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編集後記
今年に入って各地で活動再開の兆しが見え始め、事務局には演奏会の案内も届くようになってきまし

た。まだまだ予断を許さないものの、日常が取り戻されつつあるようです。毎週のように仲間と顔をあわ
せハンドベルの演奏ができることが、どんなに幸せなことか気付かされた方も多いのではないでしょう
か。ハンドベル連盟の活動も少しずつ戻ってまいりました。11月の全国フェスティバルでは新たな試みも
行います。どうぞお楽しみに！	 （NM）

指導者講習会
第 １回～第１7回　１98１年 ６ 月～１997年 ６ 月　湯河原厚生年金会館（静岡県熱海市）
第１8回～第23回　１998年 ６ 月～2003年 ６ 月　幕張メッセ国際会議場（千葉県千葉市）
第24回～第25回　2004年 ６ 月～2005年 ６ 月　ウェルサンピア多摩（東京都多摩市）
第2６回～第30回　200６年 ６ 月～20１0年 ６ 月　海外職業訓練協会（千葉県千葉市）
第3１回～第34回　20１１年 ６ 月～20１4年 ６ 月　桜美林大学多摩アカデミーヒルズ（東京都多摩市）
第35回～第39回　20１5年 ６ 月～20１9年 5 月　幕張国際研修センター（千葉県千葉市）
第40回　　　　　2022年 ６ 月　　　　　　　東京国際フォーラム（東京都千代田区）［※予定］

夏期講習会
第 １回～第 5回　１977年 8 月～１98１年 8 月　日本ルーテル神学大学（東京都三鷹市）
第 ６回～第 7回　１982年 8 月～１983年 8 月　熊の湯ホテル（長野県）
第 8回　　　　　１984年 8 月　　　　　　　清里清泉寮（山梨県）
第 9回　　　　　１985年 8 月　　　　　　　箱根芦ノ湖ホテル（神奈川県）
第１0回～第１3回　１98６年 8 月～１989年 8 月　ホテル・プロイセン富士（山梨県）
第１4回～第24回　１990年 8 月～2000年 8 月　富士箱根ランド（静岡県）
第25回～第28回　200１年 8 月～2004年 8 月　よみうりランド会館（東京都稲城市）
第29回～第37回　2005年 8 月～20１3年 8 月　箱根高原ホテル（神奈川県）
第38回～第40回　20１4年 8 月～20１６年 8 月　幕張国際研修センター（千葉県千葉市）
（第4１回）　　　　20１7年 8 月　　　　　　　	【40周年記念フェスティバルハンドベル・アジア大会】	

仙台国際センター（宮城県仙台市）
第42回～第43回　20１8年 8 月～20１9年 8 月　幕張国際研修センター（千葉県千葉市）

世界大会
第 １回　１984年 8 月　アメリカ　　　　アルカータ市　フンボルト大学
第 2回　１98６年 8 月　日本　　　　　　御殿場市　東山荘
第 3回　１988年 8 月　イギリス　　　　エクセター市　エクセター大学
第 4回　１990年 8 月　韓国　　　　　　仁川市　松島ビーチホテル
第 5回　１992年 8 月　カナダ　　　　　エドモントン市　エドモントン・コンベンションセンター
第 ６回　１994年 8 月　オーストラリア　アデレード市　アデレード・コンベンションセンター
第 7回　１99６年 8 月　アメリカ　　　　アルバカーキ市　アルバカーキ・コンベンションセンター
第 8回　１998年 8 月　日本　　　　　　千葉市　幕張メッセ
第 9回　2000年 8 月　イギリス　　　　バーミンガム市　バーミンガム・コンベンションセンター
第１0回　2002年 8 月　韓国　　　　　　釜山市　BEXCOコンベンションセンター
第１１回　2004年 8 月　カナダ　　　　　	トロント市　ウェスティンハーバーキャッスル・カンファレンス

センター
第１2回　200６年 8 月　オーストラリア　ブリスベン市　ブリスベン・コンベンション・センター
第１3回　2008年 8 月　アメリカ　　　　オーランド市　ローゼン・シングル・クリーク・リゾート
第１4回　20１0年 8 月　日本　　　　　　大阪市　大阪国際会議場
第１5回　20１2年 8 月　	イギリス　　　　	リバプール市	

アリーナ・アンド・コンベンション・センター・リバプール
第１６回　20１4年 8 月　韓国　　　　　　済州島　チェジュ・コンベンションセンター
第１7回　20１６年 8 月　カナダ　　　　　バンクーバー市　バンクーバー・コンベンション・センター
第１8回　20１8年 8 月　オーストラリア　ケアンズ市　ケアンズ・コンベンションセンター
第１9回　2020年 8 月　香港　　　　　　九龍湾国際トレード＆エキシビションセンター［※中止］
第20回　2022年 8 月　	アメリカ　　　　	ナッシュビル　ゲイロード・オープリーランド	

リゾート&コンベンションセンター
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一般社団法人日本ハンドベル連盟
理事長　下田和男

　昨年も、一昨年に続き、国内はもとより世界中で「見えない
敵」新型コロナウイルスとの闘いの一年となってしまいました。
　連盟会員の皆様も、全国的な感染拡大により、今までの経験
から想定できる範囲を大きく超えた状況が長く続き、未だ日常
生活や演奏活動など支障をきたしているのではと推察いたしま
す。

　コロナ禍の連盟の事業は、小編成講習会、指導者講習会、夏
期講習会、さらには各支部が主催するハンドベルフェスティバ
ルなど軒並み中止に追い込まれました。ただ全国ハンドベルフ
ェスティバルは、2020年、21年と無観客で小規模ながら中断す
ることなく開催することができました。また、2022年 ３ 月には
小編成講習会と九州ハンドベルフェスティバル、さらに ４ 月に
は関東ハンドベルフェスティバルを実施することができました。
再開された事業は、コロナのリスクを知り、対策を立てて、参
加くださった皆様やチームのご理解、ご協力を得て、滞りなく
一定の成果をあげることができました。また、コロナ禍での試
みとしてオンライン講習会やフェスティバルのライブでの配信、
およびムービー参加など新たに行うことができました。

　コロナ禍 ３ 年目を迎えた2022年、連盟の事業などに再開の兆
しが見えてきた半面、会員団体の演奏活動は、依然として厳し
い状態のため、フェスティバルや講習会の参加者減により事業
収入の落ち込みが懸念されます。さらにNPO法人から一般社団
法人への移行に伴ない寄付金収入も2021年度は大きく減少して
います。2020年度には財政状況の改善に力を注ぎ、極力無駄を
無くし、資金運用を効率的に行い財政赤字や借入金を持ち越す

コロナ禍にあたって
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ことなく、一般社団法人へ移行することができました。しかし
2021年度は、長びくコロナの影響で50以上の団体や個人から休
会、退会の申し出があり、連盟の会員会費の収入は、昨年比で
一割強程落ち込む結果となっています。会員数の減少は即財政
基盤の弱体に繋がります。2022年度も財政的に困難な状況が続
くことも予測され覚悟を決め対応しなければなりません。休会
の措置は、やむを得ないと思われる事情や事態が発生した場合
の復帰を前提とした一時的な救済策です。会員数の減少傾向に
歯止めをかけるには、できるだけ休会、退会を回避し踏み止ま
っていただき、現在休会中の団体や個人に対しては、コロナシ
ョックから立ち直り、早い機会に復帰していただくことです。
復帰は、年度替りに限らず、いつでも可能です。さらにまた各
支部との連携を強化し、連盟に所属していない潜在的なチーム
を把握し、連盟加入をより積極的に促していくこと。連盟との
身近な関係を築き所属意識を高めていただくためにも個人会員
への入会を推し進めることなど、今だからこそこれらの課題を
着実に進めていくことの重要性を改めて痛感しています。また、
新たなチームの育成を進めるためには、ハンドベルの普及、発
展をより強力に推し進めていかなければなりません。

　一方で、連盟の存続とその使命を果たすためには、長びくコ
ロナ禍にあって単にコロナの収束を待つだけではなく、今まで
の経験を活かして合理的に対応し、コロナリスクとの共生策も
考える必要があるのではと思います。幸いにもワクチン接種や
感染リスク対策も進み、その対処法も徐々に明らかになってき
ています。

　2022年度、連盟本部では、コロナ禍まだまだ予断を許されず
解決すべき課題が続く中、逆境をプラスに！一般社団法人のメ
リットを活かし、未来に向けた連盟の活動の在りようを模索し
つつ、積極的にハンドベルの魅力を発信し、希望とハンドベル
音楽があふれる年となるように会員の皆様とともに励んでまい
りたいと思います。ハンドベルを愛する皆様のより一層のご理
解、ご協力をいただきますようお願い申し上げます。
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2021年度　ご寄付一覧
2021年 ４ 月 1 日から2022年 ３ 月３1日までの寄付総額

