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2012年度神奈川ギター協会総会開かれる
2012年度の神奈川ギター協会総会が2月19日(日)午後３時より午後５時まで横浜技能文化会館特
別会議室で開かれた。以下は議事録よりの抜粋です。詳細については,議事録と会計報告を参照し
てください。

出席委員：川俣 明/西本悦子/森 淳一/堀井義則/石田 忠/志田英利子/岸良久/井上仁一郎/高久敏
春/前場裕介【計10名】 出席会員：青沼道子/岩木俊宏 /興津典明/菊池吾利也/金田英一【計5名】
委任状出席:計49名総会は会員数88名中64名の出席で成立した。

以下概略を記す。詳細は議事録を参照のこと。
[Ⅰ]2011年度事業及び収支決算報告承認の件
1.収支について志田委員より報告された。
●2011年収支としては収入合計￥1187121、支出合計\1203758で結果的には16637円の赤字と
なった。
●これにより次期繰越金は￥860053となっている。
●フェスティバルは\107547と大幅な黒字であった。これは印刷費削減と参加者増によるもの
と考えられる。
●オーディションは単体では参加者40名で収支ボーダーラインと言える数字であったが、杉
田劇場ワークショップの費用により\39991の赤字になった。
●詳細は会計報告書を参照のこと。
以上、非常に明快な会計報告であった。拍手により満場一致で承認された。

2.神奈川ギターフェスティバルについて担当の井上委員より報告された。

●昨年度は44組の応募があったが、震災関連と思われる辞退が10組あった。運営、集客も震
災の影響が懸念されたが、入場者数も延べ300名程度、また義援金も106285円集まりイベント
として成功と言えるのではないか。
3.神奈川新人ギタリストオーディションについて担当の森委員より報告された。
●40名の参加ということで前年を下回った。震災の影響もあったと思われるがこの数字は収
支ギリギリラインである。
4.杉田劇場ワークショップについて高久委員より報告された。
●高久委員が担当した「新人ギタリスト合格者によるコンサート」、堀井委員（会員の安部
氏、比嘉氏、細谷氏）が担当した「杉田劇場冬祭りギターワークショップ」の二つのイベン
トを行った。
以上、全て満場一致の拍手をもって承認された。
[Ⅱ]2012年度事業及び予算承認の件
1.2012年度神奈川ギターフェスティバルについて、担当の井上委員より報告された。
●39組参加、昨年度より5組減っているが、参加者総数にはほとんど差はない。
●興津氏よりビデオ品質クレームがあったことについての質問。今年はこれまで通りでいく
が、来年度以降は検討する。
2.神奈川新人ギタリストオーディションについて担当の森委員より報告された。
●杉田劇場協力、協賛5社で例年通り行う。
●課題曲について版の指定までを考慮に入れて選曲すべきではないか。
●特別審査員として濱田滋郎先生をお招きする。
3.神奈川ギター協会ニュース発行について
●例年通り橋爪委員の担当により年二回の発行を行う。
4.神奈川ギター協会ホームページについて石田委員から報告された。
●前委員の藤原氏から石田委員に担当が移行した。
●ホームページについてはＯＳの違いもあったため、リニューアルし、プロバイダーも変更
した。
5.会員のためのコンサートについて高久委員より報告された。
●成功に向けこれから参加希望者を積極的に募って3月10日締切として再案内する。
●菊池氏より、参加費の妥当性についての質問。チケット販売力がない方には厳しいかもし
れないが総合的に判断して適当との意見でまとまる。
以上、反対意見無く、拍手をもって承認された。
[Ⅲ].委員改選
●菅原圭委員の退任希望があり、新たに斉藤泰士氏が委員として加わることになった。
●会計担当委員が今期より志田委員から前場委員に引き継ぐ。
[Ⅳ].2011年度 会員の動き
新会員:細谷雄二さん、西村拓也さん 退会：なし
[Ⅴ]その他
●会費長期未納者について
会員2名の会費長期未納者が問題となっている。
・一名は会員継続の意志無しと判断して、規定により退会扱いにする。
・一名については体調不良が原因という情報を考慮し、現状保留とする。
●志田委員より、会費徴収方法について発案。
総会とフェスティバルのあとの会報に振込用紙を同封し、その際に、現金払いの方との重複
を避けるため事前に会計から総務にリストを送る。

2012 年神奈川県ギターフェスティバル
2012 年度の神奈川県ギターフェスティバルが横浜関内小ホールで 3 月 25 日(日)12 時 30 分よ
り開催された。今年は 39 組の参加があり、例年通りバラエティに富んだ内容で、出演者にも
聴衆にも楽しい一日になった。委員と有志会員によるスタッフは毎年の事ではあるが、コン
サートを最後まで盛り上げサポートしていた。

マンドリン＆ギターデュオの演奏

若手会員、渾身のソロ演奏

素晴らしいアンサンブル

2011 年度神奈川新人ギタリストオーディションの 5 人の合格者の演奏は午後 3 時過ぎから。
昨年の合格者は小学生から 20 代前半の若手が揃った。オーディション合格者の演奏コーナー
はこのフェスティバルの中でも人気が高い。この日もそれぞれの持ち味を発揮し、勢い溢れ
る充実した音色で会場を魅了していた。

ゲスト演奏 西村拓也さん

ゲスト演奏 田中晴彦さん

ゲスト演奏 原田斗生さん

ゲスト演奏 佐波岳さん

ゲスト演奏 松澤結子さん

◎住所変更のお知らせ
新会員の細谷雄二氏の住所が変更になりました。会員の方は住所録を見て下さい。
◎銀行振込での会費納入のご案内
会費の納入は、同封用紙による郵便振り替えの他、銀行振込でも可能です。銀行振込先は次
のようになっています。
みずほ銀行衣笠支店 普通1388393 神奈川ギター協会 石田忠

