
【 議 題 】
◆ふれあいウォーキング　4⽉28⽇（⼟）

かわら版3⽉号をご覧ください

◆定期総会　4⽉29⽇（⽇）12︓20〜　笠原公⺠館　視聴覚室
⽋席の⽅は、委任状を ⾼橋（ゆ）まで提出してください

◆南⼩ミニコンサート　5⽉12⽇（⼟）
別紙参照

◆第32回定期演奏会　5⽉20⽇（⽇）
　個⼈練習︓ 5⽉5⽇（⼟）14︓00〜20︓00　笠原公⺠館　視聴覚室　
　プレゼン ︓ 4⽉29⽇（⽇）18︓00〜
別紙参照

◆笠原公⺠館　七⼣コンサート　7⽉29⽇（⽇）
選曲中

◆ステイションコンサート　９⽉１⽇（⼟）
特になし

◆鴻響楽2018　11⽉11⽇（⽇）
選曲中

◆クリスマスコンサート2018　12⽉23⽇（⽇）
実⾏委員⻑︓増⽥さん

◆第33回定期演奏会　５⽉19⽇（⽇）
特になし

【会計報告】
・鴻巣吹奏楽団 29年度3⽉会計　別紙参照

【⾐装会計報告】
特になし

【各課報告】
特になし

【その他】
特になし

次回役員会　5⽉13⽇（⽇）10︓00〜

《参加者》 ⾼橋（ゆ），嶋崎（や），嶋崎（ゆ），⽊村（か），野⼝（ま），⽵崎　,　中島　，
平井　，⻑⾕川（み），浅川（ひ）　,　浅川（き）　，江袋（た），江袋（き）

平成30年4⽉15⽇（⽇）10:00〜
笠原公⺠館　 会議室

平成30年度　第1回　定期役員会



【 議 題 】
◆ふれあい鴻巣ウォーキング反省

・謝礼として、2万円頂きました。
・譜⾯が⾵で⾶ばされないよう、各⾃で対策をお願いします。
・総合体育館駐⾞場から陸上競技場への通路の扉に鍵がかかっていたため、移動が不便だった。

◆定期総会　平成30年4⽉29⽇（⽇）笠原公⺠館視聴覚室で⾏われた総会は、
　　　　　　賛成多数で、原案通り可決されました。

◆南⼩ミニコンサート反省
・謝礼として、2万円頂きました。
・演出のサポートとして、⻑⾕川⼼晴さんにご協⼒頂きました。ありがとうございました。
・楽器運搬のため、村⽥さんのお⽗様からトラックをお借りしました。
・リハーサルは直前の練習⽇に1回しかできなかった。2回くらいできればよかった。
・譜⾯隠しを持っていけばよかった。