一般寄付金　計　371,000円　（４6件）

ベル基金　　計　　42,000円　（ ９ 件）

　　（2021年11月寄付用チャイム購入、2022年 ４ 月 1 日現在残高計5,000円）
以下の皆様からお気持ちをお寄せいただきました。
感謝申し上げます。

■一般寄付金
大塚　豊子
徳善　善昌
都筑　洋子
芦田　京子
中尾　幹
杉山　仁美
活水高等学校
鎌井　泰
しまのねリンガーズ
金城学院幼稚園　ハンドベルクワイア
アイリスクワイア
Bell Flower
渡邊　みどり
香村　俊子
クローバーベルフレンズ
津野田　千恵
加藤　尚美
フェアリーベルリンガーズ
美濃加茂ハンドベルクワイア“マザーズ”
多田羅　智穂子
Ding Dong Ringers
松坂　桂子
Happy Mothersクワイア明光
西東京ハンドベルの会
小林　わか枝
能満寺ハンドベルエコーベルフラワーズ

Spring Sprite
土屋　多紀
Erba
Bob Avant
Damien Lim
Belle L’allure
森岡　昌子
森岡　高司
An Bells
安藤　節子
日本基督教団 東梅田教会
森　道興
斉藤　玲来
佐藤　有紀
御園生　滋彦
武者　智子
渡辺　貞介
日本キリスト教団 大分教会
クローバーベルフレンズ
Belle L’allure
森岡　昌子
森岡　高司
伊藤　和子

（匿名）

■ベル基金
柳沢　昌美
グレイス・ハンドベル・クワイア
芦田　京子
香村　俊子
津野田　千恵
西東京ハンドベルの会
小林　わか枝
聖文舎ハンドベル販売（株）
森岡　昌子

（順不同、敬称略）
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第31回小編成ハンドベル講習会
 実行委員　鷹巣　誠一

　第３1回小編成講習会は2022年
３ 月21日（月・祝）、東洋英和女
学院のご協力により、同校を会場
に行われました。コロナ禍にあっ
ても快く会場提供いただいた学
院関係の方々に心から感謝申し
上げます。

　 2 年連続で中止となっていた
講習会ですが、ようやく ３ 年ぶり
に開催することが出来ました。し
かしながら首都圏の感染状況は
改善されない中での開催でした
ので参加者総数は22名という少
数でした（前回は6３名）。しかし、
参加者の方々の思いは熱く、充実した一日が過ごせたのではないかと思います。

　開講クラスは、「基礎クラス」11名、講師：小澤淳一先生、「応用クラス」11名、講師：鷹
巣誠一でした。

　開会は10：00で少し余裕をもって集合していただきました。各クラスの講習時間は午前105
分、午後180分で、それぞれ ４ 曲ほどの講習曲をたっぷりと時間をかけて練習し、講習の最後
にお互いの講習室に移動して講習曲の発表会を行いました。例年ですと閉会式でアシスタン
トのデモ演奏やパイプオルガンの演奏があるのですが、今回は事情により見送られました。
それでもこのようなまとめも緊張感があり参加者からは好評のようでした。他にも、都会の
静かな学園でハンドベル三昧の一日を過ごすことが出来て楽しかったという声をいただいて
います。

　最後に講習生アンケートからいくつかご紹介させていただきます。
・ 緊張しながらも楽しくできました。
・ 目からウロコの鳴らし方を一日じっくり教えていただきました。
・ 他のリンガーの方や先生と、和気あいあい音楽を楽しみ、ベルの可能性が更に広がりました。
・ 比較的優しい曲を音楽的に学べてとても良かったです。
・ 演奏だけでなく、基本的なことを詳しく丁寧に教えていただき、とても勉強になりました。
・ 久しぶりにHRJの空気を満喫できました。

　次回の講習会もお楽しみに。



日本ハンドベル連盟会報 7

第 1回ハンドベル・オンライン講習会
 HRJ事務局

　夏期講習会が 2 年連続で中止を余儀なくされる中、HRJでは代替案として、以下の通りオ
ンライン講習会を実施しました。初の試みではありましたが、海外講師も交えたバラエティ
ゆたかな講義など、オンラインならではのメリットを最大限に活かしたこれまでにない新た
な形式の講習会となり、受講者の方々からも好評を得ました。2022年も引き続き開催する予
定です。

◆講義内容
　 8 月21日（土）
　　【A- 1 】小編成チーム用の編曲と作曲　　　　　Jason Krug（HMA）
　　【A- 2 】ハンドベルとアジアの音楽の融合　　　Damien Lim（HRSG）
　　【A- ３ 】ハンドベルの歴史　　　　　　　　　　小澤 淳一
　　【A- ４ 】少人数で楽しむ為の工夫　　　　　　　谷本 智子
　 8 月22日（日）
　　【B- 1 】ユースリンガーを育てる　　　　　　　Ali O'Connell（HSA）
　　【B- 2 】ハンドベル演奏の録音技術　　　　　　Bob Avant（HMA）
　　【B- ３ 】音楽の表現法　　　　　　　　　　　　中尾 幹
　　【B- ４ 】ワンランクアップのリンギング　　　　Emily Li（HAHK）

◆受講者の感想（一部）
・ 講習会が開催できない中、リンガーの皆様のお顔は見えなくとも同じ時間を共有すること

ができ、嬉しく楽しい時間となりました。普段の自分の指導の確認、新たな発見もあり、
私にとってはとても充実したセミナーでした。

・ 今回のオンライン講習会、とっても良かったです！本当に、充実した学びの機会を与えて
いただき、ありがとうございました。

・ 対面であれば参加できなかっただけでなく、オンラインにより、海外の指導者の方々の講
義にもいくつも参加することで大変参考になりました。

・ オンラインでは、音質がどこまで繊細に伝わるかなど制限もありますが、海外の講師の講
習が家にいながらにして受講できるのは、すごいメリットだと思います！
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第45回全国ハンドベルフェスティバル 実行委員　鷹巣　誠一

 2021年11月20日（土）第45回全国ハンドベルフェスティバルが、東京
都渋谷区の青山学院講堂で開催されました。

 慣れ親しんだ昭和女子大学人見記念講堂が改装工事で使用できないた
め、青山学院のご厚意により会場をお借りすることが出来ました。ご尽
力いただいた学院関係の方々に心から感謝いたします。

 今回はプログラムの中間時間帯に永年日本ハンドベル連盟の理事長を
していただいた伊藤朗先生の追悼礼拝が行われ、森 優先生のメッセー
ジと、グレイス・アルファ・アンダンテの合同演奏による奉鐘があり、
先生との様々な思い出と感謝に想いを寄せるひと時を持つことが出来ま
した。

 感染状況が不透明な中、昨年に引き続きオンライン配信での開催をい
たしましたが、今回は演奏者のみの入場となりました。それでも感染対
策にはしっかりと取り組み、消毒の徹底や検温、アサイメント時の換気
等を行った結果、無事に終演を迎えることが出来ました。以前は楽譜販
売や久しぶりに会う全国の方々との楽しい会話など、全国フェスならで
はのイベント感があったのですが、それを行うことが出来ず大変残念で
したが、もう少しの我慢をいただければ元に戻るのではないかと期待し
ています。

 今回は新しい試みとして「ムービー参加」を企画し、会場でのアサイ
メント休憩の時間に全国から送っていただいた様々なチームの演奏動画
を楽しむことが出来ました。そのため、昨年は参加団体が18団体だった
のに対し、今年は会場参加14団体、ムービー参加19団体の計33団体とな
りました。地域も東北から九州と幅広く、ムービー参加にしたことによ
り、これまで様々な事情で参加が叶わなかった団体にも参加していただ
くことが出来、その演奏を聴くことが出来たのも幸いなことでした。お
かげで全国フェスティバルという雰囲気を十分に味わうことが出来まし
た。YouTube配信では、最大同時接続数が256、接続数合計が1670とい



日本ハンドベル連盟会報 9

う状況で、今まで会場に来られなかった家族や知人など幅広い層の方々
にもご覧いただけたということで、新たな方向も示されたのではないか
と思います。

 会場参加の方々には大きな会場で演奏できる事と、同じ部の他チーム
の演奏をお互いに聴き合えることに加えて、全国の方々の演奏も観るこ
とが出来たことは楽しいひと時であったと思います。会場参加、ムービ
ー参加された多くの皆様に心から感謝いたします。

 2022年度もコロナが収束するかどうかはまだまだ不透明な状況ですが、
第46回の全国フェスティバルは2022年11月19日（土）、20日（日）の二
日間の開催を企画しており、ユースプログラムも準備していますのでご
期待ください。一日も早い感染の終息を祈りたいと思います。
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　2021年度講師認定報告 担当理事　小澤　淳一

 2020年春からのコロナ禍により連盟主催の講習会がすべて中止となり、講師認定の更新条
件をそのまま適用することができない事態が続いています。2020年度は認定更新を行わず、
全員の有効期間を 1年間延長としました。また2021年度は 2級更新のための特別措置を設け
ました。
 さらに一般社団法人への変更に伴い、講師認定委員会では制度の細部を見直し、認定条件
の一部を下記の通り変更することにしました。

具体的な変更点は以下の通りです。
・�2 級の初回認定を受ける場合は、指導者または夏期講習会で基礎クラス 1回および指導者
クラス 2回以上受講することとします。

