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(敬称略) ◎リーダー､五十音順 

副代表： 

 千野、宮入 

 

指揮者： 

 ◎山口、小林(Tb)、百瀬(Hr) 

 

会計： 

 ◎味澤、岩松(Hr)、小林(Hr)、園田 

 

会計監査： 

 岩松(Tp) 

 

主催行事： 

 (実行委員)_開催 12 ヶ月位前に募集_ 

 (専門)千野、小林(Tb) 

 (技術)鎌田、市川、齋藤 

 (庶務)大月、澤田 

 

レク： 

 ◎山田(Cl)、宮嶋、山田(Eu) 

 

渉外： 

 ◎春日、小池、溝口、百瀬(St)、八木 

 

楽譜： 

 ◎曽根原(Fl)、曽根原(Tb)、田中、本林 

 

広報： 

 ◎由良、高山、藤澤、三好 

 

楽器： 

 ◎山本、田中、藤原 

 

会場： 

 本林、百瀬(St) 

 

トレーナー： 

 山本 
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•＜(第27回定期演奏会) 実 行 委 員 (各回募集)＞

～選曲・企画・演出～
音楽監督打合せ、外部(ホール.ゲスト.司会等)調整、MC作成 ほか

千野、小林(Tb)

＜技術＞
～記録、照明、著作権、企画演出支援～

＜専門＞
～実行委員募集、各種調整～

(Ｔｂ．Ｅｕ．Ｔｕ．Ｓｔ)

＜庶務＞
～本番前日当日動き.当日ｽﾀｯﾌ依頼～

鎌田、市川、齋藤 大月、澤田
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2021.1.17

　2013年ｸﾘｺﾝ以来､実施｡

　2018.1.20 の総会にて､希望者がいない場合は､あらかじめ決めた班により行うことを決定｡

<参考>これまでの実行委員 一覧 ～敬称略(五十音順)～

メンバー 主なテーマ 主な曲 ゲスト 年 メンバー 主なテーマ 主な曲 ゲスト

2013 味澤.北沢.澤田.溝口 ツナガルトドケル
花は咲く
レ･ミゼラブル

波田中吹部
(唄.ロビコ
ン)

岩松(Tp).小林(Hr).宮入.宮嶋.山田(Cl)100万回生きたねこ
コッぺリア
ミスサイゴン

波田中吹部
(合奏)

2014 小野.鎌田.長屋.本林
ちょっと変わった
楽器と吹奏楽

台所用品による変
奏曲
アナと雪の女王

波田中吹部
(ロビコン)

小林(Tb).澤田.千野
Stars&Summers
..憧れ､懐かしさ..

宇宙の審判
吹奏楽のためのﾗﾌﾟ
ｿﾃﾞｨｰ

クール･ビア 2015 藤澤.溝口.由良 プリンセス特集
ﾜﾙﾂ～眠れる森の美
女より～
ﾘﾄﾙ･ﾏｰﾒｲﾄﾞ･ﾒﾄﾞﾚｰ

波田中吹部
(ロビコン)

藤澤.溝口.由良 舞曲.バレエ音楽
ﾃｭｰﾊﾞ協奏曲
青銅の騎士

藤田純平 2016 中川.原田.松田.松下.山本 ハリウッド&ｸﾘｽﾏｽ
時代劇絵巻
ﾊﾘｰﾎﾟｯﾀｰと秘密の
部屋

波田中吹部
(唄.ロビコ
ン)

中川.藤川.松田.松下.山本
なつかしき名曲
～ノスタルジー～

ｼﾝﾌｫﾆｱ･ﾉﾋﾞﾘｯｼﾏ
ｳｴｽﾄ･ｻｲﾄﾞ･ｽﾄｰﾘｰ - 2017 澤田.百瀬(St).山口 スポーツ応援特集

仮面舞踏会｢ﾜﾙﾂ｣
美女と野獣

波田中吹部
(ロビコン)

市川.大月.鎌田 音楽でつづる四季
ｱﾙﾒﾆｱﾝﾀﾞﾝｽⅠ
ﾗｽ･ﾌﾟﾚｲﾔｽ･ﾃﾞ･ﾘｵ - 2018 「Fl.Ob.Cl(A)」班 さようなら､平成

YOUNG MAN(Y.M.C.A)

