
第1号議案　　平成元年度事業報告（令和元年4月～2年3月）

松奏会総会資料

年度 �年月日 �イベント名　～　　　　　内容 　　　i 

令和 元年度 �令和元年4月17日 �第10回常任幹事会 �i・「総会，定期演奏会，吹奏楽を楽しむ会」 ！案内書類等の最終確認 

4月24日 �書類発送作業 �｝・「総会，定期演奏会，吹奏楽を楽しむ会」 　案内書類、「松奏（第5号）」の発送（1074名） 

5月23日 �第11回常任幹事会　　　・総会資料の確認等 

6月19日 �第12回常任幹事会 �i ・総会等の準備状況、返信状況について 

6月23日 �第44回定期演奏会 �・OBOG会として拝聴（サントミューゼ） 

総会、懇親会 �・高砂殿 

令和元年7月17日 �第1回常任幹事会 �i i●「総会”懇親会」の収支報告 

8月21日 �第2回常任幹事会 �l ！・「第咽吹奏楽を楽しむ会」の準備状況 l 

8月14日 �演奏練習日① �！・同窓会館 

9月　7日 �演奏練習日② �「同窓会館 

9月18日 �第3回常任幹事会 �・「第5回吹奏楽を楽しむ会」の ー詳細スケジュール 

9月28日 �演奏練習日③ �一・上田文化会館 

9月29日 �第掴吹奏楽を楽しむ会「サントミューゼ小ホール 　　　　l 

10月16日 �第4回常任幹事会 �・「第5回吹奏楽を楽しむ会」反省事項協議 

11月20日 �第5回常任幹事会 �i・2年度の会場予約状況について ～（サントミューゼ小ホール） 

12月18日 �第6回常任幹事会 �・「松奏（第6号）」の構成について 

12月29日 �現役生との打合せ会 �「117期生との打合せ l・「第6回吹奏楽を楽しむ会」の準備等 

令和2年1月15日 �第7回常任幹事会 �！・直近OBとの打合せ会（12／29開催）報告 一・新年会 

2月　9日 �現役牛との打合せ会 �・117期守屋さんとの打合せ ・「第6回吹奏楽を楽しむ会」の曲目等協議 

2月19日 �第8回常任幹事会 �・「松奏（第6号）」の広告について ・「第6回吹奏楽を楽しむ会」の曲目等協議 

3月18日 �第9回常任幹事会 �・4月の発送書類について検討 ・「松奏（第6号）」の内容について 



第2号議案　　令和元年度収支決算報告“会計監査報告（令和元年4月－2年3月）

収支決算書

会計監査報告



第2号議案　　令和元年度収支決算報告

（平成31年4月1日一合和2年3月31日）

1，448，219円

933，277円

514，942円

人の部） �� �� � � � 
大項目 ��予　算（A） ��決 �算（B） �B　－　A �記　事 

コード �摘　　要 �金額（円） �概要 �金額（円） �概要 
11 �前年度繰越 �563，217 � �563，217 � �0 � 

12 �年　会　費 �350，000 � �352，000 �176　名　－ �2．000 � 

13 �特別会費 �80，000 � �100．000 �4000×25名 �20．000 � 

14 �広　告　費 �390，000 � �410，000 �41件 �20，000 � 

15 �協　賛　金 �30．000 � �23，000 �23名 �－7，000 � 

17 �雑　収　入 �1．000 � �2 � �－998 � 

合　　　計 ��1，414，217 ��1．448．219 � �34．002 � 

出の部） 
大項目 ��予　算（A） ��決　算（B） ��B　－　A �記　事 

コード �摘　　要 �金額（円） �概要 �金額（円） �概要 

51 �総　務　費 �30．000 �会議“通信〃事 務。発送 �28，402 �会議“通信“事務・発送・ 振込手数料 �－1，598 � 

53 �会　誌　費 �200，000 �製作 �186，020 �製作“ �－13，980 � 

54 �総　会　費 �200，000 �印刷“運営 �270，054 �印刷“運営・発送 �70．054 � 

55 �演奏会費 �280，000 � �333，373 �会場・謝礼楽譜　等 �53，373 � 

56 �学生協賛金 �100．000 � �100，000 � �0 � 

57 �交　際　費 �20．000 � �0 � �－20．000 � 

58 �IT運営費 �20，000 � �15，428 � �－4，572 � 

59 �繰　越　金 �564．217 �予備。繰越 �514，942 � �－49，275 � 

合　計 ��1．414，217 ��1．448，219 � �34，002 � 

会　計　監　査　報　告　書

下記監査役は、平成31年4月1日から令和2年3月31日までの収支決算状況について報告いたしま

諸帳簿及び金品を監査の結果、適正かつ正確であることを認めます。

令和2年　月　日
監査役　小山　比呂志　　軸
監査役　市川　知　　　　弼
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病婦縞実　金納元年臓収受決算報告

