
令和４年４月１日 

島根県合唱連盟加盟会員（代表者）様 

 

                              島根県合唱連盟 

理事長 勝部 俊行 

 

令和４年度 島根県合唱連盟  

会員手続、及び第１回総会の開催について（ご案内） 

 

時下、益々ご清栄のこととお喜び申しあげます。平素から島根県合唱連盟の活動にご協力をいただきまして，

誠にありがとうございます。 

さて，新年度にあたり、下記のとおり会員のお手続きをお願いするとともに、第１回総会にご出席いただきま

すようご案内申し上げます。会員登録手続きは Web でお願いします。Web のお手続き難しい団体につきまして

は、県連事務局、または支部事務局に連絡ください。 

なお，ご案内は令和 3 年度の加盟会員名簿をもとに送付させていただいておりますので，何卒ご了承下さい。 

 

記 

 

■新年度会員手続きについて （変更が無くても、全ての会員（団体、個人）の方に登録手続きが必要です） 

（１） Ｗｅｂで継続申請をする場合  ※詳細は別紙２をご覧ください。 

① 島根県合唱連盟のホームページから申請画面にアクセスします。 

② ご担当者のＩＤ（メールアドレス）とパスワードを入力してログインします。 

③ 新年度の会員継続申請をします。  

（２）専用用紙で継続申請をする場合 

① 専用用紙を県連事務局か支部事務局に連絡してください。専用用紙をお渡しします。 

② 専用用紙に記入のうえ、支部事務局に提出してください。※県連では受付いたしません。 

※何れの方法におきましても、各支部総会までに申請頂きますようお願いいたします。 

 

■新年度総会について   

１．日時  令和４年４月１７日（日）13：30 ～ 15：00 （受付 13：00～） 

２．会場   島根県民会館 大会議室 

３．議題  令和３年度事業報告  令和３年度決算報告 

      令和４年度役員報告 

令和４年度事業計画・予算承認  他 

 

■新年度会費等納入について  ※詳細は別紙１をご覧ください。 

１．年会費  会員は，令和４年度の連盟会費を指定口座に 4 月末までに振り込んでください。 

２．機関誌  会員は，全日本合唱連盟が発行する機関誌「ハーモニー」を，所定の冊数を 

年間購入する必要があります。代金は指定口座に 4 月末までに振り込んでください。 

３．課題曲集 「名曲シリーズ（R４年度課題曲）」をご注文頂いた会員は，注文冊数の代金を 

指定口座に４月末までに振り込んでください。 

 

４．振込先   

※振込名義は各団体名でお願いします。 

※振込手数料につきましては各団体（会員）でご負担をお願いします。 

  

【県事務局】     島根県合唱連盟事務局  事務局長 井上 大祐 

  〒690-0872 松江市奥谷町 164 島根県立松江北高等学校内 

TEL  0852-21-4888 FAX  0852-21-4977 

        事務局用携帯 090-6834-8505  

            E-Mail  office@shimane-chorus.info 

 郵便口座   松江 01480－7－24902 島根県合唱連盟 

mailto:office@shimane-chorus.info


令和４年４月１日 

所属長 様 

 

 

島根県合唱連盟   

理事長 勝部 俊行 

 

 

 

令和４年度 島根県合唱連盟  

第１回総会の開催について（ご案内） 

 

 

時下、益々ご清栄のこととお喜び申しあげます。 

平素から島根県合唱連盟の活動にご協力をいただきまして，誠にありがとうございます。 

さて，標記の件につきまして下記のとおり開催いたします。つきましては，貴職ご担当者の出席についてご高

配いただきますようよろしくお願いいたします。 

 

 

 

記 

 

１．日時  令和４年４月１７日（日）13：30 ～ 15：00 （受付 13：00～） 

 

 

２．会場  島根県民会館 大会議室 

 

 

３．議題  令和３年度事業報告  令和３年度決算報告 

      令和４年度役員報告 

令和４年度事業計画・予算承認 

その他  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【県合唱連盟事務局】      

島根県合唱連盟事務局  事務局長 井上 大祐 

 

   〒690-0872 松江市奥谷町 164 島根県立松江北高等学校内 

TEL  0852-21-4888 FAX  0852-21-4977 

         事務局用携帯 090-6834-8505  

              E-Mail  office@shimane-chorus.info 

 

 

 

 



別紙 1 

 

