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2010年度神奈川ギター協会総会開かれる
2010年度神奈川ギター協会総会開かれる
2010年度の神奈川ギター協会総会が2月14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，議事録より抜粋する。詳細については,議事録と会計報告を参照されたい。

総会出席者

出席委員:
:

高久敏春/川俣 明/小川千草/西本悦子/岸 良久/石田 忠/堀井義則/ 志田英利子/菊地通介/森 淳一
大橋俊和/井上仁一郎

出席会員:
:

【計12名】

興津典明/金田英一/西本一夫/菊池吾利也/橋爪晋平/菅原 圭

委任状出席:
: 委員長に委任(7名)
堀井氏に委任(6名)

空白で委員長に委任(15名)
西本氏に委任(1名)

【計6名】

石田 忠氏に委任(17名)

高久氏に委任(1名)

【委任計48名】

総会は会員数 87 名中 66 名の出席で成立した。議長は慣例により石田委員長が務めた。
以下概略を記す。詳細は議事録を参照のこと。
[Ⅰ]2009 年度事業及び収支決算報告承認の件
●志田委員から 2009 年収支と次期繰り越し金について報告された。
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議長に委任(1名)

●オーディション単体としては 6253 円黒字である。これにより赤字になるか黒字になるかの境が、応募者が
39 名から 40 名の間ぐらいだという大体のところを判断出来る。
●会計報告の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。
[Ⅱ]2010 年度事業及び予算承認の件
1.2010 年度神奈川ギターフェスティバルについて報告及び説明された。 (既終了 3/28

関内ホール)

2.神奈川新人ギタリストオーディションについて報告及び説明された。(2010 年 7 月 11 日(日) 杉田劇場)
3.神奈川ギター協会ニュース発行
●川俣委員長が兼任。1 年に 2 回。
4.神奈川ギター協会ホームページ
●引継ぎ済みの連絡があるまで連絡は藤原委員に。
以上、これも満場一致で拍手で承認された。
5.委員改選の件
●石田委員長と高久副委員長は共に退任して委員となる。
●新委員長は川俣
●書記新任

明委員、副委員長は西本悦子委員

井上仁一郎委員

●辞任および退任委員

新委員

橋爪晋平氏

篠原正志氏、

前場裕介氏

菅原 圭氏

藤原浩明氏、竹之内朋子氏

興津典明氏

●残りの委員は今まで通りで、出席の各委員より、それぞれ挨拶があり、以上、拍手で承認された。
6.神奈川ギター協会 40 周年記念行事(パーテイー形式で)についての報告及び説明がされた。(3/7

既終了)

7.その他
●留学中の会費に付いては「一年以上の海外留学については会費を免除し休会扱いとする。」という文を会則に
追加し、実効は本日 2 月 14 日の総会を以ってとする。現在海外留学中で会費未納扱いになっている者にも適用
し、今までのぶんも請求はしない。
8.2009 年度

会員の動き

《新会員》岩木俊宏氏

安達典史氏

安達(旧姓:奥田)博子氏

《逝去》横尾幸弘氏

神奈川ギター協会 40 周年記念パーティー、華やかに開かれる
周年記念パーティー、華やかに開かれる
2010 年 3 月 7 日(日)午後 5 時より神奈川ギター協会 40 周年記念パーティーが、横浜みなとみらい「ナビオス
横浜」で開かれた。来賓として音楽評論家の濱田滋郎氏、ギター関係各社、ギター関係各協会の代表の方々の列
席を仰ぎ、総勢 70 名という華やかなパーティーとなった。石田忠委員長の開会の辞、乾杯の音頭は初代委員長
奥田紘正氏、歴代委員長挨拶山口昭三氏、青沼道子氏、御招待者挨拶、アトラクション「合点承知之助トリオ」、
新委員長紹介、記念写真撮影、閉会の辞と手締の高久敏春氏と続いた。総合司会は篠原正志氏が担当した。現在
の神奈川ギター協会の盛り上がりに相応しい華やかなパーティーであった。
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2009 年神奈川県ギターフェスティバル
神奈川県ギターフェスティバル
2010 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 28 日(日)12 時 30 分より開催された。今回
は昨年度よりも出演者が少なかったが、高久委員、西本副委員長の司会で各演奏者へのインタビューも復活し長
時間のコンサートであるが、内容はバラエティにも富み、出演者にも聴衆にも楽しい一日になったようだ。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。

