
常任理事会 理事会１５：３０～ 事務局・庶務 会計 研究 調査 事業 広報 備考

４月
１４日（火）

（中止）
２３日（木）（全）
（中止）

・年間事業計画作成
・総会運営計画案作成
・大会運営企画
・大会後援申請

・R２年度予算年間計画 ・総会研究会運営
・各地区研究
・各種研究会案内
　　（8月まで活動停止）

・年間計画
・テーマ調査依頼、回収
・名簿原稿回収

・年間計画 ・年間計画
・研究集録企画
・会報発行準備

・都小音研総会２３日（木）：多摩市立多摩第一小
（中止）

５月
１２日（火）

（中止）
２１日（木）（庶務）
（中止）

・研究大会講師依頼
・理事、部員委嘱
・大会運営組織立案

・大会予算案作成 ・大会内容決定
・大会概要作成
　　リモート会議にて検討
　　（２ヶ月に１回定期的に）

・各地区研究テーマ集計 ・児童作曲コンクール
                  委員会開催
・年間計画

・第６２巻４３５号発行

６月

９日（火）
（中止）

２０日（土）
リモート会議

１８日（木）（調査）
（中止）

・作曲コンクール審査員委嘱
・歓送迎会案内状送付

・研究集録企画
　　（紙面発表に決定）
・学ぶ理事会案内
・課題曲研究会案内
・各種研代表者会議

・調査内容検討
・調査依頼
・名簿発行（延期）
・名簿送付

・児童作曲コンクール
                  委員会開催
・児童作曲コンクール
　　　　　応募要項作成、配布

・会報発行準備 ・各種研究会代表者会議１８日（木）１６：３０～
　　　　　　　 （延期）
・全日音研小学校部会全国理事会２６日（金）
　　　（中止）　：江東区立文化センター

７月
３日（金）
（中止）

１０日（金）
学ぶ理事会
14:30～（全）
世田谷・八幡小（予
定）
（中止）

・歓送迎会企画運営
・研究大会第１回
          拡大実行委員会

・歓送迎会会計
・研究大会第１回
          拡大実行委員会

・課題曲研究会
・管楽器演奏会（多摩地区）
・研究大会第１回
          拡大実行委員会
・研究内容・集録内容検討
・各種研究会案内発送

・調査用紙回収
・研究大会第１回
          拡大実行委員会

・児童作曲コンクール作品
　　　　　応募、呼びかけ
・研究大会第１回
          拡大実行委員会

・第６２巻４３５号発行
・研究大会第１回
       拡大実行委員会

・歓送迎会３日（金）：ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾋﾙ市ヶ谷（中止）
・課題曲研究会７日（火）（中止）
　　　　　　　：くにたち市民芸術劇場小ホール
・研究大会第１回拡大実行委員会２２日（水）午後
　（中止）　　：府中第一小

８月
２５日（火）
（９月分）

・大会準備 ・大会準備 ・大会準備
・集録原稿作成検討
・Ｒ３大会推進
・Ｒ４大会準備会

・大会準備
・調査集計
・名簿編集

・児童作曲コンクール
　　　　　応募要項作成、配布
・児童作曲コンクール
          作品応募、呼びかけ
・大会準備

・会報発行準備
・大会準備

１０月 ６日（火） １５日（木）（庶務）

・研究大会後援申請 ・大会準備
・各種研究会への支出

・大会準備
・研究集録
・年計原稿第１回締切
・各種研代表者会議
・Ｒ３大会運営会議
・Ｒ４大会準備会

・大会準備 ・児童作曲コンクール
          作品締切・作品整理
・児童作曲コンクール
　　　　　　　　　第１次審査
・大会準備

・第６３巻４３６号発行
・研究集録原稿
　第１回締切・校正

・各種研究会代表者会議６日（火）１５：３０～
・NHKコンクール（関東甲信越ブロック）（中止）
        １１日（日）：ソニックシティ大ホール
・管楽器演奏会（多摩）１０日（土）（中止）
          ： たましんＲＩＳＵＲＵホール
・東日本小学校管楽器研究大会３０日（金）
          ：山梨県富士吉田市（中止）