◆第32回定期演奏会　5⽉20⽇（⽇）
　　 〇別紙参照

〇ホール練習反省
　・ピアノの借⽤代のことを知らなかった。

◆笠原公⺠館　七⼣コンサート　7⽉29⽇（⽇）
選曲中

◆ステイションコンサート　９⽉１⽇（⼟）
担当︓鈴⽊さん

◆鴻響楽2018　11⽉11⽇（⽇）
選曲中

◆クリスマスコンサート2018　12⽉23⽇（⽇）
選曲中

◆第33回定期演奏会　５⽉19⽇（⽇）
来年のホール練習決定︓平成31年4⽉21⽇（⽇）　北本市⽂化センター

【会計報告】
・鴻巣吹奏楽団 29年度４⽉会計　別紙参照

【⾐装会計報告】
特になし

【各課報告】
特になし

【その他】
辻村泰寛さん、辻村尚⼦さん　…　4〜9⽉休団

次回役員会　６⽉17⽇（⽇）15︓00〜
《参加者》 ⾼橋（ゆ）、嶋崎（や）、嶋崎（ゆ）、野⼝（ま）、⻑⾕川（は）

平井　、増⽥　、浅川（ひ）、浅川（き）、江袋（た），江袋（き）

平成30年度　第２回　定期役員会

平成30年５⽉13⽇（⽇）10:00〜
笠原公⺠館　 和室



【 議 題 】

◆第32回定期演奏会反省
別紙参照

◆笠原公民館　七夕コンサート 　　7月29日（日）
別紙参照

◆ステイションコンサート 　　9月1日（土）
特になし

◆鴻響楽2018　　11月11日（日）
選曲中

◆クリスマスコンサート2018　　12月23日（日）
　　 選曲中

◆第33回定期演奏会　　５月19日（日）
実行委員長：木村優美さん

【会計報告】

　鴻巣吹奏楽団　30年度5月会計　別紙参照

【衣装会計報告】

特になし

【各課報告】

橋本さん…4～9月休団　　竹之内さん…6月～休団　　　　

【その他】

　　◆北本市民吹奏楽団の演奏会（6/10）のお手伝いをしました。

　　　・録音・録画：木村（か）、嶋崎（や）

　　　・受付　　　：木村（み）、嶋崎（ゆ)、長谷川（み）、高橋（ゆ）

　　◆鴻巣東小学校から演奏の依頼があり、11/10（土）に決定しました。

　　◆YouTube問題　…　別紙参照

次回役員会　7月22日（日）15：00～

《参加者》高橋（ゆ）、嶋崎（や）、浅川（き）、中島、長谷川（は）、長谷川（み）
平井、増田、木村（か）、江袋（た）、江袋（き）

平成30年度第３回定期役員会

平成30年6月17日（日）15:00～

笠原公民館　 会議室



平成30年7月22日（日）15:00～

笠原公民館　 会議室

【 議 題 】
◆ステイションコンサート 　　9月1日（土）

別紙参照

◆東小ミニコンサート 　　11月10日（土）
選曲中

◆鴻響楽2018　　11月11日（日）
～フィナーレ企画合同練習の予定～
　　日時：11月4日（日）14:00～16:00　
　　場所：吹上生涯学習センター　ホール

◆クリスマスコンサート2018　　12月23日（日）
選曲中

◆第33回定期演奏会　　５月19日（日）
選曲中

【会計報告】
次号に２ヶ月分掲載する予定です。

【衣装会計報告】
特になし

【各課報告】
8月12日（日）の練習はお休みです。　　　

次回役員会　8月19日（日）15：00～

《参加者》 高橋（ゆ）、嶋崎（や）、嶋崎（ゆ）、木村（か）、木村（み）、
木村（ゆ）、浅川（ひ）、長谷川（は）、長谷川（み）、
竹崎 、増田 、鈴木 、江袋（き）

平成30年度　第4回　定期役員会



平成30年8月19日（日）15:00～

笠原公民館　 会議室

【 議 題 】
◆笠原公民館　七夕コンサート反省

次号に掲載する予定です

◆ステイションコンサート 　　9月1日（土）
・詳細は、前号をご確認ください
・鴻巣駅・北鴻巣駅・吹上駅にポスターを貼ります
・近隣の中学校・高校の吹奏楽部にチラシを配布します

◆市民体育祭 　　10月7日（日）　予備日：10月8日（月・祝）
依頼が来ました

◆東小ミニコンサート 　　11月10日（土）
曲が決定しました
　OP  ヒコーキ野郎 ４　企画（サウンド絵本）
　１　ダンシング・ヒーロー ５　ビリーブ
   ２　楽器紹介 ６　塔の上のラプンツェル
　３　ラ・バンバ アンコール：ドラえもん（星野源）

◆鴻響楽2018　　11月11日（日）
演奏曲について
　・西郷どん　メインテーマ 《フィナーレ企画》「雪」
　・松田聖子コレクション

◆クリスマスコンサート2018　　12月23日（日）
別紙参照

◆第33回定期演奏会　　5月19日（日）
選曲中

【会計報告】
鴻巣吹奏楽団　30年度6月・7月会計　別紙参照

【衣装会計報告】【各課報告】
特になし

【その他】
・花火大会：10月13日（土）　協賛しました　　　
・新しいおんぷーの頭を製作中！　

次回役員会　9月23日（日）15：00～

《参加者》 高橋（ゆ）、嶋崎（ゆ）、野口（ま）、中島、増田、鈴木、江袋（き）

平成30年度　第5回　定期役員会



平成30年9月23日（日）15:00～

笠原公民館　 和室

【 議 題 】
◆笠原公民館　七夕コンサート反省

・メインとなるお客様の年齢層を想定するのが難しいので、
　幅広いジャンルから選曲した
・未就学と思われる子どもはいたが、小学生以上の子どもが少なかった

◆ステイションコンサート反省
別紙参照

◆市民体育祭 　　10月7日（日）　予備日：10月8日（月・祝）
別紙参照

◆東小ミニコンサート 　　11月10日（土）
演奏時間　10:40～11:25（45分間）

◆鴻響楽2018　　11月11日（日）
詳細は次号に掲載する予定です

◆クリスマスコンサート2018　　12月23日（日）
演出の準備中

◆第33回定期演奏会　　5月19日（日）
選曲中

【会計報告】
・鴻巣吹奏楽団　30年度8月会計　別紙参照
・10月は団費の納入月です

【衣装会計報告】

特になし

【各課報告】

《事務局》団員名簿に訂正がある方は、野口（ま）まで申し出てください

《庶務》　11月18日（日）から午後練習が始まります

【その他】
・花火大会：10月13日（土）　　　
　　花火大会が10月14日に延期になった場合は、練習を中止にします。
　　中止になる場合は、15時までにHPの掲示板に記載します。
　　確認できない方は、高橋まで（090-1203-1561）
・来年3月10日（日）　笠原公民館祭りの依頼が来ました

