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理 事 長 挨 拶

公益社団法人大正琴協会　第７回通常総会議事録

　日頃より公益社団法人大正琴協会にご支援賜り、誠に有難うございます。
　大正琴は先人達に弾き紡がれ、大正、昭和、平成を経て、令和の新時代を迎
えることができました。
　まだ大衆が楽器に触れる機会が少なかった大正時代に、大正琴の大流行で音
楽が身近なものとなり、昭和時代は一時衰退したものの、合奏楽器として大正
琴が見事に復活を果たして再び大ブームが訪れました。

　このブームを受けて平成時代が幕を開け、平成5年には当協会の前身である社団法人大正琴協会も設立
されるなど、平成は多くの愛好者の切磋琢磨により大正琴がブームから文化へ熟成した時代であったと
言えます。
　令和時代の大正琴音楽文化は後世の人々からどのように総括されるのでしょうか。その運命を託され
ているのが今まさに大正琴に夢中になっている皆様です。特に当協会正会員にはその先頭に立って、大
正琴の魅力の発信をお願いしたいと思います。
　今年7月から開催される「東京2020オリンピック・パラリンピック」の感動は、令和の歴史として私達
の心にいつまでも残るでしょう。大正琴も日本の文化として一層の磨きをかけて、新時代も多くの人々
の心に感動を届け続けることを願っています。

令和2年3月1日発行

１．総会の種類　第7回通常総会
２．招集年月日　令和元年5月13日㈪
３．開　催　日　時　令和元年6月5日㈬

午後1時00分から午後1時45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 　　　3,224名
総社員の議決権の数　　 　　　　　　　　3,224個
出席社員数　 　　　　　　　　　　　　　2,541名
　（内、当日出席者41名、委任状による者 2,500名）
この議決権の総数 　　　　　　 　　　 　2,541個

６．出席役員等
出席代表理事として岩間昌一副理事長（議事録作成者）
出席業務執行理事として鈴木礼子、北林　篤、
眞鍋義廣、岡本浩二、藤澤賢治各常務理事
出席理事　中村敏裕、伊藤隆志、池田眞一、
　　　　　加藤　誠
出席監事　遠島敏行、丹羽正夫
事　務　局　横澤美樹

７．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。
　北林篤常務理事が、開会を宣言。
⑵挨拶
　岩間昌一副理事長が挨拶。
 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、岩間昌一
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過半数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

公益社団法人　大正琴協会理事長
海 部 俊 樹
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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30年度事業報告の承認に関する件 
　議長が、岡本浩二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30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30年4月1日～平成31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

（報告事項）
報告１　2019年度事業計画の報告に関する件
　議長が、藤澤賢治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2019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　2019度収支予算の報告に関する件
　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2019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。

８．閉会 
　以上をもって、公益社団法人大正琴協会第７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、鈴木礼子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。

令和元年６月５日
公益社団法人大正琴協会  通常総会

　議　　　　長　　岩間昌一　㊞ 
　　　　　　　　　　　
　議事録署名人　　藤澤賢治　㊞
　　　　　　　　　　　
　　　同　　　　　加藤　誠　㊞

2019年度予算書
正味財産増減計算書の要旨

　　自：平成31年4月1日　至：令和2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 19,591

　〔　　基本財算運用益〕 〔　　　   6〕
　〔　受取入会金、会費〕 〔　　12,299〕

〔　　　　　事業収益〕 〔　 　2,100〕
〔　　　　受取負担金〕 〔　 　5,186〕
〔　　　　受取寄附金〕 〔　　　   0〕 
〔　　　　　　雑収益〕 〔　　　   0〕 

経常費用 21,068
〔　　　　　　事業費〕 〔　　15,716〕

　〔　　　　　　管理費〕 〔　　 5,352〕
　当期経常増減額 △1,477
一般正味財産期首残高 30,725
一般正味財産期末残高 29,248
正味財産期末残高 29,248
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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 福島市立森合小学校
4 埼玉県 飯能市立富士見小学校
5 千葉県 東金市立鴇嶺小学校
6 東京都 八王子市立大和田小学校
7 神奈川県 子育て支援ペンギン倶楽部
8 長野県 軽井沢町立軽井沢東部小学校
9 新潟県 魚沼市立湯之谷小学校
10 富山県 射水市立海老江児童センター
11 富山県 射水市立東明小学校
12

静岡県

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

愛知県

一宮市立千秋東小学校
22 西尾市立西尾中学校
23 豊田市立梅坪小学校
24 名古屋市立なごやトワイライトルーム
25

三重県

鈴鹿市立庄内小学校
26 津市立川口小学校
27 伊勢市立厚生小学校
28 四日市市立大谷台小学校

88台（メーカ無償協力分を含む）の大正琴を寄贈、講師を派遣し、823名の皆さんが受講されました。

№ 県 学校名
29 三重県 四日市市立大矢知興譲小学校
30 朝上地区コミュニティセンター
31

京都府
京都市立伏見住吉小学校

32 京丹後市峰山地域公民館
33 舞鶴市立中筋小学校
34

大阪府

忠岡町児童館
35 茨木市立水尾小学校
36 高石市立取石小学校
37 大阪府吹田市山二地区公民館
38

奈良県

王寺町立王寺北小学校
39 王寺町立王寺南小学校
40 王寺町立王寺小学校
41 斑鳩町生涯学習課
42 広島県 廿日市市立宮内小学校
43 福岡県 朝倉市立金川小学校
44 朝倉市立三奈木小学校
45 熊本県 熊本市立杉上小学校
46 和水町立菊水西小学校
47

