
日本チェンバロ協会 第 5回通常総会 議事録 

 

日時：2016年 5月 14日（土）10～11時半 

場所：松本記念音楽迎賓館 Ｃホール 

 

１．開会の辞・会長挨拶 

会長が、出席者数・委任状数を確認した。 

出席者数：15 

委任状数：51 

計 66 →総会成立。 

＊参考：会則第 13条 総会は正会員の 3分の 1以上の出席（委任状を含む）によって成立する。 

（正会員 120 名 3分の１＝40 名） 

 

２．議長・書記・議事録署名人の選出 

会長により議長、書記、議事録承認者が推薦され、それぞれ承認された。 

議長：加久間朋子 書記：伊藤一人 議事録承認：鈴木愛美 

 

３．議 題 

〔第 1 号議案〕2015 年度（2015 年 4 月 1 日～2016 年 3 月 31 日）活動報告 

伊藤委員、桒形委員、加久間議長により、下記の内容が読み上げられた。 

桒形委員から「概ね満席で、ほとんど黒字になった。協会員の参加を増やすのが今後の課題」との説

明があった。 

 

A. 協会の主催/共催活動 

■チェンバロの日！2015 

2015年 5月 9日（土）・10日（日） 松本記念音楽迎賓館 

   来場者数：延べ 166名 

 

■特別例会（第 14回例会）久保田慶一氏翻訳「記譜法の歴史」刊行記念講演会 

2015年 8月 28 日（金） 代々木青少年オリンピックセンター 

＊日本イタリア古楽協会との共催 

  参加者数：62名(うちチェンバロ協会員 10名） 

 

■関西例会（第 15回例会）「17世紀通奏低音入門」 

2015年 9月 12 日（土） 奈良：佐保山茶論 

講師 ：桒形亜樹子 

参加者数：37名（うち会員１０名） 

 



■第 16回例会「ヨーロッパ古楽器探訪」 

～渡邊順生による 2015 年ヨーロッパ各地のチェンバロ歴訪報告～  

2015年 10 月 25日(日)  桐朋学園大学・調布キャンパス 1号館 222教室 

参加者数：17名（うち会員８名） 

 

■第 17回例会 ピーター・ヤン・ベルダー氏マスタークラス＆コンサート 

2015年 11 月 24日（火） 古楽研究会 Space1F 

参加者数：レッスン受講５名（うち会員３名）、聴講 14名（うち会員４名） 

コンサート参加 18名（うち会員５名） 

 

■第 18回例会 「初心者向き通奏低音講座～数字に慣れよう！～」 

2016年 1月 30 日（土） Studio Trianon 

講師：野澤知子 

参加者数：30名（２回開催、うち会員 7名） 

 

■第 19回例会 「目指せ！歌う”コンティヌオ”」 

2016年 3月 27 日 （日）３F音楽室 

講師：懸田貴嗣 

参加者数：23名（うちチェンバロ協会員９名） 

＊後援：日本イタリア古楽協会 

 

B. 広報その他の活動 

1. 会報を 4月及び 9月に発行した。 

2. ホームページ、Facebook、Twitter、メールマガジンでの各種情報の発信を行なった。 

3.  正会員の演奏会情報の発信及び後援を行なった。 

4.  第 4期運営委員会を発足させて、6回会議を開催した。 

5.  「年報発行準備委員会」を発足させ、会議を開催した。 

 

C．会員数（2016年 4 月 1 日現在） 

  正会員    120 名（うち学生会員 8名）（前年比 -2） 

一般会員  102 名（前年比 +9） 

法人会員  6 社 

 

 

 

 

 

 



2015 年度収支決算報告ならびに監査報告（平野委員より） 

【収入の部について】 

・「雑収入」は、協会グッズの売上金と利子。 

・「例会・催し物収入」は、例会とチェンバロの日のそれぞれの売上。 

 

【支出の部について】 

・「通信･郵送費」は、携帯電話のチャージ料、会員証の台紙代、切手代。 

・「消耗品費」は、封筒代や宛名ラベル代等。 

・「雑費」は花輪代。団体・法人会員の代表者の弔事には支出する旨、取り決めている。 

・「会議費」は、出席者の交通費を含む。 

・「選挙費」は、開票会場費。 

・「例会・催し物支出」には総会・チェンバロの日の準備費用を含む。（年度をまたいで計上している） 

 

<参考：催し別収支> 

5/9,10 チェンバロの日！2015------------------------------------------------------------------------------------- +141,441 

