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開催日９月１２日（日）に決定！
「独奏部門」会場：北区滝野川会館を企画します。
昨年１年間は「第３２回準備会号」としての発行でしたが、今号から第３３回と改め、本
号を「第３３回１号」とします。（第３２回は中止なので、空白の１年となります）
（２ページに関連記事）
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「第 33 回」
関東アコーディオン演奏交流会
開催日：9 月 12 日（日）会場：北区滝野川会館
お知らせしている拡大実行委員会での話合いでお分かりのよう
に、コロナ禍での感染防止の観点から「独奏部門」の開催に向
けて準備をしていくことになります。
☆募集要項は例年通り 5 月連休中に発送を予定しています。

拡大実行委員会（2021 年 3 月の Zoom 会議）より 3 月 7 日（日）19：0021：00
参加者：池田 石橋 大田（審査事務局）宇野 岡田 小神 織田 乙津 川上
佐々木 佐藤 柴﨑（審査事務局）田中 塚本 築山 東谷（アイウエオ順、敬称略）
拡大実行委員会（3 月 7 日）より（敬称略）
築山（司会）
・・・みなさん今晩は。今日、
この後９時から JAA の会議もあるというこ
とで、短い時間ですけど始めます。
今日は大田先生、柴﨑先生、佐藤将さんが参
加しています。審査事務局からの話、佐藤将
さんより JAA からの提案もあります。まず
皆さんの近況から手短に話してください。
乙津・・・今日は、音楽センターのグレード
試験とオーディションがあったのですが、
南
部教室からは誰も申し込まなかったので、
21 日の教室のコンサートに向けて午後１時
から 4 時 30 分まで練習をしてきました。

川上・・・今日行う予定だった埼玉アコーデ
ィオン協議会の会議は来週の 14 日に変更に
なりました。多分、内容は夏合宿の代わりに
どんなことをやるかという話合いになると
思います。
塚本・・・横浜アコは、通常昼間から夜まで
練習するところ、3 月一杯は午後 2 時から 5
時まで 3 時間、教室とサークルの練習を受
けています。4 月からは夜も練習する元の形
に戻そうと考えています。

織田・・・今日、音楽センターでグレード試
験があったので、紙とマジックを持って行き、
「関東アコ、９月 12 日（日）滝野川会館で
東谷・・・千葉アコは、月に３回練習会があ
今年は独奏です、是非参加を」って書いてき
り、練習は土曜日ですが、第１、第３が全体
ました。で、そこに居合わせた人が「緊張し
練習（合奏の練習）で、第２土曜日は個人レ
ちゃうから」って「私そこにイラスト描いて
ッスン。短い時間ですけれども 1 人 30 分ぐ
あげる」って、ねこがアコーディオンを弾い
らい森先生の指導を受けています。二つ目は、
ているイラストを描いてくれたので、
それを
去年はコロナ禍の中で実施できなかった、
毎
貼りだして帰ってきました。
年開催していた
「花とアコーディオンコンサ
常連さんからは、
「あっ、やったぁ」という
ート」
を千葉市の花の美術館で今年は出来る
声が聞こえてきました。
限りやることで考えています。例年 10 月頃
やるんですが、第１希望が 11 月７日（日） 小神・・・土曜教室は、今日１人音楽センタ
ーのグレード試験受けました。中級Ⅰ課で入
で、これから花の美術館側と交渉することに
なっています。あと、
嬉しいニュースとして、 選１位の成績だったという報告が入ってい
ました。それから、5 月 29 日（土）に音楽
長期休会中だった会員の和田さん
（関東アコ
センターのホールを使って発表会を予定し
にも出られたタンゴの和田さん）
ですが復帰
ています。午後 4 時ごろから開始できれば
されて、千葉アコの会員は現在 10 名です。
いいかなと思っていますけれども、時間はま
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だ未定です。
佐々木・・・55（ゴーゴー）アコーディオ
ンサークルです。本当なら来週 14 日の日曜
日に今年初めての合奏練習を予定していた
んですけれども延期になりました。
55 は 5 人だけれど、みんな遠方から参加し
ているので、まだちょっと難しいねというこ
とで練習を見送りました。4 月には集まりた
いねと言うところです。
小神・・・池田さんからさっき電話がありま
して、いろいろ試すんだけど、みんなの画面
は見えるけど音声が出ないので、
何か調子が
悪いので今日はあきらめてくださいと言っ
ていました。（こちらの話は聞こえている
の？）（聞こえているって合図している）
田中・・・中部金曜教室は、佐藤将さんも顔
を出すと思いますけれども、
音楽センターで
オーディションが行われました。
出演者だけ
の参加だったので我々は遠くから見守って
いるだけでした。
岡田・・・アコ研は 4 月 4 日の内部発表会
に向けて柴﨑先生の個人レッスンを受けて
います。3 月も緊急事態宣言中どうするかを
ネット上でやり取りしているけども、
練習に
行ける人は月 2 回行けるかなというところ
で、4 月 4 日に向けて皆さん頑張っています。
それと 4 月 11 日がアコ研の総会ですが、新
宿区は、いろいろなセンターがワクチンの接
種会場になるということで、
これから会場が
もしかしたら全滅かもしれないという危機
に今あります。
石橋・・・三多摩教室は、非常事態宣言が出
ても細々とやっていまして、5 時半から始ま
って、8 時には会館を出なければいけないの
で、自分の個人レッスンが終わるとすぐ帰る、
密にならないように気を付けています。だか
ら個人レッスンは一人 17 分ですかね、で、
いま 8 人ですが、みなさん一生懸命やって
いて、
今日音楽センターのオーディションと
グレードテストがあったんですけど、
１人除
いて全員参加で頑張っています。
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佐藤・・・JAA の佐藤です。今日はよろし
くお願いします。JAA のメールマガジンを
取っている方はご存知かと思いますが、「楽
器講座」というのを近じかやる予定がありま
して、
そのアンケートを今皆さんにお送りし
て回答をたくさんいただいています。
その回答をもとに講座をつくり、
早ければ来
週ぐらいから皆さんに申込みいただけるよ
うになります。内容としては V アコーディ
オンのことをやろうと考えていて、実際の講
座の開催は 4 月ですけれども、申込を先行
で始めますので是非、ホームページなどをチ
ェックしていただければと思います。また、
金曜教室の近況は、森先生が復帰されて、毎
週レッスンをやっています。
今日のグレード試験は金曜教室から 3 人、
僕も参加しました。そういう状況で、午後 5
時から 7 時という早めの時間でやっていま
す。
大田・・・初めて参加させていただきます。
よろしくお願いします。今日、音楽センター
でグレード試験がありました。私も審査で参
加しました。参加された方お疲れさまでした。
個人的には、音楽センターの教室は、数人、
オンラインレッスンでやっている感じで後
は通ってきて対面でやっています。自宅での
個人レッスンも普通にやっています。
やっと、
ここのところコンサート等の本番もちょっ
とずつ復帰してきたところで、何とか仕事が
できています。
今年の 3 月９日に予定していたリサイタル
の現地公演は、
今はちょっと難しいというこ
とで、
海外から奏者が来れないということも
あって一旦中止になりました。また仕切り直
して同じような内容で、
そのうちできるよう
になったらやりたいなというところです。
柴﨑・・・大田先生が言われたように、今日
音楽センターのグレード試験がありました。
こういう時期なのでどの位参加するかなと
思っていたけれど、
いつもとあまり変わらな
い 20 数名が挑戦し、審査をしました。無事
に、無観客で、一気に通してやるっていうこ
とでは新しい試みでしたが上手くいったん

