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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　地区長あいさつ

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27年度　事業報告について

議案第1号　平成27年度　収支決算について，監査報告

議案第2号　平成28年度　事業計画（案）について

議案第3号　平成28年度　収支予算（案）について

議案第4号　平成28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27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 ��1月～　3月 �泉丘中 

吹奏楽講習会 ��6月21日（目） �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） 

1アンサンブルコンテスト県北地区大会 ��11月14日（土） 15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 ��1月17日（日） 2月21日（日） 2月20日（日） �泉丘中学校多目的ホール 

【平成27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29日（祝） �県立県民文化センター 

2 �講習会・コンクール打ち合わせ �5月21日（木） �日立市立泉丘中学校 

－3 �コンクール打ち合わせ �6月21日（日） �目立第一高等学校 

4 �コンクール打ち合わせ・要領等 �7月　3日（火） �日立市立泉丘中学校 

5 �コンクール事前準備 �7月18日（D �）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16日（金） �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28日（水） �日立市立泉丘中学校 

8 �アンサンブル三ンテスト事前準備 �11月14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20日（祝） �日立市立泉丘中学校 

10 �会計監査 �3月26日（土） �日立市立泉丘中学校 



★収入の都★

平成27年度　　収　支　決　算　書

科　目 �決　算 �予　算 �差　異（△） �摘　　　　要 

1．財産収入 �463 �250 �213 � 

2．事業収入 �6．324．800 �5，300．000 �1，024．800 �指導者講習会　0 コンクール　3，817．200 アンコン1．953，600 吹奏楽講習会　554，000 リーダー研修会　0 

3．補助金 �351．000 �202．000 �149．000 �県吹連補助金（1千円×51団体＋30万円） 

4．雑収入 �0 �0 �0 � 

5．繰越金 �1．908，033 �1，908，033 �0 �前年度より 

6．積立金より �0 �0 �0 � 

合　　計 �8，584，296 �7，410．283 �1．174，013 � 

科　目 �決　算 �予　算 �差異（△） �摘　　　　要 

1，事業費 �4．798，586 �6，043，000 �△1．244，414 � 

（1）コンクール �1，974，661 �2．248，000 �△273．339 �ホール使用料 

会場費 �411，180 �470．000 �△58，820 

打合せ会費 �49．512 �100，000 �△50，488 �理事会 審査費・宿泊費”交通費“食事代 

係員旅費 �304，000 �300，000 �4．000 

審査費 �522，660 �550，000 �△27．340 

表彰費 �15．194 �18．000 �△2，806 �賞状・招待状 

学生補助員 �88，500 �120，000 �△31，500 �学生係員 

印刷費 �210，438 �250．000 �△39．562 �プログラム・チケット“ワッペン 

給食費 �141，061 �200，000 �△58，939 �弁当・飲物＼＿／ 通信費・消耗品・警備費・スコア代・リペア代 

著作権料 �33，786 �40，000 �△6，214 

総務費 �198．330 �200，000 �△1．670 

（2）アンサン7‘ルコンテスト �2．078．355 �2，460，000 �△381．645 �ホール使用料 

会場費 �403，490 �450，000 �△46，510 

打合せ会費 �95，035 �200．000 �△104．965 �理事会 審査費・宿泊費・交通費“食事代 

係員旅費 �299，000 �320，000 �△21，000 

審査費 �626．880 �670．000 �△43．120 

表彰費 �27，730 �30，000 �△2，270 �賞状“招待状 

学生補助員 �103，500 �120，000 �△16，500 �学生係員 

印刷費 �154．116 �210．000 �△55，884 �プログラム“チケット 

給食費 �134．921 �200．000 �△65．079 �弁当“飲物 通信費“消耗品”整備費”リペア代・MD代 

著作権料 �48，222 �60．000 �△11．778 

総務費 �185．461 �200，000 �△14，539 
i（3）吹奏楽講習会 �575，570 �605，000 �△29．430 　0 △6．000 �日立一高へ 謝iL 

