
平成31年4月14日（日）15:00～

笠原公民館　 和室

【 議 題 】

◆ふれあい鴻巣ウォーキング　　4月27日（土）

前号参照

◆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）

別紙参照

◆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）

　　  別紙参照

◆ステイションコンサート　　9月7日（土）

　　  担当：田中さん

◆鴻響楽2019　　11月10日（日）

特になし

◆クリスマスコンサート2019　　12月15日（日）

　　  特になし

◆第34回定期演奏会　　5月17日（日）

特になし

【会計報告】

　鴻巣吹奏楽団　30年度3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　…　退団（３月末）

・加藤茂貴さん、加藤智子さん　…　４月～休団

【その他】

   笠原公民館七夕コンサート　　7月28日（日）

　   担当：長谷川晴樹さん

次回役員会　5月12日（日）10：00～

《参加者》 高橋、嶋崎（や）、嶋崎（ゆ）、木村（み）、木村（ゆ）、

野口（ま）、中島、長谷川（は）、長谷川（み）、江袋（き）

平成31年度　第１回　定期役員会



令和元年 5月12日（日）10:00～
笠原公民館　 会議室

【 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
・笹野さん（A.Sax）に出演していただきました

◆定期総会
平成31年4月28日（日）笠原公民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

◆第33回定期演奏会　　5月19日（日）
特になし

◆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）
　　  前号参照

◆笠原公民館七夕コンサート　　7月28日（日）
演奏曲が決まりました
→君は友だち、コンパスオブユアハート、演歌メドレー、男の勲章、パプリカ

◆ステイションコンサート　　9月7日（土）
選曲中

◆鴻響楽2019　　11月10日（日）
・鴻吹の演奏曲は、選曲中
・フィナーレ企画合同練習
　日時：11月3日（日）14:00～16:00　　場所：笠原公民館　

◆クリスマスコンサート2019　　12月15日（日）
選曲中

◆第34回定期演奏会　　5月10日（日）
・実行委員長：小山さん
・日程について、3/31発行のかわら版で5月17日（日）と報告しましたが
　都合により5月10日（日）に変更となりました

   ・ホール練習：令和2年4月26日（日）　北本市文化センター

【会計報告】
　鴻巣吹奏楽団　令和元年度4月会計　別紙参照

【衣装会計報告】【各課報告】
　特になし

【その他】
・依頼がきました（2件）
　①常光納涼祭り：7月27日（土）　②東小ミニコンサート：11月9日（土）　
・楽団のホームページについて：別紙参照

   ・楽譜製作ソフトを購入しました　・打楽器を修理しました

次回役員会　6月16日（日）15：00～

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

令和元年度　第２回　定期役員会



令和元年 6月16日（日）15:00～
笠原公民館　 会議室

【 議 題 】
◆第33回定期演奏会反省

別紙参照

◆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反省
・謝礼として、5,000円頂きました
・急遽アンコールにヒコーキ野郎を演奏し、好評だった

◆常光納涼まつり　　　　　　　7月27日（土）

◆笠原公民館七夕コンサート　　7月28日（日）
・担当…長谷川（は）さん
・詳細は別紙参照

◆ステーションコンサート　　　9月7日（土）
演奏曲と曲順が決まりました
①ボーン・トゥ・ラブ・ユー 　②パプリカ　③君は友だち　
④アンダー・ザ・シー　　　　 ⑤足音　 　  ⑥風になりたい

◆東小ミニコンサート　　　　　11月9日（土）
特になし

◆鴻響楽2019　　　　　　　　11月10日（日）
演奏曲が決まりました
①ヴィヴァ・ムシカ！ 　②アラジンメドレー

◆クリスマスコンサート2019　　12月15日（日）
選曲中

◆第34回定期演奏会　　　　　　5月10日（日）
第1部の演奏曲が決まりました
①バンドのための民話 　②風紋（原典版）　
③シンフォニックダンスNo.3　“フィエスタ”　④リンカーンシャーの花束