コンサート情報
---------------------------------------------------------------------------------------●アウラ音楽院八王子教室ギタースプリングコンサート
2012/4/30(月祝)19 時開演 学園都市ホール(東急スクエアビル 12 階) 2,500 円 *アクセス/JR 八王子駅北口より 出
演/前場裕介＆森淳一 プログラム/詩的ワルツ集より（E.グラナドス）
、ロシアの思い出（F.ソル）はかなき人生よりスペ
イン舞曲第 1 番（M.de.ファリャ） 問い合わせ/ TEL03-5603-2069（本部）
--------------------------------------------------------------------------------●キムソンジン・西本悦子ジョイントチャリティーコンサート
（東日本大震災支援コンサート） 2012/ 4/29(日)13 時開演
入場無料
カトリック多摩教会（最寄駅、京王線、小
田急線「永山駅」
） 問い合わせ…チェスンジン TEL 042-375-9102
---------------------------------------------------------------------------------------------------------●キムソンジン＆西本悦子ギターの夕べ
2012/ 5/1(火)サンハート音楽ホール（相鉄線・二俣川駅より徒歩 1 分）19 時開演 前売り 3000 円、当日 3500 円 問
い合わせ／西本ギター教室 上柏尾教室 045-824-4015
東戸塚駅前教室 045-825-8815 サンハートチケットセンター
045-364-3810
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------●フルート＆ギターデュオコンサート
2012/5/3(木・祝) イギリス館ホール 14 時開演 、前売り 1500 円、当日 1800 円（要予約）子供 1000 円（小学生以下）
フルート：菅原いずみ ギター：菅原 圭
2 つのガリアード(ダウランド )ファンタジア(カルリ) 3 つの作品(ラウロ)
セレナード No.2(カルリ)、 タンゴの歴史(ピアソラ)、 魔笛の主題による変奏曲(ソル) 他全席自由 問い合わせ
045-961-9213 菅原 圭
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------● ギ タ ー ジ ョ イ ン ト コ ン サ ー ト
2012/5/5（土・祝）14 時開演 さざなみホール（逗子文化プラザ内） 出演 （石田 忠 門下生） 1000 円 相川直樹
菊池吾利也、佐藤雅也、星野隆資、宮崎和穂問い合わせ 080-3466-8988
MAIL; masayayaya@jcom.home.ne.jp(佐藤)
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－-------------●川俣 明ギターリサイタル
2012 年 5 月 12 日(土) 午後 2 時 45 分開演 藤沢市藤沢労働会館ホール スぺイン・ルネッサンス、ビウェラのための 4
つの作品、M.ジュリアーニ/英雄的ソナタ op.150 F.ソル/序奏とアレグロ op.14 、M.M.ポンセ
主題問い合わせ・チ
ケットは川俣までメールまたは電話でチケット¥3000(前売) ¥3500(当日)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------●アナ・ヴィドヴィチ ギタ―リサイタル
2012/6/27 19 時開演
杉田劇場
ソナタ（J.トゥリーナ）,アルハンブラの思い出（F.タレガ） グラナダ、セビリ
ア、アストゥリアス（アルベニス） プレリュード・フーガ・ アレグロ BWV.998（バッハ） 大聖堂（バリオス） 「ギ
タ―のための 12 の歌」よりヘイ・ ジュード オーバー・ザ・レインボー イエスタディ（武満徹編曲）
、 5 つのバカテ
ル（ウォルトン） *お問い合わせ 045-771-1212（杉田劇場） *神奈川ギタ―協会会員は 500 円割引
----------------------------------------------------------------------------------------------------------●ジョイントギター、ウクレレコンサート
2012 年 7 月 21 日（土） ホマドリームサロン（要町駅） 3,000 円 アクセス/有楽町線要町 *出演/小川千草＆前場
裕介＆森淳一（ギターデュオ、ソロ、 トリオ、ウクレレ） プログラム コルドバ（I.アルベニス）
、不良少年（武満
徹）
、ロッシーニのチェネレントラの序曲（M.ジュリアーニ）他 *問い合わせ/ tel 03-6303-6151(ホマドリーム)
-----------------------------------------------------------------------------------●神奈川ギター協会員による真夏のギターフェスティバル
2012 年 7 月 29 日（日）13 時 30 分開演
横浜みなとみらい小ホール
2000 円(当日 2500 円)
出演/川俣明、
西本悦子、石田忠、高久敏春、森淳一，前場裕介、橋本晋平、井上仁一郎、斉藤泰士、多治川淳一、山田大輔、細谷雄二、
西本一夫、近藤裕明、石田淑恵、菊地吾利也、星野まき子、安部数子、比嘉隆則、松川和史、岩木俊宏、安藤三七子、竹
之内朋子、小川千草、新井三夫、中島晴美(以上協会員)、塚田るみ子、花積亜衣、間中美帆、元木奈津子 *問い合わせ/ tel
045-771-3531(高久)
コンサート情報は石田忠ホームページ担当まで電子メールまたはスキャニングしやすい印刷物(手書き
などではなく)でお知らせ下さい。ホームページに掲載されます。時期が合えば会報にも掲載されます。

編集後記 先日、人生初のインフルエンザに感染してしまいました。インフルエンザの検査をするときに、
綿棒を鼻に強烈に突っ込まれたのがショックでした。さて、今年も神奈川ギター協会のイベントは盛り
沢山です。充実したギターライフを送るべく、健康に気をつけて頑張っていきたいと思います。
（会報担
当 橋爪）

