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申さん永久名誉会員に
演奏動画の投稿・配信について

一般社団法人
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一般社団法人移行にあたって
一般社団法人日本ハンドベル連盟
理事長

下田和男

昨年は、世界中がかつて経験したことのない「見えない敵」新型コロ
ナウイルス蔓延拡大との闘いの一年となりました。
闘いは継続され未だ収束の見込がたっていません。このような状況下、
日本ハンドベル連盟は2021年新年度を迎え、新たに一般社団法人として
スタートいたしました。
昨年度予定された事業は軒並み中止となり、唯一第44回全国ハンドベ
ルフェスティバルは開催することができました。
今年度もコロナの蔓延状態によっては全ての事業が予定通り実施でき
るか予断を許されません。
連盟本部では、昨年コロナ禍で予定された事業の中止や活動が停滞す
る中、強い危機感を抱き、いま何が出来るか。また、何を為すべきかを
真剣に考えました。
私は、理事長就任以来『財政の再建と健全化』
『会員数の維持と拡
充』『事業内容の充実』『運営組織の強化』『キリスト教の基盤の維持』
の ５ 項目を掲げ重点的に必要な改善、改革を進めていきたいと会報を通
して表明いたしました。
改善、改革を進める過程で現行の特定非営利活動（NPO）法人の下
では、その制約により限界を感じる。現状を打開するには、他の法人へ
の移行も視野に入れるべきではないかと指摘いたしました。これに代る
選択肢は、一般社団法人が最も有力であろうと具体的な提案もいたしま
した。充分な議論を経て、必要な手順を踏み、早い機会に移行が出来れ
ば、とその思いを記述いたしました。「ピンチをチャンスに」この最悪
の状況下で今こそこの思いを加速させ議論を重ね、早急に結論を出すべ
き時ではないか、時期を逸してはならないと自問自答し、決意を新たに
急ぎ取り組むことといたしました。
日本ハンドベル連盟は、1976年に任意団体として発足し、2012年に社
会的評価を得るために特定非営利活動（NPO）法人を設立し現在に至
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っています。
設立当初より一定の活動期間を経た後に認定NPO法人を取得するこ
とを目的としていました。より高い社会的評価を得られると共に、寄付
金に対する税制上の優遇措置などのメリットがあるためです。連盟は、
会員の皆様からの年会費を主な収入源とし、会員に資する事業が主体と
なっております。高い公益性を持つ組織とは判断されにくい現状があり
ました。認定NPO法人の取得にあたっては、収入における寄付金の割
合が大きく、また、公益性の高い事業が主体である必要があります。そ
のため連盟では、寄付金の依頼や対外的な活動を通してその可能性を探
ってまいりましたが基準には達することができませんでした。特に寄付
金につきましては、毎年会員の皆様の多大なご協力を得てきましたが、
実際には、年会費の他に徴収し続けることに限界がありました。
このような現状認識を持って、常設の常務理事会において議論を重ね
た結果、一般社団法人への移行が最善であろうと一定の方向性が示され
ました。次のステップでは一般社団法人移行推進委員会（仮称）を同時
進行で立ち上げ定款の見直し（策定）など具体的な作業を進めました。
９ 月に入り臨時理事会を開催し、認定NPO法人の取得を断念し、これ
まで通り特定非営利活動（NPO）法人として事業を継続するか、別法
人に移行すべきかを検討しました。その結果、現行の法人を断念し、一
般社団法人への移行が最適であるとの判断がなされました。これを受け
10月早々に臨時総会を開催し、一般社団法人への移行について会員の皆
様に賛否を問い、反対無し賛成多数で承認に至り正式に移行が決定され
ました。一連の必要な内部手続きが終ったことを受け関係官庁（法務
局）に必要書類を提出し、2020年12月 １ 日付で受理され、一般社団法人
日本ハンドベル連盟が発足するに至りました。
この時点で会員の皆様は、自動的に特定非営利活動（NPO）法人は
退会となり、一般社団法人へ移行することとなりました。
『財政の再建と健全化』については、理事長就任時より積極的に取り
組み、理事の定数を見直し、組織の規模に応じた数への変更（減員）
、
法人事務局として使用した賃貸契約を更新しないなどの対策を講じてま
いりました。
連盟はハンドベルを取り巻く状況が変化し、すでに絶頂期を過ぎ、会
員数が徐々に減少傾向に転じています。収入源である事業への参加者も
減り、赤字が蓄積するという悪循環に陥りました。このことを憂慮し、
昨年度は、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、数年来の財政赤字を解消するに至りました。借入金につ
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いても持続化給付金が受給でき、予定外の収入が得られたことも幸いし
全額返済することができました。
一般社団法人への移行にあたり財政赤字や借入金を持ち越すことなく
スタートできますことは願ってもないことです。法人移行後も再び財政
状況の悪化に落ち入らないように務めてまいります。
『会員数の維持と拡充』に関しては、コロナ禍の影響でグループの演
奏活動が停滞し休会するケースもあり、若干減少する見込みです。会員
数の増員は、財政的な基盤の強化に繋がります。法人移行後も引き続き
最重要課題として取り組み、受け入れ体制などを強化し積極的に増員を
計ってまいります。
『事業内容の充実』では、全国フェスティバルや講習会など、条件が
整えば今後は地方での開催を積極的に進めてまいります。
一般社団法人は、活動内容の自由度が増し、時勢に応じた新規企画な
どへの活発な取り組みが期待できます。このメリットを生かし事業内容
の充実へと繋げ、会員の皆様や一般市民の方々に質の高いしかも実効性
のある内容を提供してまいりたいと思います。
『運営組織の強化』では、運営の効率化など一般社団法人の長所を生
かしさらに強化に務めてまいります。
一昨年度より新設されました「評議員」の現行内規を見直し、全国より
広く人材を登用いたします。必要な手続きを踏み順次選任する予定です。
『キリスト教の基盤の維持』では、一般社団法人に移行後も連盟の基
盤である愛と奉仕の精神は維持、継承してまいります。基盤の維持を継
承できる体勢を人事面でも心掛け今後も大切にしてまいります。
連盟は発足当初より多くの皆様の祈りによって支えられ、今日に至っ
ております。コロナ禍にあっても神様のお支えと導きによってその歩み
が守られて来ました。今後も皆様の祈りに支えられその歩みを進めてま
いります。
連盟本部では、一般社団法人としてスタートするにあたり、心機一転、
組織を挙げてハンドベル音楽のさらなる普及、発展のために全力で取り
組んでまいります。ハンドベルを愛する会員の皆様の一層のご理解、ご
協力をいただきますようお願い申し上げます。願わくは、新型コロナウ
イルスの感染拡大が収束し、本来の日常を取り戻し、演奏活動も安全、
安心にできる日が近いことを祈ります。
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2020年度