ポルカ｢電話｣
波田中吹部
(ロビコン)

「Tp.Hr」班 映画音楽ステージ
ﾉｰﾄﾙﾀﾞﾑの鐘ﾊｲﾗｲﾄ
海の男たちの歌 - 2019 「Pe」班

昭和～平成～そし
て令和へ

(絵本とともにｸﾘｽﾏ
ｽ･ｿﾝｸﾞ)
Ｕ.Ｓ.Ａ

波田中吹部
(ロビコン)

(翌年に延期)「Tb.Eu,Tu.St」班
日本の情景
(創団25周年)

富士山
組曲｢安曇野｣ - 2020 (収録会に変更)「Sx.Cl(B)」班 (2020収録会)

ウルトラ大行進！
(ｻﾞ･ﾄﾞﾘﾌﾀｰｽﾞﾒﾄﾞ
ﾚｰ)

-

「Tb.Eu,Tu.St」班 日本の情景
春の猟犬
組曲｢安曇野｣ - 2021 「Sx.Cl(B)」班

＜Reguiar Concert＞ ＜Ｘ'mas Concert＞

(それまでは旧企画係で選曲､演出などを担当)

主催行事(定演.ｸﾘｺﾝ)実行委員

　　　班割:「Fl.Ob.Cl(A)」班、「Sx.Cl(B)」班、「Tp.Hr」班、「Tb.Eu.Tu.St」班、「Pe」班  …(注)行う順ではありません｡
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おもて 

 

2020 松本ウィンズ･コンソート 活動報告 

 

 

 過去に全く例の無い｢コロナ禍｣により､楽団活動が大きな変更を余儀なく

されました｡ 

 

(コロナ禍を巡る状況) 

２月 26 日 あがたにて練習を最後に 練習停止｡ 

３月    松本市内各施設 利用停止｡ 

(波田文は 5/15 まで､公民館[あがた他]は 5/21 まで､休館｡) 

３月 28 日 松本近郊吹奏楽関連７団体代表による情報交換を開始｡(現在継続) 

５月 11 日 定演(7/19)延期。以後 5/13 に合宿(6/27.28)中止｡ 

５月    松本市内各施設 利用制限開始｡(現在継続) 

７月    なんなんにて個人練で再開｡ 

７月 19 日 波田文アクトホールにて全体ミーティング｡(23 名) 

８月 ２日 波田文アクトホールにて合奏再開｡(2/26 以来の合奏｡以後月２回) 

９月 12 日 X’mas Concert を無観客での収録会に変更｡ 

10 月   収録による戸田先生のレッスン｡(以後計２回) 

12 月６日 収録会｡(22 名.他賛助 4 名) 

 

 

・通常練習(個人練のぞく) 

   １月､２月、12 月 波田文及びあがた 

   ７月～11 月      波田文 

・特別練習(合宿) 

   無し 

・主催演奏会(収録会) 

   12 月６日 2020 収録会  波田文アクトホール 

・依頼演奏 

   １月 25 日 鎌田地区児童センター「新年会」 

・その他 

   ２月 １日  総会     波田文練習室 

   ７月 １日 創立 25 周年記念誌発行 
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う ら 

 

2021 松本ウィンズ･コンソート 活動計画(案) 

 

2021.1.17 現在 

 

新型コロナ感染症防止を第一にし､柔軟に変更､対応をお願いします｡ 

 

 

・通常練習 

   １月～３月、12 月 波田文及びあがた 

   ４月～１１月    (基本)波田文 

 

 

・特別練習(合宿) 

   ５月１５日､１６日 松茸山荘 

 

 

・主催演奏会 

   ６月１３日 定期演奏会 Vol.27  音文ホール(ザ･ハーモニーホール) 

  １２月 ５日 X’mas Concert 2021  波田文アクトホール 

 

 

・依頼演奏 

  １０月１７日 一乗寺「第８回ほうおん音楽会」 

 

 

・その他 

   １月１７日 総会         波田文練習室 
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2020年   収録会決算書 （12/6）

１．収入

項　　目 金　　額 備　　考

参加費 33,000 ￥1,500×22人

4,025 予約金

9,640 補助

合　　計 46,665

２．支出

項　　目 金　　額 備　　考

施設使用利用 40,665
ホール設備使用料　￥36,640
予約金　￥4,025

謝礼 3,000 賛助　￥3,000×1人

その他諸費 3,000
DVD代　6枚　￥3,000
（賛助４．戸田先生１．団保管用1）

合　　計 46,665

一般会計より
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2021.1.17総会資料（定演実行委員） 
 

