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コンクール アンサンブルコンテスト出演順抽選（受付順にクジをひいてもらいます）

次　　　第

1　開　会

2　地区長あいさっ

3　来賓紹介

4　日程説明

5　議長・書記選出

6　議事

報告第1号　平成26年度　事業報告について

議案第1号　平成26年度　収支決算について，監査報告

議案第2号　平成27年度　事業計画（案）について

議案第3号　平成27年度　収支予算（案）について

議案第4号　平成27年度　役員（案）について

7　議長・書記解任

8　事務連絡

9　その他

10　閉　会



報告第1号

【平成26年度事業報告】 
事　業　項　目 ��期　　　日 �会　　　場 

県北地区総会 ��4月29日（祝） �県民文化センター 

指導者講習会 ��11月～　2月 �泉丘中 

吹奏楽講習会 ��6月15日（日） �日立一高 

コンクール県北地区大会 �中A・C，高C �7月19日（土） �常陸太田市民交流センター 

中B，高B �7月20百（日） 

アンサンブルコンテスト県北地区大会 ��11月15日（土） 16日（日） �常陸太田市民交流センター 

中学生吹奏楽リーダー研修会 ��11月23日（祝） 12月23日（祝） 1月18日（日） 2月15日（日） 2月21日（土） �泉丘中学校多目的ホール 

東関東創立20周年記念演奏会 ��2月22日（日） �幕張メシセ（千葉県） 

【平成26年度県北地区常任理事会】

事　業　項　目 �期　　日 �会　　　場 

1 �本年度事業計画・地区総会準備 �4月17日（木） �日立市立泉丘中学校 

2 �講習会・コンクール打ち合わせ �5月23日（金） �日立市立泉丘中学校 

3 �コンクール打ち合わせ �6月15日（日） �日立第一高等学校 

4 �コンクール打ち合わせ・要領等 �6月24日（火） �日立市立泉丘中学校 

5 �コンクール事前準備 �7月19日（土） �常陸太田市民交流センター 

6 �アンサンブルコンテスト打ち合わせ �10月　7日（火） �日立市立泉丘中学校 

7 �アンサンブルコンテスト要領等 �10月21日（火） �日立市立泉丘中学校 

8 �アンサンブルコンテスト事前準備 �11月15日（土） �常陸太田市民交流センター 

9 �反省，次年度の事業計画 �3月18日（水） �日立市立泉丘中学校 

10 �会計監査 �4月　6日（日） �日立市立泉丘中学校 



国璽三国　　平成2。年度　収支決算書

★収入の部★ 

科　目 �決　算 �予　算 �差異（△） �摘　　　　要 

1．財産収入 �338 �250 �88 � 

2．事業収入 �6．078．300 �5，300．000 �778．300 �指導者講習会　0 コンクール　3．880．000 アンコン1，772．300 吹奏楽講習会　426．000 リーダー研修会　0 