8/28 特別例会（第 14回例会）久保田慶一氏翻訳「記譜法の歴史」刊行記念講演会 -------------- + 28,886 

9/12 関西例会（第 15回例会）「17世紀通奏低音入門」---------------------------------------------------- + 26,912 

10/25 第 16回例会「ヨーロッパ古楽器探訪」----------------------------------------------------------------------+ 506 

11/24 第 17回例会 ピーター・ヤン・ベルダー氏マスタークラス＆コンサート-------------------- － 8,752 

1/30「初心者向き通奏低音講座～数字に慣れよう！～」----------------------------------------------------+ 27,860 

3/27「目指せ！歌う”コンティヌオ”」-----------------------------------------------------------------------------+ 14,998 

 

→全て承認。 

 





監査報告書

2016年4月10日に会計委員から提示された、2015年度会計帳簿および収支決算

書について、帳簿並びに関係証票書類に基づいた監査の結果、会計基準に則り適正

に処理されているものと認めます。

2016年4月20日、・

20柑年度　監査担当　小川絢子▲∴＝サき



 

 

〔第 2 号議案〕2016 年度（2016 年 4 月 1 日～2017 年 3 月 31 日）事業計画 

加久間議長により、以下の内容が読み上げられた。 

A. 主催／共催事業 

1.  「チェンバロの日！2016」 の開催 

2.  例会の開催 

 

B. 協会の運営 

  2015年度の活動に加え、以下の活動を行なう。 

1.「年報」の発行 

【年報編集委員会】 

委員長：久保田慶一、副委員長：大塚直哉 

委員：桒形亜樹子・廣澤麻美・山縣万里 

編集幹事：伊東絵里子、冨安香澄 

 

委員長を兼務する久保田会長から「年報」について説明があった。 

・今年の 12月までには原稿を整え、来年のチェンバロの日に発行する。 

・執筆要領は年報編集委員会で定める。 

・出版社は株式会社アルテスパブリッシング。 

・書店やインターネットでも販売する。価格は 3,000円以下。会員は無料。 

・広くチェンバロを知ってもらうためのもので、学術書と啓蒙書の中間的性格を持つ。 

 

 

2. 会長選挙の執行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

C. 2016年度運営委員の任命 

久保田慶一会長により運営委員の任命が行なわれた。 

 

※カッコ内の数字は何期目かを表す。＊印は東京外の委員を示す。 

【会計】 

・土居瑞穂（２）・小川絢子（１） 

【広報】 

・高橋ナツコ（３）・山縣万里（２）・山本庸子（１） 

【例会】 

＊森洋子（３） ・坂由理（２）・桒形亜樹子（２）・渡邊順生（１）・有橋淑和（１） 

【総務】 

＊秋山裕子（３）・伊藤一人（３）  

【チェンバロの日】 

・伊藤一人（３） ・加久間朋子（２）・廣澤麻美（１） 

 

2016年度収支予算案（平野委員より） 

 

【収入の部について】 

・「会費」は、正会員 100名、一般会員 80名として見積もりした。 

【支出の部について】 

・「年報 70万円」について久保田会長より説明。 

実際にはそれほどかからないだろう。創刊号は少し経費をかけるとしても、その後も同額で継続する

わけではない。 

 

「例会、催し物費用」に関連して意見交換があった。 

・300,000円の支出を見込んでいるとのことであるが、少し増やして、会員に還元できないか。 

・チケット代を下げる。東京以外での例会を増やす。引越し公演を行なう。他の団体との共催を行なう。

等も考えたらどうか。 

・メリットを受ける人たちが偏らないように注意しながら、例会の充実を図るべき。 

・具体的には次期運営委員で検討してほしい。 

 

→承認。 

 



 

 

〔第３号議案〕会則及び会長選挙規程 改正案（伊藤委員） 

会則の主な改正点は、 

①会員区分の変更 

…現行の会員区分「正会員」「一般会員」を、「会員」「サポーター」の二種に改める 

②会費に関する規定の変更・新設 

…再入会金の廃止、入会時の月割りの廃止、滞納による自動退会者の再入会の制限など 

③罰則規定の新設 

④運営委員会における慣例を明文化 

 