会場費 �10，000 �10，000 

係員旅費 �54，000 �60，000 

講師費 �455，000 �460，000 �△5．000 

給食費 �46，531 �60，000 �△13，469 �弁当“飲物 

総務費 �10，039 �15．000 �△4．961 �用紙代等 

（4）リーダー研修会 �110，000 �600，000 �△490．000 �係員旅費 

（5）指導者講習会 �0 �30．000 �△30，000 � 

（6）普及推進事案 �0 �50，000 �△50．000 � 



（7）バンドクリニック補助費 �60．000 �50，000 �10，000 � 

2　事務費 �513，720 �565，000 �△51，280 � 

（1）管理費 �7，928 �15，000 �△7．072 �事務用品”通信費 

（2）会議費 �505，792 �550－000 �△44，208 �総会・理事会 

3，保険料 �48．687 �40，000 �8，687 � 

4，備品費 �27．426 �100．000 �△72．574 �トナー“ハープ弦“電気ポット 

5．積立金 �1，000．000 �400．000 �600．000 �備品購入費〃越年運営準備金 

6，予備費 �10，000 �262．283 �△252，283 �千葉吹違記念事業参加旅費・ 

合計 �6，398，419 �7．410．283 �△1．011，864 � 

収入額一支出額

8，584，296　　　　　　　　6，398，419　　　　　　　2，185．877

差引残額　　2，185，877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28年3月26日

茨城県吹奏楽連盟県北地区理事長　　牧野　英

監　査　意　見　書 

平成27年度収支決算に関する諸帳簿，証ひよ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28年3月26日 　　　　　茨城県吹奏楽連盟県北地区監事 

積　立　金　累　積　高

備品費〃運営準備金 �H26年度累計分 利子 H27度分積立 �3，062，319 541 1，000，000 �備品等購入資金“越年運営準備金 

合　　　計 �4．062，860 

備　品　管　理　金　累　積　高

備品管理“貸出金 �H26年度累計分 �103．017 �備品管理・各団体備品借用費 

利子 H27度分 �18 5，000 �日立市民吹奏楽団 

合　　　計 �108，035 

備　品　貸　し　出　し　記　録

学校名 �備　品 �期　間 �代　金 �備　　考 

日立市民吹奏楽団 �ハープ � �5000 �‰ 



議案第2号 【平成28年度　事業計画（案）】

事　業　項　目 ��期　　　日 �会　　　場 

県北地区総会 ��4月24日（日） �日立市立泉丘中学校 

県総会 ��4月29日（祝） �県立県民文化センター 

指導者講習会 ��1月～　3月 �リーダー研修会と同時開催 

吹奏楽講習会 ��6月19日（日） �目立一高 

コンクール県北地区大会 �中A・C，高C �7月16日（土） �常陸太田市民交流センター 

中B，高B �7月17日（日） 

アンサンブルコンテスト 　県北地区大会 �高校 �11月12日（土） �常陸太田市民交流センター 

中学 �11月13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28年度　　　収　支　予　算　案

科　　目 �H28年度予算 �H27年度予算 �増減（△） �摘　　　　　要 

1．財産収入 �400 �250 �150 � 

2　事業収入 �5，600，000 �5，300，000 �300，000 �指導者講習会　0 コンクール3，600，000 アン・コン1，600，000 吹奏楽講習会400，000 リーダー研修会　0 