大分県
大分東明高等学校

48 大分市立三佐小学校
49 大分市立稙田小学校
50 宮崎県 宮崎市立赤江中学校区放課後子ども教室
51 宮崎市立住吉小学校
52

沖縄県

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

平成30年度決算書

平成30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31年3月31日現在　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

科　　目 金　　額

資産の部
流 動 資 産 10,088
固 定 資 産 21,005
合 計 31,094

負債及び情味財産の部

流 動 負 債 804
負 債 合 計 804
指 定 正 味 財 産 0
一 般 正 味 財 産 30,289
負債及び正味財産合計 31,094

　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。

平成30年度 大正琴寄贈及び講師派遣先
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　令和1年6月5日㈬に開催され

た「公益社団法人大正琴協会第

7回通常総会終了後」、当法人

の目的である大正琴による生涯

学習活動を通じて、次世代へ伝

承と芸術文化の振興に寄与する

ことに賛同し、10年以上に亘り

組織を支援して頂いております

賛助会員の皆様に敬意表すた

め、感謝状を贈呈しました。

2019年度普及功労者表彰

2019年度賛助会員表彰

　令和1年6月5日㈬に「公益社

団法人大正琴協会第7回通常総

会」が開催され、続いて「2019

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

者を代表して今井弘美様から当

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。

「2019年度普及功労賞」受賞者の皆様
（順不同・敬称略）

田中　美香子 京都府舞鶴市 林　　千恵子 愛知県犬山市
木村　　薫留 鳥取県米子市 半田　　恭子 埼玉県さいたま市
石井　恵美子 愛知県豊橋市 小副　　千枝 埼玉県川口市
山口　美津子 静岡県熱海市 今井　　弘美 岐阜県大垣市
増田　二三子 静岡県駿東郡 伊藤　美代子 長野県伊那市
黒石　　道子 静岡県伊豆市 鈴木　　靖子 埼玉県大里郡
仲田　　宣子 静岡県駿東郡 清野　　請子 三重県四日市市
増田　きよ子 静岡県富士市 舩山　　　緑 福島県福島市
山田　てる子 静岡県駿東郡 藤本　　敬子 奈良県北葛城郡
松本　　明美 島根県松江市 堀川　　咲子 千葉県旭市
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2019年全国子供大正琴コンクール
天皇陛下御即位記念　第34回国民文化祭・にいがた2019 
第19回全国障害者芸術・文化祭にいがた大会「大正琴の祭典」（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）

天皇陛下御即位記念
第34回国民文化祭・にいがた2019

第19回全国障害者芸術・文化祭にいがた大会「大正琴の祭典」
　令和元年11月10日㈰に新
潟県長岡市の「長岡リリッ
クホール コンサートホー
ル」にて「大正琴の祭典」
が開催されました。
　今回も文化庁主催の第34
回国民文化祭の事業の一環
として実施し、2019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」には地元新潟県内の大正琴愛好者を中心に全国から14グループが集い、多種
多彩な大正琴音楽を国民文化祭の舞台で披露しました。
　なお、今後も国民文化祭は2020年宮崎県、2021年和歌山県、2022年沖縄県での開催が決定
しており、「大正琴の祭典」も開催する予定です。

　2019年全国子供大正琴コンクール最終選考会は、天皇陛下御即位記念　第34回国民文化
祭・にいがた2019 第19回全国障害者芸術・文化祭にいがた大会「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16個人・グループが出演し、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となりました。その結果、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。
　次回のコンクールは、令和2年11月8日㈰に宮崎県宮崎市の宮崎市民文化ホール 大ホール
にて開催が決定しております。大正琴文化の次世代継承を目的に、コンクールに挑戦する子
供たちを育てる活動にご理解・ご協力をお願い致します。

2019年度「感謝状」贈呈者の皆様
（順不同・敬称略）

イトウ写真スタジオ 株式会社伊藤製作所
有限会社絵夢オーディオラボ 株式会社カメラワーク
株式会社ケーアイ・オフィス・サプライ サカエ税理士法人
杉本印刷株式会社 東海スタジオ
有限会社日本バイオリン研究所大正琴全国普及会 富士ゼロックスサービスリンク株式会社
名鉄観光サービス株式会社 株式会社ライリスト社
レッドホースコーポレーション株式会社 ローランド株式会社
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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 ○ かあさんの歌～おふくろさん 後藤巴月