・�1 級の初回認定を受ける場合は、指導者または夏期講習会で認定クラス 3回以上受講する
こととします。
・�2 級の更新認定を受ける場合には、指導者または夏期講習会の認定クラスを 1回以上受講
することとします。（なお2019年以前の受講については指導者クラスも対象とします。）

2021年度の更新に対する特別措置は以下の通りです。
２ 級
1 ）�2017年～2019年の 3年間に、指導者講習会または夏期講習会を計 2回以上受講（クラス
は指導者か認定講師）。

2）�2017年～2019年の 3年間に、指導者講習会または夏期講習会を 1回受講（クラスは指導
者か認定講師）し、かつ下記の「課題」を提出。

・�各自の自前の楽譜の中から課題曲を 1曲選ぶ。
・�課題曲の指導を想定し、以下の内容をレポートにまとめ、提出する。
 ①課題曲の曲名、作編曲者名、出版コード
 ②課題曲として選んだ理由
 ③想定するオクターブ数およびリンガーの人数
 ④指導するにあたっての留意点
 ⑤譜面上で気をつけるべき点
 ⑥その他
１ 級
「ハンドベルの指導を通して気付かされたこと」を表題としたレポートをA4用紙に1200～
2000字でまとめ、提出する。書式は自由。

このような課題を経て、2021年度は以下の方々が更新認定されました。
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【２0２１年度認定者】（有効期間：2022年 4 月 1 日～2026年 3 月31日）

認定講師 1級（継続更新）  4名
 杉山 仁美（愛知県）  多田羅智穂子（愛知県） 都筑 洋子（神奈川県）
 柳沢 昌美（神奈川県）

認定講師 2級（継続更新） 11名
 五十風しのぶ（東京都） 泉 喜保美（佐賀県）  井上 直子（愛知県）
 梅木 仁司（山梨県）  片岡久美子（神奈川県） 木村 秋美（神奈川県）
 齋藤 恭子（神奈川県） 白井ひろみ（神奈川県） 竹田 典子（東京都）�
 谷邊美千子（大阪府）  松村 麻美（東京都）

一般社団法人日本ハンドベル連盟
2022年度イベントカレンダー

〈本部主催〉

☆2022年

６ 月25～2６日（土～日）	第40回指導者講習会	 東京国際フォーラム（東京都）
８月	 夏期講習会	 中止
８月20～21日（土～日）	第 2 回オンライン講習会	 詳細未定
11月19～20日（土～日）	第4６回全国フェスティバル／全国ユースフェスティバル
	 青山学院講堂（東京都）

☆2023年

３ 月	 第３2回小編成講習会	 未定

＃ ＃ ＃ ＃ ＃ ＃ ＃ ＃ ＃ ＃ ＃ ＃ ＃ ＃ ＃ ＃

〈支部活動〉

☆2022年

4 月2３日（土）	 関東フェスティバル	 青山学院講堂（東京都）
６月1８日（土）	 中部フェスティバル	 金城学院大学アニー・ランドルフ記念講堂（名古屋市）
７月1６日（土）	 中国四国フェスティバル慰霊コンサート	 原爆ドーム噴水前（広島市）
9月1８日（日）	 関西フェスティバル	 王寺町やわらぎ会館（奈良県王寺町）
10月10日（月・祝）	 九州フェスティバル	 植木文化ホール（熊本市）

※北海道フェスティバルは未定。東北フェスティバルは今年度は中止となりました。
※	各フェスティバルでは一般の入場をお断りしている場合が多いため、あらかじめ主催者にお問合せく
ださい。

※	日程・会場等は、状況により変更・中止となる場合があります。
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北海道支部� 支部長　水田　真木子

【会員数】25団体、個人会員 2 名

●11月20日（土）ハンドベル講習会
　場所：文化学園大学附属幼稚園（室蘭）
　講師：定家　立身先生
　今年度唯一のイベントとして訪問型講習会を実施しました。希望のあった団体に講
師の先生を派遣して講習会を行うという訪問型講習会は北海道支部としても初めての
試みでしたが、新型コロナウイルスの感染が収束しない状況においては、いつもの練
習場所で、いつものメンバーだけで、という安心感もあり、久しぶりに充実した時間
を持つことができました。
　エンジェル・ハンドベル・リンガーズは文化学園大学附属幼稚園の卒園生で編成さ
れているチームで、幼稚園で出会ったハンドベルの体験を通し、卒業後もベルを続け
たいと活動している小学生達です。学校関係は特に自分たちの住んでいる地域を移動
できない中でこのような機会が持てたことは大きな恵みだったと思います。

●会報の発行
　11月 1 日（2021年特別編集号） ３ 月28日（2021年度末特別編集号）
　今年度も北海道ハンドベルフェスティバルの開催ができませんでした。 1 年に一度
のフェスティバルは道内各地で活動する多くのリンガー達の励みでもあり、情報交換、
ささやかな交流の機会でもありました。 2 年に渡り開催が中止され、支部の活動自体
も大きな柱が抜けたような状態になっています。しかしながら、より深刻な影を落と
しているのは、チームによっては活動場所が感染対策のために閉鎖され練習ができな
い、学校外の活動制限のためクラブ活動自体が行えないでいるなど、長引くコロナの
影響がそれぞれのチームでの活動を衰退させていることでした。
　何とか支部に所属するチームが励まし合い、リンガーの気持ちを繋ぎ合いたいと今
年度は 2 回、会報を発行しました。支部に所属する全会員からの写真と近況報告を ７
ページにわたって紹介する盛りだくさんな企画でした。「いつかまた再会できることを
楽しみに頑張りましょう」それが今、私たちの合言葉になっています。

東北支部� 支部長　鈴木　壽子

【会員数】16団体、個人会員10名

　新型コロナの収束をみないまま、新年度早々まん延防止等特別措置がとられ、諸学校、
大学においては新入生へのハンドベル紹介や勧誘もできず、一般団体においては、職
場による趣味等自主活動参加への自粛を求められ練習に参加できない状況が続き、グ
ループの編成には苦慮した。また、学校や公民館等公的施設では使用の中止や人数、
時間等の制限があり、殆ど活動できない団体も多かった。他団体が活動自粛や休止が
続く中、ハンドベルの活動も年に数か月休止せざるを得なかった。活動を楽しみにし
ているリンガーには苦しい 1 年であった。
　そんな状況の中だからこそ、コロナ感染防止策を十分にとりながらチームの収束、

2021年度　支部活動報告
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意欲ある取り組み、練習の工夫、時間の確保、などに努め、各団体は学校行事や地域
の行事、独自のコンサート、依頼演奏、クリスマスコンサートなどで積極的に演奏で
きたことは、リンガーにとってとても励みになった。

　東北支部では201９年に創立４0周年を迎え、2020年度のフェスティバルで記念のお祝
いをする予定でしたが新型コロナ感染拡大防止のために中止、今年度も諸事情により
昨年に続いて中止せざるを得なく、 2 年連続の延期となってしまったことは本当に残
念であった。
　本年の支部総会では 5 月にオンラインで開催し、各県の活動状況、フェスティバル
の開催、支部活動の在り方などについて話合った。
　 ３ 月には事務局 ４ 役会を行い、特に延び延びになっている４0周年記念行事の開催や、
令和 ４ 年度のフェス開催については、まん延防止重点措置が解除されつつも、東北の
感染者の増減は不安定であり各団体の練習状況を鑑みても開催は無理と結論、止む無
く中止することとした。 ３ 年連続の東北フェスティバル中止に、開催を期待していた
皆さんには本当に申し訳なく思っている。

　これからの東北支部活動は、コロナの収束を待つのではなく視点を変え、アイディア、
工夫を持って前に進んだ活動をしていかなくてはならないと考えている。
　私はコロナ禍の中、この 1 年を通し、リンガーの皆さんが楽しく元気に活動された
ことを何より嬉しく思っている。

中部支部� 支部長　杉山　仁美

【会員数】３6団体、個人会員 6 名

　 6 月に予定されていた中部ハンドベルフェスティバルは、できる限りのコロナ対策
を準備しておりましたが、緊急事態宣言の発令を受け、申込み締め切り直前に中止と
なりました。開催に向け、参加・不参加にかかわらず、会員の皆様が一同にハンドベ
ルを通して集うことをお祈りくださったこと深く感謝するとともに、中部支部の絆の
強さ、前に進もうとする力、また「響き合う」ことの大切さを改めて感じました。
　11月にZoomによる第 1 回オンライン講座を開催いたしました。副支部長の岡田泰子
先生から、「楽譜から読み取るエッセンス」と題し、ハンドベルの楽譜に書かれている
物理的な記号以外に読み取る楽しさ、大切さを学びました。３0名を超える参加者があり、
オンラインで繋がりを持つことができました。特に、リンガーの参加が多く、フェス
ティバルになかなか参加できない方が参加できたことも大きな喜びです。
　 ３ 月には、昨年度から延期になっていた第 1 回「楽奏の会」（テーマを決めて有志が
集い演奏する会）を、教会で「教会音楽を奏でること」をテーマとし開催する予定で
したが、コロナによるまんえん防止延長に伴い、開催直前に2022年 ４ 月に延期となり
ました。ハンドベルの原点である教会にて再会（再開）できることを待ち望みます。