押成3時1月l組一命柳約3月31日）

1．448．2調

833．277

514．842

〈抽入の想〉 
弐榎田 ��幽喜m封書喜続 �訳∴霊（β） �鰭ト　ー∴本 

告、＿　‾輔「∵「垂 ��金塵山田÷∴∴∴1撲襲 �金飯綱）　　　横転 
！申f前年膿鰍触 �＿食 �563，217 �563．217 �0 

上空　食　費 ��350し000‾ �352．0017ei名 �2．傭船 
し13輪湖会費 ��80．脚 �l00．000j400葉25名 �20．000 
し＿埴肱　貧　農 ��390．000 �410．α）04I捧 �20．000 

115艦　賞　金 ��30．伽 �23．00寝3名 �鴫7．1㍍峨 
LL三三鈍∴鮫∴人 ��主節鳩 �2 �－998 
！、含∴＿∴詐 ��上414，217 �1．448，219 �34．的2 

子 i �重出の蔀） 

8　　　　　　　　　　－i漢書▲ �決　貫　くB〉 �8　－　A 
3－日＿＿＿＿鋸　　雲 ���　　　　　j lr‾重璽垂直二二－竜轟 

食掛i剛　　　　毅蜜 

藤一善書 1＿塑＿」能会蓋 し＿蓮＿上房嚢会 ��！50・00諾意弼 �28・伽2籠議事擁“飼● �－1．598 200．000製作 �188．020穀俺・ �一瞥3980 

200．！卿0郎・ �270．054割麟・蓬亀・食違 的3373！会場凋私撰紬十番 �70．054 

280調 

L壇上重書誌義 郎＼’＿賞！ 58肝 ���‡」勘．償鳩 20．瞭鳩 �　　　∴●′∴●11 －－＿＿＿＿抑0劇的 　0 �53．373 ＿＿＿＿＿＿＿＿〇 ・iuIi 

［蛋 ��運賞賞！孤脚 線壁二二奮「T的謝7予備・縁恕 合計！同的2け ��＿」室盟 5時iイ942 日482I9 �．000 －4572 
－49．275 

34．002 

i　　　　　　会計監査報告書　　　　　　　　　　　l 

下躍適役は・聡1軸軸ら餉2年軸臼までの蝦決線軸こついて穀乱、たしまモ　　ー 

灘波び鍋を箆蚕の撰・翻、つ雌であることを離村。 

令軸2年彿布 

監蚕役‾‾個性畠志」田園闇醒醗醗‾ 軸∴早＿勉∴調書；ii∴i 

因三国：顕畿圏圏十円「、圏十十㌧ll「 
8　　　　　　　　　　　　　1　　　　　　　　　日　　　　　　　　　　　　　　、 
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第3号議案　　令和2年度事業計画・予算（案）（令和2年4月～3年3月）

松奏会総会資料

年度 �年月日 �イベント名 �内容（予定含む） 

令和 2年度 �令和2年4月15日 �臨時常任幹事会 �！．4／22に発送予定書類の内容を協議 

4月22日 �第10回常任幹事会 書類発送作業 �一・「総会（延期），定期演奏会（未定），吹奏楽を楽し む会（開催予定）」等案内書類、及び「松奏（第6 i号）」の発送（1089名） 

