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理 事 長 挨 拶

公益社団法人大正琴協会　第６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支援賜り、誠に有難うございま
す。
　当法人の活動を紹介するこの「協会たより」は、正会員の皆様には会報とし
て、外部の皆様には広報紙として設立当初から発行してきました。そして今回
が平成最後の発行となります。
　大正琴ブームで幕が開いた平成時代は、大正琴が日本の文化として根付いた

時代でした。社団法人大正琴協会は平成5年に設立され、その活動が認められて平成25年に公益社団法人
に移行し、国民文化祭「大正琴の祭典」の運営を任されるなど、大正琴音楽文化の発展のみならず大正
琴愛好者と行政等をつなぐ役割も果たしてきました。
　新しい時代に入り、2020年には「東京オリンピック・パラリンピック」が開催されます。オリンピッ
ク憲章にはスポーツと文化と教育の融合が謳われており、このスポーツの祭典は大正琴にとって無縁な
ものではありません。これから各地でオリンピック・パラリンピックの関連イベントが行われると思い
ます。こうした機会に大正琴の音色で華を添えて、文化の力で大会を成功へと導きましょう。
　時代を越えて、皆様の益々のご活躍に大きな期待をいたしております。

平成31年3月1日発行

１．総会の種類　第６回通常総会
２．招集年月日　平成30年5月11日㈮
３．開　催　日　時　平成30年6月6日㈬

午後1時00分から午後2時00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 　3,471名
総社員の議決権の数 3,471個
出席社員数（委任状による者を含む） 2,674名

　　この議決権の総数 　　　　2,674個
　　　（内、代理権行使による議決権数 　　 2,639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　岩間昌一、北林　篤、岡本浩二、
　　　　　藤澤賢治、眞鍋義廣、加藤　誠、
　　　　　池田眞一、中村敏裕、伊藤隆志
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、出席正会員中より、鈴
木礼子副理事長を本総会の議長としたいを旨諮った
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
は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員の出
席があったので、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。

　　（決議事項）
第１号議案　平成29年度事業報告の承認に関する件 
　議長が、眞鍋義廣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、全員一致をもって承認可
決した。

公益社団法人　大正琴協会理事長
海 部 俊 樹
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第２号議案　平成29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29年4月1日～平成30年3月31日）における
事業状況について、予め配布した計算資料をもとに詳し
い説明があった。
　引き続いて監事を代表し、丹羽正夫監事が、理事の職
務執行状況及び計算書類等を監査したところ、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　理事及び監事の選任に関する件
　議長が、当法人の理事14名及び監事２名の全員が本総
会の終結をもって任期満了退任するので、その改選の必
要がある旨を述べ、その選任方法について議場に諮っ
た。出席社員の中より意見がないため、議長が、議長の
指名に一任することでよいかについて、その賛否を議場
に諮ったところ全員異議なくこれに賛同した。
　よって、議長は、藤澤賢治常務理事に役員候補者案の
説明を求めた。同氏は、役員候補者が下記の理事14名及
び監事２名である旨を報告した。
　議長が、下記候補者を指名し、それぞれの選任の賛否
を議場に諮ったところ全員一致をもって、下記全員につ
きそれぞれの選任を承認可決した。
　なお、出席理事及び監事の全員は、席上、いずれもそ
の就任を承諾した。

理　事　海部　俊樹、鈴木　萬司、岩間　昌一、
　　　　北林　　篤、鈴木　礼子、岡本　浩二、
　　　　藤澤　賢治、眞鍋　義廣、福留　　強、

　　　　加藤　　誠、池田　眞一、中村　敏裕、
　　　　伊藤　隆志、山﨑　照登
監　事　遠島　敏行、丹羽　正夫

　（報告事項）
報告１　平成30年度事業計画の報告に関する件
　議長が、岡本浩二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30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30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30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６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、北林篤常務理事が閉会を
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30年6月6日
公益社団法人大正琴協会  通常総会

議　　　　長　　鈴木　礼子　㊞    
議事録署名人　　藤澤　賢治　㊞  
　　同　　　　　加藤　　誠　㊞

平成30年度予算書
正味財産増減計算書の要旨

　　自：平成30年4月1日　至：平成31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 25,722

　〔　　基本財算運用益〕 〔　　　   6〕
　〔　受取入会金、会費〕 〔　　12,560〕

〔　　　　　事業収益〕 〔　 　7,900〕
〔　　　　受取負担金〕 〔　 　5,236〕
〔　　　　受取寄附金〕 〔　　　   0〕 
〔　　　　　　雑収益〕 〔　 　　 20〕 

