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理 事 長 挨 拶

公益社団法人大正琴協会　第８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を賜り誠にありがとうござ
います。
　この「協会たより」は、当協会の運営活動を周知していただくもので
あり、また、会員皆様方の日頃の活動や功績をご紹介するものでもあり
ます。

　平成５年に当協会の前身である社団法人大正琴協会が設立されて以来、今日まで大正琴の普及
発展のために様々な活動をしてまいりましたが、今後ともこの「協会たより」を通して当協会の
活動にご理解を深めていただき情報の共有化を図り、会員皆様のお力添えをいただきながら努力
し精進いたす所存でございます。
　大正元年に生まれ、愛好者に育まれてきた大正琴ですが、大正・昭和・平成そして令和と時代
が流れる中で、時には国難ともいわれる一大事に見舞われることも幾度か繰り返してきました。
　今回の新型コロナウイルスの感染拡大は世界中の人々の暮らしに大きな変化をもたらしました。
　大正琴を愛好される皆様方も日々の練習の際には、三密を避け、「新しい生活様式」を取り入
れながら時代に寄り添った形で大正琴音楽を提供し続け、人々に感動を届け続けていただけるよ
う願っております。

令和3年3月1日発行

１．総会の種類　第8回通常総会
２．招集年月日　令和2年5月25日㈪
３．開　催　日　時　令和2年6月18日㈭

午後1時00分から午後2時00分
４．開　催　場　所　⑴名古屋市中区大須三丁目8番20号

　高榮ビル2階
　公益社団法人大正琴協会事務所
⑵愛知県名古屋市昭和区御器所1丁目6番24号
　（愛知会場）
⑶静岡県浜松市中区領家2丁目25番11号
　（静岡会場）
⑷長野県駒ケ根市赤穂14-54（長野会場）

５．出席社員の状況
議決権のある社員（正会員）総数　 3,144名
総社員の議決権の数　　　　　　　　　 　  3,144個
出席社員数（委任状による者を含む）  2,361名
この議決権の総数 2,361個
　　（内、代理権行使による議決権数 2,353個）
なお、愛知会場、静岡会場及び長野会場に存する社員は、
WEB会議システム（インターネット回線を使用した音声
と映像を伝達するシステム）により、本総会に出席した。

６．議長兼議事録作成者　副理事長 　岩間昌一
７．出席役員等

出席理事　岩間昌一、加藤　誠
出席監事　遠島敏行、丹羽正夫
事　務　局　横澤美樹
なお、次の理事は、WEB会議システムにより、次の場所
において出席した。
⑴愛知会場　岡本浩二、伊藤隆志
⑵静岡会場　鈴木礼子、眞鍋義廣、中村敏裕
⑶長野会場　北林　篤、藤澤賢治、米山千秋（新任）

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、司会者の事務局横澤美樹が挨拶。
なお、WEB会議システム利用に際し、情報伝達の双方

向性・即時性の確保がなされていることを確認した旨を述
べた。

岡本浩二常務理事が、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、出席正会員中より、岩間昌一副理事
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3分の2以上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、岡本浩二常務理事及び眞鍋義廣
常務理事を指名し、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　2019年度事業報告の承認に関する件 
　議長が、藤澤賢治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。
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第２号議案　2019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31年4月1日～令和2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　会費規則の一部変更の承認に関する件
　議長が、北林篤常務理事に本件議案の説明を求めた。
　同理事より、予め配布した資料をもとに本件議案について詳
しい説明がなされた。
　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、定款第18条第2号の特別決議の要件を
満たしており、全員一致をもって原案どおり承認可決した。

第４号議案　令和2年度正会員年会費免除の承認に関する件
　議長が、同北林篤理事に本件議案の説明を求めた。
　同理事より、本件議案について「対象者の選定基準とこれに
よる事業活動への影響」を明確にしたうえで、詳しい説明がな
された。
　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、定款第18条第2号の特別決議の要件を
満たしており、全員一致をもって原案どおり承認可決した。　

第５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、同北林篤理事に本件議案の説明を求めた。
　同理事より、予め配布した資料をもとに本件議案について詳
しい説明がなされた。
　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、定款第１８条第２号の特別決議の要件
を満たしており、全員一致をもって原案どおり承認可決した。

第６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、同北林篤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、中村　敏裕、伊藤　隆志、
　　　　　山﨑　照登、米山　千秋（新任）
監　　事　遠島　敏行、丹羽　正夫

