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「３県交流コンサート2019」の開催 

～ つなぐ友情、笑顔のシンフォニー ～ 

以  上 

201 9年8月15日 

《 本件に関するお問合せ先 》 

ふくおかフィナンシャルグループ文化芸術財団 事務局 

㈱福岡銀行 総務部   TEL 092-723-2801 担当 鶴田 

㈱熊本銀行 総合企画部 TEL 096-385-1145 担当 佐野・川本 

㈱親和銀行 総合企画部 TEL 0956-23-3606 担当 菅原  

㈱十八銀行 総合企画部 TEL 095-827-8354 担当 天野 

 ふくおかフィナンシャルグループ文化芸術財団では、「Smile」をテーマに、福岡県、熊本県、長崎県代

表の高校生吹奏楽部による「３県交流コンサート2019」を下記のとおり開催いたします。 

 5回目の開催となる今回は、十八銀行を新しくＦＦＧに迎えての初開催となります。 

音楽の力で心をひとつに。九州の新しい未来を担う子ども達のまっすぐで力強い演奏をお楽しみください。 

記 

〒810-8693 福岡市中央区大手門1-8-3 

 https://www.fukuoka-fg.com/ 

福岡会場 熊本会場 長崎会場 

日時 
2019年9月1日（日） 

12:50～16:30 
2019年8月25日（日） 

12:50～16:30 
2019年9月8日（日） 

12:50～16:30 

会場 
ふくぎん本店広場 

福岡市中央区天神2-13-1 
びぷれす広場 

熊本市中央区上通町２ 
ＪＲ長崎駅前かもめ広場 

長崎市尾上町1-1 JR長崎駅 

出演 

• 専修大学玉名高等学校 

• 長崎県立中五島高等学校 

• 福岡銀行吹奏楽団 

• 福岡県立福岡工業高等学校 

• 福岡市立福翔高等学校 

 

• 慶誠高等学校 

• 瓊浦高等学校 

• 熊本国府高等学校 

• 熊本中央高等学校 

• 西日本短期大学附属高等学
校 

• 東海大学付属熊本星翔高等
学校 

• 長崎女子商業高等学校 

• 鎮西学院高等学校 

• 福岡県立小郡高等学校 

• 熊本学園大学付属高等学校 

• 活水中学･高等学校 

 

ふくおかフィナンシャルグループ文芸財団とは  
 ＦＦＧの一員として、地域の文化芸術及び地域振興に資する事業を行っている一般財団法人です。主な活動
として、ニューイヤーコンサート、ビルの谷間のコンサート、助成金事業などがあり、FFGにおけるCSR活動の
一翼を担っています。 

