一般社団法人日本音響家協会中部支部

第 18 回 2020 年度定時支部社員総会議事録
一般社団法人日本音響家協会中部支部は、2020 年 4 月 21 日(火)、18 時 00 分から 18 時 40 分まで、名
古屋市東区葵一丁目 3 番 27 号名古屋市芸術創造センター 大会議室 において 2020 年度第 18 回定時支部社員
総会を開催した。（名古屋市芸術創造センター舞台技術セミナー検討会併催）
定刻になり、支部長丹羽功が議長席に着き開会を宣し、次の通り定数を超える社員の出席があり、本総会が適法
に成立していることを告げ議事に入った。
場 所: 名古屋市芸術創造センター 大会議室
議決権総数:：54、定足数：:28 、本日の出席社員総数： 37 名(委任 32 名) ＜69%＞
議長は本総会の「議案書」を提示して「はじめに」を朗読し、第 1 号議案より逐条的に朗読して提案する旨を告げ、審
議を行った。
第 1 号議案 2019 年度 事業報告
(１)シリーズ事業【１】機器展（プロ音響機器フェア in NAGOYA 2019）
2019 年度の開催は諸般の事情を検討の結果中止した。
2020 年 4 月、コネクト実行委員会が実施する展示会におけるスピーカ試聴（ホール）ブース進行等について依
頼があり､本事業の代替として、協力することとしたが、新型コロナウイルス感染拡大防止のため主催者の自
粛により中止となった。
(２)シリーズ事業【２】邦楽セミナー（藝どころ名古屋で学ぶ 邦楽セミナー）
邦楽セミナー16 回を終えて、当初の受講状況も様変わりした。開催に向けて前向きな意見も沢山あったが、
会員のニーズ、そして音響家のためになるセミナー（事業）を開催するため、邦楽セミナーについては、一時休
止をして、新たな事業の検討を行うこととした。
(３)音響セミナー等実行委員会
音響セミナー（本部共催事業）イベント企画者（主催者）のための音響基礎知識と舞台の安全ワークショップ
新型コロナウイルス感染拡大を考慮し、共催の名古屋市文化振興事業団の要請もあって受講者･講師･スタッ
フの健康安全を第一に考え､「イベント企画者（主催者）のためのワークショップ『音響基礎知識と舞台の安全』」
を中止した。
（４）ＳＥＴ名古屋（音響家技能認定講座「ビギナーズコース」）
＝2019 年 12 月 12 日（木）10 時から 名古屋市昭和文化小劇場＝
（５）会員の交流と親睦を図る見学会等（ドルビー・アトモス見学会）
＝2020 年 1 月 29 日(水) 12 時 40 分から 15 時 30 分 ミッドランドスクエアシネマ 2＝
（６）出版編集サウンド A&T 特集企画編集等
（７）会議等（定時支部社員総会・運営委員会）
第 2 号議案 2019 年度 決算報告
会計担当役員が欠席のため犬塚副支部長が代理で本議案書別紙を提示して報告した。
■別紙 付属明細書 2019 年度収支計算書(決算) の通り。
第 3 号議案 2019 年度 監査報告
吉田廣嗣監査が 2019 年度の運営委員の職務執行の状況及び議案書の事業報告並びに決算報告書について監
査し、 書面で提出した「監査報告書」を朗読して報告した。
■ 別紙中部支部監査機関による「監査報告書」の通り。
議長は、以上の 2 議案について提案した後、質疑及び討議を促し、2 議案をまとめて承認を求め、その賛否を
問うたとこ ろ、出席者全員が拍手を以って承認した。
引き続き第 4 号議案以下の審議を継続した。

第 4 号議案 2020 年度 中部支部事業計画
(1)シリーズ事業【１】「機器展」
・2020 年度事業として社会及び業界情勢を勘案し、検討する。
(2)シリーズ事業【２】「邦楽セミナー」
・2020 年度事業として社会及び業界情勢を勘案し、検討する。
(3)会員のための「音響セミナー」「音響サロン」の開催
・2020 年度事業として社会及び業界情勢を勘案し、検討する。
(4)SET 名古屋の開催
・2020 年度事業として、本部事業委員会と共催して「音響家技能認定講座ビギナーズコース」を企画実施する。
(5)会員相互の交流を促す「見学会」「親睦会」等の開催
・ 2020 年度事業として、福利厚生委員会は「施設見学会」及び「懇親会」を企画実施する。
(6)編集委員会
編集委員会の 2020 年度編集方針は、次の通りとする。
・ 機関紙特集 運営委員会の協議を基に中部支部編集コンセプトに則したテーマを選定する。
・ SEAS Plaza、耳袋への投稿について
協会参加意識高揚の一つの手段として会員に対し、より積極的な方法で寄稿を呼びかける。
議長は、以上の議案について提案した後、質疑及び討議を促し、承認を求め、その賛否を問うたところ、出席者全
員が拍 手を以って承認した。引き続き第 5 号議案以下の審議を継続した。
第 5 号議案 2020 年度 収支予算
本議案書の別紙収支計算書を提示して報告した。
■別紙 付属明細書 2020 年度収支計算書(予算案) の通り
議長は、以上の議案について提案した後、質疑及び討議を促し、承認を求め、その賛否を問うたところ、出席者
全員が拍 手を以って承認した。引き続き第 6 号議案以下の審議を継続した。
第 6 号議案 2020 年度 役員改選
2019 年度支部役員（運営委員･監査）及び支部推薦理事（本部役員）の全員が任期（2 年）を満了したので、2020
年度支部役員及び支部推薦理事を選任する。
◎ 任期を満了する役員
運営委員：浅野芳夫、犬塚裕道、大矢英和、奥山陽一、川島善信、佐藤孝郎、竹渕知博、丹羽 功、松島大樹、
溝口修一、武藤美喜
監 査：吉田廣嗣
支部顧問：木枝義雄
支部推薦理事：犬塚裕道
◎ 選任する 2020 年度役員
・支部役員
運営委員： 浅野芳夫（重任）、石川哲也（新任）、犬塚裕道（重任）、内原昭弘（新任）、大矢英和（重任）
奥山陽一（重任）、川島善信（重任）、倉地秀和（新任）、佐藤孝郎（重任）、竹渕知博（重任）
丹羽 功（重任）、松島大樹（重任）、溝口修一（重任）、武藤美喜（重任）
監
査： 吉田廣嗣（重任）
支部顧問： 木枝義雄（重任）
・本部役員
支部推薦理事： 犬塚裕道（重任）
議長は、以上の議案について提案した後、質疑及び討議を促し、承認を求め、その賛否を問うたところ、出席者全
員が拍手を以って承認した。
以上