①に関して、次のとおり、補足説明があった。 

現行規約では、「正会員」とは「チェンバロとプロフェッショナルな形で関わりを持つ者、またはそ

のために研鑽を積んでいる者」とされている。しかし、「プロフェッショナル」の定義が曖昧なために、

正会員の承認の際、チェンバロへの関わり方が多様な方々を公平に審査することが難しくなっている。

また、入会時の審査がなくなることによって会員数の増も期待できる。 

 

会長選挙規程の主な改正点は、 

①候補者が一人のときの無投票当選の規定の新設 

②会員区分変更に伴う文言の読み替え等 

 

→会則は一部修正の上、承認。修正部分は次頁の表を参照。 

会長選挙規程は原案どおり承認。 



日本チェンバロ協会	 2016年度	 収支予算案 
2016年 4月 1日から 2017年 3月 31日まで 
 
 

【収入の部】	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 円 
会費（見込み）	  840,000 

前年度繰越金 1,985,018	 	  

合計 2,825,018 
 

 
 
【支出の部】	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 円 
例会、催し物費用（チェンバロの日！総会を含む）	  300,000 
選挙費（開票場所代+会議費 9000円を含む）  50,000 
年報、会報刊行費（年報 70万、70,000円×２回）	  840,000 
通信費（電話、郵送費等）	 	 	 	 	  50,000 
会議費（会議場代、運営委員会交通費、紀要委員会交通費）	 	 	 	 	   120,000 
事務所代（月 500円×12ヶ月）  6,000 
コピー代、印刷費	 	  30,000 
雑費（消耗品等） 10,000 
予備費 1,419,018 

合計 2,825,018 

 
 
 



〔第３号議案〕
但し、赤字は審議の結果修正された部分及び意見。

現行 改正案
事業 事業
第3条　本会は前条の目的のために、次の事業を行う。 第3条　本会は前条の目的のために、次の事業を行う。
1.    会員相互の交流および協力促進 1.  日本チェンバロ協会（以下、「協会」という。）に所属する者相互の

交流および協力促進
2.    （略） 2.  （略）
3.    会報の刊行 3.  会報および年報の刊行

4.-7. （略） 4.-7.　（略）

（新設） 第3条の2　前条第3号に定める年報の発行のため、年報編集委員会
を置く。

2. 年報の執筆要領等については、年報編集委員会において別に定
める。

会員 区分

第4条　本会の会員は次の3種とする。 第4条　本会に所属する者の区分は次の3種とする。

1.    正会員：演奏、製作、技術、研究などの分野において、チェンバ
ロとプロフェッショナルな形で関わりを持つ者、またはそのために研鑽
を積んでいる者。なお正会員の資格は運営委員会での承認を経て会
長が認定するものとする。

1. 会員：チェンバロと関わりを持ち、本会の趣旨に賛同する者。 「プロフェッショナル要件」を廃止し、門戸を開くことにより、会員数の
増を図る。

2.  一般会員：正会員以外の個人会員 2. サポーター：会員以外の個人会員

3.  法人・団体会員：当会の趣旨に賛同する法人または団体 3. （同左）

（新設） 第4条の2　会員は、次に掲げる特典を有する。

ア　総会における議決権
イ　会長選挙の選挙権
ウ　年報の無料購読
エ　年報への投稿
オ　自らが関わる演奏会・レクチャー等の告知
カ　自らが関わる演奏会・レクチャー等について協会の後援を得ること
キ　協会運営への参画

会則改正案
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現行 改正案
役員 役員
第6条　会長は原則として会員の中から選ばれ、本会を代表するととも
に運営委員会を統括する。任期は3年とし、任期は合計2期（6年）まで
とする。また、副会長は会長によって当該期の運営委員の中から指名
される。

第6条　会長は、本会を代表するとともに運営委員会を統括する。
2. 会長は、会長選挙後の最初の総会の日に就任するものとする。
3. 任期は3年とし、3期連続して再任することはできない。

会長の就任日を明記。

（新設） 第6条の2　副会長は、会長によって当該期の運営委員の中から指名
される。

第7条　運営委員会は会長および7名以上の運営委員からなり、本会
の運営にあたる。運営委員は総会で会長によって任命される。但し、4
年以上連続して運営委員会に所属した者が再び運営委員に任命さ
れるためには、1年またはそれ以上の休止期間を置かなければならな
いものとする。

第7条　運営委員会は、会長及び7名以上の会員からなる。
2. 運営委員は、総会において会長によって任命される。
3. 任期は1年とし、4年連続して運営委員会に所属した者が再び運営
委員に任命されるためには、1年またはそれ以上の休止期間を置かな
ければならないものとする。

