
役員 所属 補助員 人数 役員 所属 補助員 人数

大会会長 宮内　博己 長崎県立佐世保南高等学校校長 大会会長 宮内　博己 長崎県立佐世保南高等学校校長

米井　秀和 長崎市立横尾中学校校長 米井　秀和 長崎市立横尾中学校校長

若松　和彦 長崎市立紙長崎小学校校長 若松　和彦 長崎市立紙長崎小学校校長

本部 川口　直樹 長崎市立山里中学校 本部 川口　直樹 長崎市立山里中学校

山本　史郎 奥田学園創成館高等学校 山本　史郎 奥田学園創成館高等学校

平野　康徳 長崎市立小島中学校 平野　康徳 長崎市立小島中学校

石隈　亨 長崎市立淵中学校 石隈　亨 長崎市立淵中学校

大橋　公一 長崎県立長崎工業高等学校 大橋　公一 長崎県立長崎工業高等学校

平石　祐子 長崎県立佐世保西高等学校 平石　祐子 長崎県立佐世保西高等学校

堤　智之 佐世保市立相浦中学校 堤　智之 佐世保市立相浦中学校

原口　昌子 佐世保市立早岐中学校 原口　昌子 佐世保市立早岐中学校

午後単：植木 南島原市立加津佐中学校 Ｄ：城田 長崎県立小浜高等学校

Ｃ：阿比留 大村市立郡中学校 Ｅ：高木 長与町立長与中学校

石隈　亨 長崎市立淵中学校 石隈　亨 長崎市立淵中学校

大橋　公一 長崎県立長崎工業高等学校 大橋　公一 長崎県立長崎工業高等学校

Ａ：加藤 長崎市立山里中学校 Ｄ：重野 諫早吹奏楽団

Ｂ：平野 長崎市立小島中学校 Ｅ：中野 長崎県立長崎東高等学校（中）

Ｃ：山本 奥田学園創成館高等学校

午前単：満田 長与町立長与第二中学校 同左 ３人 前半単：一ノ瀬 長崎県立長崎西高等学校 同左 ６人

Ａ：野口 長崎市立梅香崎中学校 同左 ３人 後半単：岩本 瓊浦高等学校 西陵高 ６人

Ｂ：栗原 長崎市立小ヶ倉中学校 同左 ６人 Ｄ：野口 雲仙市立国見中学校 諫早吹奏楽団 ６人

午後単：日野 南島原市立南有馬中学校 同左 ６人 Ｅ：市川 岩屋ウインドアンサンブル 長崎工業 ６人

Ｃ：松本 雲仙市立千々石中学校 創成館 ６人

午前単：麻生 長崎県立諫早商業高等学校 同左 ６人 前半単：太田・渡邉 雲仙市立瑞穂中・吾妻中 同左 １０人

Ａ：加藤 長崎市立山里中学校 同左 ６人 後半単：田川 大村市立大村中学校 西陵高 １０人

Ｂ：平野・泉 長崎市立小島中・緑が丘中 同左 １２人 Ｄ：草野・金子 雲仙市立小浜中学校・長崎県立口加高等学校 諫早東高 １０人

午後単：鶴田 南島原市立深江中学校 同左 １２人 Ｅ：原田・山口 長崎市立滑石中・片淵中 同左 １０人

Ｃ：三宅 南島原市立西有家中学校 創成館 １２人

午前単：麻生 長崎県立諫早商業高等学校 同左 ５人 前半単：田代 長崎県立諫早高等学校（中） 同左 １０人

Ａ：一瀬 長崎市立三重中学校 同左 ５人 後半単：田中・遠藤 長崎県立北陽台高等学校・長崎県立西陵高等学校 西陵高 １０人

Ｂ：浦川 長崎市立西浦上中学校 同左 １０人 Ｄ：森下・山脇 小浜幼稚園・長崎県立諫早東高等学校 諫早吹奏楽団 １０人

午後単：原口 長崎県立島原商業高等学校 同左 １０人 Ｅ：中野 長崎県立長崎東高等学校（中） 同左 １０人

Ｃ：福井 諫早市立北諫早中学校 創成館 １０人

午前単：草野 長崎県立長崎明誠高等学校 同左 ３人 前半単：真鳥 長崎県立諫早農業高等学校 同左 ６人

Ａ： 長崎市立淵中学校 同左 ３人 後半単：古賀 長崎市立小江原中学校 西陵高 ６人

Ｂ：伊藤 長崎県立鶴洋高等学校 同左 ６人 Ｄ：吉村 長崎県立川棚高等学校 諫早吹奏楽団 ６人

午後単：入江 島原市立第一中学校 同左 ６人 Ｅ：寺田 長崎大学教育学部附属中学校 長大附属中 ６人

Ｃ：原 大村市立玖島中学校 創成館 ６人

放送 放送

演奏 役員 演奏 役員
午前単独
グループＡ 午後単独 前半単独 グループＤ

グループＢ グループＣ 後半単独 グループＥ

午後単独 午前単独
グループＡ グループＤ 前半単独

グループＣ グループＢ グループＥ 後半単独

各団体で自己紹介。進行放送は進行。 各団体で自己紹介。進行放送は進行。

補助員

　基本的には役員を担当している団体の生徒（団員）で
補助員をしてもらいますが、午前単独とＡグループはひ
とまとまりと考えますので、役員は２人・補助員はそれ
ぞれから出し合ってもらうことになります。また、Ｃグ
ループは創成館高校が全ての担当をする予定です。

補助員
　基本的には役員を担当している団体の生徒（団員）で
補助員をしてもらいますが、後半単独は西陵高校が全
ての担当をする予定です。

演奏舞台のセッティング（進行も兼任）

チューニング

チューニング部屋の運行

チューニング

チューニング部屋の運行

舞台
（進行兼任）

演奏舞台のセッティング（進行も兼任）

舞台
（進行兼任）

今回はありません楽器搬出入 今回はありません 楽器搬出入

本部にて行います

受付
（チケット販売）

団体受付

場内整理

場内の安全管理

場内整理

場内の安全管理

団体受付 本部にて行います

団体受付

団体受付

来場客受付

受付
（チケット販売）

演奏順の決定

演奏会の内容の決定 演奏会の内容の決定

（グループ演奏）の連絡調整 （グループ演奏）の連絡調整

来場客受付

当日の会場精算・ﾁｹｯﾄの精算

収支決算書作成（会場別） 収支決算書作成（会場別）

企画

演奏順の決定

企画

役員・補助員の配置 役員・補助員の配置

会計
当日の会場精算・ﾁｹｯﾄの精算

会計

警備員の手配 警備員の手配

各会場の資料作成（進行表・要項） 各会場の資料作成（進行表・要項）

会議の設定（日程調整） 会議の設定（日程調整）

会場との打ち合わせ 会場との打ち合わせ

会計との打ち合わせ 会計との打ち合わせ

掲示物の作製 掲示物の作製

著作権申請・会計総括 著作権申請・会計総括

総務

プログラムの作成

総務

プログラムの作成

大会副会長 大会副会長

長崎県吹奏楽の日　実行委員会一覧　　役員・補助員一覧（諫早文化会館　１日目　） 長崎県吹奏楽の日　実行委員会一覧　　役員・補助員一覧（諫早文化会館　２日目　）

係名
２０１４．１．１８（土）　

仕事内容 係名
２０１４．１．１９（日）　

仕事内容

 