（報告事項）
報告１　令和2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令和2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　令和２年度収支予算の報告に関する件
　議長が、事務局に本件の説明を求めた。事務局は、予め配布
した資料をもとに令和２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８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２年６月18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　　岡本浩二 ㊞ 

　           同　　　　 　　眞鍋義廣 ㊞

令和2年度予算書
正味財産増減計算書の要旨

　　自：令和2年4月1日　至：令和3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 20,100

〔　　基本財算運用益〕 　　　　　〔 　　　5〕
　〔　受取入会金、会費〕 　　　　　〔 11,763〕

〔　　　　　事業収益〕 　　　　　〔 2,160〕
〔　　　　受取負担金〕 　　　　　〔  6,172〕
〔　　　　受取寄附金〕 　　　　　〔 　　 　0〕
〔　　　　　　雑収益〕 　　　　　〔  　　　0〕

経常費用 22,422　
〔　　　　　　事業費〕 　　　　　〔 　17,101〕

　〔　　　　　　管理費〕 　　　　　〔 5,320〕
　当期経常増減額 △2,322 
一般正味財産期首残高 30,725 
一般正味財産期末残高 28,403
正味財産期末残高 28,403 
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№ 県 学校名
1

岩手県
住田町立世田米中学校

2 久慈市小久慈市民センター
3 秋田県 大館市立釈迦内小学校
4 福島県 さくら幼稚園学童さくらっこクラブ
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（横浜市立市沢小）
8

長野県
軽井沢町立軽井沢東部小学校

9 東塩田児童センター
10

富山県
射水市立海老江児童センター

11 射水市立東明小学校
12 石川県 志賀町立富来小学校
13

静岡県

島田市立六合小学校
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 島田市立初倉小学校
19 静岡県立藤枝特別支援学校焼津分校
20

愛知県

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

29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、615名の皆様が受講されました。

№ 県 学校名
24

三重県

鈴鹿市立庄内小学校
25 津市立川口小学校
26 四日市市立大谷台小学校
27 朝上地区コミュニティセンター
28

京都府
京都市立伏見住吉小学校

29 舞鶴市立中筋小学校
30

大阪府
忠岡町児童館

31 茨木市立水尾小学校
32 大阪府吹田市山二地区公民館
33

奈良県
王寺町立王寺南小学校

34 王寺町立王寺小学校
35 斑鳩町教育委員会生涯学習課
36

広島県
廿日市市立宮内小学校

37 広島県立戸手高等学校
38 社会福祉法人湯野福祉会　こどもえんみどり
39

福岡県
朝倉市立金川小学校

40 朝倉市立三奈木小学校
41

熊本県
熊本市立杉上小学校

42 和水町立菊水西小学校
43 宮崎県 宮崎市立住吉小学校
44

沖縄県
那覇市立松川小学校

45 南城市立大里北小学校
46 南風原町立翔南小学校

2019年度決算書

2019年度大正琴寄贈・講師派遣事業報告書

貸借対照表の要旨
令和2年3月31日現在　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

科　　目 金　　額

資産の部
流 動 資 産 9,040
固 定 資 産 21,005
合 計 30,046

負債及び情味財産の部

流 動 負 債 260
負 債 合 計 260
指 定 正 味 財 産 0
一 般 正 味 財 産 29,786
負債及び正味財産合計 30,046

　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達が入れ替わる度に、指導者のご苦労は並々ならぬものがある
と思います。世界的に新型コロナウィルスの影響が拡大し、この先暫くは指導者及び子供達
にも自粛を求められ思うような活動が出来ないかもしれませんが、引き続き当法人も出来る
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図れますように皆様のご
協力をお願いします。

大正琴普及事業　2019年度 ・寄贈及び講師派遣先
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賞 部門 国文 曲名 氏名・グループ名

金賞

ソロ部門Ａ

この星に生まれて 芹澤郁奈

山寺の和尚さん 吉富心音

バレエ組曲「ガイーヌ」より子守唄・剣の舞 若林慧磨

ソロ部門Ｂ

十三夜 後藤巴月

カルメンファンタジー 橋本莉

光と影と 増田心馬

アンサンブル部門Ａ
○ 世界に一つだけの花 春の会大正琴教室

優しいあの子 キーハープくらぶJr.

