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理 事 長 挨 拶

公益社団法人大正琴協会　第５回通常総会議事録

　日頃より公益社団法人大正琴協会の運営にご尽力いただき誠に有り難うござ

います。我が国は2020年東京オリンピック・パラリンピックの開催に向けて、

関連スポーツ施設の建設が最盛期を迎えていますが、2020年は単にスポーツの

祭典というだけでなく、世界に向けて日本の文化の芸能や音楽などの魅力を世

界中に発信するため、官民挙げて着々と準備を進めております。

　さて、本年度から協会の柱となる事業、次世代への継承活動で行なわれている全国子供大正琴コン

クールが国民文化祭大正琴の祭典の中に組み入れられての開催となりました。大人と子供が一体となり

大正琴音楽を広める普及事業となりました。また、コンクールでは国の事業の一環として子供達に文部

科学大臣賞という大変名誉な賞も新設されたことは大変喜ばしいと考えております。大正琴が親子孫の3

世代を通じて楽しまれる楽器として益々普及し、大正、昭和、平成の歴史を経て次の時代に向けて発展

するよう正会員の皆さまと共に大正琴普及活動を邁進して行きたいと存じます。

１．総会の種類　第５回通常総会
２．招集年月日   平成29年５月11日㈭
３．開　催　日　時　平成29年６月７日㈬

午後１時00分から同１時55分
４．開　催　場　所　名古屋市中区錦三丁目11番13号

名古屋ガーデンパレス
５．出席社員の状況

議決権のある社員（正会員）総数 　　3,458名
総社員の議決権の数　　　　　　　 　　　3,458個
出席社員数　　　　　　　　　　　 　　　2,804名
（内、当日出席者40名、委任状による者2,764名）
この議決権の総数　　　　　　 　　 　 　2,804個

６．議長兼議事録作成者
副理事長  鈴木礼子

７．出席役員等
出席理事　鈴木礼子、岩間昌一、北林　篤、
　　　　　眞鍋義廣、岡本浩二、藤澤賢治、
　　　　　中村敏裕、伊藤隆志、加藤　誠、
　　　　　山﨑照登
出席監事　遠島敏行、丹羽正夫
事　務　局　横澤美樹

８．会議の目的事項並びに議事の経過の要領及び結果

⑴開会
　定刻に、司会者の中村敏裕理事が総会開始の挨
拶。岩間昌一常務理事が、開会を宣言。
⑵挨拶

      　鈴木礼子副理事長が挨拶。
⑶議長選出
　司会者が、議長選出方法を議場に諮ったところ司
会者一任の声あり。
　よって、司会者より、鈴木礼子副理事長を本総会
の議長としたい旨諮ったところ、全員一致をもって
選出し、同氏は、これを了承し議長となった。
　議長は、事務局に出席状況の報告をさせた。議長
が、総正会員の議決権の３分の２以上を有する正会
員数の出席があったので、定款第18条の定めに基づ
き、本総会が成立した旨を述べた。
⑷議事録署名人選出
　議長が、議事に先立ち議事録署名人２名の選出に
ついて諮ったところ、議長に一任することにつき、
全員異議なく賛成したので、議長は、藤澤賢治常務
理事及び加藤誠理事を指名し、これを議場に諮った
ところ、全員異議なく承認した。
　被選任者らは、いずれもこれを承諾した。

公益社団法人　大正琴協会理事長
海 部 俊 樹
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　（決議事項）
第１号議案　平成28年度事業報告の承認に関する件 
　議長が、北林篤常務理事に本件議案の説明を求めた。
同氏は、予め配布した資料をもとに事業報告について詳
しく説明した。
　以上につき議長が、議場に質問、意見を求めた後、そ
の可否を議場に諮ったところ、全員一致をもって原案ど
おり承認可決した。

第２号議案　平成28年度計算書類の承認に関する件 
　議長が、事務局に本件議案の説明を求めた。事務局よ
り、当期（平成28年４月１日～平成29年３月31日）にお
ける事業状況について、予め配布した計算書類をもとに
詳しい説明があった。
　引き続いて監事を代表し、遠島敏行監事が、理事の職
務執行状況及び計算書類等を綿密に調査したところ、い
ずれも適正妥当であることを認めた旨を報告した。
　以上につき議長が、議場に質問、意見を求めた後、下
記書類につき、その可否を議場に諮ったところ、全員一
致をもって原案どおり承認可決した。
　　１．貸借対照表
　　２．正味財産増減計算書
　　３．貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属書類
　　４．財産目録

