
楽友三田会 2022 年度定時総会 

2022 年 1 月 29 日（土）14 時 
 

★議案 

第 1 号議案 2021 年度事業報告・決算（案） 

第 2 号議案 任期満了に伴う楽友三田会会⾧の選任 

第 3 号議案 2022 年度事業計画・予算（案） 

第 4 号議案 70 周年記念演奏会実行計画（案） 

 

★現役支援に関するご報告 

楽友会前幹事⾧ 阿竹俊哉 

 

★2022 年度楽友三田会会費の納入（お振込み）のお願い 

楽友三田会会計 小原朋子 

 

以上 



【第１号議案】2021 年度事業報告・決算（案） 

１．事業関係 

（１）新年会 

新型コロナウィルス感染状況を踏まえ中止した。 

（２）会報 

6 月に第 81 号、12 月に第 82 号を発行した。 

（３）現役・OBOG 交歓会 

9 月 12 日に【オンライン】により開催した。 

 

２．会議関係 

（１） 総会 

1 月 30 日（土）に【書面】にて開催した。①2020 年度の事業報告および決算案、②2021 年度の

事業計画および予算案、③70 周年記念演奏会実行計画案および予算案、について承認可決した。 

（２） 代表幹事会 

ア 臨時代表幹事会（2 月 12 日（金））【書面開催】 

  楽友会創立 70 周年記念演奏会の本番開催日の延期について審議した。 

     （その後、2022 年 2 月 26 日のオーチャードホールを解約した） 

ィ 第 1 回（6 月 6 日（日））【オンライン開催】 

2021 年度の総会・新年会報告、2022 年新年会、70 周年記念演奏会、現役および楽友三田会

合唱団の活動状況、現役・OBOG 交歓会などについて審議した。 

ウ 第 2 回（11 月 28 日（日））【オンライン開催】 

2021 年度の事業報告・決算（案）、任期満了に伴う楽友三田会会⾧（候補）の選出、2022 年 

度の事業計画・予算（案）、2022 年度の総会・新年会、70 周年記念演奏会などについて審議 

した。 

（３） 70 周年記念演奏会実行委員会 

1 月 24 日（日）、1 月 31 日（日）、3 月 28 日（日）、5 月 30 日（日）、8 月 29 日（日）、10 月 24

日（日）に【オンライン】により開催した。 

（４） 理事会 

2 月 28 日（日）、5 月 29 日（土）、8 月 29 日（日）、11 月 7 日（日）に【オンライン】にて開催

した。 

 

３．その他 

昨年に引き続き、コロナ禍により大きな影響を受けている現役活動に対する支援を目的とし、楽友三

田会会員から現役への個人寄付活動を行った。 

 

４．2021 年度決算案（別紙参照） 

 



(別紙） 2021年度決算案
2020年度実績 2021年度予算 実行額

収入の部
年会費 863,500      1,000,000    690,500      
雑収入 57              24              
過年度分会費等 90,000        12,500        
収入計 953,557      1,000,000    703,024      ▲ 296,976 (予算差異)

印刷費 92,120        150,000      71,285        
通信、郵送費 137,496      220,000      152,007      
会議費 30,093        80,000        26,963        
現役交流費 -               150,000      20,000        
現役支援費 400,000      230,000      230,000      
合唱団補助 100,000      100,000      100,000      
雑費 31,003        40,000        14,790        
予備費 50,000        30,000        -               
支出計 840,712      1,000,000    615,045      ▲ 384,955 (予算差異)

差引収支計 112,845      -               87,979        
前期繰越金 1,609,239    1,722,084    1,722,084    

-               -               -               
次年度繰越金 1,722,084    1,722,084    1,810,063    

現金 6,557          前受金（前受会費） 614,500      
普通預金(みずほ銀行） 85,938        岡田先生基金 750,000      
郵貯振替口座 1,671,721    本会計次年度繰越金 1,810,063    
定期預金(みずほ銀行) 2,000,000    名簿会計繰越金 17,690        