島根県合唱連盟令和４年度会費等について、下記のとおり納入ください。 

 

■新年度会費について 

 

会員区分 入会金 年会費 備考 

 

団 

体 

会 

員 

小学校 1,000 円 4,000 円  

 

中学校 

Ａ  

1,000 円 

9,000 円 合唱コンクール参加校 

Ｂ 4,000 円 合唱コンクール非参加校 

高等学校 2,000 円 10,000 円  

大学・職場・一般 2,000 円 10,000 円  

個人会員 1,000 円 3,000 円  

賛助会員（団体） なし 1 口 10,000 円 1 口以上 

賛助会員（個人） なし 1 口 1,000 円 3 口以上 

※会員区分,対象会員については規約をご参照下さい。 

※入会金は年度新たに加盟される団体のみ必要になります。 

※同じ学校内で複数の合唱団の加盟がある場合、合唱団毎に納入が必要です。 

 

■機関誌「ハ－モニー」について 

  会員が購入しなければならない冊数は下記のとおりです。 

１冊７２０円（税込）で年４回発行されます。追加購入される場合は別途お申込み下さい。 

なお、事情により冊数を増減している団体は事務局にご確認ください。 

 

会員区分 
１回あたり 

冊数 

１回あたり 

金額（円・税込） 

年間金額 

（円・税込） 

 

団 

体 

会 

員 

小学校 0 0 0 

中学校 1 720 2,880 

高等学校・大学 4 2,880 11,520 

職場・一般 7 5,040 20,160 

おかあさん・ジュニア 3 2,160 8,640 

個人会員 1 720 2,880 

 

■合唱名曲シリーズ（全日本合唱コンクール課題曲集）について 

  名曲シリーズ １冊 1,050 円（税込） 申込冊数分お支払いください。 

 

■振込先  4 月末までに指定口座にお支払いください。 ※手数料につきましては各団体でご負担ください。 

 

 

 郵便口座   松江 01480－7－24902 島根県合唱連盟 

 

 

【会計に関する問い合わせ先】 

 

島根県合唱連盟事務局 担当 萬波淳史 

         TEL：090-3747-6809 

         E-Mail：a.mannami43@icloud.com 



  別紙２ 

 

■新年度会員手続きについて 

 以下の個人、団体の方は令和４年度の会員申請が必要になりますので、各支部総会までに手続きをお願いいたします。

なお、申請が必要でない会員の方も、登録内容をWebからご確認ください。 

 

（１） 新規に加盟する団体、個人の方 

（２） 連盟を退会される団体や個人の方 

（３） 団体の代表者や連絡担当者（音楽顧問）が変更になった方 

    ※新しい担当者が対象団体に対して申請します。 

旧担当者がそれを承認することで申請可能となります。 

（４） 団体の代表者や連絡担当者の連絡先、合唱団の編成などが変更になった方 

 

 申請は以下の２つの方法があります。 

 

（１）Ｗｅｂで申請をする場合          ※詳細はWebから利用手順書をダウンロードしてご覧下さい。 

④ 島根県合唱連盟のWebサイトトップから「会員登録変更申請」をクリックします。 

⑤ ご担当者のＩＤ（メールアドレス）とパスワードを入力してログインします。 

※初めて利用される方は「ログイン IDを登録する」から ID登録します。 

※パスワードを忘れた方は「パスワードの再設定」で再設定を行います。 

※IDを忘れた方は「ログイン IDを登録する」から ID登録し、該当の団体担当の申請を行います。 

⑥ 担当者として申請する団体（または個人）を選択し、申請画面にて申請をします。  

⑦ 申請処理が完了したら、完了メールを送信します。 

（２）専用用紙で継続申請をする場合 

③ 専用用紙を島根県合唱連盟のホームページからダウンロードするか、事務局にお問合せください。 

④ 専用用紙に記入のうえ、支部事務局に提出してください。※県連では受付いたしません。 

※何れの方法におきましても、各支部総会までに申請頂きますようお願いいたします。 

 

 

 

 

【県合唱連盟事務局】 

 島根県合唱連盟事務局  事務局長 井上 大祐 

 

〒690-0872 松江市奥谷町 164 島根県立松江北高等学校内 

TEL  0852-21-4888 FAX  0852-21-4977 

         事務局用携帯 090-6834-8505   

             E-Mail  office@shimane-chorus.info 
 

 