ではないかなと思っています。今年の９月
12 日は無観客っていうことも意外といける
んだなって今日はちらっと感じました。
あと、９月 12 日に決ったということで、こ
のように集まり、やる方針で進めるのはいい
ことかなって松永先生とも今日ちらっと話
しました。ここで３歩、４歩進めたらなあと
思っております。
築山・・・柴﨑先生からも話しがありました
けれども、関東アコの話に進めていきます。
3 月１日会場取りに行って下さって、９月
12 日の第１候補が取れました。
今年は、昨年できなかった「重奏・バンド/
アンサンブル・合奏」ができれば良かったの
ですが、こういう状況なので Zoom 会議が始
まってから、できるのあれば「独奏」にしよ
うということで、話してきました。で、審査
事務局にも話をして、柴﨑先生にも例年通り
行うことと、審査員も、新しい方を探してい
るっていう情報を頂きました。
例年通り 5 月の連休明けくらいから呼びか
けをしつつ参加者を募っていけばいいのっ
かなって思っていますが、その中で、コロナ
禍のための対応もあるので、
スタッフをいつ
も以上に集めないといけないという話はし
ています。
例年通り二通りに分かれて行える
ように大ホール、小ホールを借りました。
今日グレード試験のあった音楽センターの
ように、無観客でやるとか、もしお客さんを
呼ぶのであれば、昨年 12 月、三多摩教室で
行ったコンサートのように、客席を決めて、
「あなたの席はここだから休憩で出ても再
度座るときは同じ席に座って下さい」と、席
を動かさないっていうか、固定して座っても
らうとか、そういう配慮をしたリ、休憩の時
間の換気、消毒など、そういう手間が今回は
増えるのかなと思っています。
また、
先生たちの結果をまとめている時間に、
通常ゲスト演奏をお願いしていたけれど、
そ
のゲスト演奏の件も、前回の Zoom 会議で
は、ゲストは呼ばない、先生たちの審査も工
夫していただくとの意見が出ていました。
今
日も話ができればと思っています。また、審

