
HACHIOJ I  YOKOYAMAMINAMI  MARCHING FEST IVAL

5/8
2022

日
〔パレードについて〕

パレード

11時 ～１3時

椚田遺跡公園通り
（約1km）

主催 ● 横山南地区町会自治会連合会
　　　 八王子よこやま南マーチングフェスティバル実行委員会

助成 ● 「令和4年度東京都地域の底力発展事業助成」対象事業

後援 ● 八王子市　八王子市教育委員会　高尾交通安全協会
　　　 国立東京工業高等専門学校　八王子市学園都市文化ふれあい財団
　　　 八王子観光コンベンション協会　八王子市町会自治会連合会
　　　 八王子商工会議所　高尾防犯協会　日本マーチングバンド協会関東支部

お問い合わせ 八王子よこやま南マーチングフェスティバル実行委員会事務局
八王子市椚田町１３７－３　八王子市横山南市民センター内　Tel.042-666-0031

ホーム
ページ

●場 所 ●

●時 間 ●

天候及び諸般の事情により開催を中止
する場合があります。開催については、
当実行委員会ホームページまたは、
Twitterでご確認ください。

オープニング
歓迎演奏

めじろ台
太鼓

西エリア
（東京高専正門前）

和太鼓
我道武蔵

東エリア
（トヨタS&D西東京前）

10：30～10：40
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主催者あいさつ

石井  修 一

横山南地区町会自治会連合会会長
八王子よこやま南マーチング
フェスティバル実行委員長

　新緑輝く五月の街に、次代を担う奏者たちの織りなすメロディーが、行進の足音と共に響きわたります。
「第１回 八王子よこやま南マーチングフェスティバル」は、私ども横山南地区発の“文化の祭典”です。
　出演団体の皆様をはじめ、ご協賛・ご後援いただいた団体・機関様やご近隣の皆様から多大なるお力添え
を賜り、また、「令和4年度東京都地域の底力発展事業助成」対象事業として採択していただき、本日を迎える
ことができました。衷心より感謝申し上げます。
　この企画のスタートは、東京五輪の開催気運向上を目的とする「Tokyo Tokyo FESTIVAL助成」（東京都
及びアーツカウンシル東京）の事業として採択されたことにありました。そこにもう一つ、新たな意義が加
わったのです。それは、コロナ禍に直面している今だからこそ「誰も置き去りにしない。皆で共に生きていく」
との連帯のメッセージを発信することに、ほかなりません。
　しばし日常を忘れてお楽しみいただくとともに、困難に立ち向かう力を与えてくれる音楽文化の魅力を
分かち合う機会となれば、望外の喜びです。



萩生田 光一

特別顧問
経済産業大臣　衆議院議員

東村  邦 浩

特別顧問
東京都議会議員

祝　　辞
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　当初は一昨年5月に開催される予定でしたが、新型コロナウイルス感染拡大の影響により、残念ながら延
期をされました。
　２０１９年に実行委員会が設立され、横山南地区の発展、及び八王子市の発展、文化の向上に寄与すること
を目的に、音楽の行進を通して聞く人に勇気と希望と感動を贈り届けるために今日まで会議を重ねて来られ
ました。また7年前にエスフォルタアリ―ナが開設して以来、毎年マーチングバンド大会が開催され、都下でも
有数のマーチングバンドのメッカとなりました。
　将来、このフェスティバルが横山南地区の地域行事からオール八王子を代表するお祭りとなれるよう、
皆様の手でお育て頂く事を願ってやみません。
　結びになりますが、石井実行委員長はじめ関係皆様の本日までのご努力に感謝申し上げ、参加される皆様
が日頃の練習の成果を十分発揮され、楽しい一日となりますことをお祈り申し上げます。