　2022年は中部支部設立３0周年です。昨年度より引き続き、記念誌編纂を進めています。
中部支部の活動の歩みに加え、各団体・会員の想いが込められた記念誌です。2022年
度に発行します。
　また、年 2 回発行の『ニュースレター WA っ』では、猪股由美子書記が会員の投稿
に加え、中部支部の活動報告等を掲載し、コロナ禍でも前進し、繋がりを大切にする
気持ちを共有いたしました。
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　12月に初代中部支部長坂野延子先生が天に召されました。先生の願っておられた「神
の栄光、人々の幸せと世界平和のために」をモットーに中部支部は今後も活動を続け
てまいります。
　あらためまして、下田和男理事長はじめ、連盟のお祈りとご支援を心から感謝いた
します。これからも会員の皆様と支え合いながら、2022年、３0周年という新たな一歩
を進んでまいります。

関西支部� 支部長　三宅　理磨

【会員数】４３団体、個人会員22名

　新型コロナウイルス感染予防のため、今年度も関西ハンドベルフェスティバルとジ
ョイフリーリングは中止とし、支部の活動はニュースレターでの発信のみとなりました。
　 ４ 月・10月に発行した紙面では、WEBで配信するための動画撮影などの紹介を行い、

「関西支部チャンネル」を開設はしたものの、実際の配信までには至りませんでした。
関西の感染状況が落ち着いたかと思えば、すぐに増加に転じる中でチームの交流やフ
ェスティバルの開催などはハードルが高いと感じています。役員会についても、メー
ルでの打ち合わせが中心となりました。
　 2 年に一度の支部総会も、書面での報告のみとし、次年度へ延期となっています。
全国フェスティバルなどを参考に、引き続き具体的な活動について検討をしていく予
定です。

中国四国支部� 支部長　寺西　卓

【会員数】1３団体、個人会員12名

●2021年度広島平和祈念・中四国ハンドベルフェスティバル
　実施日：2021年 ７ 月1７日
　実施場所：原爆ドーム南側噴水前
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　広島市は雨も降らず暑さも抑えられました。
　オープニングは祈りの曲「アリア」。トップは、めぐみ幼稚園の年長さん。歌を 2 曲
とベル曲。 2 番目は、めぐみ幼稚園教職員によるベル演奏。 ３ 番目は、ヒロシマハン
ドベルリンガーによるベル演奏を。そして最後は「世界の命　広島の心」。
　支部役員とリンガーの協力により、準備及び片づけもスムーズに行われました。来
年もどうなるかは、分かりませんが、今年同様、広島市野外での開催と同日同時刻で
の各団体拠点での演奏になりそうな気がします。

九州支部� 支部長　伊藤　和子

【会員数】2９団体、個人会員 8 名

　2021年 ４ 月に役員改正があり前安楽晃支部長、前小田ひかり副支部長兼事務局、前
田中由紀子会計の方々には長い間大変お世話になりました。本当に感謝でした。そし
て伊藤和子支部長（福岡）、常定知基副支部長（熊本）、福田惠子事務局（長崎）、西村
美也子会計（長崎）と ４ 名の役員でスタートを致しました。
　コロナ感染防止の為の緊急事態宣言やまん延防止等が出され、 ３ 県にまたがってい
る役員 ４ 名はなかなか県をまたいで揃って会うことが出来ず、いつもライングループ
でのメールのやり取りで一年が過ぎている状態です。
　そのような中で、昨秋よりフェスティバルの準備となりました。第25回フェスティ
バルは201９年の春より動き始め、当初2020年の秋に予定をしていました。しかしコロ
ナの為中止、そして延期させて頂き、2021年秋に再度予定を致しましたが再度中止し
て随分迷いながら、又悩みながらの準備となりました。参加団体はいつもより少ない
であろうと言う察しの中、当初16団体もの参加申し込みがありました。しかし、やは
り諸事情の為11団体の参加となりました。そこでやっと ３ 名の役員が顔を合わせるこ
とが出来、今後の九州支部の活動の話が少し出来た次第です。

　九州支部ではコロナ以前には指導者を中心にハンドベルの勉強会を開催してくださ
っていました。このコロナが終息した際には、又再開出来ればと思っています。
　次回のフェスティバルは、同年の2022年10月10日（月・祝）熊本大会となり、熊本
市植木ホールでの開催に決定いたしました。学びの場があれば交わりを深め技術を高
め合い、一人でも多くのリンガーが育ち、一人でも多くの方々に聴いて頂けます。今
後九州支部も元気に活動してまいります。どうぞよろしくお願い申し上げます。
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日本ハンドベル連盟元副理事長
坂野　延子先生を偲んで

日本ハンドベル連盟
元事務局長・監事　森　　優

（ 1 ）坂野延子先生が、昨2021年12月３1日にご逝去されました。キリスト教では、
神のもとに召される「召天」という言葉と、天の故郷に帰るということで、「帰
天」という言葉が用いられますが、熱心なクリスチャンであられた坂野延子先生に
は、逝去というより、召天、帰天がぴったり合うと、天に向かわれたことを信じて、
やがてはわたしも、かしこにての坂野先生との再会の希望を強く抱くものでありま
す。
　日本ハンドベル連盟がスタートした当時、坂野先生は、名古屋の金城学院高等学
校の英語科の教諭をなさっておられました。わたしたちは、1９７6年に創立された日
本ハンドベル連盟の生みの親として、ハンドベルを学院に導入された音楽宣教師
Ｍ・Ｉ・ケリー先生を連盟の父、坂野先生を母と呼んで来ました。お二人のハンド
ベル音楽の日本における導入と発展についての功績は、それほどに大きいものでし
た。
　しかし、いま坂野先生の業績を振り返って、金城学院のハンドベル・クワイアの
みならず、数多くの全国に亙るハンドベル・クワイアの育成にあたってくださって
いるので、連盟にとっては、育ての親としても仰ぎたいものです。

（ 2 ）金城学院の中等部にハンドベルが寄贈されたのは、1９７0年のことでした。当
時、大阪で開催された万国博覧会を見に行こうと計画していた、アメリカ・カロラ
イナ州のミセス・フロウが、8９歳の高齢のため日本に行くのを断念し、そのために
貯めたお金を日本のために使ってもらおうと決意したのです。
　この申し出を受けて、ケリー宣教師が所属していた南部長老派キリスト教会が、
金城学院にいるケリー先生に、これを受けて、有意義に用いないかと書簡を送った
のです。ケリー先生は、ハンドベルの指導経験はありませんでした。しかし、音楽
家として、ハンドベルを音楽教育に用いたいという希望をもっていましたので、す
ぐに、フロウ夫人の志を受けたいと返事したのです。

坂野延子先生 M・I・ケリー先生
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　アメリカでは、金城学院のためにさらに寄付を募って、コリスターズ・ギルドと
いう団体が、ハンドベル演奏のメンバーを日本に送ることにし、これにハンドベル
を金城学院に届ける役目を与えたのです。
　長々と、ハンドベルが金城学院に届くまでを述べてきましたが、このことが、日
本ハンドベル連盟誕生秘話のひとつであるからです。

（ ３ ）ハンドベルが届き、その贈呈式、奉献式の模様を、坂野先生は簡潔に語って
おられます。教師、生徒の代表が参列し、はじめて見る金色に輝くベル、それをア
メリカから運んで来たコリスターズ・ギルドのメンバーが曲を奏でる。そこにいる
日本人は、まったく魅了されてしまいました。坂野先生もそのひとりでした。
　この珍しい楽器が金城学院に届いたということが伝えられて、早速、名古屋のテ
レビ局から、ハンドべルを紹介してくれという依頼が来ました。有名な「芥川也寸
志ショー」でした。芥川さんは音楽家でした。
　ところが、コリスターズ・ギルドは、帰米のため東京に移動していたのです。金
城学院の中学生は、ケリー先生と共に、はじめてのベルの操作で、手を豆だらけに
しながら、曲を練習しました。練習はたった三日で、テレビに出たのです。コリス
ターの皆さんも、東京のホテルで、このショーを見たそうです。
　この出来事が、日本ハンドベル連盟の下地というか、地盤が掘り起こされること
になったのです。なにしろ、テレビでの全国放送でしたので、多くの人がハンドベ
ルという楽器を知ることになったのですが、特に学校関係者が注目しました。さら
に、すでにハンドベルを所有している学校や団体が、衝撃を受けるほどに、この番
組に刺激を受けたのです。
　金城学院より前に、同志社高校、中学には、イギリス製のベルがあり、大井バプ
テスト教会では、教会学校で用いられていたようです。ここで、名を挙げることが
できないほど、実は、日本国内にハンドベルが所有されていたのですが、ハンドベ
ル・クワイアとして継続的に活動したのは、金城学院だけであったと言えるでしょ
う。