5月20日 �第11回常任幹事会 �（中止） 

6月17日 �第12回常任幹事会 �・元年度決算報告・2年度予算案について 

6月21日 �第45回定期演奏会 �（中止） 

総会、懇親会 �（中止） 

令和2年7月15日 �第1回常任幹事会 �車籍藁謹告嵩端麗護憲て l 

8月10日 �現役生合同演奏会 �～・吹奏楽団、合唱班、室内楽班の合同演奏会 ・「松奏」掲載記事のための取材 

8月14日 �演奏練習日① �（中正） 

8月19日 �第2回常任幹事会 �l i（中止） l 

9月12日 �演奏練習日② �1 （中止） 

9月16日 �第3回常任幹事会 �・内容未定 

9月26日 �演奏練習日③ 吹奏楽を楽しむ会準備 �（中止） 

9月27日 �第6回 吹奏楽を楽しむ会 �（中止） 

10月21日 �第4回常任幹事会 �・内容未定 

11月18日 �第5回常任幹事会 �・内容未定 

12月16日 �第6回常任幹事会 �・次年度の「第7回吹奏楽を楽しむ会」 について ・1年間の反省会（忘年会） 

令和3年1月20日 �第7回常任幹事会 �「3年度事業について ！ 

2月17日 �第8回常任幹事会 �・今後のスケジュールについて ・会誌「松奏（第7号）」の発行について 

3月17日 �第9回常任幹事会 �・「総会，懇親会」等案内の発送書類の確認 ・会誌「松奏（第7号）」の最終原稿を検討 

＊）令和3年4月に会誌「松奏（第7号）」を発行予定



予算案



第3号議案　令和2年度　予算（案）
（令和2年4月1日～令和3年3月31日）

収入総額　1．400．942円

支出総嶺　　910，000円

差引嶺　　　490，942円

（収入の部）
大項目 ��令和年元年度　決算額（A） ��令和2年度　予算額（B） ��B　－　A �記　事 

コード �摘　　要 �金額（円） �概要 �金額（円） �概要 

11 �前年度繰越金 �563．217 � �514，942 � �－48，275 � 

12 �年　会　費 �352，000 �176名 �350．000 �180名 �1－2，000 �2名減 

13 �特別会費 �100，000 �25名 �100，000 �25名 �0 �懇親会　会費 

14 �広　告　費 �410，000 �41件 �410，000 �41社 �0 � 

15 �協　賛　金 �23，000 �名 �25，000 �23名 �2，000 �懇親会　にて 

17 �雑　収　入 �2 �利子 �1，000 � �998 �利子 

合　　　計 ��1，448，219 ��1，400，942 � �－47．277 � 

（支出の部）

大項目 ��令和元年度決算額（A） ��令和2年度予算額（B） ��B　－　A �記　事 

コード �摘　　要 �金額（円） �概要 �金額（円） �概要 

51 �総　務　費 �28．402 �会議“通信・事務“発 送“振込手数料 �30，000 �会議費 事務 発送費 振込手数料 �1，598 � 

53 �会　誌　費 �186，020 �製作・ �200，000 �製作費 �13，980 � 

54 �総　会　費 �270，054 �印刷“運営〃発送 �250，000 �印刷代 通信費 懇親会 �－20，054 �懇親会は、特別会費で 

55 �演奏会費 �333，373 �楽譜“会場“謝礼　等 �300，000 �楽譜 会場費 運搬代 謝礼金 �－33，373 � 

56 �学生協賛金 �100．000 � �100，000 � �0 � 

57 �交　際　費 �0 � �10，000 � �10，000 � 

58 �町運営費 �15，428 � �20．000 � �4，572 � 

59 �繰　越　金 �514，942 � �490，942 �予備費 �－24．000 � 

合　計 ��1．448，219 ��1，400，942 � �－47，277 � 



第4号議案　　組織及び役員（案）（令和2年4月～4年3月）

組織及び役員（2頁）



第4号議案　上田高校吹奏楽団OB会「松奏会i組織及び役員（案

常任幹事（名誉会員、賛助会員を除く）

（令和2，3年度）

阿部剛士（58期）
（60期代）

冨岡茂樹（70期）
丸山邦明（82期）
樋口恒広（91期）
窪田　結（109期）
滝澤揺子（110期） （敬称略）



学年代表幹事
（期代別）

（58期）阿部剛士

（60期代）

（70期）冨岡茂樹

（82期）丸山邦明

（91期）樋口恒広

（109期）窪田　結

（110期）滝韓揺子

（57期）五味敬一郎

（58期）阿部剛士

（59期）山田　豊

（60期）

（61期）

（62期）

（63期）林　清弘

（64期）倉沢直彦

（65期）

（66期）大塚信郎

（67期）小山正樹

（68期）佐藤修一

（69期）本吉谷二郎

（70期）冨岡茂樹

（71期）山崎幾蔵

（72期）島田仲之

（73期）小岩井秀樹

（74期）

（75期）小宮山陽一

（76期）依田憲章

（77期）石瀬多恵子

（78期）佐藤　貴

（79期）

（80期）中澤　武

（81期）

（82期）丸山邦明

（83期）竹内延彦

（84期）中澤和夫

（85期）荻原松美

（86期）

（87期）坂口啓之

（88期）

（89期）丸山直樹

（90期）

（91期）樋口恒広

（92期）小田中光昭

（93期）

（94期）

（95期）大日向洋介

（96期）土屋俊博

（97期）

（98期）北　周士

（99期）

（100期）

（101期）

（102期）石井聡恵

（103期）

（104期）

（105期）

（106期）中原拓未

（107期）内山　茜

（108期）清水愛理菜

（109期）窪田　結

（110期）滝澤揺子

（111期）木島きらら

（112期）太田つぐみ

（113期）塚田望紀

（114期）金井彩音

（115期）小林公哉

（116期）藤森未来

（117期）宮原千穂

（118期）

（敬称略）
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市


