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海部俊樹理事長退任のお知らせ（訃報）

公益社団法人大正琴協会　第９回通常総会議事録

　公益社団法人大正琴協会理事長の海部俊樹元内閣総理大臣は令和4年1
月9日にご逝去され、これに伴い同日をもって当法人の理事ならび理事長
を退任いたしました。
　故 海部俊樹氏が文部省（現：文部科学省）との懸け橋となり、平成5年
に当法人の前身である社団法人大正琴協会が設立され、理事長として公
私多忙を極める中、総会や定期演奏会にも駆け付けていただきました。
　平成25年に公益社団法人に移行後も理事長を務め、移行前と合わせて
30年近くに亘り当法人の顔として常に大正琴愛好者の傍らに温かく寄り

添い、大正琴音楽文化の発展に多大な貢献をされました。
　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。

＜故海部俊樹氏略歴＞
昭和35（1960）年 衆議院議員初当選（最年少当選）
平成元（1989）年 自由民主党総裁・内閣総理大臣就任
平成５（1993）年 社団法人大正琴協会理事長就任
平成25（2013）年 公益社団法人大正琴協会理事長就任 総会で挨拶する故海部俊樹氏（H13年）

令和4年3月1日発行

１．総会の種類　第9回通常総会
２．招集年月日　令和3年6月2日㈬
３．開催日時　　令和3年6月21日㈪

午後1時00分から午後1時42分
４．開催場所　　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
参加できる場所
⑴愛知会場　名古屋市昭和区御器所1丁目6番
　　　　　　24号
⑵静岡会場　静岡県浜松市中区領家2丁目25
　　　　　　番7号
⑶長野会場　長野県駒ケ根市赤穂14-54

５．出席社員の状況
議決権のある社員（正会員）総数  3,335名
総社員の議決権の数　　　　　　　　　　　   3,335個
出席社員数（委任状による者を含む）　　　　 2,242名
この議決権の総数　　　　　　　　 2,242個
　　　（内、代理権行使による議決権数　 　　 2,232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　北林　篤
７．出席役員等

出席理事　北林 篤
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　岩間昌一、岡本浩二、加藤　誠、伊藤隆志

⑵静岡会場　鈴木礼子、眞鍋義廣、中村敏裕、
　町田謙吾（新任）、竹森雅裕（新任）
⑶長野会場　藤澤賢治、米山千秋

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。
　眞鍋義廣常務理事が、開会を宣言。
⑵挨拶
　北林篤副理事長が挨拶。
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、北林篤副理事長
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。　
　なお、議長は、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、適時適切な意見表
明が可能となっていることを確認した旨を述べた。
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　令和2年度事業報告の承認に関する件 
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　議長が、岡林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、全員一致をもって承認可決した。

第２号議案　令和2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（令和2年4月1日〜令和3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　令和3年度正会員年会費免除の承認に関する件
　議長が、岩間昌一常務理事に本件議案の説明を求めた。
　同理事より、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、総正会員の半数以上であって、総正会
員の議決権の3分の2以上にあたる多数の承認を得たことによ
り、定款第18条第2号の特別決議の要件を満たしており、原案
どおり承認可決した。

第４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、鈴木礼子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、総正会員の半数以上であって、総正会
員の議決権の3分の2以上にあたる多数の承認を得たことによ
り、定款第18条第2号の特別決議の要件を満たしており、原案
どおり承認可決した。　

第５号議案　理事の選任に関する件
　議長が、当法人の名誉会長鈴木萬司理事が令和2年8月21日逝
去された旨及び眞鍋義廣常務理事が本日付辞任するので、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、鈴木礼子常務理事に役員候補者案の説明を
求めた。同理事は、理事候補者として下記の者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持って、下記全員につきそれぞれの
選任を承認可決した。
　また、眞鍋義廣常務理事並びに町田謙吾理事及び竹森雅裕理
事より、それぞれ辞任並びに就任の挨拶がなされた。