査結果発表と講評の仕方もどのようにした
ら良いのか。その辺も、みなさんの意見、先
生方の考えも聞けたらいいなと思います。
柴﨑・・・例えば講評ですけど、皆さん一人
一人聞くことができて楽しみにしていると
思うんですけども、
あれは結構永いですよね。
きょう音楽センターで行ったグレード試験
は、みんなの前で発表していません。後日発
表という形にしました。
なるべく人との接点
の時間を短くするというのであれば、
例えば、
ホームページ上で発表いたしますとか、その
かわり先生方には楽譜に書き込んでもらう。
当日言葉では伝えられないので、
大変ですけ
ど、いつもより丁寧に書いてもらう。そうい
うやり方もありかなと、
きょう聞いていて思
いました。
密になって接触する時間を少なくするには、
ゲスト演奏をやめるのと同じようにそうい
うやり方もあるかと思います。
参加者がどれだけ先生の言葉を直に聞きた
いかにもよるんでしょうけれど。
音楽センタ
ーでも今日は誰からも異論は出ていなかっ
たのでそれも１つの案かなと思います。
小神・・・賞状はインターネットで送っても
いいですよね。というのは、先日 JAA の賞
状を頂いたんですけれども、
プリントアウト
してこのように枠に入れると見栄えもよく
なるんですね。なので、インターネットで送
るのもいいかなと思います。
柴﨑・・・私は紙の賞状をもらえるのは嬉し
かったですけどね、昔。
乙津・・・おそらく先生方は、多少時間が延
びても演奏終了後その場に残って意見をす
り合わせして順位を決めることになると思
うんです。
その後に結果発表・講評・表彰となると、や
っぱりその間残っていてもらわなければい
けなくなるのと、何人エントリーされるかに
もよるけれども、今までのように、次から次
へ押し出すように６分程度で進めることは
出来ないだろうと思っていて、多少エントリ
ーされる方が減っても、
終わりの時間はそれ
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ほど早まることはないだろうと考えていま
す。そう考えると今回は、楽譜だとか賞状等
は後日事務局から郵送すれば済むので、演奏
者には、結果発表、講評、表彰等は当日は行
わないでお帰り頂くのが一番いいのかなっ
て思います。
大田・・・関連しますけど、譜面にコメント
を書き込んだものをお返しするっていうの
は、たぶんその日のうちにできるんじゃない
かと思う。書き込みは、ほぼ同時進行で私た
ちがやっているので、審査の結果を出すのは
審査員の中で話合いをして時間をかけて決
めるんですけども、
それぞれの審査員のコメ
ントは全員の演奏が終わった後である程度
は終わっているものなので、
たぶん譜面は大
丈夫だと思います。
柴﨑・・・全員の演奏が終わったらそこで閉
会式にしちゃう。一旦終わって、その後先生
方は残って審査の結果を出す。そのときに、
後日郵送するのであれば、譜面を送り返すと
きに一緒に賞状を送ることができる。
その形
が一番良いのではないかと思います。
織田・・・楽譜は、演奏する人たちもその日
の気持ちが高まっているうちに見たいって
いう思いはあると思うんですね。
例えば、初級は少ないけれども、中級になる
と大人数になるので、5 人とか 10 人ぐらい
ずつ実行委員が集めて、
例年最後に楽譜を返
すときのようにテーブルに並べて返すのは
どうでしょうか。そうすれば待機している時
間が短くなるので、
今日の音楽センターのグ
レード試験でも、みなさん演奏が終わったら
パッとしまって帰っていました。5 人程度の
演奏が終わるくらいの時間であれば待って
いられると思うので、5 人なり 10 人なりで
集めては並べて返す。その人たちは自分の分
を持ってそのまま帰るっていう形もとれる。
で、閉会式も無くていいんじゃないかなと私
は思っています。
ゲスト演奏を無くしたっていうのは、
全員残
っていなくてもいいようにゲスト演奏を無
くしたので、その辺、どんどん帰ってもらっ