天候などの都合により、変更・中止となる場合があります。ご了承ください。 



第5楽章

観覧
無料

Smile
ふくおかフィナンシャルグループ文化芸術財団が、
福岡・熊本・長崎で開催する、吹奏楽を通して
３県の高校生たちの交流を深めるコンサートです。

九州の新しい未来へとつながる、
まっすぐで力強い音楽をお届けします。
皆様のご来場をお待ちいたしております。

つなぐ友情、笑顔のシンフォニー

協 賛主 催

後 援 九州吹奏楽連盟・福岡県吹奏楽連盟・福岡吹奏楽連盟・熊本県吹奏楽連盟・長崎県吹奏楽連盟



ごあいさつ

福岡・熊本・長崎「３県交流コンサート」は、今年で5回目の開催となります。

多くの皆さまに気軽に吹奏楽を楽しんでいただくこと、

そして、出演する学校、生徒間の交流で

絆を深めていただくことを目的に開催を続け、

少しずつではありますが、音楽の輪が広がりつつあります。

今回は十八銀行を新しくふくおかフィナンシャルグループに迎えての初開催。

これからも地域の皆さまとふれあう豊かな時間を提供したいと思っております。

音楽の力で心をひとつに。

九州の新しい未来を担う子ども達の、まっすぐで力強い演奏をお楽しみください。

ふくおかフィナンシャルグループ文化芸術財団は、

ふくおかフィナンシャルグループが本来業務を通じた地域貢献活動だけではなく、

「教育･文化活動」を通じて幅広く地域社会に貢献することを目的に設立され、

年間を通して様々な文化芸術活動や地域の振興に資する事業を行っています。

ふくおかフィナンシャルグループ文化芸術財団とは・・・

［主な事業］

「ニューイヤーコンサート」へのご招待
毎年 1月に、九州交響楽団による「ニューイ
ヤーコンサート」に地域の皆さまをご招待

毎年4月～11月に、ふくぎん本店広場で「ビル
の谷間のコンサート」を開催　

「ふるさと振興基金」助成金制度
地域の振興、活性化のための活動を行ってい
る団体や個人への助成 小さなお子さまにも楽しんでいただけるコンサー

トに地域の皆さまをご招待

など

「ビルの谷間のコンサート」の開催

「音楽の絵本～親子で楽しむ
  クラシックコンサート」へのご招待



フィナーレ：花は咲く［合同合唱］

13:00 ～ 13:30

13:40 ～ 14:10

14:20 ～ 14:50

15:00 ～ 15:30

15:50 ～ 16:20

16:20 ～

時間

場所

熊本会場 12：50～16：30

※演奏時間は多少前後する可能がございます。予めご了承ください。

東海大学付属熊本星翔高校吹奏楽部は、「いい顔・いい声・いい
心」をモットーに、聴いて下さる方々に楽しんで頂けるような演奏を
心がけ、日々練習に励んでいます。また、3月に開催する定期演奏
会を中心に、学校行事・各種コンクール・依頼演奏・マーチングフェ
スティバルなど、年間を通じて様々な活動を行っています。
本日は、パワーのある「東海サウンド」をお楽しみください！

みなさんこんにちは！本校吹奏楽部は「愛し愛されろ」をモットーに
部員44名、元気一杯活動に励んでいます。今年度の吹奏楽コ
ンクールAパート部門では、創部以来初めての金賞を受賞するこ
とが出来ました。また、7月末には5年連続6回目の全国高等学
校総合文化祭パレード部門・マーチング部門の両部門に出演し
てきました。今日は、ご覧いただくすべての人が笑顔になれるよう
な演奏を目指し、心を込めて演奏させていただきます。

長崎県長崎市からやってまいりました、瓊浦高等学校です！ 昨年
に引き続き、大好きな熊本で演奏できることを本当に嬉しく思いま
す。私たちは、現在39名で活動しています。今年7月に行われた
長崎県吹奏楽コンクールでは、昨年から2年連続の金賞を受賞す
ることができました。「聴いている方の心を動かす音楽」を目指し、
今日も精一杯楽しんで演奏しますので、頑張って聴いてください！！！

私たちは、福岡県の八女市にあります、西日本短期大学附属高
等学校吹奏楽部です。創部8年目になり、部員は合計60名です。
今年のスローガンは「一意奮闘 ～感動と笑顔をあなたに～」です。
困難なことがあっても仲間と共に、心を一つに乗り越えていく、そし
て私たちの音楽で聴いてくださる方々に感動と笑顔を与える、そう
いった意味が込められています。今日は私たちの演奏で、笑顔に
なっていただけるように、精一杯頑張ります。

同じ熊本市内で活動する私たちは、熊本地震に関するチャリ
ティーコンサートやくまもとマーチングフェスティバル、連合音楽会
への合同参加、各校の定期演奏会への相互出演など、毎年演奏
を通じて交流を深めています。今回は、3県交流コンサートにも合
同で参加できることを心から嬉しく感じています。2校の仲の良さが
伝わるように、精一杯楽しんで演奏いたしますので、どうぞよろしく
お願いいたします！