　待ちに待った「第1回 八王子よこやま南マーチングフェスティバル」の開催、誠におめでとうございます。
本来は一昨年に開催される予定でありました本フェスティバルが新型コロナウイルスの感染拡大により2年
延期されようやく開催の運びとなりました。開催に至るまで、大変なご苦労をされてきた石井修一実行委員
長をはじめ実行委員会の皆様のご尽力に心より感謝を申し上げます。特に、関係各方面に精力的に調整をし
てこられた事務局の皆様方には敬意を表したいと思います。また、このマーチングフェスティバルを支えてく
ださっているスポンサー企業・団体の皆様方にも心より御礼申し上げます。
　昨年7月、同じく延期となりました東京オリンピック・パラリンピック競技大会が開催されました。本大会
のもう一つの顔が文化の祭典であります。東京都は開催都市として文化の祭典である「Tokyo 
Tokyo FESTIVAL」を本年も開催することになりましたが、八王子よこやま南マーチングフェスティバル
は、改めて正式プログラムに認定をされました。本当におめでとうございます。
　毎年、エスフォルタアリーナで開催されています関東スーパーマーチングの感動が、今度は屋外で多くの
人に見て頂くことになり、多くの人々に感動を与えることになると思います。同フェスティバルの大成功を
心より祈念し、挨拶といたします。



石森  孝 志

八王子市長

安間  英 潮

八王子市教育委員会
教育長

八王子よこやま南第１回   

マーチングフェスティバル
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　新型コロナウイルス感染症の影響による2年間の延期を経て、「第1回 八王子よこやま南マーチングフェス
ティバル」が本日無事に開催されますことを、心よりお慶び申し上げます。コロナ禍において開催に尽力され
た横山南地区町会自治会連合会及び横山南地区住民協議会の皆様をはじめ、関係者の皆様に深く敬意を
表します。
　本フェスティバルは、市民文化の向上と横山南地区のさらなる発展を目的に、多くの皆様が楽しめる
パレードを行う賑やかな催しであり、今回が記念すべき第1回の開催となります。
　出演される皆様におかれましては、コロナ禍で交流や練習の機会が制限されるなど、悔しい1年を過ごさ
れたことと存じますが、迫力あるマーチングバンドの演奏や、華やかなパレードを通じて、マーチングの持つ
魅力や楽しさを広く発信していただくことをお願いするとともに、このイベントが横山南地区の活性化につな
がることを期待しております。
　結びに、八王子よこやま南マーチングフェスティバルの今後益々のご発展と、皆様のご活躍並びにご健勝
を祈念申し上げ、お祝いのことばといたします。

　「第１回 八王子よこやま南マーチングフェスティバル」の開催、大変喜ばしく心からお祝い申し上げます。

昨年は新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響を受け、様々な行事が中止とならざるを得ない状況の

中、本大会も2年の延期を余儀なくされましたが、本日は八王子市内を始め都内から全国屈指のマーチング

バンドをお招きし、華やかなフェスティバルが行われます。マーチングバンドの迫力ある演奏と行進は未来へ

の希望をのせ、世代を超えて多くの人々に元気や笑顔を与えてくれるでしょう。

　演奏される皆様におかれましては、日頃の練習の成果を十分に発揮され、息の合った素晴らしいパフォー

マンスで私達に感動を与えていただけますよう期待しております。

　結びに、八王子よこやま南マーチングフェスティバル実行委員会 石井実行委員長をはじめ、本日のフェス

ティバル開催にあたり御尽力されました関係者の皆様に深く敬意を表すとともに、本フェスティバルの御成功

を心から祈念申し上げ、お祝いのことばといたします。



スタート

椚田遺跡公園通り

※公共交通機関をご利用いただき、お車でのご来場はご遠慮ください。
※[京王バス] は通常運行にて、バス停「東京高専前」、「椚田北」がご利用できます。

国立東京工業
高等専門学校

国立東京高専
交差点

狭間駅

東京高専前バス停

臨時駐輪場
（椚田公園）

国立東京高専西
交差点

★

スーパー
アルプス

京王高尾線

★救護
運営本部

★総合案内所
★案内所

（ダイソー）

運営本部

国立東京工業
高等専門学校

★救護

国立東京高専
交差点

国立東京高専西
交差点

会場マップ

椚田遺跡公園通り

交通規制マップ ※当日は、交通規制が実施されます。

観客用スペース

パレード観覧でのお願い
●「観客用スペース」のエリア内、または沿道からご観覧ください。
●コロナ対策として、マスクの着用と間隔をあけてのご観覧にご協力をお願いいたします。
●事前の場所取りおよび歩道での立ち止まりはご遠慮ください。
●「観客用スペース」内での飲酒・喫煙はご遠慮ください。
●「観客用スペース」内での日傘や設営物の設置はご遠慮ください。
●発熱がある方、体調のすぐれない方はご遠慮ください。
●熱中症予防のため、各自で水分補給等をおこなってください。
●自撮り棒等や脚立を使っての撮影やドローンの使用は禁止といたします。

