
2012（平成 24）年度
千葉県高等学校軽音楽連盟

委 員 総 会
議案書（確定版）

日 時 2013（平成 25）年２月 10 日（日） 12：00 ～ 14：00

場 所 流通経済大学 新松戸キャンパス 二階学生ラウンジ

第１号議案 2012（平成 24）年度の決算報告

第２号議案 2013（平成 25）年度の予算

第３号議案 2012（平成 24）年度の事業報告

第４号議案 2013（平成 25）年度の事業計画

第５号議案 連盟規約の一部改定

第６号議案 役員改選

第７号議案 役員業務分担



- 1/7 -

第１号議案 2012（平成 24）年度の決算報告 …… 承認

＜収入の部＞

前年度繰越金 11,450

関東大会千葉予選 一次予選参加費 42,000 1,000 円× 42 団体

二次予選参加費 20,000 1,000 円× 20 団体

新 人 大 会 参 加 費 20,000 2,000 円× 14 団体

収 入 計 91,450

＜支出の部＞

関東大会千葉予選 69,310 内訳は裏面参照

新 人 大 会 17,850 内訳は裏面参照

支 出 計 77,160

＜残 金＞ 14,290 （次年度に繰越）

第２号議案 2013（平成 25）年度の予算 …… 承認

１．全国大会千葉予選………………… 75,000

分 担 金………………… 20,000

２．新人大会…………………………… 20,000
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＜支出の部：内訳＞

１．関東大会千葉予選………………… 69,310

参加案内送付郵送料 6,000 80 円× 75 校

顧問会議費(7/7) 1,660 飲料等

一次予選 審査員費用 27,400 謝礼 6,000 円× 4 名＋交通費

補助役員交通費 4,100

会議費(7/) 3,130 飲料等

予選結果郵送料 940

二次予選 審査員費用 19,900 謝礼 6,000 円× 3 名＋交通費

会議費(8/4) 1,372 飲料等

スタッフ差し入れ 2,534 飲料等

賞状 700

軽音楽連盟角印 1,324

封筒 250

２．新人大会…………………………… 17,850

審査員費用 12,500 謝礼 6,000 円× 2 名＋交通費

会議費(11/18) 210 飲料等

スタッフ差し入れ 1,505 飲料等

文房具 105

補助役員交通費 1,200

不参加校返金 2,000

不参加校返金手数料 330 定額小為替手数料＋送料
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第３号議案 2012（平成 24）年度の事業報告
Ａ．連盟の主催行事

① 高等学校軽音楽コンテスト関東大会千葉予選（８／４ ＴＳＭ）

予選参加 10 校・42 バンド（バンド数制限なし）

本選出場 10 校・20 バンド

グランプリ Ｈｕｍ２ｎｄ（東海大浦安高）

準グランプリ Ｃｒｏｗ（東海大浦安高）

奨励賞 坂本's（市川高） Ｄａｚｚｌｅ（市川高）

Ｂｉｔ’ｓ（東海大浦安高） 彗星ｃｏｌｏｒ（東海大浦安高）

② 千葉県高等学校軽音楽新人コンテスト（１１／１８ ＴＳＭ）

参加 13 校・13 バンド（１校１バンド制限）

グランプリ Ｒｕｓｉａ（東海大浦安高）

準グランプリ Ｃｕｓｔｏｍ Ｂｅａｔｓ（県立八街高）

ＮＥＶＩＮ（千葉英和高）

奨励賞 ＮＥＷｔｒａｌ（市川高）

ｗａｓｔｅ ｆｏｒｍ（専修大松戸高）

Ｂ．連盟の運営協力イベント

③ 高校生バンドフェスティバル（１２／１８ さわやかちば県民プラザ）

予選参加 55 バンド（バンド数制限なし・一般参加含む）

本選出場 ６校・10 バンド（＋一般参加３バンド）

Ｃ．連盟加盟校主催の合同ライブ

浦安合同ライブ（５／２０ 東海大浦安高）４校・17 バンド

浦安合同ライブ（８／２３・２４ 東海大浦安高）９校・41 バンド

稲毛合同ライブ（１１／３ 県立京葉工業高）３校・11 バンド

市川合同ライブ（１１／１０ 市川高）２校

八街合同ライブ（１２／２３ 八街市中央公民館）３校・25 バンド

浦安合同練習会（１２／２５ 東海大浦安高）５校

市川合同ライブ（１／１２ 市川高）２校

新松戸合同ライブ（２／１０ 流通経済大学新松戸キャンパス）

11 校・41 バンド

浦安合同ライブ（２／１１ 東海大浦安高）５校・バンド数未定（予定）

松戸合同ライブ（３／１７ 専修大松戸高）７校・バンド数未定（予定）
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第４号議案 2013（平成 25）年度の事業計画 …… 承認