て、賞状は大事なものなので、後日賞状の出
た方には郵送する。あと、講評の方は、先生
に書いていただいてニュースとホームペー
ジに載せて、それを見ていただくことでいい
と思います。
柴﨑・・・楽譜は、私たち楽譜を使って審査
するので、
一般とか上級の方は申し訳ないけ
ど、後の審査会議で使うので、当日欲しい人
は残るしかないですね。
ですからその場です
ぐに返すのはちょっと難しいかもしれない。
可能であれば、
お昼ご飯を食べながら私たち
審査するから、初級、ジュニア、シニアであ
れば返せるかもしれない。そのかわり、私た
ちがお昼を食べながら午後の部が始まるま
で待ってもらうことになる。
だからまだ全員
には返せないかなというのが問題点の１つ。
あと、一応、審査事務局で今回のコンクール
はどうでしたっていう詳しいことも書くの
で、先生方一人一人に書いてもらう部分は、
それはもう楽譜に書き込む形で、
それにプラ
ス今年の担当がいつも通り詳しく書くこと
でいいという気がしますね。
織田・・・審査に楽譜が使われるっていうの
は、そうだなって思いますので、郵送で返す
のであれば、最初に楽譜を送っていただくと
きに、
返信用に自分の住所氏名を書いた封筒
を同封してもらったらどうだろうか。
切手は
実行委員会側で貼って送り返す。
郵送費はこ
ちらで出すとしても、住所氏名を書いた封筒
を一緒に入れ込んでもらうとスムーズに返
せるかなと、今話を聞きながら思いました。
築山・・・話は戻り、これからの流れですけ
ど、5 月の連休中に毎年募集要項を発送して
いるので、来月までには事務局で作成して、
皆さんに見ていただいて、発送なりホームペ
ージで募集する形になると思います。
例年だと募集の〆切は 7 月 31 日なので今年
は土曜日ですね、その後、当日を迎えるまで
の流れの中で何か、
緊急事態がまたあった場
合は昨年のように再度中止せざるを得なく
なるのですが、
いまのところは開催する方向
で動いていけばいいのかなと思います。
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柴﨑・・・募集の際に、コロナ対策はしっか
りしているよっていうことは書いた方がい
いと思います。私の生徒の中でも、オンライ
ンで練習したいという人がいるので、
対策は
このようにしているということを書くこと
で参加してみようかなっていう安心感につ
ながるかなと思います。
あと、今年 9 月 12 日ということは、いつも
よりちょっと早い感じですよね。
だから楽譜
があまり遅すぎると予め目を通しておく時
間が取れなくなってしまうので、
楽譜の提出
締め切り日も気を付けた方がいいかなと思
います。
塚本・・・例年、楽譜の締切りは本番 2 週
間ぐらい前ですけど、ぎりぎりで１周間ぐら
い前になってしまうことが多いです。
毎回言
っていることですけど、
ぎりぎりになって訂
正をしたいとか、楽譜ができてこないとかで
何人かが遅れる。
織田・・・締切りを１周間位早くしてもいい
かもしれないですね。
織田・・・楽譜の締切りを 8 月末にしてい
るので９月に食い込むから、8 月末の１週間
前にすると、ちょっと遅れる人が 8 月末ま
でに何とか届くかなというところで、あと、
訂正に関してはしょうがないかなという感
じもしますよね。本番当日差し換えることに
なる。
ぎりぎりになってから先生と相談して
ここ変えようっていうことも起きると思う
ので、
塚本・・・それは実行委員側の問題じゃなく
て参加者が先生とよく相談してもらって、
早
めに出してもらうことが原則になります。
柴﨑・・・今織田さんが言ったように、例年
より本番がちょっと早いから、一週間ぐらい
早くしてもいいかなって思います。もちろん
出場する側のモラルだと思うんですよ。そう
なんだけれども、例年よりちょっと早い対応
になるけれどもいい経験だと思うし、
先生方
も、実行委員の皆さんも、今年はちょっと早
いからなるべく早く出すんだよって、
声掛け

しておくといいかなと思います。
佐藤・・・いま、楽譜の話の流れで、申込と
お金の話が出たんですけど、JAA のわくわ
く広場では、申込をインターネットで受け付
けて、お金も、事前に振り込みをして、その
振込用紙を添付して応募するというやり方
をしました。そのやり方だと、申込の後にお
金を振り込むように督促することが無くな
るので非常にやり易かった。で、楽譜の問題
はそれで解決は出来ないけども、
そういうや
り方を関東の方でもやるようであればノウ
ハウはあるので協力することはできます。
築山・・・ありがとうございます。
インターネットも分かるんですけど、
それが
できる人が全部だといいけれども、現状はち
ょっと難しいかなって思います。今後、そう
いうことを考えていくのは必要かなと、佐藤
さんの意見を聴いて思いました。
佐々木・・・大体が皆さん期日を守って振り
込んでくださいます。
で、先程佐藤将さんが提案してくださったや
り方だと、
もし私だとそれに対応できないか
もしれない。パソコン得意ではないので、そ
ういう形を取り入れたとしても、
通常通りの
人間が手間暇かけてやる形を残しておいた
方がいいなという希望はあります。
織田・・・新しい財政ですけれども、このコ
ロナの時期で、
参加をどうしようかなと迷っ
ている方が、申込の仕方で新しい形が増えて
くると、その分だけ一歩ハードルが高くなる
と思うので、このコロナ関係でどうしても新
しくしなければいけないところは変えてい
く形で、変えなくてもよいところは変えない
方が安心して参加しようということにつな
がるかなと思っています。
佐藤・・・申し込みの方法は、どういう方法
なんですか。ファックス、あるいは電話です
か。
小神・・・オンラインとファックス両方あり
ます。オンラインは Google のフォームです。
8 割方オンラインで申し込みが来ています。
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あとの集計がとっても楽になります。
佐藤・・・JAA も年輩の方が多いので、や
っぱりインターネットの申込みだけじゃだ
めだなということがあって、
郵便局か銀行か
で振り込んだものを、インターネットフォー
ムかもしくはファックスで振り込んだ証拠
になる証紙を一緒に送って下さいという方
法で Xmas フェスタでは受け付けていまし
た。いまの問題を解決しつつやることもでき
るかもしれないのでよろしければ、ご検討い
ただければと思います。
築山・・・最近は無くなったけど、ジュニア
の場合親が振り込んで、
この人だれって財政
の担当が困って、申込み書の中に振り込む場
合はだれの名前で振り込むのかを記入して
もらう欄をつくることでだいぶ解消されま
した。だけれど、必ず払った証明書も付けて
もらうのも、佐藤さんが言うようにあるかな
と思いました。
大田・・・応募を受け付けるときに、有観客
とか無観客とか、閉会式が無くなるとか、講
評が無くなるとかっていうところまで、お知
らせはする感じですかね。
（そうですね）そ
こがある程度わかっていた方が、
それを踏ま
えて申し込むか自分で考える材料になると
思う気がしますね。
岡田・・・例年募集と同時「仮チラシ」を出
しているので、そこに詳細を載せて、先に告
知、やはりコンクールなので、例年と違うと
いう告知はチラシでどんどん皆さんにイン
プットして行く必要はありますよね。
今年は
チラシの中身が改めて重要になってくるな
って思っています。
織田・・・チラシにコロナ関係での対策をと
っていますという漠然とした言葉だけだと、
不安は拭い去らないと思うんです。事細かく
書く必要はないけれど、
観客を収容人数の何
割にするとか、ある程度の、それだったら安
心して参加できるっていうレベルまでのこ
とをチラシにちゃんと載せていく必要はあ
るかなって思います。