第３号議案　基本財産の一部取り崩しの承認に関する件
　議長が、岩間昌一常務理事に本件議案の説明を求め
た。同氏は、予め配布した資料をもとに運転資金不足を
補填するため基本財産500万円を取り崩す必要がある旨を
詳しく説明した。
　以上につき議長が、議場に質問、意見を求めた後、そ
の可否を議場に諮ったところ、全員一致をもって原案ど
おり承認可決した。

（報告事項）
報告１　平成29年度事業計画の報告に関する件
　議長が、眞鍋義廣常務理事に本件の説明を求めた。同
氏は、予め配布した資料をもとに平成29年度事業計画に
ついて詳しく説明した。
　以上につき議長が、議場に質問、意見を求めた後、そ
の報告を了した。

報告２　平成29年度収支予算の報告に関する件
　議長が、岩間昌一常務理事に本件の説明を求めた。同
氏は、予め配布した資料をもとに平成29年度収支予算に
ついて詳しく説明した。
　以上につき議長が、議場に質問、意見を求めた後、そ
の報告を了した。
９．閉　　　会 
　以上をもって、公益社団法人大正琴協会第５回通常総
会の議案の全部を終了したので、議長は、議場にその協
力を謝し、降壇した。
　そして、岡本浩二常務理事が閉会を宣した。

　上記決議を明確にするため、議長及び議事録署名人は
次に署名押印する。

　　　平成29年６月７日
 公益社団法人大正琴協会  通常総会

　　議　　　　長　　　鈴木禮子　㊞　                                                                                                  
　　議事録署名人　　　藤澤賢治　㊞                                                                     
　　　　同　　　　　　加藤　誠　㊞ 

平成29年度予算書
正味財産増減計算書の要旨

　　自：平成29年4月1日　至：平成30年3月31日　　　　　（単位：千円）
科　　目 金　　額

Ⅰ　一般正味財産増減の部  
1．経常増減の部
経常収益 23,594 

　〔　　基本財算運用益〕 〔　　　  10〕
　〔　受取入会金、会費〕 〔　　12,560〕

〔　　　　　事業収益〕 〔　 　7,800〕
〔　　　　受取負担金〕 〔　 　3,204〕
〔　　　　受取寄附金〕 〔　　　   0〕 
〔　　　　　　雑収益〕 〔　 　　 20〕 

経常費用 25,094
〔　　　　　　事業費〕 〔　　19,417〕

　〔　　　　　　管理費〕 〔　　 5,677〕
　当期経常増減額 △1,500 
一般正味財産期首残高 33,186
一般正味財産期末残高 31,686
正味財産期末残高 31,686
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№ 県 学校名
1 青森県 浜市川仲良しクラブ
2

岩手県
住田町立世田米中学校

3 久慈市立小久慈公民館
4

秋田県
大館市立早口小学校

5 大館市立釈迦内小学校
6

福島県

会津若松市立ザベリオ学園小学校
7 いわき市立平第六小学校
8 いわき市立湯本第二小学校
9 いわき市立梨花の里児童クラブ
10 茨城県 鉾田市立野友小学校
11 埼玉県 飯能市立富士見小学校
12 千葉県 東金市立鴇嶺小学校
13 東京都 八王子市立大和田小学校
14 長野県 軽井沢町立軽井沢東部小学校
15 新潟県 糸魚川市立糸魚川小学校
16

静岡県

島田市立島田第三小学校
17 島田市立島田第四小学校
18 島田市立神座小学校
19 島田市立五和小学校
20 島田市立初倉小学校
21 島田市立六合小学校
22 吉田町立中央小学校
23 掛川市立西山口小学校
24 静岡県立藤枝特別支援焼津分校
25