現預金残高 3,764,216    新年会会計繰越金 571,963      
3,764,216    70周年会計繰越金 -               

繰越金計 3,149,716    
3,764,216    

新年会会計(2021)
前 年 度 繰 越 金 16,690        前 年 度 繰 越 金 571,963      
収 入 1,250          収 入 -               
支 出 250            支 出 -               
差 引 収 支 1,000          差 引 収 支 -               
次 年 度 繰 越 金 17,690        次 年 度 繰 越 金 571,963      

前 年 度 繰 越 金 -1,017,500  会長　　　　　藤田　克己 (26期）
1,017,500    事務局長　　海野　英俊 (34期）

-               会計　　　　　小原　朋子 (36期)
差 引 収 支 1,017,500    会計監査　　渋谷　康一郎 (27期)
次 年 度 繰 越 金 -               

70周年会計

支出の部

財

政

状

況

特

別

勘

定

現役活動支援(20万円)、現役定演支援広告費相当(3万円)

70周年HPアカウント1年分、コピー代、インク代等

楽友三田会合唱団

合　　計

合　　計

本

会

計

名簿会計

2021.1.1～2021.12.31

会報、総会・新年会通知、封筒等

会報・新年会通知、代表幹事会通知等

代表幹事会・編集会議・70周年等のZoom利用料

連合三田会大会券を現役に贈呈

備考

預金利息

実行額　　 2,500X234名,3,000X35組,計304名

昨年度までの分も合わせてお支払いいただいた分

資産の部 負債・資本の部

収　　　　入(会場費前金戻り）
支　　　　出

2022年1月10日に会計監査を実施し、

適切に処理されていることを確認いたしました。

会計監査代行 山本 高司



【第２号議案】任期満了に伴う楽友三田会会⾧の選任 

2021 年 11 月 28 日に開催された代表幹事会において、代表幹事会として 29 期遠藤敦氏を新会⾧に推薦

することが決議されている。 

（注）楽友三田会の会⾧は、代表幹事会の推薦に基づき、総会の承認によって選任される（規約第 19 条）。 

会⾧の任期は、選任された日から 2 年後の総会の日まで（規約第 21 条）。 

 

【第３号議案】2022 年度事業計画・予算（案） 

１．事業関係 

（１） 新年会 

2022 年 1 月 29 日（土）に【オンライン】にて開催する。 

（２） 会報 

5 月と 11 月に発行する。 

（３） 現役・OBOG 交歓会 

現役の企画・運営で開催する。 

 

２．会議関係 

（１） 総会 

2022 年 1 月 29 日（土）に【オンライン】にて開催する。 

（２） 代表幹事会 

5 月と 11 月に開催する。 

（３） 70 周年記念演奏会実行委員会 

随時開催する。 

（４） 理事会 

随時開催する（年間 4 回を予定）。 

 

３．その他 

（１） 現役の活動を可能な範囲で支援する。 

（２） 延期された 70 周年記念演奏会に向けて必要な準備活動を行う。 

 

４．2022 年度予算案（別紙参照） 

 

以上 



2022年度予算案
予算案

年会費 1,000,000    2,500X340名＋3,000X50組=440名

雑収入 預金利息

収入計 1,000,000    

100,000      会報(メールなし会員向け）2回、総会・新年会資料、封筒等印刷費

200,000      会報・新年会通知、総会資料・代表幹事会資料等郵送費

会議費 80,000        Zoom利用料、理事会、代表幹事会、会報編集会議、70周年関連

現役交流費 150,000      現役OBOG交歓会、現役との懇親、合宿差入、連合三田会大会券

現役支援費 230,000      現役活動支援(20万)、現役定演広告(3万)