3．補助金 �251，000 �202，000 �49，000 �県吹連より 

4．雑収入 �0 �0 �0 � 

5．繰越金 �2，186，417 �1，908，033 �278，384 � 

6．積立金より �0 �0 �0 � 

合　　　計 �8，037，817 �7，410，283 �627，534 � 

★支出の部★

科　　目 �H28年度予算 �H27年度予算 �増減（△） �摘　　　　　要 

1．事業費 �6，473，000 �6，043，000 �430，000 � 

（1）コンクール �2，538，000 �2，248，000 �290，000 �ホール使用料 

会場費 �470，000 �470，000 �0 

打合せ会費 �100，000 �100，000 �0 �実行委員会・準備会 審査員7名謝金・宿泊費・旅費 

・係員旅費 �320，000 �300，000 �20，000 

審査費 �770，000 �550，000 �220，000 



表彰費 �18，000 �18，000 �0 �賞状 プログラム・チケット・ワッペン 

学生係員 �120，000 �120，000 �0 

印刷費 �250，000 �250，000 �0 

給食費 �200，000 �200，－000 �0 �弁当・飲物 通信費・消耗品費・警備費 

著作権料 �40，000 �40，000 �0 

総務費 �250，000 �200，000 �50，000 

（2）アンサンブルコンテスト �2，560，000 �2，460，000 �100，000 �ホール使用料 

会場費 �450，000 �450，000 �0 

打合せ会費 �200，000 �200，000 �0 �実行委員会・準備会 審査員7名謝金・宿泊費・旅費 

係員旅費 �320，000 �320，000 �iO 

審査費 �770，000 �670，000 �100，000 

表彰費 �3－0，000 �30，000 �0 �賞状 プログラム・チケット 

学生係員 �120，000 �120，000 �0 

印刷費 �210，000 �210，000 �0 

給食費 �200，000 �200，000 �0 �弁当・飲物 警備費・通信費・消耗品費 

著作権料 �60，000 �60，000 �0 

総務費 �200，000 �200，000 �0 

（3）吹奏楽講習会 �645，000 �605，000 �40，000 �謝金 

会場費 �10，000 �10，000 �0 

係員旅費 �60，000 �60，000 �0 

講師費 �500，000 �460，000 �40，000 

給食費 �60，000 �60，000 �0 �弁当・飲物 

総務費 �15，000 �15，000 �0 �消耗品・用紙 

（4）リーダー研修会 �600，000 �600，000 �0 � 

（5）指導者講習会 �30，000 �30，000 �0 � 

（6）普及推進事業 �50，000 �50，000 �0 � 

（7）バンドクリニック補助 �50，000 �50，000 �0 � 

2．事務費 �735，000 �565，000 �170，000 � 

（1）管理費 �15，000 �15，000 �0 �事務費・通信費 

（2）会議費 �720，000 �550，000 �170，000 �総会・理事会・宿泊理事会 

3．保険料 �50，000 �40，000 �10，000 � 

4．備品費 �100，000 �100，000 �0 � 

5．積立金 �400，000 �400，000 �0 �備品購入費・越年運営準備金 

－6．予備費 �279，817 �‾262，283 �17，534 � 

合　　　　　計 �8，037，817 �7，410，283 �627，534 � 

備

品　　名 �メーカー �数‘量 �購入年度 �備　　　考 

チャイム �ディーガン �1 �平成5年 � 

ハープ �青山 �1 �平成24年 � 

覧品



議案第4号

【平成28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　健二 � �顧　　間 �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　蕎光 �翔洋学園高 �顧　　問 �元県副理事長　元県北理事長 

5 �音羽　　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i �多賀中 �事務局次長 �県理事 

11 �荻津　知也 �中里中 �常任理事 � 

12 �白土　泰之 �常陸太田市吹 �常任理事 � 

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 �馬場　弘美 �太田中 �常任理事 � 

17 �沼田　宏輝 �磯原中 �常任理事 � 

18 �永井くに子 � �会　計　長 � 

19 �福原　美和 �滑III、中 �会計次長 � 

20 �小峰　幹一 �高萩清松高 �理　　事 � 

21 �福士　雅彦 �Elエンドルフィン �理　　事 � 

22 �大友麻唯子 �高萩市吹 �理　　事 � 

23 �大和田　学 �Elエンドルフィン �理　　事 � 

24 �豊田　伴行 �日立市吹 �理　　事 � 

25 �小林　勇一 �白亜WO �理　　事 � 

26 �和田　秀彦 �常陸太田市吹 �理　　事 �元県常任理事 

27 �草野　直樹 �日高中 �理　　事 �県事務局主事 

28 �秋葉　桃子 �日立二高 �監　　事 � 

29 �岩田　　泰 �常陸太田市吹 �監　　事 � 