愛知県
豊田市立小清水小学校

26 知立市来迎寺小学校

№ 県 学校名
27

愛知県
豊田市立梅坪小学校

28 一宮市立千秋東小学校
29

三重県

鈴鹿市立庄内小学校
30 津市立川口小学校
31 四日市市立大矢知興譲小学校
32 菰野町朝上地区公民館
33 伊勢市立厚生小学校
34

京都府
京都市立伏見住吉小学校

35 華頂女子中学高等学校
36 舞鶴市立中筋小学校
37

大阪府

忠岡町児童館
38 茨木市立水尾小学校
39 堺市立堺高等学校
40 吹田市立山田第二小学校吹田市土曜スクール
41

奈良県
王寺町立王寺小学校

42 王寺町立王寺北小学校
43 王寺町立王寺南小学校
44 岡山県 岡山県立邑久高等学校
45 広島県 廿日市市立宮内小学校
46

福岡県
朝倉市立三奈木小学校

47 朝倉市立金川小学校
48 熊本県 和水町立菊水西小学校
49 大分県 大分市立中島小学校
50 宮崎県 宮崎市立住吉小学校
51 沖縄県 那覇市立松川小学校

平成28年度決算書

平成28年度大正琴寄贈・講師派遣事業報告書

貸借対照表の要旨
平成29年3月31日現在　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

科　　目 金　　額

資産の部
流 動 資 産 4,502
固 定 資 産 26,005
合 計 30,508

負債及び情味財産の部

流 動 負 債 264
負 債 合 計 264
指 定 正 味 財 産 0
一 般 正 味 財 産 30,244
負債及び正味財産合計 30,508

　平成29年度の学校等への大正琴の寄贈と講師派遣事業をご報告します。
　この事業は平成18年度から始まり今年で11年目を迎えました。全国におられる当協会の指
導者の多大なるご支援ご協力により、大正琴音楽文化の次世代継承に大きな役割を果たして
おります。また寄贈された学校でも当協会が主催しております子供コンクールにも参加され
ている実績が出て来ております。継続は力なりと言います、正会員皆様の益々のPR活動に
ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

大正琴普及事業　平成28年度　寄贈及び講師派遣先
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平成28年度大正琴定期演奏会(第31回国民文化祭・あいち2016)
　平成28年11月26日㈯、27日㈰2日間に亘り、愛知
県名古屋市の名古屋国際会議場センチェリーホー
ルにて平成28年度大正琴定期演奏会（第31回国民
文化祭・あいち2016「大正琴の祭典」）が開催さ
れました。
　今回は、初めて文化庁が主催する第31回国民文
化祭の事業の一環として実施し、流会派を越え
た全国の愛好者が集い、一般愛好者47グループ、
子供2グループ、指導者3グループの計52グループ
1,617名の皆さまが出演しました。
　子供のグループは平成28年8月に行われた平成28
年全国子供大正琴コンクールで最優秀賞に輝いたグループが参加され、大人顔負けの素晴らしい
演奏をされました。会場はひときわ大きな拍手に包まれました。

第 31 回 国民文化祭　愛知県実行委員会 会長
大村秀章愛知県知事の挨拶

平成29年度大正琴功労者表彰
　平成29年6月7日(水)に開催され
た公益社団大正琴協会第5回通常
総会に続いて、平成29年度大正琴
功労者表彰が行われ、本年度は20
名の皆様が表彰されました。
　表彰状の授与を受けて、受賞者
を代表して静岡県田方郡市在住の
岩崎公子先生が長年の指導者とし
ての豊な経験が感じられる暖かい
謝辞を述べられました。

「平成29年度普及功労賞」受賞者の皆様
（順不同・敬称略）

豊嶋　　敏弘 香川県仲多度郡 藤巻　のぶ子 静岡県田方郡
信太　瑠美子 秋田県能代市 榊原　　朝子 愛知県名古屋市
柏原　　明子 兵庫県西宮市 遠藤　　春江 山梨県甲府市
三鬼　　志津 三重県尾鷲市 小山　　陽子 神奈川県横浜市
髙橋　　　梢 神奈川県横須賀市 荒川　　静江 東京都町田市
斉藤　ちえ子 静岡県伊豆の国市 髙橋　　俊子 神奈川県横浜市
岩崎　　公子 静岡県田方郡 村上　　睦杖 茨城県ひたちなか市
渡邊　　笑子 静岡県伊豆の国市 渡辺　　邦子 埼玉県深谷市
藤本　　幸子 静岡県熱海市 武儀山　兼久 長野県木曽郡
福井　　真澄 静岡県御殿場市 倉知　　　崇 愛知県小牧市



− 4 − − 5 −

平成29年度大正琴定期演奏会

第32回 国民文化祭・なら2017「大正琴の祭典」

　平成29年9月27日㈬ 福島県会津若松市にある會津風雅堂大ホールにて平成29年度大正琴定
期演奏会が開催され、一般愛好者17グループ、指導者3グループの計692名が出演されまし
た。平日にも関わらず沢山の来場者が観覧されました。