柴﨑・・・それから、やっぱり、その時々で
人数とか状況は変わってくるから、随時ホー
ムページを確認くださいっていうことを一
言書いておくといいですね。
変わったときはホームページに随時アップ
してあげると、
現状はこうなんだっていうこ
とがわかってもらえると思う。
織田・・・前回私が提案したことですけど、
例えば、直前に緊急事態宣言が出て、会場の
条件が変わってしまうとアウトになるので、
いまの緊急事態宣言の中で滝野川会館で出
来ることの条件に合わせて準備しておくと、
緊急事態宣言が解除されなくても実行でき
ると思うので、
今回は一番厳しい条件の中で
準備すればあわてたり中止に追い込まれな
くて済むのかなと思っています。
築山・・・今回チラシを配布するすべがある
のかなってちょっと思ったんですけど、楽器
店とかですかね。あと、先生方に託して教室
生なりレッスンに来ている人に配布して下
さいですかね。
佐藤・・・わくわくの方も、関東にメールだ
とかホームページにたくさん載せていただ
いたので、もちろん協力して、やれるかなと
思っています。JAA のメールマガジンも会
員が 180 人ぐらいますので結構多くの方に
届けることはできます。
築山・・・関東のニュースにも入れればチラ
シの件は大丈夫ですね。で、二つ目、滝野川
会館の使用状況ということでは、昨年 10 月
1 日から滝野川会館で、
「施設使用チェック
シート」を作っています。守っていただく事
項とか、今後陽性者が出たときにすぐ利用し
た人に連絡できるようにということなどで、
そこに記載されていることを守る形で準備
していくことになります。
大田・・・それに追加していいですか。会館
の方で、例えばホールを使うときに、何時間
ごとに換気をしてくださいみたいなお願い
が来ていると、その、進行にもかかわってく
ると思うので、
そのあたりも確認しておいた
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方がいいと思います。
乙津・・・換気については書類を見ると１時
間に 2 回以上換気を行って下さい。という
書き方です。
あと、
仮に緊急事態宣言が解除された場合で
も会館内での飲食は出来ません。
ということ
は言われました。もし食事をするのであれば
地下のレストラン、
あるいは外のすり鉢状の
階段を使うことになりますということでし
た。たとえ雨天の場合でも、楽屋を含めすべ
ての部屋で飲食は出来ませんとのことです。
受付で渡されたチラシを読むと、
水分補給を
除くと書いてあるので、
お茶だとかコーヒー
だとかを飲むことは OK のようです。
それと、話がずれるけれども、当日聴きに来
て下さる方たちにも、例えば、朝出がけに体
温を測って何度あったか等チェックしてい
ただく項目がいくつかあるので、
私が思うに
は、聴きに来る方に対して、当日、例えば現
金のやり取りだとかチラシの配布だとか、
そ
ういうことは極力しないでくださいという
書き方なので、聴きに来る方は、ホームペー
ジからチェック用紙を予めプリントアウト
して、
氏名も連絡先も書き込んで持ってくる。
それを受付でこちらが受け取れば入場でき
るようにする。
参加協力券の代金の受け渡しがあるので、
そ
れも、
先程佐藤将さんが言われたように予め
銀行などに振り込んでもらって、
その領収書
の代わりに出てくる証紙を持って来るチェ
ックシートに添付して受付に出してもらう
形が取れれば、
チケットをつくらなくても済
むしお金の受け渡しも無くなると思うので、
私はそうできないかなと思っています。
大田・・・いま、通常のコンサートでやって
いるコロナ対策なので、
参考になる部分があ
ると思ので、例えばチケットも、当日券は無
し、事前にお客さんに参加協力券を買ってい
ただく形ですけど、
事前に買ってもらった人
だけ入れる。で、チケットも作る、作らない
の話もありましたけれど、作った場合はその
裏面に名前、連絡先を書いてもらう欄をつく
って、受付でそれを回収する。そういう形を