以上を以ってすべての議事が終了したので、議長は 18 時 40 分に閉会を宣した。 以上の決議を明確にするた
め、本議事録を作成し議長たる支部長が記名押印する。
2020 年 4 月 21 日
一般社団法人日本音響家協会 中部支部支部長 丹羽 功 印
議事録作成者 事務局長 溝口 修一
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事業報告及び決算報告 を監査 したので 下記 の通 り報告 します。
記
1、

監査 の方法

2019年 度 の運営委員会、及び各種事業 に参加 し、2019年 度 の各種事業報告書、各種報告書及び運
営委員会議事録 な どを開覧 して運営委員 の業務執行 の状況 を監査 した。 また、 2020年 4月 14日 に
名 古屋 市芸術創 造 セ ン タ ー 談話 室 に於 い て 、会 計浅 野芳夫 氏 の 提 示 した 会計 書類 な どを精 査 して

2019年 度 の会計 を監査 した。
2、

業務 監査

(1)事 業報告書
運営委員会 が 、各担 当委員 よ り提 出 され た事 業報告書 を承認 してお り、各事業別 に執行状況 と
総括 の 要 旨を議案書 に記 載 して適 正 に事業報告 お よび決 算報告 がな され てい る。

(2)運 営委員 の業務 の執行
支部長 を中心に各業務 が執行 され、ほぼ順調 に遂行 され て い る。

(3)会 議 の運営
① 支部社員総会について
支部社員総会 の招集手続 きは、従来通 り「往復はが き」により必要事項 を記載 し、返信 はがき
と電磁的方法による出欠 の確認 と委任状 の提出で会員 の議決権 を保証 している。また、会議 の
議事について も、適正に遂行 され、議事録 も適切に残 している。
② 運営委員会について
各委員各 自の主業務 の繁忙等に より、出席率 の低下が気になるところであ るが、事務局長 が議
案書を作成 して招集す るとともに、電磁的方法による出欠確認 と委任手続 を行 い、無届欠席 の
防止が図 られてい る。会議後は適切に会議報告がなされている。
③ 実行委員会等
実行委員会は委員多忙な中、運営委員会時に内容について諮 られ ることもあつたが、大方 は電
磁的方法によ り進 められている。

3、

事業の実施状況

(1)シ リーズ事業
①

「邦楽セ ミナー」
内容 も良く、毎年参加者には好評であつたが、音楽業界 (特 にアマチ ュア、お さらい会)で の
人 口減少が顕著であ り、業界におけるニーズ も減少 していると判断 し、一時体止す ることとな
つた。 このまま消滅す ることの無 いよ う毎年検討 され ることが望まれる。

②

「プ ロ音響機器 フェア in NAG01饉 2019J
昨年、開催 日が北九llllllで の機器展 とバ ッテ ィングしたため参加企業数 が減少 し、中止せ ざるを
得な くなった事。また、コネ ク ト実行委員会が 2020年 4月 にプ ロ音響機器展を計画 してお り、
コネク ト実行委員会及びメー カー数社 より合同開催 の打診 があつたので、2019年 度 は見送る
こととし、2020年 度 4月 に協力実施す ることになった。 ところが、新型 コロナ ウイルスによ
り中止せ ざるを得 なくな つたことは、ま ことに残念であった。次年度開催に期待 したい。

③ 「機 関誌特集 の企画編集」
機関紙 の特集企画編集は 5支 部が持ち回 り担当してい る。中部支部は川島編集委員 の尽力によ
り毎回ユニー クなテーマで企画 し続けている。今後 も継承 されてい くことを望む。

(2)単 発事業
① 「音響セ ミナー」 (本 部共催事業)
本部事業 と共催で 3月 10日 に実施予定の新規事業であつたが、新型 コロナ ウイルスにより中
止す ることになったことは、ま ことに残念であった。
② 「SET名 古屋、 ビギナーズ コース」 (sET実 行委員会)
本部事業 と共催で実施。今回 より講師陣は中部支部選出講師 のみであつたが、円滑に実施出来
ていた。次年度 も継続 されてい くことが望まれ る。
③

「ドル ビー・ ア トモス見学会」 (会 員 の交流 と親睦を図る見学会)
ドル ビー・ ア トモス方式 のサ ウン ドを体感す ることができた。参加人数は 12名 と少な目では
あつたが、久 々の会員交流 のできた事業であつた。

4、

会計監査
毎月の会計報告、会計帳簿、入出金伝票類 、預金通帳及び手持 ち現金 を精査 した ところ、全て適 正
かつ正確 に処理 されてい ることを確認 しま した。

以上