　平成29年11月23日(木・祝)に、奈良県奈良市のなら100年会館大ホールにて、第32回国民
文化祭・なら2017「大正琴の祭典」が開催されました。
　平成28年度から引き続き文化庁主催の第32回国民文化祭の事業の一環として実施し、さら
に今回は、全国子供大正琴コンクール最終選考会と同時開催しました。

愛好者演奏

子供演奏

愛好者演奏

愛好者演奏
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平成29年度全国子供大正琴コンクール(第32回国民文化祭・なら2017大正琴祭典内)
　平成29年11月23日（木・祝）に、奈良県奈良市のなら100年会館大ホールに於いて、平成

29年全国子供大正琴コンクール最終選考会が、第32回国民文化祭・なら2017大正琴の祭典子

供部門として開催し、最優秀者には文部科学大臣賞が贈られました。

　当コンクールは、12才以下の個人・団体をA部門、12歳を超える個人・団体をB部門の4部

門に分け、録画映像により1次審査を行いました。

　4部門で計51個人・団体の301名の応募があり、その中から上位成績優秀の個人及び団体併

せて10ステージが最終選考会に出演し、子供たちの演奏は会場の聴衆を魅了する素晴らしい

コンクールになりました。

　次回のコンクールは、平成30年11月11日㈰に大分県宇佐市の宇佐市宇佐文化会館にて、第

33回国民文化祭・おおいた2018大正琴の祭典子供の部として最終選考会の開催が決定してお

ります。

　なお、今後も国民文化祭は2018年大分県、2019年新潟県、2020年宮崎県、2021年和歌山県

と行われる予定ですから、それぞれの地域で大正琴文化の伝承の為にも、コンクールに挑戦

する子供達を育てることにご協力をお願いいたします。

第 32 回国民文化祭・なら 2017「大正琴の祭典」子供の部
「平成 29 年全国子供大正琴コンクール」審査結果

賞 部門 本選 曲名 氏名・グループ名

文部科学大臣賞

ソロＡ ○ スラブ舞曲第 10 番 橋本莉

ソロＢ ○ 金閣雪の舞 江本愛夢

アンサンブルＢ ○ お祭りマンボ ヘイキッズ

金賞

ソロＡ

○ 時代 古賀可蓮

ペッパー警部 筒井日陽里

水色の雨 一色雅

ソロＢ
シクラメンのかほり 川口瑠々愛

まつり 船越優夏

アンサンブルＡ

○ おとぎの国のマーチ Try ★（トライ・スター）

○ となりのトトロメドレー ラブ＆ハープ

○ 海の声 ドリーム娘

○ カルメン第 1 組曲より「闘牛士」 大正琴ファンタジー・琴音人「夢」

いつも何度でも オーシャン

サライ 煌めき☆ kid’s クラブ

アンサンブルＢ

○ 栄光の架橋 レスポワール

○ マイ・ウエイ ザ・フラワーズ

必殺！！メドレー Fraggle Beans（ふらぐる びーんず）

交響曲第 9 番～歓喜の歌～ 住田町立世田米中学校総合文化部

涙そうそう 飯島中学校 3 年 1 組

銀賞

ソロＡ

さんぽ 一色小町

糸 増田菜海

空から降ってきた少女 中竹心咲

もみじ 岸彩乃

ディドリーム・ビリーバー 本橋穏空

ソロＢ

島唄 増田心馬

リベルタンゴ 土山琴

荒城の月 水野麗乃

Diamonds 大木若菜
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銀賞

アンサンブルＡ

わらべうたメドレー twinkle（トゥインクル）

日本のうた 吹田市土曜スクール

世界にひつだけの花 ドレミ音楽教室

負けないで 爽琴会ジュニア

手のひらを太陽に 島田市立六合小学校大正琴クラブ

コンドルは飛んでいく 東部小学校大正琴クラブ

365 日の紙飛行機 リトル・ポップコーン

プレイバック Part2 伏見住吉小学校大正琴部「伏見宝塚」

荒城の月 宮崎市立住吉小学校

となりのトトロ 廿日市市宮内小学校

テネシーワルツ 琴城流大正琴琴佳風会大正琴山内西小子ども教室