理　事　　町田　謙吾、竹森　雅裕

（報告事項）
報告１　令和3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令和3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3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3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9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、岩間昌一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3年6月21日　　公益社団法人大正琴協会  通常総会

　　　議　　　　長　　北林　篤 ㊞ 

　　　議事録署名人　　藤澤賢治 ㊞  

　　　　　　同　　　　　加藤　誠 ㊞

令和3年度予算書
正味財産増減計算書の要旨

　　自：令和3年4月1日　至：令和4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 16,462

〔　　基本財算運用益〕 　　　　　〔 　　　5〕
　〔　受取入会金、会費〕 　　　　　〔 1,975〕

〔　　　　　事業収益〕 　　　　　〔 3,900〕
〔　　　　受取負担金〕 　　　　　〔  10,562〕
〔　　　　受取寄附金〕 　　　　　〔 　　 　0〕
〔　　　　　　雑収益〕 　　　　　〔  　　　20〕

経常費用 29,282　
〔　　　　　　事業費〕 　　　　　〔 　23,807〕

　〔　　　　　　管理費〕 　　　　　〔 5,474〕
　当期経常増減額 △12,820 
一般正味財産期首残高 21,800 
一般正味財産期末残高 8,980
正味財産期末残高 8,980 
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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 鳥川学童クラブ

4 長野県 飯島町立飯島中学校

5 富山県 射水市立海老江児童センター

6

静岡県

島田市立六合小学校

7 島田市立島田第三小学校

8 島田市立初倉小学校

9 島田市立五和小学校

10 静岡県立藤枝特別支援学校 焼津分校

№ 県 学校名

11

三重県

鈴鹿市立庄内小学校

12 津市立川口小学校

13 四日市市立大谷台小学校

14
京都府

精華町立精北小学校

15 舞鶴市立中筋小学校

16 大阪府 忠岡町児童館

17 広島県 広島県立戸手高等学校

18 熊本県 和水町立菊水小学校

19 沖縄県 南城市立大里北小学校

20台の大正琴を寄贈、講師を派遣し、298名の皆様が受講されました。

令和2年度決算書

令和2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3年3月31日現在　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

科　　目 金　　額

資産の部
流 動 資 産 7,173
固 定 資 産 15,005
合 計 22,179

負債及び情味財産の部

流 動 負 債 379
負 債 合 計 379
指 定 正 味 財 産 0
一 般 正 味 財 産 21,800
負債及び正味財産合計 22,179

　大正琴普及活動として次世代継承のため学校へ寄贈・指導を行ってきております。
　毎年多くの子供たちが大正琴という楽器に触れ、学んでいます。大正琴に対してどう感じ
ているのだろうか。10年20年先にも記憶に残っているだろうか、大人になって再び大正琴を
手にすることがあるだろうかと。
　子供たちへの普及活動は夢と希望を育てていく楽しみがあります。
　いま、学校現場はコロナの影響で行事等自粛されています。子供たちへの大正琴普及活動
も縮小しています。この厳しい中でも令和2年度は大正琴の寄付20台、19校、298名の児童学
生さんが受講されました。
　この夢のある事業を会員の皆様とともに進めていきますのでご協力のほどお願いいたしま
す。

大正琴普及事業　令和2年度・寄贈講師派遣先
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令和３年度普及功労者表彰
　令和3年6月21日㈪に「公益社団法人大正琴協会第９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感染
防止の観点から、総会はオンライン開催となりました。そのため令和3年度の受賞者21名に
は郵送で表彰状をお送りしました。

