
 

 

日本チェンバロ協会 第６回通常総会 議事録 
 

日時：2017年 5月 13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 

 会長が出席者数・委任状を確認した。 

  出席者数：15名 

  委任状数：56名 

  計   →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 112名 3分の 1＝37名） 

 

２．議長・書記・議事録署名人の選出 

 会長により議長、書記、議事録署名人が推薦され、それぞれ承認された。 

 議長：加久間朋子 書記：鈴木愛美 議事録署名人：伊藤一人 

 

３．議題 

〔第１号議案〕 

2016 年度（2016 年 4 月 1 日～2016 年 3 月 31 日）活動報告及び 2016 年度決算会計ならびに監査報告 

  

Ａ． 協会の主催・共催活動（有橋委員） 

■チェンバロの日！ 2016 

2016年 5月 14日（土）15日（日） 松本記念音楽迎賓館 

来場者数：延べ 156名（非会員 79名、会員 55名、学生 22） 

収入合計：￥535,841 

支出合計：￥407,209 

収支差額：￥128,632  

 

■第 20回例会「フレスコバルディ－その拍子記号とテンポの考察－」 

（イタリア古楽協会、日本ヴィオラ・ダ・ガンバ協会が協力） 

2016年 7月 16日（土） 千駄ヶ谷 3F音楽室 

講師：福島康晴 

参加者数：27名（うち会員 13名、イタリア古楽協会員 2名、ガンバ協会員 1名） 

収入合計：￥62,000 

支出合計：￥41,302 

収支差額：￥20,698 

 

■第 21回例会 フリーコンサート 

2016年 10月 15日（土） 松本記念音楽迎賓館 

講師：副嶋恭子 

演奏者数：3名 （正会員 1名、一般会員 2名） 

収入合計：￥17,560 

支出合計：￥30,104 

収支差額：￥12,544▲ 

 

 

 

 

 



 

 

■札幌例会（第 22回例会） 「チェンバロの名器を訪ねて」 

2016年 11月 10日（木）  札幌市教育文化会館 

講師：渡邊順生 

参加者数：14名  

収入合計：￥27,000 

支出合計：￥33,774 

収支差額：￥ 6,774▲ 

  

■第 23回例会 「リュートチェンバロ奏者・速成講座」 

  （桐朋学園大学古楽器科との共催：日本リュート協会が協力） 

  2016年 11月 20日（日） 桐朋学園調布キャンパス 

  講師：渡邊順生 

受講者数：14名（うち会員 6名） 

聴講者数：21名（うち会員 6名、リュート協会員 1名） 

収入合計：￥61,100 

支出合計：￥46,261 

収支差額：￥14,839 

 

■第 24回例会「出版記念『古楽でめぐるヨーロッパの古都』 

2017年 2月 3日（金）  オリンピック青少年センター 

講師：渡邊温子 

参加者数：10名 （うち会員 4名） 

収入合計：￥15,500 

支出合計：￥29,570 

収支差額：￥14,070▲ 

 

■日本イタリア古楽協会勉強会「モンテヴェルディと音楽修辞」 

（日本チェンバロ協会が協力） 

2017年 3月 18日（土） オリンピック青少年センター 

講師：藤原一弘 

参加者数：39名 （うち会員 6名）    

 

Ｂ． 広報その他の活動（加久間議長） 

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 5期運営委員会を発足させて、9回会議を開催した。 

5. 「年報発行準備委員会」を発足させ、4回会議を開催した。 

6. 「選挙管理委員会」を発足させ、第 4期会長選挙を実施した。 

  →結果、現久保田会長が再選。第 4期就任。 

 

Ｃ．会員数（2017年 4 月 1日現在）（加久間議長） 

  正会員    112 名（うち学生会員 14名）（前年比 -8） 

一般会員   84 名（前年比 -18） 

法人会員  6 社 

 

2016年度入会者数：正会員９名、一般会員 12名 

 

 

 



 

 

Ｄ. 2016年度収支決算報告ならびに監査報告（土居委員より） 

 

【収入の部について】 

・正会員、一般会員において前年度会員数よりそれぞれ 8 人・18 人減少しているが、年会費支払い催促

を強化したため前年度より年会費収入が多い。 

 

【支出の部について】 

・「コピー・印刷費」は、会議の出席者がそれぞれ PC 等で会議資料を確認することにより、前年度よ

り大幅に節約できた。 

・「年報費」は 2016年度に請求・支払があったもののみ。印刷代等は、2017年度に計上する。 

・「会議費」は、場所代のほか、出席者の日当及び交通費を含む。 

・「例会・催し物支出」は、例会とチェンバロの日のそれぞれの準備費用を含む。 

 

→全て承認・可決された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







 

 

〔第２号議案〕 2017 年度（2017 年 4 月 1 日～2018 年 3 月 31 日）事業計画及び収支予算案 

 

桒形副会長、久保田会長より以下の説明があった。 

 

