
東京音楽大学校友会千葉県支部

第15回総会資料

【新型コロナウイルス蔓延防止を考慮し、

こちらの総会資料にてご確認ください。

書面評決による総会とさせていただきます】



東京音楽大学校友会千葉県支部　総会次第

協　　　議

①令和2年度活動報告

②令和2年度決算報告

③千葉県支部規約

④役員選出

⑤令和3年度活動計画案

⑥令和3年度予算案

⑦その他
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令和2年度活動報告

活　　動 　期　　日

第13回千葉県支部総会  R2　5.16  11:00～  千葉市文化センター アートホール ロビー　※Web決議

第13回なの花コンサート  R2　5.16  14:00～  千葉市文化センター アートホール　※中止

葉書発送 R2　4.16 総会・なの花コンサート中止について

役員会 R2　5.15　15～・21～ Zoomにてリモート会議

全国支部長会議 R2  5.31  10:30～  東京音楽大学 中目黒・代官山キャンパス ※中止

役員会 R2　7.4　20:30～ Zoomにてリモート会議

役員会 R2　8.13　21:30～ Zoomにてリモート会議

発送作業 R2　8.23　17::00～ 船橋市　コンサート・ピアノサロン　「樂」

役員会 R2　12.5　21:00～ Zoomにてリモート会議

役員会 R2　12.28　17:00～ 船橋市　コンサート・ピアノサロン　「樂」

第３回試演会 R3　1.17　13:30～ 船橋市　振武館道場

緊急支部長会議 R3　1.31　14:00～ アットビジネスセンター池袋本館　会議室

役員会 R3　2.6　21:00～ Zoomにてリモート会議

役員会 R3　2.20　21:00～ Zoomにてリモート会議

会報　「楽歌星」21号発行 R3　4 全会員対象

令和2年度決算報告
１　収入の部（前年度繰越金含む）

科　　目 令和2年度決算額

１．会員会費　（43名） ¥86,000

２．演奏会収入 ¥94,680

３．助成金・寄付金 ¥35,000

４．銀行利子 ¥8

５．前年度繰り越し ¥325,437

合　　　計 ¥541,125

2　支出の部

科　　目 令和2年度決算額

１．活動費 ¥9,500

２．通信費 ¥34,843

３．演奏会費 ¥31,810

４．会報発行費 ¥0

５．慶弔費 ¥0

６．積立 ¥0

７．雑費 ¥0

合　　　計 ¥76,153

3　残高の部

収入総額 支出総額 積　　立 残　金

¥541,125 ¥76,153 ¥640,871 ¥464,972

郵送費・振込手数料　など

運営費　など

　摘　　　要

ホール代返金

　摘　　　要

摘　　要

試演会会場費　など
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東京音楽大学校友会千葉県支部規約　　

第１条 本会は東京音楽大学校友会千葉県支部と称する。

第２条 本会は事務局をコンサート・ピアノサロン｢樂｣に置く。

第３条 本会は東京音楽大学の千葉県在住の校友相互の協力と、その音楽活動を容易

ならしめ、東京音楽大学の発展に寄与することを目的とする。

第４条 本会は次の会員をもって組織する。

イ　会員　

千葉県在住（在勤・出身）の東京音楽大学、東洋音楽学校(普通科を含む)、

東洋音楽短期大学卒業生、東京音楽大学研究科在学及び修了生、

東京音楽大学大学院在学及び修了生。

ロ　準会員

千葉県在住、出身の東京音楽大学在学生

ハ　賛助会員

千葉県出身の在校生父兄、その他この会の主旨に賛同される有志。

ニ　会員、準会員の資格を有するもので会費納入した者を原則とする。

第５条 上記の目的を達成するために本会は次の事項を行う。

イ　千葉県出身の東京音楽大学卒業生による演奏会の開催。

ロ　千葉県支部会員有志による演奏会の開催及び後援。

ハ　その他の事業として公開ﾚｯｽﾝ、公開講座、会報の発行