Ａ．連盟の主催行事

① 高等学校軽音楽コンテスト千葉県予選（仮称：８月）

→ 詳細については、全国大会の要項が決まってから、追って決定

会場については、今後担当を中心に協議

② 千葉県高等学校軽音楽新人コンテスト（１１月）

→ 詳細・会場については、今後担当を中心に協議

Ｂ．連盟の運営協力イベント

③ 高校生バンドフェスティバル（１２月）

＜主催：さわやかちば県民プラザ 後援：千葉県高等学校軽音楽連盟＞

→ 詳細については、今後主催者・担当を中心に協議

※ これ以外で、県内で開催されるイベント等については、

必要に応じ、可能な範囲で協力をしていく。

内容等によって、今後事業計画に加えることもある。

Ｃ．連盟加盟校主催の合同ライブ

→ これについては、「交流の原点」ですから、可能な範囲で実施。

新規開催分も含めて、時期・場所の交通整理が必要か？
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第５号議案 連盟規約の一部改定 …… 承認

第３条 事 業

次の１行を追加（従来の３と４は、それぞれ４と５に繰り下げ）

３ 高等学校軽音楽新人コンテスト

第５条 役 員

「委員 若干名」を「常任委員 若干名」と改める。

第６条 役員の選出

３ 「委員長、副委員長、委員、……」を

「委員長、副委員長、常任委員、……」と改める。

第７条 役員の任務

５ 「委員は、」を「常任委員は、」と改める。

第 10 条 部会総会

「部会総会は、年１回、５月に」を

「部会総会は、年１回、２月に」と改める。

第 12 条 委員会

「委員会は、委員長、副委員長、委員、……」を

「委員会は、委員長、副委員長、常任委員、……」と改める。
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第６号議案 役員改選 …… 承認

委 員 長（留任） 松本嘉幸（芝浦工業大学柏中学高等学校教諭）

副委員長（留任） 金井義徳（千葉県立八街高等学校教諭）

副委員長（留任） 水田正彦（専修大学松戸高等学校教諭）

常任委員（留任） 川崎 学（市川高等学校教諭）

常任委員（留任） 竹石誠一（東京学館船橋高等学校教諭）

常任委員（新任） 飯嶋典子（千葉県立京葉工業高等学校教諭）

常任委員（新任） 板岡大史（拓殖大学紅陵高等学校教諭）

会 計（留任） 増子晋一郎（千葉県立鎌ヶ谷西高等学校教諭）

書 記（新任） 片岡綾太（千葉英和高等学校教諭）

監 事（留任） 中村 誠（千葉県立鎌ヶ谷西高等学校教諭）

監 事（留任） 飯田利保（中央学院高等学校教諭）

事務局長（留任） 島晴己子（東海大学付属浦安高等学校教諭）
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第７号議案 役員業務分担 …… 承認

① 高等学校軽音楽コンテスト千葉県予選（仮称：８月）

主担当：竹石（学館船橋） ＜実行委員長としての挨拶を含む＞

副担当：片岡（千葉英和）・島（東海大浦安）

② 千葉県高等学校軽音楽新人コンテスト（１１月）

主担当：水田（専修大松戸） ＜実行委員長としての挨拶を含む＞

副担当：板岡（拓大紅陵）・島（東海大浦安）

③ 高校生バンドフェスティバル（１２月）

主担当：川崎（市川）

④ その他新規イベント等の窓口

主担当：飯島（県立京葉工業）

副担当：金井（県立八街）

⑤ 合同ライブ……新規実施校のサポート・日程等のとりまとめ

主担当：金井（県立八街）

⑥ 渉外・関東・全国その他担当

主担当：島（東海大浦安）

副担当：金井（県立八街）

⑦ 議事録・議案書等作成＜書記＞

主担当：片岡（千葉英和）

⑧ 会計

主担当：増子（県立鎌ヶ谷西）

⑨ 会計監査＜監事＞

主担当：飯田（中央学院）

副担当：中村（県立鎌ヶ谷西）

⑩ 連盟ＨＰ管理・イベント記録

主担当：金井（県立八街）