経常費用 27,295
〔　　　　　　事業費〕 〔　　21,675〕

　〔　　　　　　管理費〕 〔　　 5,619〕
　当期経常増減額 △1,573 
一般正味財産期首残高 30,244 
一般正味財産期末残高 28,671 
正味財産期末残高 28,671 
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№ 県 学校名
1 岩手県 住田町立世田米中学校
2 秋田県 大館市立釈迦内小学校
3

福島県
会津若松市立ザベリオ学園小学校

4 いわき市立大野第一小学校
5 いわき市立湯本第二小学校
6 埼玉県 飯能市立富士見小学校
7 千葉県 東金市立鴇嶺小学校
8 東京都 八王子市立大和田小学校
9 神奈川県 子育て支援ペンギン倶楽部
10 長野県 軽井沢町立軽井沢東部小学校
11 新潟県 糸魚川市立糸魚川小学校
12

富山県
射水市立東明小学校

13 射水市立海老江児童センター
14 石川県 七尾市立和倉小学校
15

静岡県

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

愛知県
豊田市立梅坪小学校

25 一宮市立千秋東小学校
26 名古屋市立なごや小学校トライライトスクール

81台（メーカー無償協力分を含む）の大正琴を寄贈、講師を派遣し、667名の皆さんが受講されました。

№ 県 学校名
27

三重県

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

京都府

京都市立伏見住吉小学校
33 華頂女子中学高等学校
34 舞鶴市立中筋小学校
35 京丹後市立峰山小学校
36

大阪府
茨木市立水尾小学校

37 忠岡町児童館
38 吹田市立山田第二小学校土曜スクール
39

奈良県

王寺町立王寺北小学校
40 王寺町立王寺南小学校
41 王寺町立王寺小学校
42 斑鳩町生涯学習課
43 広島県 廿日市市立宮内小学校
44

福岡県
朝倉市立三奈木小学校

45 朝倉市立金川小学校
46 熊本県 和水町立菊水西小学校
47 宮崎県 宮崎市立住吉小学校
48

沖縄県

那覇市立松川小学校
49 南風原町立津嘉山小学校
50 南風原町立翔南小学校
51 南城市立大里北小学校

平成29年度決算書

平成29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 10,091
固 定 資 産 21,005
合 計 31,097

負債及び情味財産の部

流 動 負 債 371
負 債 合 計 371
指 定 正 味 財 産 0
一 般 正 味 財 産 30,725
負債及び正味財産合計 31,097

　平成29年度学校等への大正琴の寄贈と講師派遣事業を報告します。
　学校教育において和楽器が扱われるようになったことに連動して、平成18年から始まった
この事業は、全国の大正琴指導者である正会員の皆様の熱意により、大正琴音楽文化の次世
代継承に大きな役割を果たしています。
　学校では進学や進級で子供たちが入れ替わる度に、指導者のご苦労は並々ならぬものがあ
ると思いますが、当法人もできる限りの支援を継続したいと考えていますので、事業の一層
の充実がはかれますよう皆さまのご協力をお願いします。

大正琴普及事業　平成29年度　寄贈及び講師派遣先
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　平成30年9月29日㈯に長野県長野市の「ホクト文化ホール」にて平成30年度大正琴定期演奏会を

開催しました。

　一般愛好者16グループ、指導者3グループの計19グループが集い日頃の練習の成果を披露しまし

た。当法人成立以来甲信越地区で初めて開催した演奏会には、長野県内の愛好者を中心に他府県

からも多数ご参加いただき、大正琴で結ばれた輪を実感するとともに、大正琴音楽の芸術性を来

場された多くの方々に提供できました。

平成30年度大正琴普及功労者表彰

平成30年度大正琴定期演奏会

　平成30年6月6日㈬に開催され

た「公益社団法人大正琴協会第

6回通常総会」に続いて、「平

成30年度大正琴普及功労者表

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

者を代表して野田悦子様から当

法人の事業発展に永年に携わっ

ていただいた想いなどを謝辞で

述べられました。

「平成30年度普及功労賞」受賞者の皆様
（順不同・敬称略）

野田　　悦子 石川県加賀市 小野　　昌子 静岡県沼津市

奥野　　昌子 兵庫県宍粟市 高井　　秀子 岐阜県岐阜市

椿本　　悦子 奈良県香芝市 川上　　和子 埼玉県飯能市

鈴木　　玉子 愛知県瀬戸市 中村　江美子 長野県上伊那郡

上原　　絹枝 静岡県伊東市 岡田　　道子 長野県佐久市

大野　　芳子 静岡県駿東郡 中山　　玲子 大阪府池田市

小原　富美子 静岡県伊豆の国市 木島　　康代 千葉県長生郡

浜島　　洋子 静岡県沼津市 増田　　喜美 千葉県旭市

江本　　光代 静岡県沼津市 樋口　久美子 大阪府高槻市

鈴木　三千代 静岡県富士市 井出　　静枝 長野県南佐久郡
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第33回国民文化祭・おおいた2018
第18回全国障害者芸術・文化祭おおいた大会「大正琴の祭典」

