
埼玉県吹奏楽連盟 令和４年度事業計画 
社会状況を鑑み、年度途中で中止・変更する場合があります。 

その際にはホームページにて連絡させていただきますので、定期的に閲覧をお願いします 
 

＜１＞ 会 議 

１ 全県定例総会 
   ４月２６日（火）プラザノース 

  令和３年度事業報告・決算報告、監査報告、 
  令和４年度役員選出、令和４年度事業計画審議・予算案審議 

規約・規定の改定、優秀指揮者表彰（令和３年度分） 
 
２ 理事会（４回） 
  （１） ６月１４日（火）県コンクール調整・全県申し合わせ事項・西関東コンクール要項 
  （２） ８月３０日（火）県コンクール総括、西関東コンクール準備確認・県アンコン要項 
  （３）１０月１１日（火）県アンコン調整・全県申し合わせ事項 
  （４） ２月 ７日（火）４年度決算・３年度事業計画・予算審議 
 
３ 常任理事会（４回） 
  （１） ５月１７日（火）西関東コンクール要項・事業部 
  （２）  ７月 ５日（火）県アンコン要項・事業部 
  （３） ９月２７日（火）西関東コンクール・事業部 
    （４） １月１７日（火）県アンコン総括・決算・事業計画・予算・事業部 
 
４ その他の会議 
   三役会 ・ 会計監査 ・ コンクール運営委員会 ・ 各事業部会 ・ コンクールチーフ会  
   アンコンチーフ会 ・ 審査員選考委員会 ・ 事務局会 ・ 会計担当者会議 
 

＜２＞ 事 業 

１ 第６３回県吹奏楽コンクール 
   申込締切  全部門           ６月 ６日（月）当日消印有効 

  チーフ会               ６月１１日（土）県事務局 
打合会   東部支部の中学校部門   ６月２２日（水）羽生市産業文化ホール 

         西部支部の中学校部門   ６月２９日（水）所沢市民文化センター 
         南部支部の中学校部門   ６月３０日（木）さいたま市文化センター 
         北部支部の中学校部門   ６月２４日（金）鴻巣市文化センター 
         中央支部の中学校部門   ６月２４日（金）さいたま市文化センター 
         全県の小学校部門     ６月２１日（火）下落合コミュニティセンター 
         全県の高等学校部門    ６月２２日（水）上尾市文化センター 

    大学、職場・一般部門   ７月 ３日（日）さいたま市文化センター 
 
   地区大会  東部支部の中学校部門 羽生市産業文化ホール 
           Ａの部  ８月１日（月） 

Ｂの部  ７月３０日（土）・３１日（日） 
ＤＣの部 ７月２９日（金） 

         西部支部の中学校部門 所沢市民文化センター 
                     ＡＤの部  ８月１日（月）・２日（火） 

          Ｂの部  ８月３日（水）・４日（木）・５日（金） 
         南部支部の中学校部門 さいたま市文化センター 
           Ａの部  ７月３０日（土）・３１日（日） 

ＢとＣまたはＤ ８月２日（火）・３日（水） 
           北部支部の中学校部門 鴻巣市文化センター 
           ADの部 ８月１日（月）BCの部８月２日（火）Bの部８月３日（水） 

中央支部の中学校部門  さいたま市文化センター 
           ＡＤの部 ７月２８日（木）・２９日（金） 



Ｂの部   ７月２７日（水） 
         全県高等学校部門 

    Ａの部  ８月４日（木）・５日（金） さいたま市文化センター 
           Ｂの部  ７月２８日（木）・２９日（金）・３０日（土）所沢市民文化センター 
                    Ｃの部  ７月２７日（水） 久喜総合文化会館 
                    Ｄの部  ７月２６日（火） さいたま市文化センター 
                 大学部門Ｄ、職場・一般部門Ｄ ７月３１日（日） 所沢市民文化センター 
 

県大会   小学生部門   ７月３１日（日） 所沢市民文化センター 
      中学校部門Ａ  ８月 ７日（日） さいたま市文化センター 

         中学校部門Ｂ  ８月 ９日（火） さいたま市文化センター 
         高等学校部門Ａ ８月１０日（水） さいたま市文化センター 
         高等学校部門Ｂ ８月 ６日（土） さいたま市文化センター 
         大学部門Ａ、職場・一般部門Ａ ７月２４日（日） さいたま市文化センター 
 