アンサンブル部門Ｂ

○ グリーンウインドより<一章舞々> Milky girls

エル・ウマウァケーニョ「花祭り」 大正琴ファンタジー・琴音人「夢」

交響曲第九番「歓喜の歌」 住田町立世田米中学校

銀賞

ソロ部門Ａ

ちょうちょ 山下ゆめ

恋のダイヤル6700 山田彩葉

故郷 鈴木あかり

故郷 下川莉奈

糸 山下そら

鐘の鳴る丘 鳥居也華

ライプニッツの歌 大島千佳

サンホセへの道 山田桜礼

ソロ部門Ｂ きらきら星変奏曲 土山琴

アンサンブル部門Ａ

サザエさん イナガキッズwithももちゃん

夢をかなえてドラえもん 梨花の里のなかまたち

優しいあの子 ドレミ音楽教室

おもちゃのマーチ ふじえだハープフラワーズ

翼をください ふじえだハープスターズ

「令和 2年全国子供大正琴コンクール」審査結果

令和2年全国子供大正琴コンクール
令和2年全国子供大正琴コンクールは、第35回国民文化祭の事業の一環として宮崎県宮崎

市で行う計画でおりましたが、新型コロナウィルス感染症拡大のため同国文祭が令和3年度
に延期となりました。

これに伴い、主催者である公益社団法人大正琴協会といたしましては、子供達にとって高
校野球の甲子園のように、1年間かけて練習してきた成果の発表の場をなんとか作れないか
と実行委員会で検討した結果、令和2年度のコンクールはお送りいただいたビデオ映像の審
査のみで金賞・銀賞・銅賞を決定することといたしました。そして、今年はライブによる
「大正琴の祭典」子供の部(コンクール最終選考会)は行いませんが、それぞれの部門で金賞
を受賞した最上位の方に、令和3年に宮崎市で開催されるコンクールの最終選考会の出場権
を与え、最高賞である文部科学大臣賞に輝くチャンスも用意しました。

全国子供大正琴コンクールへの参加は大正琴を習う次世代の子供達にとってはかけがえの
ない世界です。これからも当協会は大正琴文化の次世代継承を目的に、コンクールに挑戦す
る子供達を育てる活動に邁進したいと思いますので、皆様のご協力をお願いいたします。
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賞 部門 国文 曲名 氏名・グループ名

銀賞

アンサンブル部門Ａ

花は咲く 琴美会・双小キッズ

恋 ドリーム娘

残酷な天使のテーゼ クローバーハープ

花は咲く マーガレット

アンサンブル部門Ｂ

宇宙戦艦ヤマト 飯島中学校3年3組

異邦人 チェリーブロッサム

愛は勝つ 大分東明高校商業科介護福祉コース１年

銅賞
ソロ部門Ａ

千本桜 竹内都和

人形 山下れあ

アンサンブル部門Ａ さくらさくら 愛知県西尾市立西尾中学校　オアシスクラブ

・部門の説明（年齢基準日　令和2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

　　※ 令和2年3月末日までに収録したＤＶＤで応募した場合は、応募時の学年

・「国文」欄に○のある個人・グループ計2組が令和3年開催の第35回国民文化祭・みやざき「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、それ以外は年齢（平均年齢）の小さい順 

演奏の様子（応募ビデオ） 演奏の様子（応募ビデオ）

令和3年全国子供大正琴コンクール出場者募集
　令和2年度は新型コロナウイルス感染が拡大し最終選考会が中止となりましたが、令和3年
全国子供大正琴コンクールは、令和元年に引き続き国民文化祭の事業の一環として宮崎県宮
崎市で行われることになりました。
　お送りいただきまし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）に出演いただき
ます。
　コンクールへの参加は大正琴を習う次世代の子供達にとっては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3年10月10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わせください。
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令和2年度普及功労者表彰
　令和2年6月3日㈬に「公益社団法人大正琴協会第8回通常総会」が開催され、その席で「大
正琴普及功労者表彰」が執り行われる予定でしたが、今年度は新型コロナウィルスの感染防
止のため、総会はONLINE開催となりました。そのため令和2年度の受賞者20名には郵送で
表彰状をお送りしました。  （順不同・敬称略）

