
日本ギター合奏連盟 理事各位 
2022 年 4月 

日本ギター合奏連盟 

会長 二橋潤一 

2022 年 度 総 会 招 集 のご通 知  

拝啓 新緑の候、会員の皆様におかれましては新型コロナウィルスの影響でご苦労の多い毎日と思いま

すが、ご健勝でご活躍のことと拝察申し上げます。 

 日本ギター合奏連盟 2022 年度の理事会・総会を下記のとおり開催します。総会の成立には会員の２分

の１以上の出席または委任状が必要です。Zoom 参加もできます。ぜひご出席ください。返信用紙は出席・

欠席に拘らず 5月 5日までに返送してください。ご欠席の場合は委任状に署名をお願いします。 

敬具 

記  

1． 5 月 8 日（日）  [理事会] 10：30～11：30 [総会] 15：00～16：30 

2． 場 所：GG サロン （東京メトロ有楽町線／副都心線 要町駅 4 番出口） 

3. 総会 Zoom 参加（14：45～14：55 までに入ってください） 

https://us02web.zoom.us/j/86775096983?pwd=aWlsTDB6V0lUZmhBVzNaWW1PeVF3Zz09 

ミーティング ID: 867 7509 6983 

パスコード: 019766 

4． 総会議案 

     第 1 号議案 2021 年度事業報告の件 

     第 2 号議案 2021 年度収支決算報告の件 

     第 3 号議案 2022 年度事業計画の件 

     第 4 号議案 役員改正の件 

     第 5 号議案 会員数 

     第 6 号議案 その他 

以上 

 

1. 返信用紙は印鑑を不要にしました。 

2. 総会の出欠席返信はメールでも結構です。用紙は日本ギター合奏連盟ホームページのトップページに置いて

います。（PDF） 書き込んだ PDF を添付して返送してください。 

3. 当日はリズム講座・指揮法講座・クアトロパロスのミニコンサートを無料で行います。ぜひご参加ください。 

4. 総会・無料講座はコロナ感染防止対策を講じて実施します。ご協力をよろしくお願いします。  

5. Zoom 参加の場合はアプリを立ち上げてから入ることをお勧めします。（ID とパスコードで入れます） 

                                                   
 

《現代ギター社4階 GGサロン 交通案内》 

1. 要町は東京メトロ有楽町線、東京メトロ副都心線です。 

2. 池袋から 1つ目の駅です。 

3. 4 番出口を出て交差点を右へ約 200m。 

4. 現代ギター社の 4階です。 

 

日本ギター合奏連盟事務局 

〒143-0016東京都大田区大森北1-35-1 増尾ビル３F 

kato@sigumaguitar.com  http://guita-e.org 

TEL・FAX：03-3761-6719  

★当日の連絡：090-5561-5092（加藤） 
 



※ 必要事項をご記入の上、5 月 5 日までにご返送ください。メール可。 

《理事会・総会 出欠席》 2022 年 5 月 8 日（日）10：30～理事会  3：00～総会 

●理事会に    ご出席（   ）                ご欠席（   ） 

●総 会に    ご出席（   ）   Zoom 参加（   ）  ご欠席（   ） 

2022 年【    】月【    】日  御署名【                          】出席の如何にかかわらずご記入ください。 
総会ご欠席の場合は委任状をご記入ください。  

委  任  状  私は 2022 年度の日本ギター合奏連盟の総会に於ける議案決定の権限を本会（   ）、 

若しくは代理人【                           】に委任致します。 

≪会員情報≫ ※項目頭の[  ]にチェックがある項目は連盟の HP でもご紹介します。 

Ａ．会員情報を記入してください。  ※〔  〕昨年と同じなので、A 欄の記入を略します。 

［ ］代表者：                         〔フリガナ〕                          

［ ］団体名：                                                          

［ ］郵便番号：〒                

［ ］ご住所：                                                          

［ ］電話（固定）：                     [ ]（携帯）                                     

［ ］メール：                                                           

Ｂ．合奏団の活動状況をご記入ください。 ※〔  〕昨年と同じなので、B 欄の記入を略します。 

［ ］楽器編成：（例：アルト・プライム・バス）                                                                   

［ ］メンバー構成： ●男【   】人   ●女【   】人   ●小学生以下の子供・幼児【   】人 

［ ］指導者名：                                 〔フリガナ〕                                                     

［ ］練習日・時間・場所：                                                                 

［ ］現在の練習曲：                                                                                     

［ ］ホームページ：                                                                                

Ｃ．コンサート情報（2022年5月～2023年4月までの開催）  ※連盟HPで掲載希望する（  ） 

催物名：                                                                 

開催日：     年    月   日（    ）      時    分開演（24 時間表示）                     

会場名：                                                                  

入場料：                      問合せ（メール・電話）：                         

《アンケート》※四角にはチェック☑を入れてください。 

1.第 34 回重奏フェスタ（2022 年 6 月 5 日）に関して   ：□参加者   □聞きに行く  □行けない  □不明 

2.第 34 回合奏フェスティバル（2022 年 10 月 23 日）に関して ：□参加予定    □参加できない   □未定 

3.総会の返信は次のどれが便利ですか？ 

1.返信用封筒 □   2.メールで返信 □   3.FAX で返信 □    4.直接渡す □ 

4.上記 2. 3. 4. に答えた方にお伺いします 

1.返信封筒は不要  □       2.一応返信封筒も入れてほしい □ 

5.希望の楽譜（曲名・作曲者）・編成（楽器の種類と何重奏か）があれば書いてください。（裏面記入可） 

 

 

6. 日本ギター合奏連盟に望むこと。または合奏団活動で考慮していること。（裏面記入可） 
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