2021 定演 Vol.27（6/13 開催）プログラム 
  
 

【第 1 部】 団に縁の深い曲、これまでの定演で演奏した曲 

1 平和への行列（戸田顕） 4'03" 

2 ロマネスク（スウェアリンジェン） 3'39" 

3 レット・ザ・ライト・シャイン（ベンクリシュートー） 4'50" 

4 春の猟犬（A.リード） 9' 

 

【第 2 部】 日本の情景 

5 「あんたがたどこさ」の主題による幻想曲（林大地） 4'10" 

6 故郷（岡野貞一/arr.戸田顕） 3'30" 

7 組曲「安曇野」（戸田顕） 10'12" 

 

【アンコール】 

8 花は咲く（菅野よう子/arr.田嶋勉） 5' 

 

 

 
昨年のプログラムを出来るだけ生かし、実状に合わせて見直し、12/6 に団内発表しました。 

現在も、これまでの形での活動や演奏会が難しい状況です。演奏会の開催方法については、状況を

見ながら団全体での判断になりますので、実行委員では決めていません。 

 

以上 
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松本市音楽文化ホール利用にあたって                

１、当日の利用についての注意点等 

〇舞台 

・人と人との間隔は最低 1m（トランペット・トロンボーンの前方は最低 1.5m） 

・最大収容人数は 75名（ただし、その場合は客席最前列は使用不可） 

 ⇨演奏者（横向き、正面問わず）から客席最前列までは 2m空ける。 

・指揮者と演奏者の間は 2m以上を確保する。 

・管楽器は演奏中マスクを外しても可。 

⇨指揮者および管楽器以外の奏者は本番のみ外しても可。 

・換気（メインホール内扉 8か所を開放）を 30分に 1回、5分程度行う。換気中の音出しは NG 

・管楽器は、ペットシート等を持ち込み、結露水等が床に落ちないように対策をする。 

 ⇨リードやマウスピースでの音出しも同様。 

・備品の共有を避ける 

 ⇨席移動の際は、イス・譜面台の消毒が必要。（推奨）返却時にもイス、譜面台の消毒作業要。 

 ⇨楽譜等、プリント類の共有はしない。 

・マイクの共有は避ける。原則、使用者一人につき 1 本。難しい場合は、都度消毒をする担当者を決めておく。 

・終演後、客席の消毒作業が必要（693席すべて）⇨通常、6名で 20分程度 

 

〇控室、袖等 

・入館時検温、消毒⇨平熱より 1.0度以上高熱の場合は入館不可。 

・常時マスク着用、および密集、密接状態の回避。 

・控室③④は 11名以下での利用（控室①②は 5名以下） 

 飲食は可。距離を取り、対面を避け、短時間で。弁当の配布等、接触が発生するものは避ける。 

・練習室②は 21名以下、練習室③は 25名以下の同時利用とする。 

 ⇨人数が多い場合、練習室での合同チューニングは NG。 

・舞台袖での密集状態での待機も避ける。（推奨） 

⇨入退場なし（板付き）が望ましい。 

・出演者、関係者の体調不良者が出た場合に備え、空き部屋（＝救護室）を１部屋確保する。 

 

〇ロビー 

・密集するような掲示物は避ける（アンコール掲示等） 

・チケットのもぎりは接触を伴うので避ける。（オンライン決済または目視での確認） 

・プログラム等、配布物は机上に置き、手渡しをしない。 

・トイレ内に密集を発生させない。（音文メインホール同時収容数⇨男性：9名、女性：12名） 

・プレゼント、差し入れ等は受け付けない。出演者との面会（終演後の見送り）も NG。 

・ロビーコンサート等、密集の可能性がある催しは避ける。 

・不特定多数が触れる場所（扉、手すり、机等）は適宜消毒作業を行う。 

・定期的に外気を入れる。 

・主催者催者側で用意が必要なもの（コロナ対策・主なもの） 

 体温計（接触型）、消毒液（必要分）、ビニール手袋（使い捨て）、マスク（忘れた来場者用） 
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〇ホールで貸し出しができるもの（主なもの、細かいところは応相談） 