とっているところが多いです。
基本的には、
当日受付で、
演奏者、
スタッフ、
あとお客さんも検温をその場でする。で、も
し 7 度 5 分以上あったらだめですっていう
ことも出てくるけれども、みなさんの安心の
ためには受付をするときに検温を含んでも
いいのかなっていう気はします。
築山・・・募集について、あと会館の利用に
ついて出てきました。私も、観客も学びあう
ためのコンクールって、
関東アコではずっと
言って来ているので、他人の演奏を聴くのも
勉強になるのでいいと思うんですけど、どの
程度の観客を入れていいかっていうのは滝
野川会館で言われましたか。半分とか、
乙津・・・申込用紙には、大ホール 200 名、
小ホール 50 名と記入して提出したけれども
何も言われませんでした。
（後日会館に確認
したところ定員の 50％でした。そうすると、
大ホール：250 名／小ホール：45 名となる）
柴﨑・・・事前に申し込むのはすごくいいと
思う。一般的に定員の 50％でとかが好まし
いと言われているので、
使えない椅子のとこ
ろには紙でも張り付けて座らないようなこ
とはやった方がいいと思います。
もしそれで、
当日オーバーになったらその場でごめんな
さいするしかない。それは、昨年 12 月に聴
きに来たのになんで入れてくれないんだっ
て怒った人がいたって、
そういうことも聞く
から「会場が規制の定員になりましたら、申
し訳ないけれどもそこでお断りする可能性
が出てきます」
ということ１つ明記しておい
た方がいいのかなと思います。
岡田・・・例えば、チケットは今までだった
ら当日券もあったし、何枚以上売らなくては
とこちら側の思いもあったけれど、大ホール
のキャパで何パーセントっていう数字が出
ているんだったらそれを順守するので、大ホ
ール 200 名って書いて申請したんですよね。
ですから 200 名限定で当日券はなしとか、
やはり枚数の限定をきちんと明記して皆さ
んにお知らせすればいいかなと思います。
この状況の中厳しいけれども、当日券は無し
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の形で、小ホールは何名でしたっけ。（今回
申し込みは 50 名でしています）過去の例で
見ると、通常でも小ホールに 50 入ることは
なかったし、大ホールは 200 以上入ってい
るかなと、
午後の時間帯は入っていたように
思うので、
販売枚数のきちんとしたことは決
めなくてはいけないなと思います。
柴﨑・・・どうして当日券をなしにするのか
っていうと、人と人との接点、売り手と買い
手の接触を無くすため。
だとすると当日券は
無い方がいいということと、
小神さんの当日
券を有にするという意見、そこをどうするの
かを話し合った方がいいね。
大田・・・多分、当日券があると思っている
から当日に来るんだと思います。
当日券なし
だっていうのが事前にわかっていれば、ある
程度事前に買う人はいると思うんですね。
あと、
もう１つは当日急にこられる方はその
時間帯が、
開場から開演までの時間帯に多分
ある程度集中すると思うんです。
その場合に
連絡先を聞いたりとか書いてもらったりと
かしている時間が取れるか取れないか、ちょ
っとわからないですね。で、来る人と、その
個人情報を把握するっていうことを考える
と、当日券の対応がなかなか大変になるって
いうことで、当日券は無しにしているところ
ろが多いので、
人数制限のあるなしというと
ころでの判断だけではないですね。そこの部
分も一応考慮に入れ乍ら考えてもらえれば
なと思います。
佐々木・・・実際には、ここ何年も当日の人
が圧倒的多数ですね。それで、その集中する
時間帯って何分でもないので、受付にボラン
ティアスタッフが 5 人、6 人といれば、離れ
て書いてもらって受付は出来ると思います。
そういう意味でも、
当日の運営ボランティア
さんを沢山欲しいなという気はします。
織田・・・当日券は、例えば私たちチケット
をもらっておいて、皆さんに配りますよね。
買っていただいた券には自分の名前を書い
てお金をもらった印にしていた。その他に、
当日持ってきて支払いも当日でいいですよ

って言って渡したものがあった。
要するに券
は相手の手元にあって支払いは当日受付で
という人は結構いると思うんです。その他に、
全く券も持たずに当日来て受付で買うって
いう人の割合っていうのは、
今までどの位だ
ったんですか。
佐々木・・・その割合は半々ぐらいですよ。
券を持たずに来る人って結構多いです。
織田・・・例えば、銀行みたいに書き込むテ
ーブルをドーンと用意して、
チケットをテー
ブルの上に置いておいて、そこで書き込んだ
券を受付に持ってきて対面で支払いをする
形をとればだいぶ混雑が解消できるかなと
聞きながら思いました。
築山・・・通常、ニュースと一緒に参加協力
券を配布しているんですけど、その裏に必ず
名前と連絡先を記入して持ってきて、
支払い
は当日っていう形だったら大丈夫ですかね。
大田・・・今までは当日払いで済ませていた
ところを、当日も大丈夫なんだけれども、で
きるだけ事前に支払うっていう方向には持
って行ったほうがいいかなと思いますけど
ね。
（そうですね）
柴﨑・・・その旨もやっぱり募集要項、チラ
シに書いておくといい。今回、こういう事情
なのでと結構大きめに。
できれば事前にお支
払いいただくと助かる。みたいな感じで。飛
び入りはだめって言ったって来ると思うの。
そこは対応できるようにしてあげないとい
けないと思う。
佐々木・・・今回一番大変だなと思ったのは
飲食は全て禁止。食事ができるのは地下のレ
ストランだけなんですね。
（外の階段も使え
る、晴れていればね）それはやっぱり周知し
ておいた方がいいと思うんです。
そうすると、
やっぱり１日ずっといる方も少なくなると
思うんです。
大田・・・時間割を決めていただくときに、
ご飯を食べながら審査をすることは今まで
やっていたので、それができなくなるのであ
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れば、
そこの時間をある程度確保していただ
くことになる。