　　　　（会員名簿の発行を含む）等。

第６条 本会には次の役員を置く。

イ　支部長　　1名　　　ロ　副支部長　　2名　　　　ハ　事務長　　1名

ニ　書　記　　 2名　　　ホ　会　計　　　3名　　　　ヘ　会計監査　　2名

ただし、役員数は会員数により若干の増減もある。

第７条 役員は定期総会において互選により決定する。役員の任期は２年とする。

ただし、再選を妨げない。

第８条 定期総会は年１回開催する。その他必要に応じ臨時総会を開催する。

第９条 総会は最高の決議機関であり、次の諸事項を決定する。議事は出席者の

過半数を以って決定する。

イ　役員の選出 ロ　予算決算の承認

ハ　年度内行事の計画 ニ　その他

第１０条 支部としての経費は次のものを以ってこれに充てる。

イ　同窓生年会費　　２０００円

（学部在校中は卒業するまで有効、院生は含まない。23年度改訂）

ロ　寄　付　金

第１１条 本会の会計年度は毎年４月１日に始まり、翌年３月末日に終わる。

以　上

４



千葉県支部規約　第５条＜ロ＞の後援に関する補則

ここで言うところの＜後援＞とは次の三つの内容を示すものである。（平成２１年５月改定）

１．　名義後援 … 東京音楽大学校友会千葉県支部が後援する演奏会。

リーフレット等の後援名義に「東京音楽大学校友会千葉県支部」を使用できる。

県内以外、近隣及び全国の会場においても適用される。

２．　会報掲載 … 会場が千葉県近郊で、会員に配布される広報に掲載できる。

３．ホームページ掲載 … 会場のエリアを問わず、会員の演奏会活動を支部ホームページ上に掲載できる。

他府県支部会員の場合も要請が有れば掲載できる。

　それぞれの条件については以下の表に記載する。

名義後援 会報掲載 ＨＰ掲載

会場が千葉県内 ○ ○ ○

会場が千葉県郊外（東京、埼玉、神奈川、茨城） ○ ○ ○

会場の場所を問わない ○ × ○

出演者が千葉県支部会員（会員資格者全員） ○ ○ ○

主催または代表者が千葉県支部会員 ○ ○ ○

申請書提出 ○ ○ ○

承諾書発行 ○ 　○※ 　○※

後援名義の使用 ○ ○ ○

会報掲載 ○ ○ ○

ホームページ掲載 ○ ○ ○

             　　※会報、ＨＰ掲載を以って承諾書と代えさせていただきます。

条　　　　件

５



令和3年度活動計画（案）

期　日 摘　　　要

R3　5.16　11:00～ 千葉市文化センター アートホール ロビー　※Web決議

R3　5.16  14:00～ 千葉市文化センター アートホール　※中止

R3　4

R3　5 リモートにて

R3　7

R4　3～4 全会員対象

未定

令和3年度予算（案）

１　収入の部（前年度繰越金を含む）

項　　目 金　額

１．会費 ¥0

２．演奏会収入 ¥0

３．助成金・寄付金 ¥0

４．前年度繰り越し ¥464,972

合　　　計 ¥464,972

2　支出の部
項　　目 金　額

１．活動費 ¥130,000

２．演奏会費 ¥200,000

３．通信費 ¥80,000

４．会報発行費 ¥25,000

５．記念事業積立金 ¥0

６．予備費 ¥29,972

合　　　計 ¥464,972

摘　　　要

なの花コンサート会場費・リーフレット・プログラム　など

郵送費・振込手数料　など

年１回発行

全国支部長会議

発送作業

活　　動　

第15回千葉県支部総会

第14回なの花コンサート

発送作業

運営費　など

会報　「楽歌星」22号発行

役員会

摘　　　要

６



東京音楽大学校友会千葉県支部役員(案）

支部長 成瀬 当正 （大17・声楽オペラ）

副支部長 住母家 玲子 （大17・声楽）

服部 めぐみ （大23・ピアノ）

事務長 国吉 浩子 （大19・音楽教育）

書　記 山内 静 （大24・ピアノ）

砂川 真弓 （大21・声楽オペラ）

会　計 成瀬 京子 （大19・ピアノ）

中田 陽子 （大30・ピアノ）

会計監査 砂川 真弓 （大21・声楽オペラ）

瀬尾 有里 （大21・ピアノ）　

７