【会計報告】
　鴻巣吹奏楽団　令和元年度5月会計　別紙参照

【衣装会計報告】
　特になし

【各課報告】
　8月11日（日）の練習はお休みです

【その他】
・花火大会：10月12日（土）　協賛予定です

   ・行田市民吹奏楽団の定期演奏会にお祝いを持って行きました

次回役員会　7月21日（日）15：00～

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

令和元年度　第３回　定期役員会



令和元年 7月21日（日）15:00～
笠原公民館　 会議室

【 議 題 】
◆ステーションコンサート　　　9月7日（土）

別紙参照

◆東小ミニコンサート　　　　　11月9日（土）

演奏曲（予定）

①パプリカ　②ハスケルのあばれ小僧　③ビリーブ　　

④アラジン　⑤マリーゴールド

◆鴻響楽2019　　　　　　　　11月10日（日）

エキストラ：長谷川心晴さん（Perc）

◆クリスマスコンサート2019　　12月15日（日）

企画・選曲中

◆第34回定期演奏会　　　　　　5月10日（日）

特になし

【会計報告】
　鴻巣吹奏楽団　令和元年度6月会計　別紙参照

【衣装会計報告】
　特になし

【各課報告】
　8月11日（日）の練習はお休みです

【その他】
・花火大会：10月12日（土）　協賛募集中です

   ・北本市民吹奏楽団の定期演奏会の受付、録画のお手伝いをしました

次回役員会　8月18日（日）15：00～

《参加者》 高橋、嶋崎（ゆ）、野口（ま）、長谷川（は）、長谷川（み）、中島

田中、横田、江袋（き）

令和元年度　第４回　定期役員会



令和元年 8月18日（日）15:00～
笠原公民館　 会議室

【 議 題 】
◆常光納涼まつり反省

・謝礼として、50,000円頂きました
・風で譜面が飛ばされないよう、洗濯ばさみ等の対策が必要だった
・できれば、当日の本番前にリハーサルをやりたい

◆笠原公民館七夕コンサート反省
謝礼として、10,000円頂きました

◆ステーションコンサート　　　9月7日（土）

前号参照

◆東小ミニコンサート　　　　　11月9日（土）

特になし

◆鴻響楽2019　　　　　　　　11月10日（日）

特になし

◆クリスマスコンサート2019　　12月15日（日）

企画・選曲中

◆第34回定期演奏会　　　　　　5月10日（日）

特になし

【会計報告】
　鴻巣吹奏楽団　令和元年度7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】
・依頼がきました
　市民体育祭：10月13日（日）［雨天順延10月14日（月・祝）］　
・花火大会：10月12日（土）　協賛しました

次回役員会　9月22日（日）15：00～

《参加者》 高橋、嶋崎（や）、嶋崎（ゆ）、野口（ま）、横田、田中

江袋（た）、江袋（き）

令和元年度　第５回　定期役員会



令和元年 9月22日（日）15:00～
笠原公民館　 会議室

【 議 題 】
◆ステーションコンサート反省

別紙参照

花火大会が10月13日（日）に延期になった場合は、練習を中止します

確認できない方は高橋まで（090-1203-1561）

◆市民体育祭 　　　　　　　10月13日（日）　雨天順延：10月14日（月・祝）

別紙参照

◆東小ミニコンサート　　　 11月9日（土）

特になし

◆鴻響楽2019　　　    　 　11月10日（日）

フィナーレ企画について
・合同練習　　日時：11月3日（日）14:00～16:00　　場所：笠原公民館
・曲　　　　　①ジュピター　②世界に一つだけの花　③大きな古時計