Ａ.  例会の開催（桒形副会長より） 

・年７回程度。東京以外での開催を含む。 

・7/2 梅岡俊彦氏による講座「20世紀前半のチェンバロ復興を振り返る」 

・チェンバロ等の楽器紹介イベント（7月） 

・8/5,6 リュート奏者の坂本龍右さんの講座 

「リュート・タブラチュアから探る 16～17世紀の鍵盤音楽の解釈」（東京・大阪） 

・9/17 レオンハルト没後 5年を記念した座談会（桐朋学園大学） 

・Ｆ．コルティのマスタークラス（2月）などを予定。 

 

Ｂ.「チェンバロの日！2018」 の開催準備（久保田会長より） 

・5月 12日（土）13日（日）の予定。 

・助成金を申請し、「チェンバロの日」の運営費に充てる。 

・来年度の催しにて“研究”と名のつく講演を実施する・・・助成金を申請する条件として必要 

 

Ｃ. 『日本チェンバロ協会年報』の発行（久保田会長より） 

 年報編集委員長を務める久保田会長から以下の説明があった。 

・今回のチェンバロの日で会費を払った会員には、年報が配布される。 

・『年報』を出版したアルテス・パブリッシングのＨＰでも販売している。 

・2018年も発行を予定、構成は今年度と変わらない方向。 

・年報に載せる論文は随時募集する。 

 

◎2017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われた。 

 

＊秋山裕子（４）・有橋淑和（２）・伊藤一人（４）・加久間朋子（３）・金澤和子（１）・ 

鴨川華子（２）・桒形亜樹子（３）・高橋ナツコ（４）・寺村朋子（１）・土居瑞穂（３）・ 

流尾真衣（１）・坂由理（３）・平野智美（１）・平山絢子（２）・福間彩（１）＊森洋子（４）・ 

山縣万里（４）・山本庸子（２）・渡邊順生（２） 

 

（ ）内の数字は期数を、＊は東京以外の委員を表す。 

 

 

Ｄ．2017年度収支予算案（土居委員より） 

 

【支出の部について】 

・「年報」は創刊号の費用。 

・「会議費」は年 5回の運営委員会、年 3回の例会・チェンバロの日・会計・広報各係と年報委員会の会

場費などを含む。 

・「雑費」は 4月に入会案内を作成した 35,000円が含まれる。 

 

「年報」の項目について久保田会長から補足があった。 

・年報の広告掲載料を頂いている。全面 1 ページで 10,000 円（年報を 2 冊贈呈）、半ページで 5000 円

（年報を 1冊贈呈） 

・印税収入は全てチェンバロ協会へ。 

 

 

 



 

 

日本チェンバロ協会 2017 年度 収支予算案 

2017 年 4 月 1 日から 2018 年 3 月 31 日まで 

 

 

【収入の部】                                 円 

会費（見込み）  900,000 

前年度繰越金 3,277,419 

合計 4,177,419 

 

 

 

【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（今年度はなし）    0 

年報、会報刊行費（年報 50 万、70,000 円×２回）  640,000 

通信費（電話、郵送費等）      50,000 

会議費（会議場代、各係交通費、運営・年報委員会交通費）      310,000 

事務所代（月 500 円×12 ヶ月）  6,000 

雑費（コピー・消耗品等） 40,000 

予備費 2,831,419 

合計 4,177,419 

 

→承認・可決された 

 

 

新年度事業計画に関連して、委員からの要望や意見交換があった。 

 

・地方例会 

 関東圏以外の会員から、東京以外でも例会を年に何度か開催してほしい、例会に行けないので協会に

入っている意味がない、という意見がある。 

⇒地方例会は地元の人に負担がかかってしまうリスクがあるが、企画に対して協会が協力するという形

など、東京以外でも様々な活動ができるよう、今後とも検討していく。 

 

・ＳＮＳで例会の宣伝はしているものの、報告をしていない。終了後に、コメントと差し障りのない写真

を掲載して、広く協会員等に報告するのはどうか？ 

⇒出演者・出席者の写真・動画の扱いを検討する。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

〔第３号議案〕規約改正案 

 

現行 改正案  

経費 

第 16条 

経費 

第 16条 

 

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。 

4. 二ヵ年度にわたり、協会

からの督促にもかかわらず

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。 

「正当な理由」の指す内容

が曖昧なため削除。 

 

→承認・可決された。 

 

 

 

その他 

 

・日本イタリア古楽協会とのパートナーシップについて 

日本イタリア古楽協会の運営委員も務める桒形副会長より、先日開催された日本イタリア古楽協会の

総会にて、旧年度のパートナーシップへのお礼を伝え、引き続き協力をお願いした旨の報告があった。 

 

・現在ホームページの「正会員一覧」には、亡くなった方は掲載されてないが、何らかの形で名簿にお

名前を残せないか？ 

⇒近く、「正会員一覧」を削除し、会員・サポーターを網羅した「協会員名簿」をホームページに掲載

する予定である。亡くなった方については、「物故者」として掲載する方向で検討する。 

 

・「眠っているチェンバロ」を持っている人と楽器を借りたい人同士がつながれる場としてチェンバロ協

会が活動・協力できないだろうか？ 

⇒協会発足時には呼びかけは行ったが、そういった情報が集まらなかった。運営委員個人が地道に情報

を集めることが必要だ。 

 

以上 
 