畠山　タイ子 野島　直子 青野　三千子 松居　敏子
岩手県久慈市 愛知県半田市 愛媛県西条市 富山県富山市

酒井　恵美子 米井　満智子 藤本　尚美 朝倉　由美
富山県中新川郡 富山県中新川郡 広島県福山市 愛知県豊橋市

近藤　恵子 藤倉　久典 名城　三恵子 屋宜　桂子
愛知県岡崎市 埼玉県熊谷市 沖縄県那覇市 沖縄県沖縄市

宮城　君子 熊田　保枝 上村　基子 田村　冏子
沖縄県那覇市 京都府京都市 京都府相楽郡 京都府亀岡市

藤田　慶子 木村　佑子 本図　登美子 宗形　愛子
京都府京都市 滋賀県彦根市 千葉県銚子市 福島県郡山市
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NIPPON FESTIVAL イベント参加
　当協会に、イベント会社㈱ミライク様からショッピングセンターアリオ等、全国25ヶ所9
月から11月にかけ大正琴演奏の依頼がありました。
　各地域の会員の皆様の協力により、イベントに参加する事が出来ました。
　新型コロナウイルスの影響で中止になった会場もありましたが、参加した会場においては
来場して頂いた皆様に大正琴の演奏に関心をもって頂く事が出来ました。
　演奏を聴いて、ひとりでも多くの仲間が増える事を願っています。

会員たより
　　つながる琴の和

琴修会久慈支部　支部長　畠山タイ子

　「久慈大正琴の会」の発足は、「琴修会」設立後
５～６年後と記憶しています。以来、市の「芸術文
化協会」に加入し、「芸術祭」や「生涯学習の集
い」などのステージ発表を楽しみに活動していま
す。
　さて、10年前、東北は東日本大震災に襲われまし
た。そのとき琴修会は、全国の会員のご好意を募
り、どん底だった被災地に何百台という大正琴を寄
贈するという偉業を為し遂げられたことは、感動し誇りさえ感じました。
　そのことに触発され、翌年～復興祈念～をテーマに25周年記念演奏会を企画したところ、県内
はもちろん福島県と秋田県からの賛助出演を頂くことができ、850人もの列を為してくれた観客
は、感動の声を沢山寄せて下さいました。
　そして30周年記念事業は、会員の結束で手際よく催すことができ、二つの事業達成が自信とな
り、今を支えているのかも知れません。
　社会貢献の一つである恒例の施設慰問。素敵な衣装姿で「なつメロ」をゆったりと奏でる。そ
こには涙をぬぐう人、寡黙をほぐし微かに歌う人、手作りプレゼントをそっと差し出す人、小声
で「マタキテネ」と手を動かす人、人生の先輩は人間としての原点を示してくれます。
　感謝を胸に、真摯に学び、努力し、ボランティア活動を続けてきました。そのことで、幾らか
でも人間らしくなったと言うのなら、その意義を自覚し、更に続けるという使命感さえ湧いてき
ます。これからも、大正琴が好き、仲間が好きと集まってくれる個々人を貴ぶことを念頭に、仲
良く笑顔で大正琴を楽しんでいきたいと思っています。
　～全世界が新型コロナウイルス渦の今、演奏している曲「星影のエール」～
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編集後記
　昨年は、世界中において新型コロナウイルスと豪雨災害に見舞われました。会員の皆様も
密をさけるため、グループ練習もあまり出来なかった事と思います。
　又、演奏会、各地の文化祭等中止もあいつぎ発表の場もない年になりました。
　一日も早くマスクもしない生活に戻れるように願っております。
　当協会も大正琴を通して「文化」「生きがい」「絆」を繋いで参りたいと思っております。
 編集担当：藤澤賢治

今後の予定

鈴木　司氏 名誉会長退任のお知らせ（訃報）

第9回通常総会
日　時：令和3年6月2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3年全国子供大正琴コンクール　最終選考会）
日　時：令和3年10月10日㈰
会　場：宮崎市民文化ホール　大ホール
入場料：無料

第36回国民文化祭・わかやま2021、第21回全国障害者芸術・文化祭わかやま大会
「大正琴の祭典」

愛好者の皆さまの演奏
日　時：令和3年11月13日㈯、14日㈰
会　場：粉河ふるさとセンター　大ホール
入場料：無料

　当法人理事で名誉会長の鈴木萬司氏は令和2年8月21日に逝去さ

れ、これに伴い、同日をもって理事ならびに名誉会長職を退任い

たしました。

　故鈴木萬司氏は、平成5年の当法人の前身である社団法人大正琴

協会設立に尽力され、初代副理事長就任以来、平成25年の当法人

公益社団法人移行後も理事の範として職責を果たし、当協会の推

挙により平成28年秋の叙勲において天皇陛下より旭日雙光章を賜りました。

　長年の功績に深く感謝するとともに、謹んで哀悼の意を表します。