（ ４ ）この会報のページは、坂野延子先生の追悼のために与えられていますから、
坂野先生に戻りましょう。金城に届いたはじめのハンドベルは、折から開校された
中学校に渡されました。つまり、中学の一期生が、ベルを学び、鳴らすことになっ
たのです。
　そうして ３ 年、この一期生たちが、高校に入学することになりました。そのとき、
ケリー先生は、坂野先生を呼んで、このハンドベルを経験した中学生たちにベルを
指導してくれるように頼んだのです。ここが面白いところです。坂野先生は音楽が
お好きとはいえ英語の教師です。
　断ろうとする坂野先生に、「わたしも ３ 年前は、あなたと同じでした」と、ケリ
ー先生の口説きです。坂野先生は、中学で ３ 年間、ベルに親しんできた生徒たちを、
坂野先生は、「あの子たちを先生にわたしはベルを学んだ」とおっしゃるのです。
　さて、高校にはベルがありません。中学のベルを借りなければならない。ここで
も、ふしぎな出来事が起こります。高校に上がる直前の、中学三年生の佐藤圭子さ
んが、心臓の病気で急に亡くなるのです。両親は、娘の記念にと ４ オクターブのハ
ンドベルを高校に寄贈してくれました。
　日本に行けなかったアメリカのミセス・フロウの気持ち、高校に進めなかった佐
藤圭子さんの思い、金城学院のハンドベルには、こうした人々の熱い心が沁み込ん
でいるのですね。
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　さきに述べたように、全国の学校、特にキリスト教主義の学校の関心が高まり、
金城学院に問い合わせが次々と来るので、坂野先生がその応対にあたり、実際に高
校クワイアと共に、ベルと演奏の紹介のために、あちこちの学校訪問も続く、多忙
なことでした。
　やがて、高校生は大学生になります。ここから、中学、大学に、音楽の先生がハ
ンドベルの指導につくようになります。坂野先生は解放されたのではない。いよい
よ、日本ハンドベル連盟の設立に奔走されることになるのです。

（ 5 ）日本ハンドベル連盟の設立は1９７6年でした。金城学院にベルが入ったのが
1９７0年、坂野先生が高校でベルの指導をはじめたのが1９７３年でした。坂野先生の活
躍は、日本のキリスト教主義学校にベルを紹介する、実地、指導する、言うなれば、
日本ハンドベル連盟ができあがる、耕し、種まきの仕事にも向けられていたのです。
　坂野先生は、これからは、個人の活動ではない、ハンドベル協会を作りましょう
と、ケリー先生に進言されていました。ケリー先生の方は、学校関係がハンドベル
を外国から輸入するのに、日本の税法が複雑すぎて、個人の持ち込みはゆるされな
いし、良心的な専門の取り扱い業者を見つけようとされました。
　ケリー先生は、はじめは楽器店などに話を持ち掛けたようですが、当時は、専門
の楽器屋は、「あれはオモチャだよ」と相手にしなかったようで、次に全部のキリ
スト教出版社に手紙を送りました。
　わたしは、株式会社聖文舎という、ルーテル教会系
の出版社の責任者で、出版部のほか、全国にその頃、
10書店を抱えていました。ケリー先生の手紙に、本の
輸入はするが、楽器まではできないと断わりの返事を
出しました。ケリー先生は、名古屋にある聖文舎書店
に日参し、東京の社長の森に、自分の話だけでいいか
ら聞いてくれるように頼んでくれと言うのでした。
　名古屋の店長から、とにかく名古屋に来て、ケリー
さんに断るならはっきり断わってくれと言われ、ある
とき、金城学院のケリー先生を訪ねました。これから
のいきさつは面倒なので切り上げますが、とにかく、
ケリー先生の熱意に負けて、輸入業務をやってみよう
ということになりました。税関などとの折衝も面倒で
したが、アメリカのベル・メーカー 2 社を訪ね、輸入
についての交渉をしました。これが、連盟設立につな
がるのです。

（ 6 ）アメリカのベルメーカーは、聖文舎が日本におけ
る総代理店になりたいという申し入れに好意的でした
が、ただ、総代理店には、年間何万ドルかの輸入取り
扱いのノルマがあると言うのです。ただ注文があって
輸入するだけでなく、大きな責任が課せられるのです。
　どうしたらいいか、わたしは、東京女子大の短大部
部長であり、音楽家であった池宮英才教授に、相談し
ました。教授は、まず、ハンドベル連盟を作り、講習
会をアメリカから講師を招いて開きなさい。この楽器
は非常に良いものだから、日本で必ず普及する。自分
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も連盟ができたら協力するからと約束してくれました。
　ここで、ハンドベル「協会」が必要だという坂野延子先生のお考えと一致したの
です。株式会社聖文舎にとっては冒険的な、負担が多大な仕事でしたが、思いきっ
てとりかかりました。
　このとき、坂野先生の協力が大きいものでした。ケリー先生とお二人で聖文舎を
訪ねてくださったり、金城学院以外のハンドベル所有校などを紹介してくださいま
した。
　こうして、1９７6年、東京の青山学院初等部で日本ハンドベル連盟創立総会が、青
学講堂で記念フェスティバルが行なわれることになりました。ここからの連盟の動
きは、日本ハンドベル連盟20年史に詳述されています。連盟の出発に際し、ケリー
先生は連盟顧問に推薦されました。坂野先生は理事になられましたが、すぐに副理
事長となり、200７年まで、事務局の活動を指導されたのです。
　これ以上は連盟史に委ねますが、坂野延子先生は、日本ハンドベル連盟にとって
のみならず、日本のハンドベル音楽の普及、発展のために、全力を傾けて貢献して
くださいました。
　いま、天にお送りしましたが、いま、音楽活動をはじめ、すべての面で困難に直
面している日本の、いや、世界の実情の中で、坂野延子先生の情熱、気力、活動力
に学びながら、わたしたちもハンドベルの未来に向かって強く、雄々しく進みたい
ものです。

2021年以降にご逝去された元理事の先生方に、心より哀悼の意を表します。
　伊藤　朗先生　（1９７6～200７年理事・理事長）　　　　2021年 5 月26日
　本田強一先生　（1９７７～201３年理事）　　　　　　　　2021年11月11日
　坂野延子先生　（1９７6～200７年理事・副理事長）　　　2021年12月３1日
　太田和男先生　（1９80～200７年理事）　　　　　　　　2022年 1 月16日

1991年新年理事会にて
（前列左から）坂野延子元副理事長、伊藤朗元理事長、古屋千枝子元理事
（後列左から）申善珠元事務局長、那須孝児元監事、太田和男元理事、本田強一元理事、森優元監事、河野和雄元理事
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一般社団法人日本ハンドベル連盟
2021年度　総会議事録

日　　時：2021年 ４ 月18日（日）　15時～16時

場　　所：東京国際フォーラム　ガラス棟 ４ 階会議室　G４06
　　　　　東京都千代田区丸の内 ３ - 5 - 1

出席者数： ７ 名（設立時社員 2 名+設立時理事 5 名）

審議事項：
　第 1 号議案　2020年度事業報告および収支決算
　第 2 号議案　2021年度事業計画案および2021年度予算案
　第 ３ 号議案　理事および監事の辞任に伴う改選
　第 ４ 号議案　定款変更

下田和男理事長より、本日現在、議決権のある社員総数が 2 名であり、かつ 2 名全員が出席
していることから、定款第20条に則り本総会は成立することが報告された。
また議長、書記、および議事録署名人の選出についても提案がなされた。議長として下田和
男理事長、書記として武者智子事務局長がそれぞれ推薦され、承認された。

議事

　第 1 号議案　2020年度事業報告および収支決算の件
議長により、別紙によって2020年度事業および収支決算が報告された。各項目について
読み上げられた後、口頭にて補足説明がなされた。またその内容は監事によって ４ 月1３
日に監査が行われ、会計が適正であったこともあわせて報告された。
2020年度の事業報告および収支決算については、出席者全員の賛成をもって承認された。

　第 2 号議案　2021年度事業計画および予算案承認の件
議長より、2021年度事業計画が別紙によって説明された。内容について項目毎に読み上
げられた後、口頭にて補足説明がなされた。
また、別紙によって2021年度の予算案が説明された。各項目について読み上げられた後、
口頭にて補足説明がなされた。
2021年度の事業計画および予算案については、出席者全員の賛成をもって承認された。

　第 ３ 号議案　理事および監事の辞任に伴う改選の件
議長より、阿部望理事、大塚安宏理事、鎌井泰理事および川村かつ緒監事の ４ 名が、本
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総会の終結と同時に辞任するとの報告があった。
改選に関しては下田和男理事長に一任され、これが承認されたため、全員一致の決議に
より、新任の理事および監事について次のとおり選任した。
　　　理事　　荒井　弘高
　　　　　　　𠮷田　年一
　　　監事　　市川　麻友

　第 ４ 号議案　定款変更の件
議長より、定款第 5 条の変更について提案がなされた。現在の公告方向が官報掲載のみ
だが、業務効率が高く、より迅速かつ公平に会員に情報が届くことから電子公告とした
いとの説明があり、出席者全員の賛成をもって承認された。