２ 第４５回県アンサンブルコンテスト 
   申込締切   全部門          １０月 ３日（月） 当日消印有効 
   チーフ会               １０月 ８日（土） 県事務局 
   打 合 会   東部支部の中学校部門   １０月１９日（水） 羽生市産業文化ホール 
         西部支部の中学校部門   １０月２０日（木） 狭山市市民会館 
         南部支部の中学校部門   １０月１８日（火） 戸田市文化会館 
         北部支部の中学校部門   １０月１９日（水） 鴻巣市文化センター  

       中央支部の中学校部門   １０月１８日（火） プラザウエスト 
         全県の高等学校部門    １０月１８日（火）  久喜総合文化会館 
         大学、職場・一般部門   １０月２３日（日）  会場未定 
 

地区大会  東部支部の中学校部門  羽生市産業文化ホール 
１１月１２日（土）・１３日（日）・１４日（月） 

西部支部の中学校部門  狭山市市民会館 
１１月１０日（木）・１５日（火）・１６日（水）・１７日（木） 

                 南部支部の中学校部門  上尾市文化センター 
                      １１月１６日（水）・１７日（木）・１８日（金） 
                  北部支部の中学校部門   鴻巣市文化センター 

１１月１４日（月）・２０日（日） 
                 中央支部の中学校部門   上尾市文化センター 
                      １１月 ７日（月）・１４日（月）・１５日（火） 

全県高等学校部門  久喜総合文化会館 
                      １１月１８日（金）・１９日（土）・２０日（日）・２５日（金）・２６日（土） 
    県大会   中学校部門第１日   １２月１７日（土） 久喜総合文化会館 

中学校部門第２日   １２月１８日（日） 久喜総合文化会館 
高等学校部門     １２月１９日（月） 久喜総合文化会館 
大学、職場・一般部門 １１月２７日（日） 久喜総合文化会館 

 
３ 第３５回県小学生バンドフェスティバル・県マーチングコンテスト 
   申込締切  ６月 ６日（月）当日消印有効 
   打合会   ７月 ８日（金）下落合コミュニティセンター 
   大 会    ８月２３日（火）春日部市総合体育館 
                                        
４ 第２４回マーチング オン ステージＳＡＩＴＡＭＡ２０２２ 

５月２９日（日） 春日部市民文化会館 
共催：埼玉県マーチングバンド協会 

 
５ 県吹奏楽祭 
   令和４年度は「マーチング オン ステージ」が県吹奏楽祭を兼ねる 

令和４年５月２９日（日） 春日部市民文化会館 
 
 



 
６ 支部吹奏楽研究発表会 
   東部支部  ６月４日（土）・５日（日）・１１日（土）・１８日（土）・１９日（日） 

久喜総合文化会館  
   西部支部  ６月７日（火）・８日（水）・２１日（火） 所沢市民文化センター 
         ６月１７日（金）・２２日（水）      狭山市市民会館 
   南部支部  ６月７日（火）              戸田市文化会館 

６月８日（水）・１５日（水）       さいたま市文化センター  
北部支部  ６月４日（土）・５日（日）・１８日（土） 鴻巣市文化センター 

   中央支部  ６月１０日（金）             さいたま市文化センター 
６月１１日（土）・１２日（日）      さいたま市民会館おおみや 

 
７ 講習会等 
 ア 支部講習会      各支部が県吹連事業の一環として開催する。 
              県吹連が各支部へ講習会費を支給して行い、県吹連へ報告する。 
                            ただし、令和４年度については県吹連からの補助は無し。各支部単独開催。 
 
  イ 指導者講習会     各支部で企画し、全県加盟団体に開催要項を発送し参加を呼びかける。 
              費用の一部を県吹連が負担をして行っている。 
              ただし、令和４年度は全県での実施は無し。支部単独開催の場合でも県吹連 
              からの負担は無し。 
 
