲荘慰問演奏（十和田市）
ハートランド慰問演奏（十和田市）
老健とわだ慰問演奏（十和田市）
駒澤大学青森県同窓会上十三支部総会清興
（富士屋ホテル）
アンサンブルコンテスト上北地区大会（三沢市公会堂）
クラリネット八重奏 金管八重奏 地区代表 金賞 受賞
バリテューバ三重奏 銀賞 受賞
七戸町合併１０周年記念曲ＣＤ収録
（十和田市文化センター）

２０１６年
１・10
２・13
４・30
５・３

アンサンブルコンテスト青森県大会（八戸市公会堂）
クラリネット八重奏 金管八重奏 金賞受賞
城南小学校吹奏楽部定期演奏会「森のコンサート」出演
（七戸町）
第 16 回定期演奏会サウンド・フェスティバル
（十和田市民文化センター）
称徳館ネイチャーコンサート出演（十和田市）

５・７
５・20
５・22
５・28
５・29
６・４
６・５
６・11
同 日
６・12
６・26
７・３
７・６
７・17
７・31
８・20
８・28
９・10
９・11
９・17
９・25
10・２
10・16
10・29
同 日

11・23
12・18

上北地区吹奏楽連盟主催 管楽器講習会 講師
（七戸高等学校）
七戸中学校吹奏楽部講師
七戸中学校吹奏楽部講師
十和田東中学校吹奏楽部講師
七戸中学校吹奏楽部講師
天間舘中学校吹奏楽部講師
上北地区吹奏楽連盟主催 小学校バンドクリニック講師
（小川原湖青年の家）
三沢第二中学校吹奏楽部講師
木ノ下小学校吹奏楽部講師
下田中学校吹奏楽部講師
上北地区吹奏楽交歓演奏会役員・係員（三沢市公会堂）
吹奏楽コンクール中央地区大会（下北文化会館）
地区代表 推薦 受賞
青森県信用組合三沢支店６０周年祝賀会清興
三沢市公会堂大ホール練習
吹奏楽コンクール青森県大会
（青森市リンクステーションホール）県代表 金賞 受賞
十和田市民文化センター大ホール練習
三沢市公会堂大ホール練習
福島市音楽堂小ホール練習
吹奏楽コンクール東北大会（郡山市民文化センター）
銀賞（14 団体中第 5 位）受賞
えと幼稚園敬老参観日（五戸町）
青森県民文化祭トップコンサート（弘前市民会館）
老健しもだ文化祭
親睦ソフトボール大会（三沢市楽天球場）
披露宴清興（グランドホール）
七戸高等学校定期演奏会
「夕べのコンサート」ゲスト出演
（七戸町柏葉館）
サウンド・カーニバル（十和田市民文化センター）
全日本アンサンブルコンテスト上北地区大会
金管五重奏 トロンボーン四重奏 クラリネット三重奏
地区代表金賞受賞

２０１７年
１・15

１・21
２・11
２・26
５・６

５・21
５・28
６・３
同 日
６・４
６・10
同 日
６・11
同 日
６・17
６・24
６・26
７・２

全日本アンサンブルコンテスト青森県大会
クラリネット三重奏 県代表金賞
トロンボーン四重奏 金賞
金管五重奏 銀賞 受賞
上北地区吹奏楽連盟主催 管楽器講習会講師
（小川原湖青年の家）
城南小学校・天間西小学校合同定期演奏会
「森のコンサート」賛助出演
十和田市「ふれあいの集い」出演（東小学校）
第１７回定期演奏会 サウンドフェスティバル
（十和田市文化センター）
八甲田吹奏楽団委嘱作品完成
作曲：鈴木英史氏 「遠き祀りの幻影」
七戸中学校吹奏楽部 講師（七戸町）
七戸中学校吹奏楽部 講師（七戸町）
天間林中学校吹奏楽部 講師（七戸町）
八甲田吹奏楽団 総会
上北地区吹奏楽連盟主催 小学校バンドクリニック
（小川原湖青年の家）
三沢第二中学校吹奏楽部 講師（三沢市）
下田中学校吹奏楽部 講師（おいらせ町）
三沢第二中学校吹奏楽部 講師（三沢市）
下田中学校吹奏楽部 講師（おいらせ町）
木下小学校吹奏楽部強化合宿 講師（小川原湖青年の家）
喜歌劇「こうもり」初顔合わせ 合奏①
ＪＳカップ祝賀会余興演奏（三沢市つたや会館）
上北地区吹奏楽交歓演奏会（三沢市公会堂）

７・17
８・16
９・24
10・６
10・８
10・14
10・15
11・11
11・12
11・18
11・19

12・９
12・17

12・25

喜歌劇「こうもり」 合奏②
喜歌劇「こうもり」 合奏③
七戸まちなか大芸術祭 イベント演奏（七戸町）
喜歌劇「こうもり」 合奏④
喜歌劇「こうもり」 合奏⑤
第２７回七戸高校吹奏楽部
夕べのコンサート ゲスト出演（七戸町柏葉館）
十和田市中央病院
ふれあいまつりオープニングファンファーレ（十和田市）
喜歌劇「こうもり」 合奏⑥
喜歌劇「こうもり」 合奏⑦
喜歌劇「こうもり」 最終合奏
十和田市オペラ振興会主催
喜歌劇「こうもり」 オーケストラとして出演
（十和田市民文化センター）
駒澤大学同窓会上北地区総会 余興演奏
（十和田市富士屋ホテル）
全日本アンサンブルコンテスト上北地区大会
（三沢市公会堂）
金管七重奏 クラリネット四重奏 地区代表 金賞受賞
三本木農業高校吹奏楽部 定期演奏会 賛助出演
（十和田市民文化センター）

２０１８年
１・14

３・３

全日本アンサンブルコンテスト青森県大会
（八戸市公会堂）
クラリネット四重奏 県代表金賞受賞
金管七重奏 金賞受賞
青森県信用組合三沢支店 県信用友の会 余興演奏
（三沢市きざん会館）
上北地区吹奏楽連盟主催 管楽器講習会 講師
（小川原湖青年の家）
定期演奏会選曲会議
城南小学校・天間西小学校合同定期演奏会
「森のコンサート」賛助出演
全日本アンサンブルコンテスト東北大会
（福島県福島市みんなのホール）
クラリネット四重奏 銅賞受賞
木下小学校吹奏楽部ファミリーコンサート友情出演
（おいらせ町）
横浜中学校吹奏楽部 講師（横浜町）

３・21

六ヶ所村 常照寺 春彼岸会清興

１・18
１・20
同 日
２・10
２・11

２・24