◆クリスマスコンサート2019　　12月15日（日）

別紙参照

◆第34回定期演奏会　　　　5月10日（日）

特になし

【会計報告】
　・鴻巣吹奏楽団　令和元年度8月会計　別紙参照

　・10月は団費の納入月です（12,000円）

【衣装会計報告】
　特になし

【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
   ・11月17日（日）から午後練習が始まります　

【その他】
特になし

次回役員会　10月20日（日）15：00～

《参加者》 高橋、嶋崎(や)、嶋崎(ゆ)、横田、田中、平井、江袋(た)、江袋(き)

令和元年度　第６回　定期役員会

　  ◆花火大会　　　                   10月12日（土）

            中止になる場合は、15時までにチャットワークで発信します



令和元年 10月20日（日）15:00～
笠原公民館　 会議室

【 議 題 】
◆市民体育祭反省

・荒天のため中止

◆東小ミニコンサート　　　 11月9日（土）
・別紙参照

◆鴻響楽2019　　　    　 　11月10日（日）
・別紙参照

◆クリスマスコンサート2019　　12月15日（日）
・プレゼンテーション　11/10（日）18：00～
・11/17（日），11/24（日） 12：00～　キッチンシンク練習　

18：00～　アンサンブル練習　

◆第34回定期演奏会　　　　5月10日（日）
・特になし

【会計報告】
　・鴻巣吹奏楽団　令和元年度９月会計　別紙参照

【衣装会計報告】
・特になし

【各課報告】
   ◆募集対策委員会より

・鴻巣高校の定期演奏会に団員募集のチラシを挟み込みました

   ◆事務局より

・Cl 竹之内さんが退団しました

   ◆庶務係より

・年末休み…12/29（日）　　練習初め…1/5（日）

【その他】
・笠原公民館まつり3/15（日）に出演します

次回役員会　11月17日（日）10：00～

《参加者》 嶋崎(や)、嶋崎(ゆ)、野口（ま）、長谷川（み）、横田、平井

中島、江袋(た)、江袋(き)

令和元年度　第７回　定期役員会



令和元年11月17日（日）10:00～
笠原公民館　 会議室

【 議 題 】
◆東小ミニコンサート　反省

・担当の先生によると、子どもたちから好評だったとのこと
・終了時間が、予定より7～8分オーバーした
・トラック：翌日の鴻響楽を含め、2日間レンタカーを利用。
　（料金11,000円×2日）+（ガソリン代404円）=合計22,404円
・謝礼として、20,000円頂きました

◆鴻響楽2019　反省
・選曲が良かった
・エキストラ：長谷川心晴さん　花束受渡し：浅川七音さん
　ありがとうございました
・ドア係、会場係、舞台係の皆さん　ご協力ありがとうございました

◆クリスマスコンサート2019　　12月15日（日）
ビデオ撮影：野口淳さん
受付　　　：田口由貴さん、橋本沙織さん　
エキストラ：坂東奈緒美さん(A.Sax)、鈴木智也さん(Tb)、小林南帆さん(Ob)

◆赤見台第一小ミニコンサート　　1月18日（土）
演奏時間：10:50～11:35（45分間）

◆笠原公民館まつり　　          　　3月15日（日）
特になし

◆第34回定期演奏会　　　　　　5月10日（日）
予算：別紙参照

【会計報告】
　鴻巣吹奏楽団　令和元年度10月会計　別紙参照

【衣装会計報告】【各課報告】
特になし

【その他】
クリスマスコンサート2020

　　　　2020年12月13日（日）クレアこうのす小ホール　に決定しました

次回役員会　12月8日（日）10：00～

《参加者》 高橋、嶋崎(や)、嶋崎(ゆ)、野口(ま)、横田、竹崎、江袋(た)、江袋(き)

令和元年度　第８回　定期役員会



令和元年12月8日（日）10:00～
笠原公民館　 和室

【 議 題 】
◆赤見台第一小ミニコンサート　　1月18日（土）

・詳細：別紙参照

・演奏曲（予定）

　①ドラえもん（星野源）　②ハスケルのあばれ小僧　③企画　　

　④パプリカ　⑤アラジン　⑥マリーゴールド（アンコール)