  ウ バンドクリニック２０２３  県内吹奏楽のレベルアップを目指した指導者の育成と楽曲の発掘。 

               令和５年２月１２日（日）さいたま市文化センター 
 
エ マーチング講習会      マーチングの基本の動作から体育祭などで気軽に実践できるものを学ぶ機会

として開催する。 令和４年１２月実施予定。  
 
８ 支援事業 
 ア 指導者支援事業    顧問の支援等を目的とし、指導者を派遣する。 

各支部年間１０回以内（大職般支部を除く） 
 
 イ マーチング講師派遣   新規に取組みに対し、講師派遣と講師料補助。 
 
 ウ 西関東大会派遣     西関東大会出場団体への補助。 
 
エ マーチング活動普及支援事業 新たにマーチングコンテストへ出場する団体にマーチング用の楽器を

貸与し講師を派遣。 
 
９ その他 
 ア ディレクターズバンド 令和４年度は未定。     
 
  イ 楽譜ライブラリー   貸し出しは行わないが、事務局内で閲覧は可能。 
 
 ウ 機関誌発行      総務事業部を中心に発行していく。｢さいたまのすいそうがく｣ 

 
エ 優秀指揮者表彰    前年度に全日本吹奏楽コンクール、全日本マーチングコンテスト、全日本小学 

生バンドフェスティバル、東日本学校吹奏楽大会に出場した指揮者に表彰状を
贈る。 ＊マーチングの場合は指揮者または指導者１名 

 
オ 優良生徒表彰     令和５年２月１日までに県吹連事務局に推薦理由を添えて申請する。 
             （１校１名） 

 
 
 
 
 



 

＜西関東吹奏楽連盟 令和４年度事業案について＞   

１ 総会 
      ５月 ７日（土） 大宮ソニックシティ（埼玉代議員：８） 
 
２ 第２８回西関東吹奏楽コンクール 

９月 ３日（土） 中学校Ａ     山梨：ＹＣＣ県民文化ホール（埼玉代表：中Ａ９） 
         ４日（日） 高等学校Ａ        〃        （埼玉代表：高Ａ９） 

１０日（土） 中学校Ｂ     新潟：新潟市民芸術文化会館（埼玉代表：中Ｂ１３） 
１１日（日） 小学生、高等学校Ｂ    〃       （埼玉代表：小３・高Ｂ８） 

        １１日（日） 大学、職場・一般 新潟：新潟県民会館   （埼玉代表：大１・職般６） 
 
３ 第２８回西関東マーチングコンテスト 
     １０月 ２日（日）         群馬：ALSOKぐんまアリーナ（埼玉代表：全部門で９＋１） 
 
４ 第２８回西関東小学生バンドフェスティバル 
     １０月 ２日（日）         群馬：ALSOKぐんまアリーナ（埼玉代表：小５） 
 
５ 第２８回西関東アンサンブルコンテスト 

１月２８日（土） 中・大学   埼玉：久喜総合文化会館  （埼玉代表：中１６・大１）  
２９日（日） 高・職般       〃        （埼玉代表：高１０・職般６） 

 
６ 西関東バンドクリニック 

 中止 
 
 

＜全日本吹奏楽連盟関係 令和４年度事業案について＞ 

１ 総会 
      ５月２７日（金）・２８日（土） 埼玉県 ロイヤルパインズホテル浦和 
 
２ 第７０回全日本吹奏楽コンクール 
     １０月２２日（土）中学校部門    名古屋国際会議場         （西関東代表３） 
     １０月２３日（日）高等学校部門     〃              （西関東代表３） 
     １０月２９日（土）大学部門     北九州ソレイユホール       （西関東代表１） 
     １０月３０日（日）職場・一般部門    〃                  （西関東代表２）  
 
３ 第４１回全日本小学生バンドフェスティバル 
        １１月１９日（土）              大阪城ホール           （西関東代表３） 

 
４ 第３５回全日本マーチングコンテスト 
     １１月２０日（日）         大阪城ホール    （西関東代表：中２・高以上３） 

 
５ 第４６回全日本アンサンブルコンテスト 

     ３月１９日（日）         アクトシティ浜松 
（西関東代表：中２・高２・大１・職般２） 

 
６ 会報誌「すいそうがく」発行  年３回（７・１２・１月） 
 
７ 第３７回国民文化祭・・・・・２０２２（共催事業） 
     令和４年７月（予定） 沖縄県 
 

＜そ の 他＞ 

１ 第２２回東日本学校吹奏楽大会 
     １０月８日（土）〜９日（日） 
     東京支部：東京都：府中の森芸術劇場（西関東代表：小２・中６・高３） 