① 非接触型サーモグラフィ式検温計（波田文にあるものと同様） 

② 手指消毒用スプレー1本、共用部消毒セット一式（スプレー、手袋、タオル＝必要分） 

③ 掲示物張り出し用トンボ（吊り型１０本、挟み込み型２本） 

④ 体調不良の疑いがある方の一時休息用の隔離用パーテーション 

⑤ 当日券売り場【主催者控室】用の対面販売用ビニールパーテーション 

⑥ チケット回収ボックス 

⑦ 掲示物各種（詳細は別途担当者と確認） 

 

 

２、事前準備の注意点等 

〇催し物の種別の確認 

① 参加者（出演者・スタッフ・来場者）に県外からの参加・移動があるか。 

⇨ある場合、長野県庁への事前相談（4～5日要）が必要。（～現状、2月末までに開催するイベントが対象） 

② 観客を入れるか。 

⇨収容人数 50％以上の場合は、「クラシック音楽公演における新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン 

」記載内容をすべて遵守。 

50％を超えない場合も、ガイドラインを熟読の上、主催者判断で感染防止対策を実施。 

ガイドライン掲載＝参考 URL／https://www.classic.or.jp/2020/12/blog-post.html 

 

〇ポスター・チラシ・HP・SNS他、公演開催にあたって広報媒体への掲載が必要な情報及び案内 

・個人情報収集・管理についての案内 

・接触確認アプリ（COCOA）のダウンロード周知（ポスター・チラシ等への掲載） 

・高齢者、既往症のある方など重症化リスクのある方の来場についての注意喚起 

・来場者と出演者の接触制限についての案内（プレゼント、差し入れの受け取り不可、面会不可） 

・来場前後での密集回避の案内。（公共交通機関、飲食店の立ち寄りなど） 

・客席内において「ブラボー」等声援の禁止、歓談の禁止の案内 

・規制退場の案内。 

 

〇その他 

・入館から退館までの密集の回避の方法を確認 

 ⇨ex. 開場時間の前倒し、規制入場・退場、トイレの密回避方法等。 

・来場者の個人情報管理方法確認 

 ⇨チケットがある場合、指定席を推奨。来場者の名前、住所、連絡先を公演終了後 2週間程度まで保管する。 

・当日、体調不良者が出た場合に備え、参加者のかかりつけ医の把握。 

・同様に、最寄りの保健所との連絡体制が取れる体制を取る。 

・30分に 1回程度換気時間が取れるタイムスケジュール、公演内容の作成。 

  

  

この内容は随時変更される場合があります。（2021.1.10現在／作成：小林新） 
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新型コロナウイルス感染拡大防止のための対応について 

 

●ご来場の前に 

・チケットの裏面に、当日ご来場になる方のお名前・ご住所・お電話番号をあらかじめ記入してお持ちください

（感染拡大防止のため、ご購入者ではなく実際にご来場になった方全員のご連絡先を把握する必要があります）。 

・必ずマスクをご着用ください。 

・ご来場前に体調のチェックをお願いいたします。次の条件に当てはまる方は来場をご遠慮ください。 

◎検温の結果、平熱に比べて高い発熱がある。 

◎咳、呼吸困難、全身倦怠感、咽頭痛、鼻汁・鼻閉、味覚・嗅覚障害、目の痛みや結膜の充血、頭痛、関節・

筋肉痛、下痢、吐気・嘔吐の症状がある。 

 ◎新型コロナウイウルス感染症陽性とされた方との濃厚接触がある。 

◎過去 2 週間以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国・地域への訪問歴および当該

在住者との濃厚接触がある。 

＊以上の理由でご来場を取りやめる場合、チケット代金は払い戻しいたします。 

・公演前後の交通機関ご利用の際も、感染防止に努めていただけますようお願いいたします。 

・新型コロナウイルス接触確認アプリ（COCOA）をスマートフォンにインストールしてご利用になることをお

勧めしています。 

＊くわしくは厚生労働省のウェブサイトをご覧ください⇒ 

 