（現）　第 5 条　当法人の公告は、官報に掲載する方法により行う。
（改）　第 5 条　当法人の公告は、電子公告により行う。
　　　 2 　事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない

場合は、官報に掲載する方法による。

議事が終了したので、下田和男議長が閉会宣言をし、閉会した。

一般社団法人日本ハンドベル連盟
2022年度役員・総会構成員　一覧

　　理事長　　　下田　和男　　　　　　　　北海道支部長　　　水田　真木子
　　副理事長　　鈴木　幸子　　　　　　　　東北支部長　　　　鈴木　壽子
　　理事　　　　荒井　弘高　　　　　　　　中部支部長　　　　杉山　仁美
　　理事　　　　小澤　淳一　　　　　　　　関西支部長　　　　三宅　理磨
　　理事　　　　鷹巣　誠一　　　　　　　　中国四国支部長　　寺西　　卓
　　理事　　　　森　　道興　　　　　　　　九州支部長　　　　伊藤　和子
　　理事　　　　𠮷田　年一　　　　　　　　評議員　　　　　　芦田　京子（新任）
　　監事　　　　市川　麻友　　　　　　　　評議員　　　　　　太田　桃子（新任）
　　監事　　　　大塚　安宏（新任）　　　　　評議員　　　　　　加藤　尚美（新任）
　　事務局長　　武者　智子　　　　　　　　評議員　　　　　　高木　伸子（新任）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　評議員　　　　　　角田　輝美（新任）

　　森優監事は任期満了のため2021年度末をもって退任いたしました。
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一般社団法人日本ハンドベル連盟
2022年度　会員一覧　（2022年６月１日現在）

【北海道】
札幌国際大学ハンドベルクワイア

北星学園大学・北星学園大学短期大学部

　スミス・ミッションセンター ハンドベル・クワイア

学校法人　北海道シュタイナー学園

酪農学園大学附属とわの森三愛高等学校

文化学園大学附属幼稚園

札幌キリスト福音館ハンドベルクワイヤ

エンジェルハンドベルリンガーズ

荒川　恵美子

定家　立身

鈴木　宏和

堤　香苗

増岡　深雪

宮口　直子

【青森県】
八戸学院大学短期大学部

弘前学院大学ハンドベル・クワイア

【岩手県】
佐藤　直子

菅原　幸子

千葉　貢子

【宮城県】
尚絅学院大学ハンドベルクワイヤ

聖和学園短期大学 保育学科

宮城学院中学校高等学校ハンドベルクワイア

宮城学院女子大学ハンドベルクワイア

フロールベルリンガー

松村　万里子

【秋田県】
聖霊女子短期大学付属高等学校ハンドベル部

聖霊女子短期大学 ユーフォニア

鈴木　千佳子

【山形県】
山形学院高等学校ハンドベル部

山形第一聖書バプテスト教会ハンドベルクワイヤー“tutti”

山形ベルの会

鈴木　壽子

山本　信子

【福島県】
会津北嶺高等学校ハンドベル部

聖光学院高等学校ハンドベルクワイア

小澤　啓子

郡司　恵美子

【茨城県】
茨城キリスト教学園高等学校ハンドベル部

梅津　直子

松本　友香子

【栃木県】
小山工業高等専門学校ハンドベル部

白鷗大学ハンドベルクワイア

アルファ・リリー

小山市ハンドベルの輪

能満寺ハンドベルエコーベルフラワーズ

Bell★Stars

荒井　弘高

鈴木　久美子

広田　稔

【群馬県】
共愛学園中学校ハンドベルクワイア

新島学園中学校聖歌隊

新島学園高等学校聖歌隊

唐沢　乃理子

近藤　一郎

【埼玉県】
青山学院大学系属　浦和ルーテル学院小・中・高等学校

開智中学高等学校 音楽部

聖学院大学ハンドベル・クワイア

西武文理大学

聖望学園中学校高等学校ハンドベルクワイア

本庄東高等学校

鳩ヶ谷福音自由教会CSハンドベルクワイア

童謡のふる里おおとねハンドベルリンガーズ

めだかふぁみりぃハンドベルクラブ

川合　順子

川村　かつ緒

篠原　民子

土屋　宗宏

本田　晃

渡邉　公実子

【千葉県】
清和大学短期大学部ハンドベルクラブ

すずの木ハンドベル・クワイア

ハンドベルクワイアLargo

石川　明子

篠　常明

鈴木　幸子

鳥羽　智子

本屋　由美子

元吉　徳子

山﨑　和子

【東京都】
青山学院初等部

青山学院中等部

青山学院高等部ハンドベル部

青山学院大学ハンドベル・クワイア

桜美林中学高等学校ハンドベル部

恵泉女学園中学校ハンドベルクワイア

恵泉女学園高等学校課外ハンドベルSpringers

恵泉女学園大学

啓明学園中学校高等学校　聖歌隊

国際基督教大学　ベルペッパーズ

頌栄女子学院中学校

頌栄女子学院高等学校

聖学院小学校ハンドベルクラブ

玉川聖学院

東洋英和女学院中高部ハンドベル部
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日本聾話学校

明治学院中学校ハンドベルクワイア

明治学院グリーハンドベルクワイア

立教女学院中学校ベルクワイヤー

立教女学院高等学校ベルクワイヤー

立教学院諸聖徒礼拝堂ハンドベルクワイア

ルーテル学院大学ラウスアンジェリカ

井草ハンドベルクワイア

キリスト教朝顔教会音楽委員会

日本ホーリネス教団 池の上キリスト教会

SDA東京中央教会

荻窪栄光教会ハンドベルサークル　クララベル

久遠キリスト教会

国際基督教大学教会ハンドベルクワイヤ

　ジョイフルリンガーズ

小松川教会

日本基督教団 田園調布教会ハンドベルクワイア

日本福音ルーテル東京教会

東京聖書学院教会

聖ヶ丘教会ハンドベルクワイア

アイリス クワイア

あかね

ALPHA

ENSEMBLE CARILLŌN

アンダンテ

小田部ハンドベル教室

楓リンガーズ

Kissポート赤坂ベルクワイア

Kissポート・エンジェルス・ハーモニー

Kissポート スイートベルズ

Crystal

クリノン・ハンドベル・クワイア

Green Meadowハンドベルリンガーズ

グレイス・ハンドベル・クワイア

小金井ハンドベルリンガーズ　レ・ベル・ママン

Spring Sprite

聖学院小学校Gクレフ

ティンカーベル・リンガーズ

Twinkle

ナチュラル

西東京ハンドベルの会

ノイ

Handbell Ensemble YD

ハンドベルサークル・メイリリィ

ハンドベルSweet

The Bluebells

ベル・プリーモ

Belle L’allure

リリアーレ

綾部　律子

五十嵐　しのぶ

伊藤　香子

今田　政成

印田　恵理

大野　亮子

小澤　淳一

河野　さとみ

小柳　友枝

佐藤　升巳

下田　和男

申　アーサー

須賀　ちか子

竹田　典子

土屋　多紀

徳善　義昌

中尾　幹

長屋　眞由美

配野　純子

林谷　昭子

福島　清子

藤野　みどり

細川　朋子

松澤　令子

松村　麻美

武者　智子

森岡　昌子

【神奈川県】
青山学院横浜英和小学校

青山学院横浜英和中学高等学校ハンドベル部

アレセイア湘南中学高等学校ハンドベル部

和泉短期大学

関東学院中学校ハンドベルクワイア

関東学院ハンドベルクワイア

北里大学北里会文化会ハンドベルクワイヤ

聖ステパノ学園ハンドベルコワイア

聖セシリア女子中学・高等学校ハンドベルクワイア

学校法人捜真学院

　（捜真小学校聖歌隊・捜真女学校聖歌隊）

フェリス女学院中学校・高等学校 ハンドベル・クワイア

横須賀学院小学校

横須賀学院中学校高等学校

横浜共立学園

日本基督教団 鎌倉教会ハンドベル・クワイア

相模原教会ハンドベルクワイア

洋光台キリスト教会

Erba

オリーブハンドベルクワイア

クローバーベルフレンズ

cherry’s

東洋英和女学院中学部高等部母の会ガーネットリンガーズ

ノルテ・ベルズ

響 -HIBIKI-

フェアリーベルリンガーズ

Bell Flower

横浜YMCA Port Friends

Ring Ring Ringers

江頭　せつ子

大塚　安宏

岡田　直美

片岡　久美子

片岡　哲

加藤　尚美

菊地　みどり

木村　秋美

香村　俊子

小林　久美子

小林　わか枝

齋藤　恭子

佐藤　昭

白井　ひろみ

鷹巣　誠一

土屋　はるみ

都筑　洋子

豊田　由美子

永嶺　純子

能登　多佳子

森　道興

柳沢　昌美

山崎　聖子
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山名　静子

吉川　純恵

渡邊　貞介

【石川県】
北陸学院小学校ハンドベルクラブ

北陸学院中学校ハンドベルクラブ

北陸学院高等学校ハンドベルクワイア

北陸学院大学ハンドベルクラブ

【山梨県】
JECA甲府キリスト福音教会ハンドベルクワイア

梅木　仁司

【長野県】
清泉ハンドベル・クワイア

市原　千秋

伊藤　香寿美

小島　かづゑ

田村　亮子

森本　俊子

【岐阜県】
済美高等学校ハンドベルクワイア

中部学院大学・中部学院大学短期大学部

美濃加茂ハンドベルクワイア“マザーズ”