八王子よこやま南 マーチングフェスティバル第１回   

主催 ● 八王子よこやま南マーチングフェスティバル実行委員会　Tel.042-666-0031

（11時～１3時）パレード  区間
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一般 観客用スペース一般観客用スペース 来賓席



椚田町
交差点★

臨時駐輪場
（向久保公園）

椚田北
バス停

臨時駐輪場

★

参加団体
（パレード出場順）

地元・八王子はじめ、首都圏から
11団体が参加します。

めじろ台駅

永生病院入口
交差点トヨタS&D西東京 救護

★案内所

ゴール

椚田町
交差点

★
永生病院入口
交差点

交通規制時間 9:30頃～14:00頃

11:00～13:00

パレード区間

八王子市立
椚田小学校 音楽委員会

八王子市立
清水小学校 ブラスバンド部

八王子市立
椚田中学校 吹奏楽部

創価学会 富士鼓笛隊

中央区立
日本橋中学校 吹奏楽部

京華学園
女子マーチングバンド部

創価大学
Pride of SOKA

八王子学園
八王子高等学校 吹奏楽部

八王子消防記念会

めじろ台太鼓

西エリア
（東京高専正門前）

和太鼓 我道武蔵

東エリア
（トヨタS&D西東京前）

ホーム
ページ

救護

（11時～１3時）

6

当日の模様は
ホームページやツイッターで

随時お伝えします！

一般 観客用スペース

10:30～10:40
～ オープニング歓迎演奏 ～

〔パレードについて〕 天候及び諸般の事情により開催を中止する場合があります。



八王子市立 椚田小学校 音楽委員会

「みなさん、こんにちは！」
　私たち椚田小学校音楽委員会は、５年生、６年生合わせ
て３６名で毎日の朝練を頑張っています。吹奏楽の団体
で、学校の中では委員会という形で活動しているので、始
業式や終業式の時に校歌を演奏したり、朝会や運動会の
退場の行進曲を演奏したりしています。例年であれば７月
と１２月に行われる校内演奏会で、舞台スタッフとして仕
事をしています。また、校外では、一昨年度、永生病院の
フェスティバルや、ふれあい椚田祭、椚田中学校の定期演

奏会で演奏させていただきました。（昨年度は感染拡大防
止のため、ほとんどこのような活動ができませんでした）
　本日は卒業した先輩方にも協力してもらっての参加に
なります。５年生はまだ楽器に触れて日が浅いため、打楽
器やフラッグで参加させていただきます。
　初めてのマーチングパレードへの挑戦ですが、私たち
の地域でこのような素晴らしいパレードが開かれること、
そして参加できることを誇らしく思いながら、精一杯頑張
ります。温かいご声援をよろしくお願いします！

Hachioji Kunugida Elementary School

第１回   八王子よこやま南 マーチングフェスティバル7

愛犬との生活をハッピーに
「リーデレカーネ」を検索

八王子市椚田町560-1

代表　太田正利
有限会社 大志茂

TEL. 042-665-1654

八王子よこやま南
マーチングフェスティバル祝

新車・中古車・車検・点検
板金・塗装・東京海上代理店
オークション代行・タイヤ
アルミホイール・用品取付
販売・特殊車両・福祉車両
ドレスアップもお任せ下さい！



八王子市立 清水小学校 ブラスバンド部

　みなさんこんにちは。八王子市立清水小学校ブラス
バンド部です。清水小学校は、教室から八王子の町や
高尾山、遠くには富士山が望める自然豊かなところに
あります。ブラスバンド部は、今の体制になって、約２０
年間活動を続けています。メンバーは、４年生から６年
生の音楽大好きな仲間、約３０名です。練習は、毎日の
朝練習３５分と、月２回の土曜日練習２時間を中心に
行っています。「心をひとつに　感動を届けよう」を
バンドモットーに、家族や地域の方々に感謝し、音楽を