ソロ部門Ｂ ○ じょんがら 増田心馬

アンサンブル部門Ａ ○ ラ・クンパルシータ 大正琴ファンタジー・琴音人「夢」

アンサンブル部門Ｂ ○ 「あんたがたどこさ」の主題による幻想曲 ラブ＆ハープ

金賞

ソロ部門Ａ

○ 「80日間世界一周」の主題による変奏曲 大島千佳

○ 喜歌劇「軽騎兵」序曲 若林慧磨

○ みずいろの雨 山田桜礼

ソロ部門Ｂ

○ ラデツキー行進曲 古賀可蓮

○ 春の海 竹倉実李

○ ハンガリー舞曲第5番 橋本莉

アンサンブル部門Ａ

○ コナンのテーマ２ 伏見住吉小学校大正琴部“伏見宝塚”

○ 花は咲く 春の会大正琴教室

○ ジュピター 煌めき☆kid’sクラブ

アンサンブル部門Ｂ

○ 糸 飯島中学校2年3組

○ 千本桜 Milky girls

○ 星のフラメンコ ザ・フラワーズ

銀賞

ソロ部門Ａ

喜歌劇「天国と地獄」序曲 芹澤郁奈

思い出のアルバム 山田彩葉

小さな世界 吉富心音

ジュピター 増田悠菜

海の声 一色小町

千本桜 狩野想和

富士山 鈴木琴音

ソロ部門Ｂ

夜桜お七 岸彩乃

ひまわりの約束 本橋穏空

白鳥の湖 土山琴

アンサンブル部門Ａ

サザエさん ドレミ音楽教室

ドラえもん 梨花の里のなかまたち

小さな世界 京丹後市峰山地域公民館キッズハープ

うたえバンバン 山二子ども大正琴クラブ

いつも何度でも 小さな華の会

荒城の月 宮崎市立住吉小学校大正琴クラブ

ＨＡＮＡＢＩ キーハープくらぶJr.

花は咲く 小柳小学校ブラスバンド部

パプリカ スマイルエンジェルズ

パッヘルベルのカノン とりぷる♡はーぷ

故郷 愛知県西尾市立西尾中学校 オアシスクラブ

アンサンブル部門Ｂ

Ｕ・Ｓ・Ａ 宇宙☆ＣＯＳＭＯＳ

ラデツキー行進曲 住田町立世田米中学校

Kanon（パッヘルベルのカノン） kindenryu大阪ジュニアアンサンブル

少年時代 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31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31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16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

「2019 年全国子供大正琴コンクール」審査結果
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文部科学大臣賞 受賞者

演奏の様子（ソロ部門） 演奏の様子（アンサンブル部門）

令和2年全国子供大正琴コンクール出場者募集
　令和2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会を行い金賞・銀賞・銅賞を選定し、その中の成績
上位者の方に「大正琴の祭典」子供の部（コンクール最終選考会）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達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：令和2年11月8日㈰
会　　場：宮崎市民文化ホール　大ホール
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：18歳以下の子供
※最終選考会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

　　音楽の力、大正琴の力
琴伝流　田中　千賀

　「音楽で心が癒された」「音楽の持つ力はすごい」という言葉
を再々耳にしますが、20年前の私自身も音楽の恩恵で立ち直るこ
とが出来た一人でした。
　平成10年の春に2人の子供が大学生になり県外で暮らし始めた
ことが、私にそれほど大きな影響を及ぼすとは思っていませんで
したが、日を追うごとに自暴自棄になって、とうとうスーパーへ
の買い物にも行けなくなってしまいました。
　「空の巣症候群だから籠ってないで何か楽しいことでも始めた
ら？」との親友のアドバイスから色々なサークルへ見学に行き、
その時なぜか思い出したのがもう少し年を取ったら絶対習ってみ
ようと決めていた大正琴のことです。
　「大正琴に流派があること」「楽譜が数字譜であること」「アンサンブルで演奏しているこ
と」等々何も知らなかった私は、色々な流派を吟味した結果、琴伝流に入門させていただきまし
た。
　弾ける曲が増えるたびに、その達成感が私に見えない力をくれ、やっと自分自身の長年のトン
ネルから抜け出すことが出来ました。これが私の体験した大正琴音楽の凄さです。
　個を優先する今の時代に、全体を優先する大正琴音楽は引き継いでいくべき大切な文化財では
ないかと思いながら、自分の感じた達成感を一人でも多くの方に伝えたいと日々の指導に励んで
います。

　昨年も、全国各地において震災や豪雨災害に見舞われました。今なお、避難生活を余儀な
くされている方々も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。
　当協会は社会音楽として大正琴を通じて音楽の楽しさ、生きがい、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8回通常総会

日　時：令和2年6月3日㈬ 
会　場：名古屋ガーデンパレス

第35回国民文化祭・みやざき2020、第20回全国障害者芸術・文化祭みやざき大会「大正琴の祭典」
・一般の部（愛好者の皆さまの演奏）
・子供の部（令和2年全国子供大正琴コンクール　最終選考会）
日　時：令和2年11月8日(日)
会　場：宮崎市民文化ホール　大ホール
入場料：無料


