
（理 1703）	 

第 64 回理事会議事録	 
	 

	 当協会は 2017 年 3 月 28 日、15 時から 17 時、東京都中央区八重洲 1-7-4	 の銀座

ルノアール八重洲貸会議室 3-5 にて理事会を開催した。	 

	 

	 理事総数	 12 名	 

	 出席理事	 10 名	 

	 

	 

第１号議案	 準会員の正会員昇格の審査	 

	 以下の者、昇格資格を満たしているので正会員として認定した。	 

	 

	 	 田口	 雄貴	 956	 2 級音響技術者取得	 

	 	 大平	 	 晋	 957	 1 級サウンドシステムチューナ取得	 

	 	 林	 	 智之	 958	 1 級サウンドシステムチューナ取得	 

	 	 井戸	 覚道	 959	 1 級サウンドシステムチューナ取得	 

	 	 清水	 	 敦	 960	 1 級音響技術者取得	 

	 

第２号議案	 総会について	 

	 総会は 5 月 23 日（火）、15 時から東急ステイ銀座内、ステイゴールド銀座

にて開催することとし、18 時から 40 周年記念祝賀会を開催することとした。	 

長年、本協会に協力または協賛いただいた方々に感謝状を差し上げることとし

た。	 

	 	 

第３号議案	 舞台技術者連合の件	 

	 進捗状況の説明と対応について協議し、連合が行っている設立準備協賛金は

一口とした。	 

	 

第４号議案	 イベント・エンターテイメント EXPO の件	 

	 この展示会に協力および協賛することとし、本協会の展示ブースは機関誌の

バツクナンバー配布と「弦奏」という弦楽器を振動させて CD などの音を鳴ら

す模様を展示することとした。	 

	 なお、マイクケーブル・８の字巻グランプリは東日本支部が主催し EXPO 運

営社（リード	 エグジビション	 ジャパン株式会社）が特別協力、有料技術セミ

ナーは本協会の協賛でリード	 エグジビション	 ジャパン株式会社が主催する。	 

	 なお、技術セミナーは、事前申し込みにより会員無料とする。	 

	 

第５号議案	 出版委員会編集ソフトのリース契約	 

	 機関誌編集で使用しているパソコンソフト「InDesign」等を Adobe 社と年間

契約して使用することとした。	 

	 

第６号議案	 事業委員会事業計画について	 

	 以下のとおり計画することとした。	 



	 ◎音響家技能認定講座	 

・ビギナーズコースを 6月に東日本支部、2018 年 1 月に西日本支部、2月

に北海道にて開催する。	 

・ベーシックコースを 8 月に西日本支部、2018 年 2 月に東日本支部が開

催する。	 

・オペレータコースを西日本支部、中部支部、東日本支部で開催する。	 

・サウンドシステムチューナコースは、教科書を改定して開催することと

した。	 

	 

	 ◎オーケストラ録音公開講座について	 

会員からの開催提案を検討したが、さまざまな意見が出たので、改めて

再検討することとした。	 

	 

	 ◎公共ホール技術者のための映像セミナー	 

	 EPSON 社の協力を得て、各地で開催することとした。	 

	 

第６号議案	 会友、顧問について	 

	 理事からの提案で、次のとおり決定した。	 

	 顧問	 豊島政実氏（博士/学術）	 

	 会友	 持丸	 聡氏（博士/工学）	 

	 	 	 	 野村裕子氏（正絃社家元）	 

	 

第７号議案	 支部イベント開催費の借入金について	 

	 高橋理事から展示会の会場費の支払いが展示参加費徴収前になる場合、会場

費を本部から借り受けたいとの申し出があったので協議した。この件は第 61

回理事会（第３号議案）として議決されたことであるが、それを撤回して、開

催するごとに事業計画書を理事会で審査して会計担当理事の意向にしたがって

判断することに改めることとした。	 

	 このため法令遵守担当理事が、この件に関する規則を作成することとした。	 

	 

第 61回理事会	 第 3号議案 支部における本部からの借入金について 
以下の定款施行細則第 53 条の規定を超える金額を本部から借り入れる場合は、本部との共催事業と
し、事業計画書を理事会に提出して、理事会の承諾を 得た場合に限ることにした。  

	 以上の決議を明確にするため、本議事録を作成し、出席理事全員が次に記名

押印する。	 

	 

2017 年 3 月 28 日	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 一般社団法人日本音響家協会	 

	 	 議長理事	 	 八	 板	 	 富	 榮	 	 	 	 

理	 	 事	 	 網	 野	 	 岳	 俊	 	 	 	 

理	 	 事	 	 糸日谷	 	 智	 孝	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

理	 	 事	 	 高	 崎	 	 利	 成	 	 	 	 

理	 	 事	 	 髙	 橋	 	 裕	 道	 	 	 	 



理	 	 事	 	 竹	 部	 	 健	 太	 	 	 	 

理	 	 事	 	 坪	 田	 	 栄	 蔵	 	 	 	 

理	 	 事	 	 鷹	 栖	 	 	 了	 	 	 	 	 

理	 	 事	 	 加	 藤	 	 り	 な	 	 

理	 	 事	 	 深	 尾	 	 康	 史	 	 	 

	 	 

	 

	 

	 

	 