事前に塚本さんがメールを転送してくださ
ったので、
主旨はご理解されていると思いま
すが、この９月 12 日の関東アコと同じタイ
佐々木・・・館内全て食事は禁止です。だか
ミングの 9 月 1 日から 10 月 31 日の間の予
ら、審査の先生は地下のレストランを予約す
定で、JAA のインターネットわくわく広場
る形になると思います。
が開催を予定しています。
築山・・・話が飛びますけど、審査の先生っ
それで、東谷さんから 9 月 12 日に関東が決
て例年同様の人数で考えていますか。
まったよと聞いたときに、
「あっ、何か一緒
にやれたらいいなあというふうにまず思っ
柴﨑・・・同じです。ゲストを入れて９名で
たんです。簡単に言うと、両方申込んだら割
す。開催日が決まったので、この会議以降声
引になるとか、
そういうことが思いついたん
を掛けていきます。チラシはいつ出すの
ですが、そこにこだわってはいなくて、やっ
織田・・・5 月に募集要項と一緒に仮チラシ
ぱり、
アコーディオンをやっている人たちが
を出しています。で、６月末か７月に本チラ
一番楽しめる形を、せっかく JAA と関東が
シですね。
両方イベントをやろうとしているので、何か
できないかなというふうに思っています。
柴﨑・・・じゃあ４月末まででいいですか、
例えば、時期が一緒になっていることで、も
これから交渉します。
しかすると二つがバッテングしてしまって、
築山・・・いろいろ煮詰まって来ましたが、 それぞれの応募が少なくなるのであれば、
もう 8 時半になってしまいました。関東ア
JAA の時期をちょっと後ろにするとかって
コの募集要項とかチラシについては前回の
いうことも考えてもいいかもしれませんし、
独奏を参考に、
事務局ないしは実行委員会で
さっき応募の問題がありましたけれども、
そ
煮詰めて、
審査事務局なりに見ていただいて、 のときに、
みなさん何回も振り込むのが大変
OK だったら 5 月に印刷して発送したいと思
であれば両方の応募ができるとか、そうする
います。
ことで、アコーディオンをやっている人たち
広告の件で、乙津さん、みなさんからも意見
が、自分の表現をできる場をたくさん持つと
を頂きました。例年通り声を掛けて、出して
いうことが大事かなと思っています。
もいいですよっていうところはあると思う
今日は時間もなく具体的な話は出来ないと
けれども、広告の募集は 5 月に出場者を募
思っているので、ちょっと僕の気持ちだけ話
集した後 7 月頃広告のお願いを出していた
すと、何か JAA と関東でお互いにメリット
ので、
ちょっとその辺今日は保留にしてもい
があることを今後提案をさせて頂きたい。
僕
いですか。
少し考えていただくことでどうで
の考えでは、関東の方のメリットというのは、
しょうか。（はい）
参加者が増える。これが１番のメリットなの
今日は、佐藤将さんから JAA のことで提案
かなと思っています。JAA の方は、もちろ
があるということなので、時間が残り少ない
んインターネットわくわく広場が盛り上が
ですけれどもメールを頂いているので、関東
るということもメリットですけども、僕は
アコのことはこれで一旦終わりにして、佐藤
「仲間を増やそうプロジェクト」、JAA の会
さんからのお話に替わっていいでしょうか。 員を増やすプロジェクトのリーダーをやっ
（はい）では、佐藤さんお願いします。
ておりますので、JAA の会員を増やすこと
につながっていくことも視野に入れて考え
佐藤・・・JAA の会議が本日 21 時からある
たいと思っています。お互いにメリットがあ
ので、
大田先生も柴﨑先生もそちらに出るた
って、
しかもアコーディオンをやっている方
めに 55 分に 3 人抜けたいと思いますので、
たちの、これはいいね、こういう連携ができ
僕の話は簡潔に話したいと思います。
てよかったっていうものがあればぜひやっ
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ていきたいということが今日お伝えしたか
ったことです。
まだ何もないので、もしよろしければ、具体
的な進め方、例えば、また次回の会議でこう
やって話すのは大変であれば、担当者を決め
ていただいて、JAA には僕が話をして、関
東にはその担当者と話して頂く、
あとはスケ
ジュールの問題です。いつまでには決めない
といけないかをお話ができれば取りあえず
はいいかなと思っています。
きょう突然お時
間を頂いて、話したかったことは以上です。
築山・・・以前、関東と JAA のイベントが
重なった年ってありましたね。関東の独奏は
1 年おきなんですが、どうしても JAA の国
際コンクールと重なるときがあって、
お互い
に減っちゃうんじゃないかと心配したこと
があったけれど、でも、確か関東が先にやっ
て、関東で度胸試しじゃないけれど出て、そ
の曲で JAA の国際コンクールにも挑戦する
っていう方が何人かいて、それはそれで両方
にとって良かったんじゃないかなって、ただ、
関東はどうしても演奏時間の制限があって、
その辺で、
ちょっと皆さん両方にというのは
難しかったと思いますけど、
佐藤さんがおっ
しゃったように、今回一緒にできるのであれ
ば、多分出られる方は両方出られると思うん
です。なので、その辺で両方あるっていうこ
とを関東のニュースにも載せられるし、ホー
ムページにも載せられるので、アコーディオ
ンをやっている仲間を広げるっていう意味
ではみんなで知恵を出し合っていければな
と思います。
そうすると、関東の方の、佐藤さんとコンタ
クトをとる人を決めておいた方がいいです
か。
（もしよろしければ）
小神・・・まあ、そうですね。私でよければ
やらせていただきますけど。というのは、佐
藤さんの提案はとってもありがたくて、やは
り相乗効果っていうことが期待できるんじ
ゃないかと思うんです。で、そのわくわく広
場は動画のビデオを配信するわけですよね。
会員の間にインターネットを使って配信す
るんですね。今回の関東アコも皆さんにはま