通してみなさんとつながり、感動を届けられるよう、
日々練習に取り組んでいます。
　昨年度は、コロナウイルス感染防止のため、様々な
行事が中止になる中、八王子市内高等学校吹奏楽フェ
スティバル、学校での定期演奏会にて演奏しました。
今年度、再び演奏の機会がいただけるとのこと、部員
一同楽しみにしております。マーチングは初めてです
が、精一杯がんばります。応援どうぞよろしくお願いし
ます。

Hachioji Shimizu Elementary School

〒193-0944　東京都八王子市館町 2193 番地

トヨタ自動車直営の大学校

八王子市高尾町1920-1

yoshisogyo.com

有限会社 吉総業
総合解体業

TEL. 042-662-2126

開催おめでとうございます
八王子よこやま南マーチングフェスティバル祝
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八王子市立 椚田中学校 吹奏楽部

　こんにちは！私たちは椚田中学校吹奏楽部です。
吹奏楽部は、本校で一番部員数の多い部活で、3学年
合わせて約60名で毎日元気に活動しています。一年
を通して、地域のお祭り、演奏会、コンクールなど、
様々な行事に出演しています。本日は、2，3年生のみ
の40名で演奏します。今回は、地元でこのような素晴
らしいフェスティバルが開催されること、また、それに

出演させていただけること、大変うれしく思います。
　実は、パレードに出演させていただくのは今回が初
めてです。この出演をきっかけに、初めてマーチングに
も挑戦しました。まだまだ不慣れな部分もありますが、
見ていただける皆様に、私たちの演奏を通して少しで
も元気を届けられるよう、精いっぱい演奏いたします。
どうぞよろしくお願いいたします。

Hachioji Kunugida Junior High School

八王子市長沼町207-2
〒192-0907

坂口建設
株式会社

TEL/FAX 042-689-3510
八王子市片倉町1 6 3 4 - 3

代表取締役  柿﨑純也

土木一般工事一式請負

TEL. 042-636-1151㈹

株式会社 カキザキ

第１回   八王子よこやま南 マーチングフェスティバル9



八王子学園 八王子高等学校 吹奏楽部

　『歌って、踊れて、演奏できるバンド』をモットーに、140人
以上の部員で楽しく活動しています。吹奏楽コンクール、ア
ンサンブルコンテスト、マーチングコンテストの3大会全て
全国大会出場を果たしている他、ウィーン世界青少年音楽
祭にも過去7回出場しており、合唱部門、オーケストラ部
門、吹奏楽部門の総合1位にあたる「ウィーン大賞」を受賞
しています。このようなコンクールの他にも、地域の各種行
事や、幼稚園や小中学校への訪問演奏、様々なイベントに
も積極的に出演しています。台湾で行われている嘉義國際

管樂節にも招聘され2度出演して参りました。
　毎年3月末に行う定期演奏会では、2回公演が満席とな
り、毎年3,800名程のお客様にご来場いただいておりま
す。定期演奏会をはじめとする各演奏会では、演奏の他に
もダンスや合唱、ステージドリルにブラックライトを使用し
た音楽劇等、工夫を凝らした演出に、お客様からはご好評
の声をいただいております。
　ステージと客席とが一体となり皆が楽しいひとときが過
ごせるよう、心のこもった演奏を心掛けています。

Hachioji High School

八王子市大和田町2-13-6
代表取締役　前田定男

株式会社 相武企業
総合建設業

TEL. 042-660-1818

八王子よこやま南マーチングフェスティバル祝

八王子市めじろ台1-9-1

あなたの街のショッピングセンターに
笑顔でお迎え致します

開催おめでとうございます
八王子よこやま南マーチングフェスティバル祝

めじろ台駅前ショッピングセンター

八王子市元横山町1-13-19

秋間電設株式会社
TEL.042-644-3675  FAX.042-644-4822
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紅オート販売株式会社

紅オート

スタッフ万全
  設備万端
    さらに充実

TEL. 042-661-7994㈹



創価学会 富士鼓笛隊

　私たち創価学会富士鼓笛隊は、1956年(昭和31年)
７月に結成されました。結成当時のメンバーは３３名で、そ
のほとんどが初心者ばかり。それでも、“世界一の鼓笛隊
に”と期待を寄せ、自ら費用を工面してファイフとドラムを
贈ってくれるなど、支え励まし続けてくださった師匠の真
心に応えたいと、懸命に練習を重ねてきました。
　本年は結成から６５周年。今や日本全国だけでなく、海
外２６カ国・地域で鼓笛隊のメンバーが希望のメロディー
を響かせるまでになりました。皆が「太陽のように明るく 

