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平成 31 年度（2019 年度）

総  会  資  料

2019 年 6 月 1 日（土）

開成ジュニアアンサンブル
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2018年度　事業報告
BB：ブルーバーズ　SBB：スーパーブルーバーズ 開成ジュニアアンサンブル

月 日 楽団名 事　業　等 場　　所 内　　　　容
4 5 BB 練習開始 第２音楽室 13名入団
4 7 SBB 練習開始 第２音楽室 7名入団
5 5 SBB 第12回北條ジャズフェスタ 小田原城址公園
5 26 第1回役員会 多目的室 予算案、事業計画について
6 2 BB 記録会 第２音楽室 新入団員のソロ演奏発表会

6 2 合同 2018年度　総会 多目的ホール 2017年度事業報告及び
収支決算報告等について

6 17 SBB 開成町あじさいまつり あじさい公園舞台棟 依頼演奏
6 23 BB 瀬戸屋敷風鈴まつり あしがり郷瀬戸屋敷 依頼演奏
7 28 BB 第7回パレットまつり 開成駅前第2公園 雨天により中止
8 4 BB 下島自治会夏祭り 開成駅前公園 依頼演奏

8 11 SBB 第16回大山ジャズ＆ラテンフレ
ンドシップコンサート

大山阿夫利神社
（伊勢原市）

8 13 SBB
東京スカパラダイスオーケスト
ラ・ミュージックビデオ撮影協
力

茨城県龍ケ崎市 中学生3名参加

8 19 SBB 第1回日本ステューデント･ジャ
ズ･コンテスト2018

昭和音楽大学 テアト
ロジーリオショウワ

優良賞
優秀プレイヤー賞2名

8 21～22 BB 夏合宿 藤野芸術の家
8 25 BB 山北町こどもコンサート2018 生涯学習センター 依頼演奏

9 9 SBB 第10回国際ジャズオーケスト
ラ・フェスティバル

河口湖ステラシア
ター

ベストサウンド賞
ベストコンダクター賞受賞

9 10 SBB 富士急ハイランド・ジャズコン
サート

富士急ハイランド
（富士吉田市）

名古屋青少年ビッグバンドと
交流演奏

9 17 BB 開成町敬老会 開成町福祉会館
多目的ホール 依頼演奏

9 23 SBB 開成町文化団体連絡協議会
30周年記念式典

開成町福祉会館
多目的ホール 依頼演奏

9 30 BB 南足柄地区演奏団体連盟
第12回演奏会

南足柄市文化会館
大ホール

10 7 SBB 横濱ジャズプロムナード2018 カップヌードル
ミュージアムパーク 鈴木真明地さんと共演

10 27 BB 山北町共和地区青少年健全育成
会・サンマの夕べ

共和トレーニングセ
ンター 依頼演奏

11 3 合同 第48回かいせい文化祭
芸能発表会

開成町福祉会館
多目的ホール

11 4 BB 四季の里いもまつり秋 大井町農業体験施設 依頼演奏
11 17 第1回定期演奏会実行委員会 第2理科室 実行委員会立ち上げ
11 17 第2回役員会 第2理科室 クリスマスイベント等について

12 15 合同 クリスマスコンサート2018 南足柄市文化会館
小ホール 関係者参加・賛助会員招待

1 13 BB 第28回ステューデント･ジャズ･
フェスティバル2019

昭和音楽大学 テアト
ロジーリオショウワ

優秀賞・ベストオーディエンス
賞・優秀プレイヤー賞5・優秀セ
クション賞2

1 19 第2回定期演奏会実行委員会 第2音楽室 チラシ配布計画など
3 2 第3回定期演奏会実行委員会 第2理科室 役割分担など
3 9 第3回役員会 多目的室 新旧役員引き継ぎ
3 16 第4回定期演奏会実行委員会 多目的室 最終確認

3 23 合同 第8回スプリングJazzコンサー
ト

南足柄市文化会館
大ホール

1000人動員・チケット完売
ゲスト：エリック・ミヤシロ氏

3 23 SBB レセプション 南足柄市文化会館 2名が卒団
3 24 BB 卒団生を送る会 第2音楽室 3名が卒団
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