東海大学付属熊本星翔高等学校

慶誠高等学校

瓊浦高等学校

西日本短期大学附属高等学校

熊本国府高等学校・熊本中央高等学校

（熊本市中央区上通町２番）びぷれす広場 ※雨天時…同上

熊本

福岡

熊本

長崎

8月25日（日） 熊本

15:40 ～ 15:50 ［合同演奏］



13:00 ～ 13:30

13:40 ～ 14:10

15:35 ～ 15:45

14:15 ～ 14:45

14:55 ～ 15:25

15:55 ～ 16:25

16:25  ～ フィナーレ：花は咲く［合同合唱］

9月1日（日）時間

場所

福岡会場 12：50～16：30

※演奏時間は多少前後する可能がございます。予めご了承ください。

（福岡市中央区天神2-13-1）ふくぎん本店広場 ※雨天時…福岡銀行本店10階

編成は「英国式金管バンド」いわゆるブリッティシュスタイルです。
木管楽器を使用せず、金管楽器と打楽器で構成されています。この
スタイルにマーチングのカラーガードを含めています。コンクールでは
マーチングコンクール全国大会に九州代表として１７年連続で出場
し、１２回の金賞（うち最優秀賞５回）を受賞しています。また活動は
コンクールだけでなく、小学校・中学校のスクールコンサートをはじめ、
地域のイベント等に精力的に参加しています。

専修大学玉名高等学校熊本

「自律・調和」を部訓に、「福岡を音楽で元気に」を目標に活動。
創部以来50年以上にわたって、春の定期演奏会、夏のコンクール、
秋の地域行事、冬のアンサンブルを中心に様々な場面で演奏。
昨年度までに九州大会4回出場2度の金賞、アンサンブルコンテスト
でも2度の九州大会出場。昨年度は、高文連福岡県大会において
最優秀賞を受賞、本年度7月に創部以来初の全国大会に出場を果
たすなど、現在活動の幅を広げている。

福岡市立福翔高等学校福岡

私たち福岡工業高校吹奏楽部は、2年生2名、1年生9名の計11名
で、顧問の先生方のご指導のもと、生徒が主体となって日々活動し
ています。本日は３年生も参加して、合計18名で演奏いたします。少
人数ですが、音楽を楽しむことを目標に一人一人が責任を持って頑
張っています。この機会に福工吹奏楽部のファンになっていただけ
れば幸いです。聞いて下さる方々が笑顔になれるよう演奏いたします
のでよろしくお願いいたします。

福岡県立福岡工業高等学校福岡

私たち中五島高校吹奏楽部は、長崎県の五島列島の上側、新上
五島町からやってまいりました。部員12名と顧問の木下先生、米田
先生の計14名で毎日楽しく活動しています。年々部員が増え、昨年
度より吹奏楽コンクールに出場できるようになりました。少人数です
が、「聴く人の心に残る演奏」を目標に、島の皆様へ音楽を届けてき
ました。本日は、福岡で中高（なかこう）サウンドをお届けしたいと思っ
ています。どうぞよろしくお願いいたします。

長崎県立中五島高等学校長崎

福岡銀行吹奏楽団は、1958年に銀行内の有志によって創設され、
今年で61周年を迎えます。地元の代表的なお祭りである「博多どん
たく」や「北九州わっしょい百万夏まつり」のパレード、各地のイベ
ント行事に参加し、音楽を通じて地域の皆様と交流を深めています。
毎年3月にFFGホールで開催している定期演奏会は、満員のお客
様にお越しいただきご好評をいただいています。

福岡銀行吹奏楽団福岡

［合同演奏］



フィナーレ：花は咲く［合同合唱］

13:00 ～ 13:30

13:40 ～ 14:10

14:20 ～ 14:50

15:00 ～ 15:30

15:50 ～ 16:20

16:20 ～

9月8日（日）時間

場所

長崎会場

2015年春、藤重佳久先生を音楽総監督に迎え、新生・活水ブラ
スとしての活動をスタートさせる。「音楽は楽しく、笑顔は心のビタミ
ン」をスローガンとして、中学・高校・大学で活動している。中学・高
校においては、2015年4月から5か月の短い期間ながら全日本吹
奏楽コンクール出場という偉業を成し遂げた。2018年度には、
全日本マーチングコンテストに出場し金賞を獲得した。