岡田　泰子

角田　輝美

【静岡県】
聖隷クリストファー大学ハンドベルリンガーズ

大沼　久美子

河西　由美子

小林　由美

早乙女　道彦

土屋　厚子

【愛知県】
金城学院中学校ハンドベルクワイア

金城学院高等学校ハンドベルクワイア

金城学院大学ハンドベルクワイア

大治幼稚園

金城学院幼稚園ハンドベルクワイア

師勝はなの樹幼稚園ハンドベルクワイア

An Bells

金城学院みどり野ハンドベルクワイア

こじまハーモニー

Twinkle Bells

Handbell Company一音

ひかりの子ハンドベルクワイア

フィリアベルクワイア

PRIME

Bell SmiRing

リリオンベルズ

安藤　節子

井上　直子

岡田　裕美

鎌井　泰

杉山　仁美

多田羅　智穂子

橋本　有里

吉田　文

𠮷田　年一

【三重県】
桜丘中学校・高等学校ハンドベル部

セントヨゼフ女子学園ハンドベル部

山田教会ハンドベルクワイア－

【滋賀県】
髙木　恵美

【京都府】
京都聖母学院ハンドベルクワイア

St. Agnes’ Handbell Choir

同志社中学校

同志社女子中学校高等学校

山崎幼稚園　ハンドベルクワイヤー

丹後　美紀子

【大阪府】
アサンプション国際中学校高等学校ハンドベル

大阪信愛学院中高ハンドベル部

香里ヌヴェール学院中学校・高等学校

　コーラス・ハンドベル部

梅花中高ハンドベルクワイヤー

平安女学院大学ハンドベル部

大阪城北教会ハンドベルクワイヤー

日本基督教団 豊中教会

池田ハンドベルリンガーズ

大阪女学院ヘール会ハンドベルサークル

御殿山キラ星ハンドベルクワイア

HAPPY BELLS

ハンドベル倶楽部 かりん（花鈴）

谷邊　美千子

千守　敦子

土井　典子

中山　真澄

藤田　郁子

三宅　理磨

森　朋子

森居　敬子

渡邊　美紀

【兵庫県】
関西学院ハンドベルクワイア

賢明女子学院ハンドベルクワイヤー

松蔭女子学院ベルクワイアー

頌栄短期大学ハンドベルクワイヤー

須磨学園高等学校ハンドベル部

百合学院中学・高等学校

クライストコミュニティ 武庫之荘チャペル

甲南教会クワイヤーチャイムアンサンブル

夙川聖書教会

Venus Mum Ringers

グローリーリンガーズ 

神戸YMCAベルクワイアー

向陽ハンドベルクワイヤ

奏・Clair

大和ベルリンガーズ　かのん

Ding Dong Ringers

ベル・グローリー

ベルリンガーズ沙羅

ベルリンガーズLene

Ringing Angels

阿部　望

喜多　牧子

高下　光代

冨田　由紀子

山内　雅博

【奈良県】
王寺ジュニアハンドベル バンビーナ

王寺ハンドベルチーム ピアチェーレ

王寺ハンドベルチーム ベルノワ



日本ハンドベル連盟会報 25

芦田　京子

吉田　和代

【和歌山県】
ベルリンガーズもみの木

谷本　智子

【鳥取県】
安住　早苗

木村　啓子

【岡山県】
大塚　静江

中島　あずさ

本田　七瀬

武藤　美鶴

【広島県】
川崎　百合枝

寺西　卓

【愛媛県】
ブレーメンリンガーズ

乗松　良美

【高知県】
清和女子中高等学校

高知一粒の麦キリスト教会

【福岡県】
折尾愛真短期大学ハンドベルクワイア

折尾愛真ハンドベルクワイア

西南学院大学ハンドベルクワイア

西南女学院大学・短期大学部ハンドベルクワイヤー

福岡女学院中学校高等学校ハンドベルクワイア

福岡雙葉中学・高等学校ハンドベル部

明光学園クワイアチャイム部

クワイアチャイム “RIN”

Trinity Bell Choir

フローラル・ベルクワイア

伊藤　和子

小田　ひかり

佐々木　信生

中山　敦

【佐賀県】
佐賀みやきハンドベル

室見ハーモニーベルクワイア

泉　喜保美

【長崎県】
活水中学・高等学校

長崎玉成高等学校ハンドベル部

あじさい

児童養護施設 奥浦慈恵院

Octavo

カドゥ・ドゥ・ランジュ

Sentite

リバティーベルズ

福田　恵子

【熊本県】
Ange brise

【大分県】
別府溝部学園短期大学

日本キリスト教団 大分教会

【宮崎県】
都城聖ドミニコ学園高等学校ハンドベル部

津野田　千恵

【鹿児島県】
しまのねリンガーズ

【海外】
津金　郁美

2022年度　入退会一覧
（2022年 ６ 月 １ 日現在）

入会
福岡女学院大学ハンドベル部

青山　えみよ

市川　麻友

太田　桃子

大野　由貴子

髙木　伸子

中園　彩香

守重　達哉

休会
天満教会ハンドベルクワイア

十日町教会ハンドベルクワイア　ティンカーベル

南輝聖約キリスト教会

日本基督教団　東梅田教会ハンドベルクワイア

JMFハンドベルリンガーズ

Sonority

Happy Mothersクワイア明光

ホーリーベルズ

メリットベルリンガーズ

YAMATO

児嶋　輝美

小山　恭子

松田　陽子

宮﨑　晶子

村上　由見子

本山　順子

山口　美代子

退会
聖望学園中学校ハンドベルクワイア

若草幼稚園

花音の森ティンカーベル

スノーベル・リンガーズ

ティンカーベルリンガーズ

猿山　敦子
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セーフ・リンギングSafe
Ringing
Safe
Ringing