次回役員会　10月21日（日）15：00～

《参加者》 高橋（ゆ）、嶋崎（や）、嶋崎（ゆ）、木村（か）、浅川（ひ）
平井、野口（ま）、江袋（た）、江袋（き）

平成30年度　第6回　定期役員会



平成30年10月21日（日）15:00～

笠原公民館　 会議室

【 議 題 】
◆市民体育祭反省

謝礼として、2万円分の図書カードを頂きました

◆東小ミニコンサート 　　11月10日（土）
別紙参照

◆鴻響楽2018　　11月11日（日）
・詳細は別紙参照
・フィナーレ合同練習　　11月4日（日）13:45集合、14:00～16:00練習

　　  場所：吹上生涯学習センター　ホール　　住所：鴻巣市吹上富士見1-1-1
   合同に参加される方は、13時45分に集合をお願い致します

◆クリスマスコンサート2018　　12月23日（日）
プレゼンテーション：11月11日（日）18:00～

◆笠原公民館まつり　　3月10日（日）
特になし

◆第33回定期演奏会　　5月19日（日）
選曲中

【会計報告】
　鴻巣吹奏楽団　30年度9月会計　別紙参照

【衣装会計報告】

　特になし

【各課報告】

　橋本さん…3月まで休団を延長

【その他】
　花火大会について…別紙参照　　　

次回役員会　11月18日（日）10：00～

《参加者》 高橋（ゆ）、嶋崎（や）、嶋崎（ゆ）、木村（か）、木村（み）
木村（ゆ）、浅川（ひ）、竹崎、長谷川（は）、長谷川（み）
中島、増田、野口（ま）、江袋（た）、江袋（き）

平成30年度　第7回　定期役員会



平成30年11月18日（日）10:00～

笠原公民館　 和室

【 議 題 】
◆東小ミニコンサート反省

・子どもたちが知っている曲や歌える曲が多く、楽しそうだった
・終了時間が、予定より少しオーバーした
・謝礼2万円頂きました

◆鴻響楽2018反省
・お客様の反応が良い選曲だった
・セキュリティー対策やフィナーレ前の舞台裏について、
　理事会で話し合って頂く予定

◆クリスマスコンサート2018　　12月23日（日）
別紙参照

◆笠原公民館まつり　　3月10日（日）
特になし

◆第33回定期演奏会　　5月19日（日）
別紙参照

【会計報告】
　鴻巣吹奏楽団　30年度10月会計　別紙参照

【衣装会計報告】

　特になし

【各課報告】

　年末年始　12/30…練習なし　1/6…練習あり

　　　　

次回役員会　12月16日（日）10：00～

《参加者》 嶋崎（や）、嶋崎（ゆ）、木村（か）、木村（み）、浅川（ひ）
増田、平井、長谷川（は）、長谷川（み）、江袋（き）

平成30年度　第8回　定期役員会



平成30年12月16日（日）10:00～

笠原公民館　 会議室

【 議 題 】

◆笠原公民館まつり　　3月10日（日）

曲目

・ダンシングヒーロー

・デイドリームビリーバー

・西郷どん

・川の流れのように

（アンコール）　ドラえもん（星野源）

◆第33回定期演奏会　　5月19日（日）

・ホール練習：4月21日（日）　北本市文化センター

・譜面が揃っているので、年明けから練習します

【会計報告】

　鴻巣吹奏楽団　30年度11月会計　別紙参照

【衣装会計報告】

　特になし

【各課報告】

募集対策：見学…Fl関口さん

   庶務　　：年末年始　12/30…練習なし　1/6…練習あり

　　　　