合唱団補助 100,000      楽友三田会合唱団

雑費 40,000        70周年用HPアカウント、コピー代、インク代等

予備費 100,000      
支出計 1,000,000    

差引収支計 -               
前年度繰越金 1,810,063    

差引次年度繰越金 1,810,063    

通信、郵送費

備考

2022.1.1～2022.12.31

収入の部

支出の部
会報等印刷費



【第４号議案】

6月の代表幹事会で、本番開催日の目標とそれを決めるまでの再計画の進め方についてご承認を頂きました。

その後の実行委員会の論議内容と活動状況をご報告しますので、

以下「３．再計画にあたっての基本方針と練習情報ＨＰの開設について（案）」の【承認対象】の内容につき、

ご承認をお願い致します。

１．実行計画に関する修正経緯

１）2019年11月・2020年1月： 代表幹事会および総会にて、実行計画承認

２）2020年11月・2021年1月： 代表幹事会および総会にて、実行計画の修正案承認

《修正点》 三田会出演者数の想定を200名前後から180名前後へ変更

予算規模を940万円前後へ縮小

３）2021年1月： 総会議案の配布時に「重要なお知らせ」として通知

《修正点》 練習開始を一旦6月へ延期し、4月に再度状況判断する

4月時点の状況によっては、本番日程を含めて再検討する

４）2021年2月： 臨時代表幹事会にて本番延期を承認

《修正点》 本番開催日（現計画：2022年2月26日）を延期とする

多額の解約料支払リスクを避けるためオーチャードホールを解約する

開催日の第一候補は、2023年5～7月の土・日・祝とし、本番会場の予約活動を行う

５）2021年6月： 代表幹事会にて、実行計画の修正案承認

《修正点》 本番開催日の第一候補を2024年2～3月（当初計画より2年延期）とする

およそ2年前（2022年2～3月）にコロナ収束の見通しが立ったことを確認しスケジュール案を策定する

2022年5月の代表幹事会でスケジュール案を報告し、本番会場・練習会場の予約活動を開始する

理由…オーチャードホールも2023年4月から休館予定となった（期間未定）

６）2021年11月： 代表幹事会にて、下記の基本方針案、および練習情報ＨＰ開設について承認

２．コロナ情勢と実行委員会の活動状況

９月に緊急事態が解除されましたが、その後第６波が始まり、先行きは不透明でコロナ以前と同様の合唱活動が

できるようになるまでには、まだ時間がかかりそうな情勢だと認識しています。

延期決定後に開かれた実行委員会では、演奏会のコンセプトを実現するためにも、人数規模やステージ構成な

どの企画の骨子を変更せずに開催したい、そのためには合唱活動が充分にできるようになるまで待ってもよい、

という意見が多数を占めました。

その中で、７０年間の楽友会の歩みを調べるチーム、練習情報などを共有するためのホームページを作るチーム、

楽譜の調達方法や権利関係を調べるチームなどが、活動を行いました。

７０周年記念演奏会　実行計画（案）

楽友会７０周年記念演奏会　実行委員会

2022/1/29



３．再計画にあたっての基本方針（案）

【承認対象】

１）再計画にあたっての基本方針

・コロナ収束判断の要件…予定どおりの人数規模とステージ構成で開催できる見通しが立つこと

・コロナ収束の判断時期…2022年4～5 月とする

４．補足

１）予定どおりに開催できるようになるためには、練習会場・本番会場ともに利用制約が解除され、

コロナ前とほぼ同様の合唱活動ができるようになることが必要と考えています。