運営委員会の「慣習」を明文化

原案では任期４年、となっていたが、会長任期（３年）よりも長くなるの
で、「任期１年、連続４年」と修正する。

（新設） 第7条の2　運営委員会に出席できない委員は、他の出席委員に当該
委員会の決定について委任することができる。この場合にはこれを出
席とみなす。

運営委員会の「慣習」を明文化

（新設） 第7条の3　運営委員会は過半数の出席（委任の意思を示した委員を
含む。）によって成立する。

運営委員会の「慣習」を明文化

第8条　監事は会員の中から運営委員会の推挙に基づき、会長が任
命し、本会の会計を監査する。任期は1年とし、3年連続の再任は不可
とする。

第8条　監事は、会員及びサポーターの中から運営委員会の推挙に
基づき、会長が任命し、本会の会計を監査する。任期は1年とし、3期
連続して再任することはできない。

会員区分変更に伴う読み替え

総会 総会
第11条　総会における議決権は正会員に与えられる。 第11条　総会における議決権は、当該総会の行なわれる年度の4月1

日に会員であった者に与えられる。
会員区分変更に伴う読み替え

第12条　総会に出席できない正会員は、他の出席正会員にその議決
権の行使を委任することができる。この場合にはこれを出席とみなす。

第12条　総会に出席できない会員は、委任状により他の出席会員に
その議決権の行使を委任することができる。この場合にはこれを出席
とみなす。

会員区分変更に伴う読み替え

第13条　総会は正会員の3分の1以上の出席（委任状を含む）によっ
て成立し、総会の議決は総会出席正会員の過半数による。

第13条　総会は会員の3分の1以上の出席（委任状を含む）によって
成立し、総会の議決は総会出席会員の過半数による。

会員区分変更に伴う読み替え
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現行 改正案
経費 経費

第16条 本会の会費は次のとおりとする。 第16条 本会の年会費は次のとおりとする。
1. 正会員 年会費6,000円 ア 会員 6,000円
（※正会員のうち、学生の身分を持つ30歳未満のものについては学
生年会費3,000円を適用する。）

ただし、会員のうち、学生の身分を持つ者については3,000円とする。 「学生」の定義は、次期運営委員で検討する。
広く考えておいたほうがよい。

2. 一般会員 年会費3,000円 イ サポーター 3,000円

3. 法人・団体会員 10,000円 ウ 法人・団体会員 10,000円
4. 入会金は無料、再入会金2,000円とする。 （削除） 再入会金を廃止する。

（新設） 2. 年度の途中において入会する場合であっても、前項に定める額を
支払うものとする。

月割りしない。

（新設） 3. 年度の途中において退会した者の会費については、すでに収納し
ている場合は返金しない。また、未納の場合は支払いを求めない。た
だし、当該年度において本会に入会している者としての立場を利用し
て利益を得た場合はこの限りではない。

退会した場合は返金しない。

5. 2年間、正当な理由なく会費を滞納したものは、退会の扱いとする。 4. 二ヵ年度にわたり、協会からの督促にもかかわらず、正当な理由な
く会費を滞納した者は、当該滞納年度の末日をもって退会したものと
みなす。ただし、滞納された年会費の支払い義務は免除されない。

いつ退会したとみなすのかを明記して滞納分を確定し、滞納分の支
払いを求める権限を明記する。

（新設） 入退会の手続き
第18条 入会（再入会を含む。）または退会しようとする者は、協会の
定める方法により、あらかじめ協会に申請しなければならない。

再入会するときも、新規に入会するときと同じ手続きが必要。

2. 第16条第４項の規定により退会となった者が再入会を申請した場
合において、協会は、年会費の滞納を理由として申請の全部または
一部を却下し、または滞納された年会費の支払いが行われるまで決
定を保留することができる。

滞納分の支払いを入会の条件とすることができるようにする。
申請の全部を却下→入会そのものを認めない。
申請の一部を却下→会員とは認めないが、サポーターとしての入会を
認める。
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現行 改正案
（新設） 処分

第19条 本会に入会している者が協会の名誉を傷つけ、または協会
の運営に支障をきたす行為をしたと協会が認めるときは、協会は、そ
の者を除名することができる。また、その者の再入会の申請を棄却す
ることができる。