【その他】

・クリスマスコンサート2019

                　2019年12月15日（日）クレアこうのす小ホール　に決定しました

　・退団…Sax藪木澄恵さん、Sax高橋麻衣さん

次回役員会　1月20日（日）15：00～

《参加者》 高橋（ゆ）、嶋崎（や）、嶋崎（ゆ）、木村（か）、木村（み）

浅川（ひ）、増田、野口（ま）、長谷川（み）

平成30年度　第9回　定期役員会



平成31年1月20日（日）15:00～

笠原公民館　 会議室

【 議 題 】
◆クリスマスコンサート2018反省

別紙参照

◆笠原公民館まつり　　3月10日（日）
出演時間：12:00～12:30

◆第33回定期演奏会　　5月19日（日）
ホール練習：4月21日（日）　北本市文化センター

◆クリスマスコンサート2019　　12月15日（日）
実行委員長を募集中です

　　  やってみたい方は、2月10日（日）までに団長へお声がけください

【会計報告】
　鴻巣吹奏楽団　30年度12月会計　別紙参照

【衣装会計報告】
　特になし

【その他】
・ふれあいウォーキング：4月27日（土）　依頼が来ました

   ・個人練習について：別紙参照　［2月24日（日）カギ開：江袋家）］

次回役員会　2月17日（日）15：00～

《参加者》 高橋、嶋崎（や）、嶋崎（ゆ）、長谷川（は）、長谷川（み）
増田、中島、江袋（た）、江袋（き）

平成30年度　第10回　定期役員会



平成31年2月17日（日）15:00～

笠原公民館　 会議室

【 議 題 】
◆笠原公民館まつり　　3月10日（日）
　  別紙参照

◆ふれあい鴻巣ウォーキング　　4月27日（土）
演奏曲が決まりました
　・君の瞳に恋してる　　・デイドリームビリーバー
　・ダンシングヒーロー　・ドラえもん（星野源）　・やってみよう

◆第33回定期演奏会　　5月19日（日）
ホール練習：4月21日（日）　北本市文化センター

◆クリスマスコンサート2019　　12月15日（日）
　　  特になし

【会計報告】
　鴻巣吹奏楽団　30年度1月会計　別紙参照

【衣装会計報告】
　特になし

【各課報告】
募集対策：入団…関口誠次さん（Fl)

【その他】
   ・個人練習について：3月31日（日）　カギ開…嶋崎家

・総会　　　　　　：4月28日（日）　12:00役員集合、12:20開始

次回役員会　3月24日（日）15：00～

《参加者》 高橋、嶋崎（や）、嶋崎（ゆ）、長谷川（は）、長谷川（み）、野口（ま）
木村（か）、木村（み）、木村（ゆ）、江袋（た）、江袋（き）

平成30年度　第11回　定期役員会



平成31年3月24日（日）15:00～
笠原公民館　 会議室

【 議 題 】
◆笠原公民館まつり反省
　  準備・片づけがスムーズにできた

◆ふれあい鴻巣ウォーキング　　4月27日（土）
別紙参照

◆定期総会　　4月28日（日）12:20～　笠原公民館　視聴覚室
欠席の方は、委任状を高橋まで提出してください

◆第33回定期演奏会　　5月19日（日）
ホール練習：4月21日（日）北本市文化センター
個人練習　：4月13日（土）14:00～20:00　
　　　　　　カギ当番（開：長谷川（み）さん　閉：平井さん）
エキストラ：小林南帆さん（Ob等）、村松さん（Fg）、坂東さん（T.Sax）
　　　　　　笹野さん（Harp等）、鈴木智也さん（B.Tb）、熊谷さん（C.Bass

◆かさはらいきいきスポーツクラブ活動報告アトラクション　　5月26日（日）
　　  特になし

◆ステイションコンサート　　9月7日（土）
　　  特になし

◆鴻響楽2019　　11月10日（日）
　～鴻響楽2018について理事会から～
　　鴻吹がステージ係を担当してくれたおかげで、スムーズに進行できました。

◆クリスマスコンサート2019　　12月15日（日）
　　  実行委員長：横田さん

【会計報告】
　・鴻巣吹奏楽団　30年度2月会計　別紙参照

　・4月は団費の納入月です（12,000円）

【衣装会計報告】
　販売：ワッペン　1枚

【各課報告】
・団員名簿に変更がある方は、野口（ま）まで申し出てください
・4月7日（日）から午後練習が始まります　（※4月14日（日）のみ17:00～）

【その他】
   第34回定期演奏会は、2020年5月17日（日）に決定しました

次回役員会　4月14日（日）15：00～

《参加者》 高橋、嶋崎（や）、嶋崎（ゆ）、木村（み）、中島、平井、野口（ま）
長谷川（は）、長谷川（み）、江袋（た）、江袋（き）

平成30年度　第1２回　定期役員会