だ提案してないけれど、私のプランでは、当
日の、
演奏して審査して発表している様子を
ライブ配信するということに取り組んでみ
たらどうかなって思っているんです。
今年は
会場に入場制限があるので当日お客さんは
100 人ぐらいしか入れなくても、それ以外の
人はライブ配信の URL を配りますから、ま
あ、例えば 500 円でもいいけれど、申し込
んでくださいとか。そういう受付方をして、
そのライブ配信を観ていただく。
そういう観
客層をつくってもいいんじゃないかなと思
ったりしています。そんなことで、佐藤将さ
んと相談したいと実は思っていたところな
んです。
大田・・・たぶん、そのライブ配信をするた
めには、会場がインターネットの早い回線に
なっていないと綺麗に流れない。とか、結局
かなりお金がかかるっていうところはわか
っていた方がいいかもしれないですね。
録画をとって、それを後日見てもらうってい
うのはまだ、たぶんハードルはそんなに高く
はないと思うけれども、当日のライブ配信っ
ていうのは、聴く側の音質もある程度聴ける
ものが求められるということもある。
小神・・・今その議論している時間は無いの
で今後検討していければと思っています。
佐藤・・・今大田先生がおっしゃっていた通
りで、Xmas フェスタという JAA のイベン
トもライブ配信か、
インターネット配信かと
色々検討したので、是非小神さんとですね。
土曜教室の発表会をテストケースでやって
みようという話をしているので、研究して、
今後のアコーディオン業界の未来のために
できればいいなと思います。
築山・・・そのためにも、では小神さんお願
いします。
最後に次回ですけど、4 月の Zoom 会議、先
生方の都合はどうでしょうか、5 月の連休中
に募集要項を発送しようと思うので、4 月
11 日とか 18 日はいかがでしょうか。小神さ
んが設定してくださっているので小神さん
の都合は、
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大田・・・11 日と 18 日、どちらもちょっと
都合が悪いですね
柴﨑・・・じゃあ、18 日私が代表で参加し
ます。（拡大実行委員会は午後７時から始め
ていますので）
築山・・・では、4 月は 18 日（日）夜 7 時
から 9 時で皆さんいいでしょうか（はい）
柴﨑先生、大田先生、佐藤さん、今日はあり
がとうございました。このあと JAA の会議
もお疲れさまです。
拡大実行委員会の皆さん
お疲れさまでした。
石橋さんとか久しぶりで
す。お顔が目れてよかったです。川上さん、
今日、こんな感じで 2 時間でしたけれど、
14 日のときにアコ協に今日の状況を伝えて
頂ければと思っています。拡大実行委員会の
方も終わりにしますが

この年度は空白の年にします。１年間空白が
できるけれども回数は詰めないで、今年は
33 回とします。皆さんがよろしければこれ
からそうします。
佐々木・・・そうすると、これまで第 32 回
が、ずるずるとそのまま流れていたので、
33 回の実行委員としての体制を改めて告知
して欲しいと思います。
築山・・・今年は本当にスタッフが多くない
と成り立たないので、いまから教室の人とか
サークルの人に、岡田さんは早速声を掛けて
くださっているんですけど、
人がいないとで
きないっていうことを皆さん肝に命じて、
私
も周りにいる人の声を掛けて、手伝ってもら
おうと思っています。では終わりにします。
みなさんありがとうございました。

乙津・・・最後に、昨年からのニュースは「第
32 回準備会○号」と第 32 回の準備会という
位置づけで発行してきましたけれども、第
32 回は中止になったので、今月の発行から
「第 33 回関東アコ」として発行したいと思
っています。第 32 回は中止ということで、

当日のボランティアスタッフ大募集！
拡大実行委員会で話し合われているように、今年度は毎年お願いしている要員以外
に、コロナウィルス感染対策が加わるので例年以上に多くのスタッフが必要になります。
今後、出場者募集と並行して毎号ニュースやホームページ上でボランティアスタッフ
の募集を呼びかけて参ります。
是非、スタッフとしての参加もご検討ください、よろしくお願い致します。
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