変更ならびに解散 変更ならびに解散
第18条　本会則は、総会の出席正会員の過半数による同意がなけれ
ばこれを変更することはできない。

第20条　本会則は、総会の出席会員の過半数による同意がなければ
これを変更することはできない。

会員区分変更に伴う読み替え

第19条　本会は、会員の3分の2以上の同意がなければ解散すること
はできない。

第21条　本会は、本会に所属している者の3分の2以上の同意がなけ
れば解散することはできない。

会員区分変更に伴う読み替え

附則
施行期日
第1条　この会則は、2017年4月1日より改正施行する。ただし、第3
条、第3条の2、第6条から第7条の3、第16条1項第4号、同条第2項か
ら第4項まで、第18条及び第19条については、2016年5月14日より施
行する。

会員区分の変更は2017年度からとする。

会員区分の変更
第2条　会員区分については、特段の意思が示されない限り、2017年
4月1日をもって、正会員は会員に、一般会員はサポーターに、それぞ
れ変更するものとする。
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現行 改正案
選挙管理委員会
第１条 運営委員会は、会長選挙に関する事務を選挙管理委員会
（以下「委員会」という。）に委嘱する。

２ 委員の数は5名以上とし、その過半数は運営委員以外の正会員で
なければならない。

３ 委員長は、委員の中から互選される。
４ 委員会は、投票締切日及び開票日ならびに開票場所、その他選
挙の執行に必要な事項を定める。

（選挙管理委員会）
第１条 運営委員会は、会長選挙に関する事務を選挙管理委員会
（以下「委員会」という。）に委嘱する。
２　委員は、運営委員会により指名される。
３ 委員の数は5名以上とし、その過半数は、日本チェンバロ協会規
約第4条第1項に定める会員の資格を有する者（以下、「会員」とい
う。）であって、かつ運営委員以外の者でなければならない。
４ 委員長は、委員の中から互選される。
５ 委員会は、投票締切日及び開票日ならびに開票場所、その他選
挙の執行に必要な事項を定める。
６　委員会は、投票後最初に行なわれる総会の日をもって解散する。

２　新設
３　項数繰り下げ、会員区分変更に伴う読み替え

４　項数繰り下げ
５　同

６　新設

会長候補者の推薦
第２条 委員長は、日本チェンバロ協会員の正会員に対し、会長候補
者の推薦を求める。
２ 会長候補者は、投票の行われる年度の初めの日に正会員であっ
たものとする。ただし、委員会が特別な理由があると認めるときは、こ
の限りではない。
３ 推薦者は、一般会員または非会員を推薦する場合には、委員会
が定める日時までに、推薦理由を書面で委員会に提出しなければな
らない。
（以下、略）

（会長候補者の推薦）
第２条 委員長は、会員に対し、会長候補者の推薦を求める。
２ 会長候補者は、投票の行われる年度の初めの日に会員であった
ものとする。ただし、委員会が特別な理由があると認めるときは、この
限りではない。
３ 推薦者は、会員以外の者を推薦する場合には、委員会が定める
日時までに、推薦理由を書面で委員会に提出しなければならない。
（以下、略）

１　会員区分変更に伴う読み替え
２　同

３　同

（会長の選出）
第３条
５　候補者が一人であるとき又は一人となったときは、選挙は行わ
ず、当該候補者をもって当選人とする。

新設

選挙権
第４条 投票の行われる年度の初めの日に正会員の資格を有する者
は、選挙権を有する。

（選挙権）
第４条 投票の行われる年度の初めの日に会員の資格を有する者
は、選挙権を有する。
２ すべての有権者は、開票に立ち会う権利を有する。

１　会員区分変更に伴う読み替え

２　旧第３条第６項から移動

選挙結果の告知
第６条 委員会は、会報やホームページに当選者を掲載する等の方
法により、会員に対し選挙結果を告知しなければならない。

（選挙結果の告知）
第６条 委員会は、会報やホームページに当選者を掲載する等の方
法により、日本チェンバロ協会に所属する者に対し選挙結果を告知
しなければならない。
第７条　委員会は、開票集計表及び投票用紙を次の選挙まで保存
し、日本チェンバロ協会に所属する者から請求があった場合は当該
請求者に対し開示しなければならない。

第6条　会員区分変更に伴う読み替え

第7条　新設

附則
（施行期日）
１　本規程は、2016年5月14日改正施行する。
（経過措置）
２　2016年度執行の選挙においては、第1条の3、第2条の2、第4条の
規定中「会員」とあるのを、「正会員」と読み替えるものとする。

会長選挙規程改正案
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