ウィズコロナの時代の

ハンドベル練習時の
感染対策
ハンドベル大好きな皆さまが、長期化が予想さ

れるウィズコロナの時代に、最大限に安全に配

慮して練習できるよう、感染対策についてまと

めました。ぜひ参考にしてください。

感染者の咳やくしゃみの「しぶき（飛沫）」を直接吸い込むことで感染します。

くしゃみによって飛沫は半径2m（3m とも）の範囲まで飛び散ります。なお、

日常生活において空気感染の心配はないと言われています。

練習場所への移動中やメン

バーで密になる時、また練習

のあいだも、苦しくない範囲

でマスクを着用する。

石けんでの手洗いやアルコー

ル消毒を徹底すること。手洗

いがしにくい環境の場合は、

携帯の消毒液を活用すること。

•指揮者とリンガーは対面となるため、2m 

以上の十分な距離をとる。

•距離をとっていても、指導のためにリン

ガーに近づくこともあるので、指揮者も

可能な限りマスク着用が望ましい。

基本中のきほん

飛沫感染を防ぐ

1. 指揮者と距離をとる

健康体で！ マスクを着用！ 手を洗おう！

•ハンドベルで隣の人と 2m の距離をとる

のは難しいので、可能な限り直線で並ぶ。

やむを得ず L 字型やコの字型に並ぶ場合

は、対面に近い位置関係を避け、できる

だけ距離をとるよう注意する。

•練習中もなるべくマスクを着用する。2m 

以内での会話は最小限とし、咳やくしゃ

みをする時はハンカチや袖で覆う。

2. リンガー同士の距離をとる

•他のメンバーとの不必要な近距離接触は避

ける。

•飲食でマスクを外す場合は、他のメンバー

と対面にならない

4. 休憩時の注意

•30 分に 1 回、5～10分の換気を行う。

•2 か所以上の窓を全開にして風が通るよう

にする。窓が 1 か所や窓のない部屋の場

合は、ドアを開けたり、扇風機や換気扇を

併用する。

3. 換気する

平熱よりも体温が高かったり、

咳などの症状、頭痛や倦怠感

など、普段と比較して体調が

すぐれない場合は練習をお休

みすること。

他の人たちも、メンバーのお

休みに対して理解を示すこと。

P1 P2
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P1 P2
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全国フェスティバル
第 1 回　　　　　1９７6年11月　　　　　青山学院講堂（東京都）
第 2 回　　　　　1９７8年 6 月　　　　　青山学院講堂（東京都）
第 ３ 回　　　　　1９７９年12月　　　　　聖心インターナショナルスクール（東京都）
第 ４ 回　　　　　1９80年11月　　　　　青山学院講堂（東京都）
第 5 回　　　　　1９81年11月　　　　　聖心インターナショナルスクール（東京都）
第 6 回　　　　　1９82年11月　　　　　東京カテドラル・マリア大聖堂（東京都）
第 ７ 回　　　　　1９8３年11月　　　　　昭和女子大学人見記念講堂（東京都）
第 8 回　　　　　1９8４年11月　　　　　南山学園講堂（愛知県名古屋市）
第 ９ 回　　　　　1９85年11月　　　　　青山学院講堂（東京都）
第10回　　　　　1９86年11月　　　　　山梨県立県民文化ホール（山梨県甲府市）
第11回　　　　　1９8７年11月　　　　　青山学院講堂（東京都）
第12回　　　　　1９88年11月　　　　　福島市音楽堂（福島県福島市）
第1３回　　　　　1９8９年11月　　　　　昭和女子大学人見記念講堂（東京都）
第1４回　　　　　1９９0年11月　　　　　西山記念会館（兵庫県神戸市）
第15回　　　　　1９９1年11月　　　　　聖徳大学川並記念講堂（千葉県松戸市）
第16回　　　　　1９９2年11月　　　　　愛知厚生年金会館（愛知県名古屋市）
第1７回　　　　　1９９３年11月　　　　　昭和女子大学人見記念講堂（東京都）
第18回　　　　　1９９４年11月　　　　　山梨県立県民文化ホール（山梨県甲府市）
第1９回　　　　　1９９5年11月　　　　　昭和女子大学人見記念講堂（東京都）
第20回　　　　　1９９6年11月　　　　　昭和女子大学人見記念講堂（東京都）
第21回　　　　　1９９７年11月　　　　　福島市音楽堂（福島県福島市）
第22回　　　　　1９９8年11月　　　　　昭和女子大学人見記念講堂（東京都）
第2３回　　　　　1９９９年11月　　　　　神戸文化ホール（兵庫県神戸市）
第2４回　　　　　2000年11月　　　　　昭和女子大学人見記念講堂（東京都）
第25回　　　　　2001年11月　　　　　長崎ブリック・ホール（長崎県長崎市）
第26回　　　　　2002年11月　　　　　昭和女子大学人見記念講堂（東京都）
第2７回　　　　　200３年11月　　　　　名古屋市民会館（愛知県名古屋市）
第28回　　　　　200４年11月　　　　　昭和女子大学人見記念講堂（東京都）
第2９回　　　　　2005年11月　　　　　昭和女子大学人見記念講堂（東京都）
第３0回　　　　　2006年11月　　　　　 【３0周年記念フェスティバルハンドベル・アジア大会】 

福岡国際会議場（福岡県福岡市）
第３1回　　　　　200７年11月　　　　　昭和女子大学人見記念講堂（東京都）
第３2回　　　　　2008年11月　　　　　共済ホール（北海道札幌市）
第３３回　　　　　200９年11月　　　　　神戸文化ホール（兵庫県神戸市）
第３４回　　　　　2010年11月　　　　　昭和女子大学人見記念講堂（東京都）
第３5回　　　　　2011年11月　　　　　昭和女子大学人見記念講堂（東京都）
第３6回　　　　　2012年11月　　　　　日本特殊陶業市民会館（愛知県名古屋市）
第３７回～第４４回　201３年～2020年11月　昭和女子大学人見記念講堂（東京都）
第４5回　　　　　2021年11月　　　　　青山学院講堂（東京都）

小編成（少人数）講習会
第 1 回　　　　　1９９0年 1 月　　　　　　　霊南坂教会（東京都）
第 2 回～第 ３ 回　1９９1年 2 月～1９９2年 2 月　弓町本郷教会（東京都）
第 ４ 回　　　　　1９９３年 ３ 月　　　　　　　ルーテル東京教会（東京都）
第 5 回～第 8 回　1９９４年 2 月～1９９７年 ３ 月　弓町本郷教会（東京都）
第 ９ 回～第３1回　1９９8年 ３ 月～2022年 ３ 月　東洋英和女学院中高部（東京都）

日本ハンドベル連盟のあゆみ
 1976年　11月20日 連盟創立 初代理事長 池宮　英才（元東京女子大学教授）
 1983年　１月15日  第２代理事長 伊藤　朗（元青山学院初等部長）
 2007年　11月４日  第３代理事長 日野原　重明（元聖路加国際病院理事長）
 2012年　２月14日 特定非営利活動（NPO）法人設立
 2018年　２月25日  第４代理事長 下田　和男（元泉短期大学教授）
 2020年　12月１日 一般社団法人設立
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編集後記
今年に入って各地で活動再開の兆しが見え始め、事務局には演奏会の案内も届くようになってきまし

た。まだまだ予断を許さないものの、日常が取り戻されつつあるようです。毎週のように仲間と顔をあわ
せハンドベルの演奏ができることが、どんなに幸せなことか気付かされた方も多いのではないでしょう
か。ハンドベル連盟の活動も少しずつ戻ってまいりました。11月の全国フェスティバルでは新たな試みも
行います。どうぞお楽しみに！	 （NM）

指導者講習会
第 １回～第１7回　１98１年 ６ 月～１997年 ６ 月　湯河原厚生年金会館（静岡県熱海市）
第１8回～第23回　１998年 ６ 月～2003年 ６ 月　幕張メッセ国際会議場（千葉県千葉市）
第24回～第25回　2004年 ６ 月～2005年 ６ 月　ウェルサンピア多摩（東京都多摩市）
第2６回～第30回　200６年 ６ 月～20１0年 ６ 月　海外職業訓練協会（千葉県千葉市）
第3１回～第34回　20１１年 ６ 月～20１4年 ６ 月　桜美林大学多摩アカデミーヒルズ（東京都多摩市）
第35回～第39回　20１5年 ６ 月～20１9年 5 月　幕張国際研修センター（千葉県千葉市）
第40回　　　　　2022年 ６ 月　　　　　　　東京国際フォーラム（東京都千代田区）［※予定］

夏期講習会
第 １回～第 5回　１977年 8 月～１98１年 8 月　日本ルーテル神学大学（東京都三鷹市）
第 ６回～第 7回　１982年 8 月～１983年 8 月　熊の湯ホテル（長野県）
第 8回　　　　　１984年 8 月　　　　　　　清里清泉寮（山梨県）
第 9回　　　　　１985年 8 月　　　　　　　箱根芦ノ湖ホテル（神奈川県）
第１0回～第１3回　１98６年 8 月～１989年 8 月　ホテル・プロイセン富士（山梨県）
第１4回～第24回　１990年 8 月～2000年 8 月　富士箱根ランド（静岡県）
第25回～第28回　200１年 8 月～2004年 8 月　よみうりランド会館（東京都稲城市）
第29回～第37回　2005年 8 月～20１3年 8 月　箱根高原ホテル（神奈川県）
第38回～第40回　20１4年 8 月～20１６年 8 月　幕張国際研修センター（千葉県千葉市）
（第4１回）　　　　20１7年 8 月　　　　　　　	【40周年記念フェスティバルハンドベル・アジア大会】	

仙台国際センター（宮城県仙台市）
第42回～第43回　20１8年 8 月～20１9年 8 月　幕張国際研修センター（千葉県千葉市）

世界大会
第 １回　１984年 8 月　アメリカ　　　　アルカータ市　フンボルト大学
第 2回　１98６年 8 月　日本　　　　　　御殿場市　東山荘
第 3回　１988年 8 月　イギリス　　　　エクセター市　エクセター大学
第 4回　１990年 8 月　韓国　　　　　　仁川市　松島ビーチホテル
第 5回　１992年 8 月　カナダ　　　　　エドモントン市　エドモントン・コンベンションセンター
第 ６回　１994年 8 月　オーストラリア　アデレード市　アデレード・コンベンションセンター
第 7回　１99６年 8 月　アメリカ　　　　アルバカーキ市　アルバカーキ・コンベンションセンター
第 8回　１998年 8 月　日本　　　　　　千葉市　幕張メッセ
第 9回　2000年 8 月　イギリス　　　　バーミンガム市　バーミンガム・コンベンションセンター
第１0回　2002年 8 月　韓国　　　　　　釜山市　BEXCOコンベンションセンター
第１１回　2004年 8 月　カナダ　　　　　	トロント市　ウェスティンハーバーキャッスル・カンファレンス

センター
第１2回　200６年 8 月　オーストラリア　ブリスベン市　ブリスベン・コンベンション・センター
第１3回　2008年 8 月　アメリカ　　　　オーランド市　ローゼン・シングル・クリーク・リゾート
第１4回　20１0年 8 月　日本　　　　　　大阪市　大阪国際会議場
第１5回　20１2年 8 月　	イギリス　　　　	リバプール市	

アリーナ・アンド・コンベンション・センター・リバプール
第１６回　20１4年 8 月　韓国　　　　　　済州島　チェジュ・コンベンションセンター
第１7回　20１６年 8 月　カナダ　　　　　バンクーバー市　バンクーバー・コンベンション・センター
第１8回　20１8年 8 月　オーストラリア　ケアンズ市　ケアンズ・コンベンションセンター
第１9回　2020年 8 月　香港　　　　　　九龍湾国際トレード＆エキシビションセンター［※中止］
第20回　2022年 8 月　	アメリカ　　　　	ナッシュビル　ゲイロード・オープリーランド	

リゾート&コンベンションセンター
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