２）2022年2～3月にはコロナ収束の見通しが立たないケースを想定し、次回代表幹事会の直前まで待って判断する

こととします。

３）70周年記念の特設サイトとして、練習情報ＨＰ（ホームページ）を2021年12月に開設しました。

　　練習情報ＨＰ（https://www.gakuyukai.org）の主なコンテンツは以下を想定しています。

・当初…70周年関連のお知らせ、各ステージの曲目紹介・参考音源など

・再計画確定後…練習計画（日時・場所・練習内容等）、練習報告（指導内容等）、練習素材（音とり音源等）

などを追加

以上



再計画スケジュール案

▲コロナ収束見通し判断コロナ情勢確認

2022/1/29

9月 10月11月 12月 1月 2月 3月 4月6月 7月 8月 8月8月

2021年 2022年

5月 6月 7月9月 10月

▲再募集開始

3月

本番会場（ホール） 申込

計画審議・承認 代表幹事会 代表幹事会 総会

募集

11月 12月 1月 2月11月 12月

本番

練習 個別練習

合同練習

練習会場 練習会場予約

2024年2023年

1月 2月 3月 4月 10月9月5月 6月 7月



現役⽀援に関するご報告 

 
2022 年 1 ⽉ 

前幹事⻑ 4 年 阿⽵俊哉(67 期) 
 
拝啓 
 
平素より、楽友会現役の諸活動に対し、格別のご⾼配を賜っておりますこと、厚く御礼申

し上げます。昨年度、楽友会の幹事⻑を務めておりました、67 期の阿⽵と申します。 
 
再び新種のコロナウイルスが感染拡⼤の猛威を振るっている最中、会員の皆様におかれま

しては不安な⽇々をお過ごしかと存じます。 
 
ご存知の⽅もいらっしゃるかと存じますが、現役は、2021 年 12 ⽉ 27 ⽇（⽉）、⼤⽥区⺠

ホール・アプリコにて前年に引き続きなんとか第 70 回の定期演奏会を開催することができ
ました。今後とも現役は定期演奏会とさまざまな活動の灯⽕を絶やすことなく発展してい
くことと存じます。 
 
さて、本紙においては、今年もご協⼒を賜りました「現役楽友会活動⽀援⾦」についての

ご報告を⾏います。 
 
1. 合計寄付⾦額について 

昨年の 9 ⽉から募集を始めました「現役楽友会活動⽀援⾦」では、総計述べ 83 名の
三⽥会会員の⽅々より、合計 964,000 円の寄付を頂きました。また、楽友三⽥会の⼀般
会計から 200,000 円、三⽥会合唱団から 100,000 円、楽友三⽥会 OSF 男声合唱団から
100,000 円の現役活動⽀援⾦も頂いており、合計すると、1,364,000 円のご⽀援を頂い
ております。昨年に引き続き、ご協⼒いただきました三⽥会会員の皆様には誠に感謝し
ております。この場をお借りし、厚く御礼申し上げます。本当にありがとうございまし
た。 
 

2. 寄付⾦の使途と⾦額について 
寄付⾦の使途につきましては、以下の通りでございます。 
 
⼀、定期演奏会パンフレットの広告費・依頼演奏収⼊減少補填・・・三⽥会会員の皆様

からの寄付⾦ 964,000 円より充当 



 
⼆、⾼騰する練習場所代、活動費収⼊減少の補填・・・2020 年度寄付⾦繰越⾦ 1,239,465

円、楽友会三⽥会からの現役⽀援⾦ 200,000 円、三⽥会合唱団からの現役⽀援⾦
100,000 円、三⽥会 OSF 男声合唱団からの現役⽀援⾦ 100,000 円の計 1,639,465
円より充当 

 
3. 本年度の寄付⾦の余剰⾦について 

2021 年度⼀般会計・定演会計の決算後に⿊字となった場合は、余剰分を「2021 年度
寄付⾦繰越⾦」として 2022 年度に繰越予定です。決算は未完結のため、仔細に関しま
しては、理事会にて現役の⽅から改めてご報告差し上げます。 
 