トップはちょっと緊張

美しく華やかに

とっても上手に演奏できましたね。

司会者のバトンタッチ
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常連らしく堂々と聴かせます

協会若手はさすがに凄い演奏

先生は誰?

アラ～、良い先生ね・・

息の合った二重奏

難曲を見事に演奏

2009 年度神奈川新人ギタリストオーディションの 3 人の合格者の演奏は午後 3 時過ぎから。昨年の合格者は 14
歳から 24 歳までという若手が揃った。このオーディション合格者の演奏コーナーはフェスティバルの中でも人気
のあるコーナーで会場も熱気に包まれていた。

ゲスト演奏 菅沼聖隆さん

ゲスト演奏 岩木俊宏さん

ゲスト演奏 福井浩気さん

[コンサート情報]
●篠原正志 たのうち惠美 リサイタル『スプリング・ストリングス』2010 年４月７日（水）１９時開演
会場：横浜みなとみらい(小)ホール入場料：前売 4000 円（当日 4500 円）
出演：篠原正志(ギター) たのうち惠美(チェロ)他 プログラム：G.フォーレ/組曲『ドリー』より 他
問い合わせ先：070-6987-2486（たのシック）
----------------------------------------------------------------●第 8 回 藤原浩哲ギター教室発表会 2010 年 5 月 3 日(月/祝) 14 時~開場 14：30 開演
会場：町田市民フォーラムホール 出演者：平田誠 加賀美昭子 岡崎凪砂 岡崎雨 冨樫三樹子 杉本彩歌 他
入場料：無料
問い合わせ先：（藤原浩哲ギター教室） laura@r6.dion.ne.jp
----------------------------------------------------------------●興津典明 英国館 演奏会 vol.XXXVII 十九世紀 維納 知られざる ウィーンぎたぁ ・ そなた その参
2010 年 5 月 5 日（祝） 14 時開演 場所：横浜市イギリス館（港の見える丘公園）
料金：4.000 円（当日 5.000 円） 要予約 連絡先（Tel / Fax）：045-822-2972 曲目：アントン・ディアベリ ：ソナタ 第 2
番 イ長調 op.29-2 他
興津 典明 okitsunoriaki@mx4.ttcn.ne.jp
----------------------------------------------------------------●川俣 明ギター・リサイタル
*リサイタル(藤沢)/ 藤沢労働会館ホール 2010 年 5 月 16 日(日)/午後 2 時 45 分開演 チケット\3000(前売) \3500(当日)
*リサイタル(東京)/ 東京神田ギターショップ「アンダンテ」2010 年 5 月 23 日(日)/午後 5 時開演 チケット\3000(40 名まで
予約されたほうが確実です。) ◎藤沢と東京の通しチケット\4500(前売のみ)
(プログラム)F.ソル /グラン・ソロ Op.14 他
問合せ、チケット予約は川俣まで(電話)0466-36-7421 または(e メール)haru-aki@mpd.biglobe.ne.jp
※5 月 23 日(日)は 14 時から「皇居を走ってからギターを聞く会」を計画中です。

コンサート情報は藤原浩哲委員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。

編集後記今年の
編集後記
2 月から 3 月は総会、40 周年記念パーティー、フェスティバルと行事が続き、忙しい思い
をしました。益々発展を続ける神奈川ギター協会。皆様今後とも宜しくお願い致します。(委員長兼務:川俣)
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