◆笠原公民館まつり　　          　　3月15日（日）
演奏曲（予定）

　①ドラえもん（星野源）　②パプリカ　③川の流れのように　　

　④風になりたい　⑤ヒコーキ野郎（アンコール）

◆第34回定期演奏会　　　　　 　5月10日（日）
・ホール練習：4月26日（日）北本市文化センター
・プログラムに広告を載せてくれるスポンサーを募集中
　（スポンサー代：5,000円）

【会計報告】
　鴻巣吹奏楽団　令和元年度11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】
ファスナーやキャスターが損傷したため、「キーボードケース」と

　　　「スピーカーセットのケース」を買い替えました　　

次回役員会　1月19日（日）15：00～

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

中島、野本、江袋(た)、江袋(き)

令和元年度　第９回　定期役員会



令和2年1月19日（日）15:00～
笠原公民館　 会議室

【 議 題 】
◆クリスマスコンサート2019反省

別紙参照

◆赤見台第一小ミニコンサート反省
・この時期の本番は、練習時間を確保するのが難しいので、
    早めの練習・対応を心がけたい
・謝礼として、20,000円頂きました
・トラックはレンタカーを利用（利用料　　　円）

◆笠原公民館まつり　　          　　3月15日（日）
・出演時間　　　：12:10～12:40
・当日の会場受付：嶋崎家

◆第34回定期演奏会　　　　　 　5月10日（日）
   ・個人練習　：別紙参照　［2月23日（日）カギ開：嶋崎家）］

・ホール練習：4月26日（日）北本市文化センター
・新規スポンサーとして、セレモホールが決まりました

◆クリスマスコンサート2020　　12月13日（日）

　♪♪♪実行委員長　募集♪♪♪　　
　　  少しでも興味をお持ちの方は、2月16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　令和元年度11・12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寺山さん

【その他】
・ふれあいウォーキング：4月25日（土）　依頼がきました
・吹上中から指導依頼がありました（2月22日（土））
　声がかかった方は、よろしくお願いいたします
・東小の児童からお手紙を頂いたので、お礼状を出しました

次回役員会　2月16日（日）15：00～

《参加者》 高橋、嶋崎（や）、木村（か）、長谷川（み）、中島、野本、江袋（き）

令和元年度　第10回　定期役員会



令和2年2月16日（日）15:00～
笠原公民館　 会議室

【 議 題 】
◆笠原公民館まつり　　          　 　3月15日（日）

コロナウイルスの関係で、笠原公民館まつりは中止になりました

◆ふれあいウォーキング　　          4月25日（土）
・集合時間：8:30

・演奏曲（予定）

　君の瞳に恋してる、デイドリームビリーバー、風になりたい

　ドラえもん（星野源）、パプリカ

◆第34回定期演奏会　　　　　 　5月10日（日）
   ・個人練習　：3月29日（日）14:00～17:00  （カギ開：江袋き）

・ホール練習：4月26日（日）北本市文化センター

◆クリスマスコンサート2020　　12月13日（日）
特になし

【会計報告】
　鴻巣吹奏楽団　令和元年度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…Fl　寺山博子さん

【その他】
・鴻響楽2020：11月8日（日）に決定しました

・令和2年度の団費改定について
　①経緯の説明
　　第1回：3月1日（日）17:45～　　第2回：3月8日（日）17:45～
　　　　第1、2回の内容は同じです　どちらかにご参加ください
　　　　（もちろん、2回参加していただいても大丈夫です）
　②臨時総会：3月29日（日）17:45～　
　　　    欠席の方は、委任状を団長まで提出してください

次回役員会　3月22日（日）15：00～

《参加者》 高橋、嶋崎（や）、嶋崎（ゆ）、木村（か）、長谷川（み）、

中島、竹崎、野口（ま）、江袋（き）

令和元年度　第11回　定期役員会


