
2.処務の概要 

[１]役員等に関する事項     2020 年度(令和 2 年度)末現在 

 

参与 酒井諄(～2021年4月) 

 

支部委員［東日本支部］井上貴子、海野るみ、金志善、黒川真理恵、越懸澤麻衣、佐竹悦子、 

     佐藤文香、田辺沙保里、デュラン ステファン・アイソル、東田範子、配川美加 

  ［西日本支部］明木茂夫、岡田恵美、梶丸岳、神野知恵、薗田郁、柳沢英輔 

  ［沖縄支部］遠藤美奈、古謝麻耶子、長嶺亮子 

 

参事 ［本部］青木慧、石井紗和子、今泉佳奈、柴森優花、鈴木麻菜美、土田まどか、中川優子、 

     根本千聡、渕上ラファエル広志、宮武苑子、村岡南、横山洸、𠮷岡倫裕 

  ［東日本支部］岩﨑愛、小尾淳、倉脇雅子、齊藤紀子、澤田聖也(～2021年8月)、 

     曽村みずき、武田有里、鄭暁麗、増田久未 

  ［西日本支部］上畑史、古澤瑞希、細野桜子、吉岡倫裕 

  ［沖縄支部］小川恵祐、多和田真理(2021年4月～) 

 

〔２〕職員に関する事項     2020 年度(令和 2 年度)末現在 

職名 氏 名  採用年月日   担当事務 手 当 交通費 備 考 

職員 金子由美子 1997/10/22 事務一般 月額80,000円 実費支給  

職名 勤務 氏名 任期(開始) 担当職務 報酬 所属など 

理事 非常勤 福岡 正太 2020/11/7 会長、総務、西日本

支部担当 
※会長就任日は 11/8 

なし 国立民族学博物館 

理事 非常勤 遠藤 徹 2020/11/7 副会長、総務 なし 東京学芸大学 

理事 非常勤 尾高 暁子 2020/11/7 東日本支部長 なし 東京藝術大学 

理事 非常勤 竹内 有一 2020/11/7 西日本支部長 なし 京都市立芸術大学日本伝統

音楽研究センター 

理事 非常勤 久万田 晋 2020/11/7 沖縄支部長 なし 沖縄県立芸術大学芸術文化

研究所 

理事 非常勤 植村 幸生 2020/11/7 常務、経理 なし 東京藝術大学 

理事 非常勤 奥中 康人 2020/11/7 機関誌 なし 静岡文化芸術大学 

理事 非常勤 奥山 けい子 2020/11/7 東日本支部担当 なし 日本芸術文化振興会 

理事 非常勤 加納 マリ 2020/11/7 機関誌 なし 日本音楽研究家 

理事 非常勤 小日向 英俊 2020/11/7 常務、総務 なし 東京音楽大学 

理事 非常勤 澤田 篤子 2020/11/7 広報 なし 大阪教育大学名誉教授 

理事 非常勤 田中 多佳子 2020/11/7 常務、総務、西日本

支部担当 

なし 京都教育大学 

理事 非常勤 藤田 隆則 2020/11/7 機関誌、西日本支部

担当 

なし 京都市立芸術大学日本伝統

音楽研究センター 

理事 非常勤 前原 恵美 

(本姓 笠原) 

2020/11/7 常務、経理 なし 東京文化財研究所 

理事 非常勤 増野 亜子 

(本姓 城島) 

2020/11/7 常務、総務、広報 なし 

 

東京藝術大学他 

監事 非常勤 岡崎 淑子 2020/11/7 監査 なし 聖心女子大学名誉教授 

監事 非常勤 蒲生 美津子 2020/11/7 監査 なし 沖縄県立芸術大学名誉教授 
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〔３〕 会議等に関する事項 

（１）理事会 

  開催年月日             議 事 事 項 会議の結果 

第 17 回通常理事会 

2020 年 10 月 4 日 

(令和 2)  

 1. 新入会員承認の件 

 2. 令和元年度事業報告の件 

 3. 令和 2 年 8 月 31 日現在 財務諸表の件 

 4. 令和元年度総括収支決算の件 

 5. 長期滞納者処理の件 

 6. 令和 2 年 8 月 31 日現在 会員異動状況の件 

 7. 参事および委員委嘱の件 

 8.(1)監査報告について 

  (2)『音楽文献目録』の冊子体廃止とウェブによる情報公開の 

    開始について 

承認 

承認 

承認 

承認 

承認 

承認 

承認 

報告 

 

承認 

臨時理事会 

2020 年 11 月 8 日 

(令和 2) 

 1. 会長、副会長、常務理事の選定および理事職務分掌の件 

 2. 支部委員委嘱の件 

 3. 顧問、参与および参事委嘱の件 

 4. 各種委員および派遣委員の件 

 5. 新入会員承認の件 

 6. 新旧理事引き継ぎの件 

承認 

承認 

承認 

承認 

承認 

確認 

第 18 回通常理事会 

2021 年 4 月 4 日 

(令和 3) 

 1. 新入会員承認の件 

 2. 令和 3 年度研究発表大会および公開講演会の件 

 3. 令和 3 年度事業計画の件 

 4. 令和 3 年度収支予算の件 

 5. 第 38 回「田邉尚雄賞」受賞者決定の件 

 6. 第 39 回「田邉尚雄賞」選考委員選任の件 

 7. 令和 2 年度の公益目的支出計画の件 

 8. 日本学術振興会育志賞の学会推薦の件 

 9. 長期滞納者処理の件 

10. 参事および委員委嘱の件 

承認 

承認 

承認 

承認 

承認 

承認 

承認 

承認 

確認 

承認 

 

（２）総会 

  開催年月日             議 事 事 項 会議の結果 

第9回定時社員総会 

2020 年 11 月 7 日 

(令和 2)  

 1. 役員選任の件 

 2. 2019(令和元)年度事業報告の件 

 3. 2019(令和元)年度収支決算の件 

 4. 2020(令和 2)年 8 月 31 日現在貸借対照表および正味 

   財産増減計算書の件 

 5. 2020(令和 2)年 8 月 31 日現在会員異動状況の件  

 ・ 2020(令和 2)年度事業計画の件 

 ･ 2020(令和 2)年度収支予算の件 

 ・ 音楽文献目録委員会から Web 検索システム移行に関して  

承認 

承認 

承認 

 

承認 

承認 

報告 

報告 

報告 

 

（３）各種委員会（◯印は責任者） 

●会報編集委員会 

○澤田篤子、今泉佳奈、柴森優花、土田まどか、増野亜子、山下正美、横山洸、𠮷岡倫裕 

●機関誌編集委員会 

○奥中康人、明木茂夫、加納マリ、濱崎友絵、藤田隆則 

●情報委員会 

○小日向英俊、遠藤美奈、太田暁子、岡田恵美、佐竹悦子 

●第38回田邉尚雄賞選考委員会 

○小西潤子、大内典、塚原康子、伏木香織、三浦裕子 