3．補助金 �302．000 �202．000 �100．000 �県吹連補助金（1千円×52団体＋25万円） 

4．雑収入 �0 �0 �0 � 

5．繰越金 �1，177．020 �・1，177．020 �0 �前年度より 

6．積立金より �0／ �0 �0 � 

合　　計 �7．557．658 �6，679，270 �878．388 � 

科　目 �決　算 �予　算 �差　異（△） �摘　　　　要 

1．事案費 �4，604．009 �5．545．000 �△940．991 � 

（1）コンクール �1，947．097 �2，175．000 �△227，903 �ホール使用料 

会場費 �441．270 �450，000 �△8．730 

打合せ会費 �53．011 �100，000 �△46．989 �理事会 

係員旅費 �280．000 �270．000 �10，000 

審査費 �536．880 �550．000 �△13．120 �審査委・宿泊費・交通費・食事代 

表彰寅 �16．544 �15．000 �1，544 �賞状・招待状 

学生補助貝 �91．500 �120，000 �′△28．500 �学生係員 

印刷費 �212．868 �250，000 �△37，132 �プログラム・チケット・ワッペン 

給食費 �133，022 �200．000 �△66↓978 �弁当・飲物 

著作権料 �27．761 �40．000 �△12．239 

総務費 （2）アンサン7°ルコンテスト �154．241 �180．000 �△25．759 �通信費“消耗品・警備費“スコア代・リペア代 

1．989．881 �2，360．000 �△370，119 �ホール使用料 

会場費 �343，800 �450．000 �△106，200 

打合せ会費 �105，839 �200．000 �△94．161 �理事会 

係員旅費 �288，000 �270，000 �“18，000 

審査委 �640．280 �650．000 �△9，720 �審査費“宿泊費〃交通費“食事代 

表彰費 �25．730 �30．000 �△4．270 �賞状”招待状 

学生補助員 �99，000 �120，000 �△21．000 �学生係員 

印刷費 �151．956 �210．000 �△58，044 �プログラム・チケット 

給食費 �133．015 �200，000 �△66．985 �弁当・飲物 

著作権料 �48．222 �50．000 �△1．778 

総務寅 �154．039 �180．000 �△25．961 �通信費・消耗品・警備費“リペア代“MD代 日立一高へ 

（3）吹奏楽講習会 �447．457 �590．000 �△142．543 　0 

会場費 �10．000 �10．000 

係員旅費 �48，000 �60，000 �△12．000 

講師費 �340，000 �460．000 �△120，000 �謝礼 

給食費 �41．412 �50．000 �△8．588 �弁当”飲物 

総務費 �8．045 �10．000 �“△1．955 �用紙代等 

4ノーー研修会 （5）指導者講習会 （6）普及推進事業 �219．574 �600．000 �△380，426 �係員旅費“東関東記念コンサート参加補助 

0 �20，000 �△20．000 � 

0 �50．000 �△50，000 � 



2　事務費 �514．841 �510．000 �4．841 � 

5．749 �10．000 �△4．251 9．092 �事務用品“通信費 

（2）会議費 �509．092 �500．000 ��総会・理事会 

3．保険料 。 �39．212 �40．000 �△788 � 

4．備pp費 �25．563 �80000 �△54437 �審査員リボン・備品運搬 備品購入費・越年運営準備金 

5．積立金 �400．000 �100．000 �300．000 

早・予備費 �66．000 �154．270 �△88270 �合同バンドバス代・バンドクリニック参加補助 

合計 �5，649，625 �6．429，270 �△779，645 

収入領一支出額

7・557・658　　　　　5，649●625　　　　1，908，033

差引残額1，908，033円は次年度へ繰り越します。

上記の通り報告いたします。

平成27年3月31日

茨城県吹奏楽連盟県北地区理事長　　牧野英一　印

監査意見書 
平成26年度収支決算に関する請帳簿・証ひょう書類等を詳細に監査したところ．その記帳， 及び証拠書類の整理保存等・適正かつ正確であることを認めます。 

平成27年4月＿5日 　　　　　茨城県吹奏楽連盟県北地区監 

積　立　金　累　積　高

備品費・運営準備金 �H25年度累計分 利子 H26度分積立 �2．661，854 465 400，000 �備品等購入資金・越年運営準備金 

合　　　計 �3．062．319 

備品管理金累積高
備品管理”貸出金 �H25年度累計分 利子 � 

61．003 14 �備品管理・各団体備品借用費 

H26度分 　∠ゝ　富 �42000 �日立市民吹奏楽団・日立市立泉丘中学校 

日　　　　計 �103，017 

備　品　貸、し出　し　記　録

学校名 日立市民吹奏楽団 泉丘中学校 日立市民吹奏楽団 泉丘中学校 日立市立泉丘中学校 日立市民吹奏楽団 �備　品 �期　間 �代　金 �備　　考 

ハープ �5／18演奏会 �5，000 � 

ハープ ハープ �7／19コンクール �3，000 � 

8／9－10　コンクール �5，000 � 

ハープ ハープ ハ「プ �8／11コンクール �5，000 � 

9／6－7　コンクール �5．000 � 

9／20－21コンクール �5，000 � 



匿重亘垂］【平成27年度　事業計画（案）】

事　業　項　目 ��期　　　日 �会　　　場 

県北地区総会 指導者講習会 吹奏楽講習会 ��4月29日（日） �茨城県立県民文化センター 

1月～　3月 �リーダー研修会と同時開催 

6月21日（日） �日立一高 

コンクール県北地区大会 �中A・C，高C �7月18日（土） �常陸太田市民交流センター 

中B，高B �7月19日（日） 

アンサンブルコンテスト 　県北地区大会 �高校 �11月14日（土） �常陸太田市民交流センター 

中学 �11月15日（日） 

中学生吹奏楽リーダー研修会 ��1月～　3月 �泉丘中多目的ホール（予定） 

※普及推進事業については，今年度も継続して開催する予定です。

※常任理事会を10回程度予定しています。

議案第3号

★収入の部★

平成27年度　収支予算案

科　目 �H27度予算 �H26年度予算 �増減（△） �摘　　　要 

1，財産収入 �250 �250 �0 � 

2　事業収入 �5，300．000 �5．300，000 �0 �指導者講習会　0 コンクール3，400，000 アン“コン1，500，000 吹奏楽講習会400，000 リーダー研修会　0 