創立94年の長い歴史を持つ全国でも数少ない女子だけの商業高校
で、卒業生は3万人を超えています。吹奏楽コンクールでは、これまで
に長崎県代表として九州大会にも出場するなど、多くの実績を持つ吹
奏楽部です。毎年行っている定期演奏会も今年で44回目、観客と一
体になって楽しめる趣向を凝らしたステージが好評で、今年は11月16
日（土・14時開演）に長崎市民会館文化ホールにて開催。「響」をモッ
トーに活動する私たちの音楽を皆さんにお届けしたいと思います。

熊本学園大学付属高等学校吹奏楽部は1979年に創部されました。
部訓に"Share the Music"を掲げ、3月に開催する定期演奏会を中心
に、学校行事、各種コンクールや依頼演奏など、多くの演奏機会との
「出逢い」を大切にして活動しています。"Share the Music"とは
「音楽を共有する」という意味です。音楽ができることの喜びと、支えて
くださる方々への感謝の気持ちを持ち、感動を届けられる演奏を目指
しています。本日は私たちの「ガクフサウンド」をお楽しみください。

1962年に結成され、創部57年を迎えた長崎県内でもっとも歴史
のある吹奏楽部のひとつ。文化祭、学校クリスマスなどの校内行
事や、連合音楽会、吹奏楽コンクールなどに出演し、高い評価を
得ている。また、地域における活動にも積極的に参加している。
2013年度に佐世保市で開催された全国高等学校総合文化祭
「2013長崎しおかぜ総文祭」吹奏楽部門に出場し、文化連盟賞
受賞。今年度九州吹奏楽コンクールに20回目の出場を果たした。

福岡・熊本会場に引き続いて、長崎でも演奏する機会をいただき
本当にありがとうございます。校訓「忠恕・明徳・剛健」のもとで部
活動に打ち込む私達は、「感謝・誠意・自律」を部訓とし、仲間と演
奏する楽しさを実感しながら、周囲の方々への感謝を大切に活動
しています。今回のイベントスローガンである「つなぐ友情、笑顔の
シンフォニー」が達成できるよう、今日は会場の皆様や他県の仲
間のために部員一同、心を込めて演奏させていただきます。

活水中学校・高等学校

長崎女子商業高等学校

熊本学園大学付属高等学校

鎮西学院高等学校

福岡県立小郡高等学校

12：50～16：30

※演奏時間は多少前後する可能がございます。予めご了承ください。

（長崎市尾上町１番1）JR長崎駅前かもめ広場 ※雨天時：同上

長崎

熊本

長崎

福岡

長崎

15:40 ～ 15:50 ［合同演奏］



花は咲く
作詞 岩井俊二・作曲 菅野よう子

真っ白な 雪道に 春風香る

わたしは なつかしい あの街を思い出す

叶えたい 夢もあった 変わりたい 自分もいた

今はただ なつかしい あの人を思い出す

誰かの歌が聞こえる 誰かを励ましてる

誰かの笑顔が見える 悲しみの向こう側に

花は 花は 花は咲く いつか生まれる君に

花は 花は 花は咲く わたしは何を残しただろう

夜空の 向こうの 朝の気配に

わたしは なつかしい あの日々を思い出す

傷ついて 傷つけて 報われず泣いたりして

今はただ 愛おしい あの人を思い出す

誰かの想いが見える 誰かと結ばれてる

誰かの未来が見える 悲しみの向こう側に

花は 花は 花は咲く いつか生まれる君に

花は 花は 花は咲く わたしは何を残しただろう

花は 花は 花は咲く いつか生まれる君に

花は 花は 花は咲く わたしは何を残しただろう

花は 花は 花は咲く いつか生まれる君に

花は 花は 花は咲く いつか恋する君のために

フィナーレ［合同合唱］