岡田　博子 谷　知子 磯部せつ子 加藤　了子 曽我　和子
岐阜県海津市 三重県四日市市 滋賀県東近江市 埼玉県川口市 神奈川県足柄上郡

冨士野　和子 加下　久水子 松井　一実 吉村　律子 伊藤　雪子
大阪府茨木市 広島県尾道市 静岡県湖西市 長崎県南松浦郡 愛知県一宮市

桑島　珠子 二間瀬　篤子 清澤　小枝子 坂井　郁子 平田　敏江
宮城県宮城郡 静岡県富士宮市 静岡県藤枝市 新潟県糸魚川市 新潟県糸魚川市

永長　迦代子 中嶋　秀子 久保　美智子 新見　スミ子 山内　築子
兵庫県神戸市 香川県高松市 香川県高松市 徳島県阿波市 長崎県壱岐市

長岡　光子
長崎県壱岐市
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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」

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」

　令和3年10日10日㈰に宮崎県宮崎市の「宮崎市民文化ホール」にて「大正琴の祭典」が開
催されました。本来ならば令和2年に開催する予定でありましたが、コロナ禍の影響で令和3
年に延期して開催しました。今回も文化庁主催の第35回国民文化祭の事業の一環として実施
し、令和3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」には地元宮崎県内の大正琴愛好者を中心に全国から10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。
　尚、今後も国民文化祭
は2022年に沖縄県、2023
年に石川県、2024年に岐
阜県、2025年に長崎県
での開催が予定されてお
り、「大正琴の祭典」も
開催する予定です。

　令和3年11月13日㈯ 14日㈰2日間に亘り和歌山県紀の川市の「粉河ふるさとセンター」に
て「大正琴の祭典」が開催されました。宮崎大会同様、文化庁主催の第36回国民文化祭の事
業の一環として実施しました。今回の和歌山での開催は、令和3年全国子供大正琴コンクー
ルが宮崎県で行われたことで、両日とも「一般の部」のみでの開催でした。
　13日には和歌山県外の全国の大正琴愛好家が中心に、14日は県内愛好家の計18グループが
集い、素晴らしい演奏で大正琴音楽を国民文化祭の舞台で披露しました。今回はコロナ禍
の中の開催でありました
が、皆様のご協力で無事
に終了することができま
したことを感謝いたしま
す。
　尚、次回令和4年開催
は沖縄県那覇市で大正琴
の祭典を予定しておりま
す。
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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 ○ 津軽平野 杉野心咲

ソロ部門Ｂ ○ spain 増田心馬

金賞

ソロ部門Ａ

○ 玉ねぎの歌～クラリネットを壊しちゃった 若林杏奈

○ 大切なもの（合唱曲） 芹澤郁奈

○ 「天国と地獄」序曲 吉富心音

○ 千本桜 大島千佳

○ Oriental　Wind 若林慧磨

アイノカタチ 髙橋望

ソロ部門Ｂ

○ 天城越え 山田桜礼

○ ちょっとおしゃれなノクターン 橋本莉

○ 寺内タケシの「津軽じょんがら節」 土山琴

アンサンブル部門Ａ

○ ＳＡＫＵＲＡ２０２１ はるあん

○ パッヘルベルのカノン アンディーズ

真珠貝の歌 伊豆琴慧会ティアレ

栄光の架橋 琴美会・双小キッズ

炎（ほむら） キーハープくらぶ Jr.

アンサンブル部門Ｂ

○ 昔ばなし　三太郎メドレー 上州六人組

○ ＹＥＬＬ チェリーブロッサム

Rock’n　Rouge 春の会大正琴教室

クシコス・ポスト 住田町立世田米中学校　総合文化部

エル・クンバンチェロ 大正琴ファンタジー・琴音人「夢」

翼をください 大分東明高校商業科　介護福祉コース１年

銀賞 ソロ部門Ａ

「ぶんぶんぶん」変奏曲 川原由衣

ちいさい秋みつけた 今井悠月

ちょうちょ 山下れあ

荒城の月 田中泰牙

うれしいひなまつり 田中咲希

正しくなれない 遠藤このは

ふるさと 山下ゆめ

君をのせて 山田彩葉

君をのせて 森田真鈴

風になる 成尾知聖

大きな古時計 田中紗羅

やさしさに包まれたなら 畑はな

ムーンライト伝説 山上桜

となりのトトロ 玉井美羽

「令和 3年全国子供大正琴コンクール」審査結果

令和3年全国子供大正琴コンクール
令和3年全国子供大正琴コンクール最終選考会は、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」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14個人・グループが出演しまし
た。