4. 現役の活動状況について 
前年度に⽐べれば社会情勢の変化や義塾の対応の変化に応じ、通常通りの活動が増え

てきてはおりますが、現役は withコロナの社会において、いまだに新型コロナウイル
ス感染症の影響を多⼤に受けつつ活動を続けなくてはならない状況下に置かれ続ける
ことが予測されます。 
そのような活動の中で、寄付⾦は主に、練習場所に適した⼗分な広さや空調のある外
部施設の確保や感染対策のための備品の購⼊に継続して充てさせていただくことが⾒
込まれます。特に、コロナ禍における練習に適した外部施設の確保は練習の質、ひいて
は演奏会の質や団員の⼠気に直接的に関わるところでもあり、この 2 年間の演奏会の
開催もやはり三⽥会の皆様のご協⼒なしでは成り⽴たなかったものだと断⾔できます。 
また、コロナ禍に⼊ってからになりますが、新⼊団員が減少傾向にあること、また、
義塾や外部からの依頼演奏の機会が激減していることに加えて、演奏会におけるパン
フレットへの広告掲載による広告収⼊も激減しており、団としての収⼊は減少傾向が
改善できずにおります。 
現役も新⼊団員を増やすこと、依頼演奏はなるべく受け⼊れることなどで⼯夫しつつ
どうにか収⼊を⼯⾯してはおりますが、やはりコロナ禍以前の収⼊と⽐較しますと団
としての収⼊だけでは苦しい状況がまだまだ続いております。 
現役は今後もコロナ禍に負けず、合唱団としての成⻑及び学⽣団体としての発展を⽬
標に⾜を⽌めることなく、進み続けます。また定期演奏会を開催し、よりよい演奏をお
届けすることで先輩⽅にも恩返しができるよう努めて参りますので、三⽥会会員の皆
様に置かれましては上記のような現役の事情にご理解を賜りますようお願い申し上げ
ますとともに、引き続き様々な場⾯において何卒相変わらずのご⽀援を賜りますよう
切にお願い申し上げます。 
 

敬具 



2022 年度楽友三田会会費の納入(お振込み)のお願い 

楽友三田会会計 小原朋子(36 期) 

 

 楽友三田会会員の皆様、平素より楽友三田会の活動にご理解を賜り御礼を申し上げます。 

昨年度は一昨年に続き、本会計から現役の活動支援を行うことができました。本年度につきまし

ても、会員の皆様相互の親睦に加え、引き続き現役の活動支援を実施していきたいと思います。 

本年度は、新年会がリモート開催となったこともあり、楽友三田会の会費について例年新年会

でお納めいただいている方についても、そうでない方についても、お振込みによる会費納入をお

願いできればと思います。何卒よろしくお願いいたします。 

 

１．振込先（いずれの口座でも可） 

① ゆうちょ銀行 

ａ．郵便振替口座  

※楽友三田会専用用紙がなくても、郵便局の払込取扱票をご利用になれます。 

口座番号 ００１００－７－６５１５６ 

加入者名 楽友三田会 

ｂ．電信振込（銀行等からお振込みの場合） 

  店番  ０１９ （ゼロイチキュウ） 

  預金種別 当座 

     口座番号 ００６５１５６ 

  口座名  楽友三田会 

② みずほ銀行 

   支店名  八重洲口支店 

  預金種別 普通 

  口座番号 １７１８７５８ 

  口座名  楽友三田会 

 

２．振込金額 

年会費 2,500 円（夫婦会員は、1 組 3,000 円）  

 ※振込時には、振込人名の後ろに期の数字と、ﾈﾝｶｲﾋと入れてください。 

例  ｶﾞｸﾕｳﾀﾛｳ 36 ﾈﾝｶｲﾋ 

※複数年分まとめていただくことも可能です。 

 2022 年度分に充当後、余剰があれば来年度以降の前納分とします。 

 

過年度分に充当したい等、個別の事情がある方は、郵便局の払込取扱票の通信欄に 

ご記載いただくか、以下のアドレスまでメールにてご連絡いただけると助かります。 

楽友三田会会計 小原朋子（EZK00070@nifty.com） 

以上 

mailto:EZK00070@nifty.com