●ご入場に際して 

・チケットの裏面にご連絡先が記入されていることをご確認ください。 

・ホール入口に体温を測るサーモグラフィが設置されています。体温が 37.5 度を超えた場合は、入場をご遠慮

ください（チケット代金は払い戻しいたします）。 

・ご入場の際は、係の者にチケットをお見せください（チケットはお帰りの際に回収いたします）。 

・マスクの着用をお願いいたします。着用されていないお客様には係の者がお声をおかけいたします。 

・プログラム等、配布物の手渡しは行いません。プログラム置場よりご自身でお持ちください。 

 

●館内で 

・マスクをご着用の上、咳エチケットにご協力ください。また、むやみに顔に触らないようご注意ください。 

・こまめな手洗いおよび手指消毒をお願いいたします（消毒液はホール入口・トイレ等に設置されています）。 

・クローク、ロビーでの物品販売、ドリンクカウンターはご利用いただけません。 

・客席、ロビーなどで密集してのご歓談はお控えください。ブラボーなどのご声援もご遠慮ください。 

・トイレをご利用の際は十分な間隔を保ってお並びいただき、手洗いを徹底してください。 

・会場で体調不良を感じた方は、速やかに係の者にお申し出ください。 

・終演後のご退席の際は、密集を避けるため列ごとに順にご案内いたします。どうぞご協力ください。 

 

●お帰りの際 

・裏面にご連絡先を記入したチケットを、終演後に回収箱へお入れください。 

＊万一ご来場の方の中から感染者が出た場合、感染経路の確認と対策のために管轄の保健所と連携の上、ご連絡

を差し上げる場合がございますのでご了承ください（回収したチケットは厳重に保管し、本目的以外では使用

いたしません。また、所定の期間保存した後は廃棄いたします）。 

＊チケットのお持ち帰りをご希望のお客様には代替のものをお渡しいたしますので、係の者にお申し出ください。 

・サイン会は行いません。出演者へのお花等の贈り物、終演後の面会・出待ちも一切お断わりいたします。 
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音楽監督の承認 

 

 

 戸田 顕（とだ あきら）さんに、お願いしたいと思います。 

 

 なお、コロナ禍に伴い、昨年１月 26 日を最後に、戸田さんを

松本にお招き出来ていません。 

 

 ご本人から、松本に出向いて来たい意向がかなり強く見受け

られますが、ウィンズとしては、レッスンにあたっても、引き

続き新型コロナ感染症防止を第一に、検討し対応を行っていく

所存です。 

 

 皆様のご理解をお願いします。 
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2021/1/17現在

名　前 役　職

Flute 曽根原　真紀 ○楽譜

Flute 藤澤　華 広報

Flute 溝口　佳代 渉外

Flute 本林　由香里 楽譜、会場

Flute ★ 由良　ちづる ○広報

Oboe 高山　香保 広報

Clarinet ★ 市川　真理子 主催行事（技術）

Clarinet 鎌田　博之 主催行事（技術）

Clarinet 北沢　治樹 代表

Clarinet 田中　聡 楽譜、楽器

Clarinet 宮入　直子 副代表

Clarinet 山田　美穂 ○レクリエーション

Saxophone ★ 大月　順子 主催行事（庶務）

Saxophone 三好　舞 広報

Saxophone 八木　理 渉外

Horn 岩松　勝 会計補佐

Horn 小林　真由美 会計補佐

Horn ★ 宮嶋　由佳 レクリエーション

Horn 百瀬　秀俊 指揮

Trumpet 味澤　望 会計

Trumpet ★ 岩松　雅子 会計監査

Trumpet 齋藤　歩記 主催行事（技術）

Trumpet 千野　泰信 副代表、主催行事（専門）

Trombone 小林　新 指揮、主催行事（専門）

Trombone 澤田　真樹 主催行事（庶務）

Trombone 曽根原　俊 楽譜

Trombone ★ 山口　善夫 ○指揮

Euphonium 小池　文乃 渉外

Euphonium 山田　正浩 レクリエーション

Tuba ★ 春日　拓 ○渉外

String Bass 百瀬　学 渉外、会場

Percussion 浅野　令子 ○楽器、トレーナー

Percussion 園田　順子 会計補佐

Percussion ★ 藤原　広実 楽器

音楽監督 戸田　顕

★：パートリーダー ○：リーダー

MWCホームページ：http://www.matsumoto-winds.com

メーリングリスト：mwc-ml@ra9.jp

PART
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