月光の如く清らかな鼓笛隊たれ」とのモットーを胸に、
日々の練習に励んでいます。私たちが奏でる音楽を通し
て、平和の心を広げたいと、各種大会やパレードに出場し
ています。
　今回は、多摩地域をはじめ、首都圏の高校生から社会
人を中心としたメンバーで、見に来てくださった方々に勇
気と希望をお贈りできるよう、最後まで元気いっぱい演
奏・演技をしていきます！
　ぜひ、お楽しみください。

Soka Gakkai Fuji Kotekitai

東京都八王子市館町2351-47

各種屋根葺き替え工事·雨樋工事·外壁工事

㈲ 浅井板金工業
TEL. 042-666-8474 FAX. 042-666-8475

建築板金工事一式請負

第１回   八王子よこやま南 マーチングフェスティバル11

小宮商店
米 専 門 店

☎663-7756(日、祝日)休業

〒193-0844  八王子市高尾町1720-11

小宮商店
米 専 門 店

☎042-663-7756(日、祝日)休業

〒193-0844  八王子市高尾町1720-11



♬ 祝 ２０２１ ♬
よこやま南マーチングフェスタ

八王子ボーイズ
開催おめでとうございます
特定非営利活動法人

https://hachiojiboys.club

HACHIOJI YOKOYAMAMINAMI MARCHING FESTIVAL 12

八王子市椚田町５８５番地４

トヨタ車全車種取り扱い

祝 第１回八王子よこやま南
マーチングフェスティバル

トヨタモビリティ東京
株式会社
めじろ台店

TEL：042-668-1321

八王子よこやま南

令和3年2月1日開設。高尾駅徒歩2分
患者様の心に寄り添う精神科医療
医 療 法 人
社団清伸会

医 療 法 人
社団清伸会

高尾厚生診療所

中央区立 日本橋中学校 吹奏楽部

　私たちの学校は隅田川に面して建っており、水上バ
スが行き交う中、教室からは川越しにスカイツリーが見
えます。近隣には人形町や水天宮、問屋街などがあり、
下町風情溢れる地域の中で日々練習に励んでいます。
　活動内容は、マーチングや吹奏楽コンクール、学校
や地域行事、他にも様々なイベントがあります。地元
中央区内で行われる銀座や日本橋パレード、東京マラ
ソンでの応援演奏など、私たちも楽しいステージをたく
さん経験させていただいています。マーチングバンド

全国大会においては１５年連続金賞受賞、通算１０回の
編成別最優秀賞を受賞させていただき、令和元年度に
は吹奏楽コンクールでも全国大会へ東京代表として初
めて出場させていただきました。　
　私たちは日頃から地域に根ざした活動を中心に
「心はひとつ」をモットーに活動しています。今日は私た
ちの元気いっぱいのパレードで会場の皆様と一緒に音
楽を楽しめるよう頑張りますので応援よろしくお願い
します！

Chuo Nihonbashi Junior High School



創価大学 Pride of SOKA

　こんにちは！創価大学Pride of SOKAです。
　私たちPride of SOKAは、マーチングという総合
芸術を通し、人間成長することを目的に掲げ、見てくだ
さる方々に、勇気・希望・感動を届けるため、日々活動
しています。
　2020年は思うように活動できない一年でしたが、
たくさんの方々から応援をいただきながら、オンライ

ンを中心に活動を行ってきました。
　本日、仲間と共に約1年ぶりにパレードに参加できる
ことを本当に嬉しく思います。観てくださる方々に
勇気・希望・感動を届けられるよう、感謝の気持ちを込
めて演奏演技いたします。
　本日は私たちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう！
よろしくお願いいたします。

Soka University Pride of SOKA

〒193-0824 八王子市長房町126-2
TEL 042-665-1761   FAX 042-665-1760
https://www.gomi-magokoro.co.jp