１１月
1０日（火）
（中止）

・研究大会案内状
          作成・送付
・研究大会児童参加依頼

・大会準備 ・大会準備
・研究集録原稿第２回締切
・第１回校正

・大会準備 ・児童作曲コンクール
          第２次審査
・大会準備

・会報発行準備
・研究集録第２回校正
　　　　　　　第１回

・全日音研小学校部会総会５日（木）
・全国大会６日（金）群馬・高崎＜誌上発表＞
・NHK学校音楽コンクール２２日（日）：NHKホール（中止）

１２月 １日（火）

１０日(木）（全）
理事会及び
第２回拡大実行委員会
１３：００～ １５：３０～に変
更

・研究大会第２回
          拡大実行委員会
・新年会案内状送付
・合唱祭、管楽器演奏会
                      後援申請

・研究大会第２回
          拡大実行委員会

・研究大会第２回
          拡大実行委員会
・年計原稿第２回締切
・第２回校正

・研究大会第２回
          拡大実行委員会

・研究大会第２回
          拡大実行委員会
・児童作曲コンクール
          入選作品集作成
・演奏者等依頼

・研究大会第２回
       拡大実行委員会
・研究集録第２回校正
・第６３巻４３６号発行

・研究大会第２回拡大実行委員会１０日（木）（中止）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１３：００～
・多摩っ子コンサート１９日（土)（中止）
          ：昭島市民会館ＫＯＴＯＲＩホール

１月
１２日（火）

（中止）

・新年会企画運営
・研究大会
・R３年度事業計画案作成

・新年会会計
・研究大会

・研究大会
・R３年度総会、研究会、
              研究大会検討

・研究大会 ・研究大会
・児童作曲コンクール
    授賞式、作品発表会準備

・研究大会 ・研究大会２２日(金)：調布市グリーンホール
＜誌上発表＞　　　 　調布市文化会館たづくり
・全日音研・都小音研合同新年会１２日（火）（中止）
　　　　　　　　　　　　：ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾋﾙ市ヶ谷
・全日音研新年祝賀の会２１日（木）（中止）

２月
２日（火）
９日（火）

１２日（金）（事業）
（中止）

・合唱祭、管楽器演奏会
                     後援報告
・R３年度事業計画案作成
・年度末反省

・R２年度会計決算
・年度末反省

・R２研究集録発送
・R３年度総会、研究会、
             研究大会決定
・報告書作成
・年度末反省

・年度末反省 ・児童作曲コンクール（中止）
          授賞式、作品発表会
・年度末反省

・R２研究集録発送
・会報準備
・報告書作成
・年度末反省

・作曲コンクール１２日（金）（中止）
          ：千代田区カスケードホール
・合唱祭１１日（木）祝・１４日(日)・２１日(日)
          ：府中の森芸術劇場（中止）
・管楽器フェスティバル東日本大会２３日（火・祝）
          ：府中の森芸術劇場（中止）
・管楽器演奏会１４日(日)２０日（土）２１日（日）
          ：武蔵野市民文化会館（中止）

３月

・会報発行準備

・新年度計画 ・第６３巻４３７号発行
・新年度計画

・研究大会報告書
          作成・発送
・新年度計画
・総会案内

・ＮＨＫコンクール東京都本選１３(日)（中止）
          ：府中の森芸術劇場

・新年度計画
・研究テーマ調査、依頼
・名簿原稿依頼１１日(木)（会計）

・R２年度会務報告まとめ
・R３年度事業計画案作成
・総会案内状作成送付

・補正予算案 ・調査結果、配布
・名簿配布

・ゾーン代表者会議
・指導案検討
・大会準備
・集録原稿第１回締切

２日（火）

・児童作曲コンクール
          作品応募、呼びかけ
・児童作曲コンクール
          作品締切・作品整理

・会計監査

令和２年度東京都小学校音楽教育研究会　事業報告 　

９月

１０日（木）
理事会１５：３０～
ゾーン代表者会議
     １６：３０～（研究）

・大会準備