3．補助金 4．雑収入 5，繰越金 6．積立金より 合計 �202．000 �202，000 �0 �県吹連より 

0 �0 �0 � 

工908，033 �1，169，920 �738．113 � 

0 �0 �0 � 

7，410．283 �6，672，170 �738．113 � 

★支出の部★

科　目 �H27年度予算 �H26年度予算 �増減（△） �摘　　　要 

1．事業費 （1）コンクール �6，043．000 �5，795，000 �248，000 � 

2，248，000 �2，175，000 �73．000 �ホール使用料 

会場費 �470，000 �450，000 �20，000 0 30．000 0 3，000 0 0 

打合せ会費 �100，000 �100，000 ��実行委員会・準備会 

係員旅費 �300．000 �270，000 

審査費 �550，000 �550，000 ��謝金“宿泊費〃旅費 

表彰費 �18，000 �15，000 ��賞状 プログラム“チケット・ワッペン 

学生係員 �120，000 �120，000 

印刷費 �、250，000 �250，000 



給食費 �200．000 �200，000 �0 0 20，000 �弁当。飲物 通信費〃消耗品費〃警備費 

著作権料 �40，000 �40，000 

総務費 （2）アンサンブルコンテスト �200．000 �180，000 

2，460，000 �2，360，000 �100，000 0 0 50，000 �ホール使用料 

会場費 �450．000 �450，000 

打合せ会費 �200，000 �200，000 ��実行委員会“準備会 謝金“宿泊費“旅費 

係員旅費 �320，000 �270，000 

審査費 �670，000 �650，000 �20，000 0 0 0 0 10，000 

表彰費 �30，000 �30，000 ��賞状 プログラム・チケット 

学生係員 �120，000 �120，000 

印刷費 �210，000 �210，000 

給食費 �200，000 �200，000 ��弁当“飲物 警備費〃通信費〃消耗品質 

著作権料 �60．000 �50，000 

総務費 �200，000 �180，000 �20，000 

（3）吹奏楽講習会 �605，000 �590，000 �15．000 0 0 0 10．000 �謝金 

会場費 �10，000 �10，000 

係員旅費 �60，000 �60，000 

講師費 �460，000 �460，000 

給食費 �60，000 �50，000 ��弁当・飲物 

総務費 �15，000 �10，000 �5，000 �消耗品〃用紙 

（4）リーター研修会 �600，000 �600，000 �0 � 

（5）指導者講習会 �30．000 �20，000 �10，000 � 

（6）普及推進事業 �50，000 �50，000 �0 � 

（7）バンドクリニック補助費 �50．000 �0 �50．000 � 

2．事務費 �565，000 �510，000 �55，000 � 

（1）管理費 �15，000 �10，000 �5．000 �事務費“通信費 

（2）会議費 �550，000 �‾　500，000 �50，000 �総会“理事会 

3，保険料 �40，000 �40，000 �b � 

4．備品費 �100，000 �80，000 �20，000 � 

5，積立金 �400，000 �100．000 �300．000 �備品購入費〃越年運営準備金 

6．予備費 �262，283 �147，170 �115，113 � 

合　　　計 �7，410，283 �6，672．170 �738．113 � 

品　名 �メーカー �数　量 �購入年度 �備　　考 

チャイム �ティーガン �1 �平成5年 � 

ハープ �青山 �1 �平成24年 � 



議案第4号

【平成27年度茨城県吹奏楽連盟県北地区役員（案）】 
氏　　名 �所　　属 �役　　職 �備　　　考 

1 �村山　一健二 � �顧　　　　問 �元県監事 

2 �中野　　貢 � �顧　　　　問 �元県副理事長　元県北理事長 

3 �鈴木　弘道 � �顧　　　　問 � 

4 �川崎　藷光 �翔洋学園高 �顧　　　　問 �元県副理事長　元県北理事長 

5 �青羽　　誠 �元大久保小長 �顧　　　　問 �前県北地区長　元副理事長 

6 �牧野　英一 �元日立商業高長 �地　区　長 �元県副理事長 

7 �清水敬太郎 �十王中 �副　地　区　長 � 

8 �武藤　隆行＿ �大久保中 �副　地　区　長 �県常任理事 

9 �熊坂　義則 �泉丘中 �事　務　局　長 �県常任理事 

10 �加藤　勝弘 �多賀中 �事務局次長 �県理事 

11 �荻津　知也 �中郷中 �常　任　理　事 � 

12 �白土　泰之 �常陸太田市吹 �常　任　理　事 �県監事・ 

13 �菅田　真文 �明秀学園高 �常　任　理　事 � 

14 �花田　喜龍 �大みか小 �常　任　理　事 � 

15 �上野　陽平 �高萩中 �常　任　理　事 � 

16 �永井くに子 � �会　計　長 � 

17 �福原一美和 �滑川中i �会　計　次　長 � 

18 �小峰　幹一 �高萩清松高 �理　　　　事 � 

19 �福士　雅彦 �ElエンドIけル �軍　　　事 � 

20 �大森　崇彦 �高萩市吹 �理　　　　事 � 

21 �大和田　学 �Elエンドルフィン �理　　　　事 � 

22 �豊田　伴行 �目立市吹 �理　　　　事 � 

23 �小林　勇一 �白亜WO �理　　　　事 � 

24 �和田　秀彦 �常陸太田市吹 �理　　　　事 �元県常任理事 

25 �草野　直樹 �日高中 �理　　　　事 �県事務局主事 

26 �馬場　弘美 �太田中 �監　　　　事 � 

27 �岩田　　泰 �常陸太田市吹 �監　　　　事 � 


