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（理 16052）	 

第 57 回理事会議事録	 
	 

	 一般社団法人日本音響家協会は、2016 年 5 月 30 日 15 時 40 分、東京都中

央区八重洲 1-7-4	 矢満登ビル「貸会議室プラザ八重洲北口」5 階において
理事会を開催した。	 

	 定刻に、理事八板富榮は選ばれて議長席に着き開会を宣し、次のとおり定

足数に達する理事の出席があったので、本理事会は適法に成立した旨を告げ

た。	 

理事総数	 12 名	 

出席理事	 11 名	 

	 

第 1 号議案	 代表理事選定の件	 

	 議長は、当法人の代表理事を選定したい旨を述べ、その選定方法を諮った

ところ、出席理事の中から議長に一任したいと発言があり、一同これを承認

したので、議長は下記の者を代表理事に指名し、その賛否を問うたところ、

満場一致をもってこれを承認可決した。	 

	 

代表理事	 	 八	 板	 富	 榮	 

代表理事	 	 深	 尾	 康	 史	 

代表理事	 	 高	 崎	 利	 成	 

代表理事	 	 丹	 羽	 	 功	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

	 なお、被選定者は、席上その就任を承諾した。	 

	 

第２号議案	 理事の職務担当の件	 

	 理事の職務を協議したところ、以下のとおり決定した。	 

	 

	 	 	 八板	 富栄	 事業委員会統括	 

	 	 	 高崎	 利成	 出版委員会統括	 

	 	 	 深尾	 康史	 協会賞審査統括	 

	 	 	 丹羽	 	 功	 出納担当	 

	 	 	 網野	 岳俊	 優良ホール100選担当	 

	 	 	 糸日谷智孝	 会計執行担当/事業委員会統括補佐	 

	 	 	 高橋	 裕道	 正会員審査担当	 

	 	 	 加藤	 りな	 優良ホール100選担当補佐	 

	 	 	 金子	 彰宏	 正会員審査担当補佐	 

	 	 	 鷹栖	 	 了	 法令順守担当	 

	 	 	 竹部	 健太	 事業委員会統括補佐	 

	 	 	 坪田	 栄蔵	 法令順守担当補佐	 

	 

第３号議案	 専門委員会の改選の件	 

	 協議の結果、次のとおり決定した。	 
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1，事業委員会	 

	 八板賢二郎（統括）、糸日谷智孝（統轄補佐）、竹部健太（統轄補佐）、高

崎利成（カリキュラム担当）、深尾康史（カリキュラム担当）長	 将司（講座

開催担当）、坂下雄一（講座開催担当）、下川正啓（講座開催担当）、高野	 	 

仁（講座開催・認定証担当）、溝口修一（講座開催担当）、羽田野晉嗣、三田

一夫、明石	 誠	 

	 

2，出版委員会	 

	 高崎利成（統括）、市川	 悟（統轄補佐）、竹部健太、戸張浩一、山内	 毅	 

	 

以上で議事が終了したので、議長は 15 時 45 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、出席理事全員が次に記

名押印する。	 

	 

2016 年 5 月 30 日	 

	 

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

	 

議長理事	 	 八	 板	 	 富	 榮	 	 印	 

	 

理	 	 事	 	 網	 野	 	 岳	 俊	 	 印	 

	 

理	 	 事	 	 糸日谷	 	 智	 孝	 	 印	 

	 

理	 	 事	 	 加	 藤	 	 り	 な	 	 印	 

	 	 

理	 	 事	 	 高	 崎	 	 利	 成	 	 印	 

	 

理	 	 事	 	 高	 橋	 	 裕	 道	 	 印	 

	 	 

理	 	 事	 	 丹	 羽	 	 	 功	 	 	 印	 

	 

理	 	 事	 	 深	 尾	 	 康	 史	 	 印	 

	 	 	 

理	 	 事	 	 坪	 田	 	 栄	 蔵	 	 印	 

	 

理	 	 事	 	 竹	 部	 	 健	 太	 	 印	 

	 

理	 	 事	 	 鷹	 栖	 	 	 了	 	 	 印	 

	 

監	 	 事	 	 三	 好	 	 直	 樹	 	 印	 
 