八王子市追分町23-4

美味しいお肉を皆様の食卓に
お届けしたい

株式
会社渡邊精肉店

国産 牛・豚・鳥
焼肉材料 ハム他

TEL.042-622-4430

ローソン 西八王子駅北口店

ローソン 八王子大楽寺町店
042-650-1737

ローソン 八王子千人町二丁目店

第１回   八王子よこやま南 マーチングフェスティバル13



京華学園 女子マーチングバンド部

　みなさん、こんにちは。私たちは京華学園女子マーチ
ングバンドです。本日はこのような盛大なパレードに出
演できて、たいへん嬉しく思っています。私たちマーチ
ングバンド部は、１９６４年の東京オリンピックのために
創部され、東京オリンピック２０２０の今年、５６年目を迎
えることができました。歴史ある伝統を受け継ぎ、これ
からも見ている皆様に楽しんでいただけるショーを目
指して、部員全員で気持ちを一つにし、厳しい練習に毎

日励んでおります。１２月１５日に行われました全国大会
では、６年連続の金賞をいただくこともできました。応援
してくださった皆様、本当にありがとうございました。
　また、先日行われました定期演奏会にもたくさんの方
がかけつけてくださり、ありがとうございました。
　高校３年生はこのパレードで引退となります。
　本日も皆様に楽しんで頂けるよう頑張ります！最後ま
で応援よろしくお願い致します！！

Keika Girl’s Senior High School   Sophisticated Blue

第１回八王子よこやま南マーチングフェスティバル
日頃のタクシーのご利用に心から感謝申し上げます
市民に勇気と感動を・13会員は心から応援します

八王子市タクシー合同営業運営委員会

祝

開催おめでとうございます

代表取締役　岩﨑盛司
有限会社 岩﨑鉄筋

TEL. 042-667-6706

八王子よこやま南マーチングフェスティバル祝

HACHIOJI YOKOYAMAMINAMI MARCHING FESTIVAL 14

八王子市高尾町2208

紅葉屋本店
TEL. 042-661-2012

開催おめでとうございます
八王子よこやま南マーチングフェスティバル祝



八王子消防記念会

　八王子宿消防の歴史は八王子千人同心に始まり、徳川家
康と家光を祀る日光火之番を命じられ、幕末まで続けられま
した。１７０５年（宝永2年）から三年間は、江戸市中で見回りと
消防を行う「江戸火消役」を務めています。
　１９２３年（大正１２年）には八王子市直営の八王子市消防組
として、各町内の鳶職がその任にあたってきました。高所作
業に慣れ、家屋の構造を熟知していた鳶職は、長く消防の中
心で活躍していました。そして、１９５７年（昭和３２年）、町火消
の流れをくむ八王子消防組は、八王子消防記念会として結成
されました。

　八王子消防記念会が伝承する木遣（きやり）は、重い材木や
石材などの運搬の際に、人々の呼吸を合わせるために唄われ
る作業唄です。木遣には、おめでたい歌詞の唄も多く、祭礼行
列の先導や結婚式などの祝儀の入場でも唄われます。
　江戸木遣の流れを汲む八王子の木遣は、１９６０年（昭和３５
年）、１７種類の木遣唄が八王子市無形民俗文化財（郷土芸
能）に指定されています。
　また、２０２０年度（令和2年度）、国に認定された八王子市の
日本遺産「桑都物語」では、２９あるストーリーの構成文化財の
一つとして「木遣」が認定されました。

Hachioji  Syobo Kinenkai

◇ 慶 事・ご法要・ご会食 ◇
創業大正3年 老舗の味

1042-661-0053ご予約

〒193-0844 八王子市高尾町2470

お気軽にお問い合わせください

び わ や

せい りゅう てい

会席料理

別　　館

取締役会長　字見　保
代表取締役　字見　博

開催おめでとうございます
八王子よこやま南マーチングフェスティバル祝

Aswan

代表取締役　堀  清彦
析木県宇都宮市江曽島4-225-7

株式会社ネクステージ

TEL.028-615-7233

開催おめでとうございます
八王子よこやま南マーチングフェスティバル祝

昭島市東町3-5-20　Ｉ・Ｍ・Ｐビル301

事務所長　岩元聖二
岩元税理士事務所

TEL. 042-519-5258

開催おめでとうございます
八王子よこやま南マーチングフェスティバル祝

第１回   八王子よこやま南 マーチングフェスティバル15
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　1996年、地域活性化と青少年育成を目的にめじろ台で発
足。最初は子ども達を集めて始めた小さなチームでしたが、現
在は11歳から95歳まで総勢40名を超える大きなチームへと
成長しました。
　大正から令和まで・・・世代を超えた私たちの演奏は他にはな
い感動を生み出すことができると思っています。
「楽しむ」こと！をモットーとする私たちの音色を、多くの方々に
見て、感じて、楽しんでいただき、そして、笑顔で会場の皆様と
お会いできることを、心からお待ちしております。