　平成30年11月11日㈰に大分県宇佐市の「宇佐文化会館・ウサノピア 大ホール」にて「大
正琴の祭典」を開催しました。
　今回も文化庁主催の第33回国民文化祭の事業の一環として実施し、平成30年全国子供大正
琴コンクール最終選考会も同時開催しました。
　一般の部には全国の愛好者14グループが集い、多彩なる大正琴音楽を国民文化祭という大
きな舞台で披露しました。幅広い年齢層に愛好される大正琴の多種多彩な音楽表現が会場の
聴衆を魅了する素晴らしい祭典となりました。

愛好者演奏

愛好者演奏

愛好者演奏

愛好者演奏
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平成30年全国子供大正琴コンクール
（第33回国民文化祭・おおいた2018　第18回全国障害者芸術・文化祭おおいた大会）

　平成30年全国子供大正琴コンクール最終選考会は、第33回国民文化祭・おおいた2018 第
18回全国障害者芸術・文化祭おおいた大会「大正琴の祭典」の子供の部として開催しまし
た。
　当コンクールの最終選考会には一次選考会を通過した計13個人・グループが出演し、今回
は、4部門全ての最優秀演奏者へ文部科学大臣賞が贈られました。

賞 部門 本選 曲名 氏名・グループ名

文部科学大臣賞

ソロ部門Ａ ○ 「8 つのユーモレスク」より変ト長調第 7 番 若林慧磨
ソロ部門Ｂ ○ チャルダッシュ 橋本莉

アンサンブル部門Ａ ○ 碧空（ＢＬＡＵＥＲ　ＨＩＭＭＥＬ） 大正琴ファンタジー・夢
アンサンブル部門Ｂ ○ さらし風手事変奏 岡山琴瑛会

金賞

ソロ部門Ａ

○ 人生劇場 後藤巴月
鱒（ます） 大島千佳
太陽がくれた季節 山田桜礼

「天空の城ラピュタ」より君をのせて 山上茜
贈る言葉 阿南俊則
ディ・ドリーム・ビリーバー 岸彩乃

ソロ部門Ｂ
○ ラ・カンパネラ 増田心馬
○ 桜舞曲 土山琴

お祭りマンボ 竹倉実李

アンサンブル部門Ａ

○ 島唄 レインボーガールズ
○ アイネ・クライネ・ナハトムジーク 松川っ子 大正琴クラブ
○ パイレーツ・オブ・カリビアンメドレー 煌めき☆ kid’s クラブ
○ ロシアより愛をこめて ラブ＆ハープ

もののけ姫 梨花の里のなかまたち
狙いうち 伏見住吉小学校大正琴部“伏見宝塚”

アンサンブル部門Ｂ
○ ＳＡＫＵＲＡ キーハープくらぶＪｒ.Ⅰ
○ 365 日の紙飛行機 ザ・フラワーズ

ずいずいずっころばし　jazz　style Milky girls 5

銀賞 ソロ部門Ａ

ミュージカル「サウンド・オブ・ミュージック」よりエーデルワイス 芹澤郁奈
ドレミの歌 山田彩葉
空から降ってきた少女 増田悠菜
ミュージカル「チキ・チキ・バン・バン」よりチキ・チキ・バン・バン 山梨拓己
やさしさに包まれたなら 一色小町
世界に一つだけの花 須藤由衣
涙そうそう 筒井日陽里

「猫の恩返し」より風になる 玉井竣

銀賞 ソロ部門Ｂ
河内おとこ節 古賀可蓮
時代 本橋穏空
ハクション大魔王のうた 儀保樹莉亜

銀賞 アンサンブル部門Ａ

「3 つの軍隊行進曲」より第一番二長調 狩野兄弟
荒城の月 琴美会・双小キッズ
みんながみんな英雄 吹田市土曜スクール
レイダーズ・マーチ～インディー・ジョーンズより 峰山地域公民館キッズハープ
ミッキーマウス・マーチ キーハープくらぶＪｒ.Ⅱ
山の音楽家 まま琴会　小柳小学校部門
となりのトトロ 軽井沢東部小学校大正琴クラブ
亜麻色の髪の乙女 朝上キッズ大正琴
ひまわり娘 スマイルエンジェルズ
いのちの名前「千と千尋の神隠し」より のん＆りん
森のくまさん 宮崎市立住吉小学校
栄光の架橋 リトル・ポップコーン
いい日旅立ち 廿日市市宮内小学校
旅立ちの日に 宇宙☆ＣＯＳＭＯＳ
栄光の架橋 海老江児童センター　大正琴クラブ