コロナ禍の影響でアンサンブル部門の応募が少なく参加人数も減少となりましたが、子供
たちがこのコンクールを目標に練習に取り組んできた演奏は来場者を魅了し、年々向上する
演奏技術は次世代への継承に繋がるものとなりました。

今回はソロ部門Ａ、Ｂの最優秀演奏者へ文部科学大臣賞が贈られました。
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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Ａ

崖の上のポニョ 梨花の里のなかまたち

となりのトトロ～さんぽ イナガキッズ　with　ももちゃん

残酷な天使のテーゼ 峰山地域公民館教室キッズハープ

銅賞 ソロ部門Ａ
ふるさと 白鳥栞菜

花かげ 山下そら

・部門の説明（年齢基準日　令和3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3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14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

演奏の様子 最終選考会出演者

令和4年全国子供大正琴コンクール出場者募集
　令和4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 ：令和4年11月6日㈰
会　　場 ：那覇文化芸術劇場なはーと　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。
※詳細は当法人へお問い合せください。
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編集後記
　当法人理事長の海部俊樹様におかれましては、設立以来長年に亘り職責を果たしていただ
き、深く感謝するとともに謹んで哀悼の意を表します。
　この２年間は新型コロナウイルスにより、会員の皆様もグループ練習や大会ができなかっ
たと思います。安心した生活に早く戻れるよう、また、皆様の元気な姿に会えるよう願って
おります。 

編集担当：藤澤賢治

今後の予定
第10回通常総会

日　時：令和4年5月27日㈮　　　　　　　 
会　場：名古屋市内（未定）

美ら島おきなわ文化祭2022「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4年全国子供大正琴コンクール　最終選考会）
日　時：令和4年11月6日㈰
会　場：那覇文化芸術劇場なはーと　大ホール
入場料：無料　

会員たより
　　緑綬褒章を受章して

琴城流　JYA２旨代表　竹林恵子
　令和2年度秋の叙勲で、私たちの大正琴アンサ
ンブルグループJYA２旨（ジャジャウマ）が、30
年以上のボランティア活動に対して評価されて緑
綬褒章をいただきました。そこでこれまでの経緯
を懐かしく振り返ってみました。
　私が高校生の時、空前のバンドブームで、鍵盤
しか弾けない私はキーボードとして初めてバンド
に参加しました。憧れのバンド活動はとても楽し
いもので、色々な方達と様々なジャンルの音楽に
触れ合いました。社会人になってからも時々キーボーディストとしてバンドに参加して音楽を楽
しんでいた所、友人から大正琴を一緒にしようと誘われ、なんとなく始めました。すると、今ま
でキーボードしか弾けなかった私が、ギターのような旋律、ベースの様なバスが弾けるではあり
ませんか。そこで早速大正琴アンサンブルグループJYA２旨を結成しました。生のドラムを入れた
JYA２旨の活動はとても楽しく、今までボランティアなど考えたこともなかった私がボランティ
ア活動が出来る事にも喜びを感じました。気の合う大正琴プレーヤーを集めて老健施設、障害児
の学校等、演奏活動をしていますが、いつも聴衆の皆様からたくさんの元気をいただいておりま
す。時には宮崎国際音楽祭や学園祭等のイベントに参加させていただく機会もあり、大正琴の可
能性を最大限に引きだして大正琴を知らない人々に大正琴をアピールしています。今はコロナの
影響でここ2年程ほとんどボランティア活動が出来ない状態ですが、音楽宅配便として沢山の皆様
の元へ生の音楽をお届け出来る様、更なる技術の向上に取り組んでいるところです。