《主な出演実績》 
めじろ台まつり、国宝松本城太鼓祭、太鼓祭東日本大会、海外公演（日本国外務
省在外大使館招聘オーストリア、スロバキア公演）など多数。
●めじろ台太鼓ホームページ https://mezirodai-daiko.jimdofree.com/ 

　私たち我道武蔵は、地域のお祭りやコンテストに向け、『打っ
て打って打ちまくる！』をモットーに切磋琢磨して毎週稽古に励
んでおります。また、公認指導員も在籍しており、毎週小学校へ
訪問し、指導なども行っております。
　今回、私たちの地元八王子市で第１回目「マーチングフェス
ティバル」に出演する事ができ、とても光栄に思います。披露さ
せていただく曲は、コンテストにて入賞しました武蔵オリジナル
曲スペシャルＶerです！武蔵ワールドをお楽しみください！

《活動履歴》 
日本一決定戦、消防庁ファイヤーフェスタ、Ｓ-1グランプリ準グランプリ、ラグビー
ワールドカップ応援イベントinくまがやドーム、厚木米軍基地カルチャーフェスタ、
日本太鼓協会神奈川県大会準優勝、東日本大震災復興支援イベントin福島県い
わき市、オリパラ応援イベントinくまがやドーム　他地域のお祭りなど多数
●和太鼓 我道武蔵ブログ http://gadomusashi.jugem.jp

八王子市千人町2-3-10

有限会社 磯間書店

TEL. 042-661-1656

八王子よこやま南
マーチングフェスティバル祝

Tel : 042-635-0122

（有）からん

第1回 八王子よこやま南
マーチングフェスティバル祝

八王子市小比企町485

・徹底した滅菌対策
・予防ケア　・クリーニング
・最適な治療を心がけています

高野歯科医院

TEL. 042-637-5050

〒193-0934
八王子市元八王子町1-427-1

代表取締役　宮下 桂
株式会社 宮下重機

TEL. 042-634-8780

八王子よこやま南
マーチングフェスティバル祝

八王子市椚田町586-3

でんき屋本舗

TEL. 042-661-6906

HACHIOJI YOKOYAMAMINAMI MARCHING FESTIVAL 16

めじろ台太鼓
MEJIRODAI  DAIKO

和太鼓 我道武蔵
GADO MUSASHI

西エリア
（東京高専正門前）

東エリア
（トヨタS&D西東京前）10:30～10:40

歓迎演奏

〒192-0914 東京都八王子市片倉町３４－４  1F

㈱日通警備保障
TEL.042-634-9255／FAX.042-634-9255

開催おめでとうございます
コロナに負けない！！

八王子よこやま南マーチングフェスティバル祝
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有限会社オートショップマチダ 

門間　　博

坂元　芳彦

JSS八王子スイミングスクール

武政　和治

美容室famille

ファリーヌ

有限会社メイ

散田本町町会

中散田町会

散田東町町会

散田町第一町会

東雲町会

西八王子ハイツ自治会

山田町町会

豊徳台団地自治会

朝日ヶ丘自治会

狭間町会

めじろ台一丁目町会

めじろ台二丁目町会

めじろ台三丁目町会

めじろ台四丁目町会

めじろ台三田自治会

高尾紅葉台自治会

タウンズ八王子団地自治会

館町町会

館町団地自治会

椚田町大巻町会

椚田町一丁目町会

寺田町会

寺田東町町会

大船町会

めじろ台ハイム管理組合法人

管理組合法人 秀和めじろ台レジデンス

グリーンヒル寺田自治会

ゆりのき台自治会

上館町会

館ヶ丘自治会

レーベンスクエアリマインドヒルズ自治会
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