「平成 30 年全国子供大正琴コンクール」審査結果
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賞 部門 本選 曲名 氏名・グループ名

銀賞 アンサンブル部門Ｂ

クシコスポスト ふじえだハープガールズ
美しき日本の心の歌メドレー ひまわり
ロミオとジュリエット 住田町立世田米中学校総合文化部
上を向いて歩こう 大分東明高校商業科介護福祉コース１年

・部門の説明（年齢基準日　平成 30 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
　　※ 平成 30 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 13 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　ソロ A
若林慧磨

文部科学大臣賞　アンサンブル A
大正琴ファンタジー・夢

文部科学大臣賞　ソロ B
橋本　　莉

文部科学大臣賞　アンサンブル B
岡山琴瑛会

2019年全国子供大正琴コンクール出場者募集
　2019年全国子供大正琴コンクールは、昨年に引き続き国民文化祭の事業の一環として行われる
ことになりました。
　お送りいただいたビデオ映像にて一次選考を行い金賞・銀賞・銅賞を選定し、その中の成績上
位の方に「大正琴の祭典　子供の部（最終選考会）」にご出演いただきます。
　コンクールへの参加は大正琴を習う子供たちにとって大きな目標になります。演奏レベルは問
いませんのでお気軽にご応募ください。

開　催　日：2019年11月10日（日）
会　　場：長岡リリックホール　コンサートホール
部　　門：ソロ部門、アンサンブル部門
表　　彰：金賞・銀賞・銅賞・文部科学大臣賞
参　加　費：無料
参加対象：高校生以下の子供
※本選出演者へ一部交通費の補助があります。
※詳細は当法人ホームページまたは当法人へお問い合せください。
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会員たより

編集後記

　　私と大正琴
琴城流大正琴振興会　大分支部支部長　大塚恵子

　昭和60年、大分市内で新聞社
が主催するカルチャー教室に
て、大正琴を習い始めて今日ま
できました。その当時は教室内
でも私が一番若く、他の生徒さ
んからは直ぐに退会されるので
はと思われていたようでした。
　「好きこそ物の上手なれ」と
いう言葉がある通り、一生懸命
に大正琴の腕前をあげるために
頑張ってきたことが、つい最近のように思い出します。
　今では、大分市内を拠点に支部として沢山の生徒さんと共に、日々指導やお稽古に励んでいま
す。本年、地元大分県にて第33回国民文化祭おおいた2018「大正琴の祭典」と、平成30年全国子
供大正琴コンクールが、宇佐市の宇佐文化会館ウサノピアにおいて同時開催されると聞き、地元
の生徒で盛上げようと3グループで参加しました。
　事前の合同練習など大変でしたが、当日は他流派の演奏を聴けたことが、とても楽しくまた勉
強になることも多々あり、とても有意義な体験でした。
　また、子供たちによる本選での素晴らしい演奏に目を見張りました。このコンクール本選に大
分支部の子供たちも演奏する機会があり、少ない練習時間の中でよく頑張ってくれました。この
ような「大正琴の祭典」が全国各地で開催され、大正琴の輪が全国に広がっていくことを願い、
気持ちを新たに大正琴に向かい練習に励んでいきます。

　　昨年は、各地において震災や豪雨災害に見舞われた年でした。現在も避難生活を余儀な
くされている方も多々おられると思います。一日も早く元の生活に戻れるように、お祈り申
し上げます。
　本年は年号が変わり新しい歴史のスタートとなります。当法人はさらに大正琴を通して音
楽の楽しさ、喜び、人と人の絆を繋いで参りたいと思います。
 編集担当：眞鍋義廣

今後の予定
第7回通常総会

日時：2019年6月5日㈬ 
会場：名古屋ガーデンパレス

第34回国民文化祭・にいがた、第19回全国障害者芸術・文化祭「大正琴の祭典」
・一般の部（愛好者の皆さまの演奏）
・子供の部（2019年全国子供大正琴　コンクール　最終選考会）
日時：2019年11月10日㈰
会場：長岡リリックホール　コンサートホール
　　　入場無料