マーチ春がきた 海老江児童センター大正琴クラブ

桃太郎変奏曲 世田米小学校大正琴クラブ

アンサンブルＢ
タッチ YUZUMIKA（ゆずみか）

負けないで 大分東明高校商業科介護福祉コース１年

銅賞

ソロＡ

ハイ・ホー 山田桜礼

遠き山に日は落ちて 戸澤遥香

崖の上のポニョ 進士綾子

アンサンブルＡ

かえるのうた プリズム大宮

「忍たま乱太郎」より　勇気 100％ ウイークエンド　小さな華の会

よろこびのうた 桜井ひろぼ　土曜クラブ

五番街のマリーへ 忠岡キッズクラブ

笑点 朝上キッズ大正琴

・部門の説明（年齢基準日平成 29 年 4 月 1 日 ※）
　　Ａ  平均年齢が 12 歳以下の出演者
　　Ｂ  平均年齢が 12 歳を超える出演者
　　※ ビデオ参加の部で、平成 2 ９年 3 月末日までに収録したビデオで応募した場合は、応募時の学年
・「本選」欄に○のある個人・グループ計 10 組が国民文化祭「大正琴の祭典」の最終選考会に出場
・同じ賞の表示順は最終選考会出場者を先にした年齢（平均年齢）の小さい順

文部科学大臣賞　アンサンブルＢ　ヘイキッズ

文部科学大臣賞　ソロＡ　橋本莉 文部科学大臣賞　ソロＢ　江本愛夢
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会員たより

編集後記

　　大正琴と私
琴修会中勢支部　　三鬼志津

　大正琴との出会いは、二十数年前、母がエンゼルフィッシュのコン
サートへ行き、感動して買ってきた“美しくにより”エンゼルフィッ
シュ大正琴コンサートのテープでした。
　「まあ、一度聞いてみて？」
と、まだ何も興味のない私にくれた一本のテープ。それによって、こ
んなにもドップリはまってしまうとは、私には想像もつきませんでし
た。
　このテープを耳にしたとたん、その音楽は感動そのものでした。こ
んなきれいな音色を私も出したい。その想いで、この世界に足を踏み
入れてしまいました。
　大正琴に取り組む日々の中で、私は、たくさんの人と出逢い、多く
の曲に親しむことができました。いっしょに活動してきた琴の仲間に、多くの生徒さんたち。そ
の生徒さんたちと出逢えたことで、教える喜びを学び、多くのことを勉強させてもらいました。
　そして、くじけそうなとき、努力してもできないとき、やめたいと思ったとき、この私を励ま
し支えてくれたのは、支部長（田村美保子）と家族でした。支部長は、苦しいとき、泣きたい
とき、辛いときに、手を差し伸べてくれました。その支えがあったからこそ、今の自分があると
思っています。大正琴の魅力といえば“田村美保子”と言えるぐらい、支部長の存在が自然と感
じさせられる日々を過ごしてきました。
　それから、心打たれたドリカムの曲『何度でも』。その中で歌われる「10000回だめでも、
10001回目に成功するかもしれない」という歌詞にも背中を押され、私はこれからも、努力有るの
みと大正琴に取り組んでいきたいと思います。
　ご指導くださった先生方に感謝し、大正琴の魅力、感動した音、心に響く音を受け継いでいけ
るよう、努力し続けたいと思います。

　昨年の8月に九州福岡県を中心に襲った豪雨で被災された県民の皆さんが今なお避難生活
を余儀なくされている方がたくさんおられます。一日でも早く元の生活に戻れるように、お
祈り申し上げると共に、我々も大正琴音楽を通じて社会貢献活動を中心に積極的な活動を
行っていきたいと思います。 編集担当　常務理事　岡本　浩二

今後の予定
第6回通常総会

日時：平成30年6月6日㈬
会場：名古屋ガーデンパレス

平成30年度定期演奏会
日時：平成30年9月29日㈯
会場：長野県長野市
　　　ホクト文化ホール
※ 入場無料

第33回国民文化祭・おおいた2018 大正琴の祭典
・子供の部（平成30年全国子供大正琴コンクー

ル）
・一般の部（愛好者の皆さまの演奏）

日時：平成30年11月11日㈰
会場：大分県宇佐市
　　　宇佐市宇佐文化会館　大ホール
　　　（ウサノピア）
※ 入場無料