ご寄付一覧

2020年 ４ 月 １ 日から2021年 ３ 月31日までの寄付総額
一般寄付金

計

ベル基金

計

使途指定

計

514,500円 （55件）

61,847円 （ ４ 月 １ 日現在残高計539 , 631円）
100,000円（全国フェスティバル １ 件）

以下の皆様からお気持ちをお寄せいただきました。
この場をお借りして感謝申し上げます。

■一般寄付金
吉田 和代
Belle Lʼallure
森岡 高司
森岡 昌子
クリノン・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
ハンドベルカンパニー一音
芦田 京子
石川 明子
鷺 晶子
津野田 千恵
齋藤 恭子
森 朋子
都筑 洋子
杉山 仁美
川村 かつ緒
キリスト教朝顔教会
活水中学・高等学校
小田 ひかり
美濃加茂ハンドベルクワイア“マザーズ”
丹後 美紀子
佐守 惠美子
別所 香苗
アンベルズ
安藤 節子
唐沢 乃理子
梅木 仁司
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ハンドベルクワイアLargo
■ベル基金
小林 わか枝
クリノン・ハンドベル・クワイア
グレイス・ハンドベル・クワイア 芦田 京子
鷺 晶子
Bell Flower
津野田 千恵
山本 八千代
齋藤 恭子
香村 俊子
別所 香苗
中山 敦
西東京ハンドベルの会
グレイス・ハンドベル・クワイア
市村 佳世
小林 わか枝
小川 亜理
香村 俊子
下羽 聖美
西東京ハンドベルの会
藤田 なをみ
印田 恵理
山縣 香苗
柳沢 昌美
印田 恵理
加藤 尚美
■使途指定
フェアリーベルリンガーズ 関東学院ハンドベルクワイア
能満寺ハンドベルエコーベルフラワーズ
日本基督教団 鎌倉教会
（順不同、敬称略）
須賀 ちか子
池田 公子
武者 智子
本田 直希
日本基督教団 南町田教会
鎌井 泰
日本基督教団 東梅田教会
弘前学院大学ハンドベルクワイア
日本キリスト教団 大分教会
柳沢 昌美
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申さん、おめでとうございます！
連盟の永久名誉会員に
日本ハンドベル連盟は、2021年 ２ 月 ３ 日、
前事務局長の申善珠さんに「永久名誉会員」の称号を授与しました。
申さんは、1976年の創設時より40年以上もの長きにわたり、
副事務局長、そして事務局長として連盟を支えてくださいました。
現在も続く講習会やフェスティバル、そして世界大会やアジア大会等
連盟活動のすべてが、申さんなしには成しえなかったものです。
まさに「日本のハンドベルの母」としてすべてを捧げてくださった
申さんに、心からの感謝を込めて、華やかな金箔貼りの賞状をお贈りしました。
ちなみに ２ 月 ３ 日は申さんのお誕生日です。
申さん、おめでとうございます。
そして本当にありがとうございました！
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第44回全国ハンドベルフェスティバル

実行委員

鷹巣

誠一

2020年11月23日（月・祝）第44回全国ハ
ンドベルフェスティバルが、東京都世田谷
区の昭和女子大学人見記念講堂で開催され
ました。
今回はコロナ禍で多くの音楽イベントが
中止になる中、無観客（出演者の関係者の
み事前登録することで入場可としました）
でライブ配信という形をとり、無事に開催
することが出来ました。開催にあたっては
主催者と参加者の感染対策を十分に考え、
消毒の徹底や検温はもちろんのこと、密に
なることを避けるために、楽譜販売をなく
したり、ベル替えの時間を長くして換気を
十分に行ったりするなど、いつもとは違う
対応に戸惑うこともありました。そんな中でもロビーなどでの会話を減らすためにと、
第 ３ 部と第 ５ 部の直前に座席で出来るストレッチをスタッフの指導で楽しく行ったり、
中高生にはクロスワードを配って景品（ベルちゃんシール）と交換出来たりするなど、
新しい企画で我慢しながらも楽しい一日を過ごすことが出来たのではないかと思いま
す。
これらの工夫の結果、当日の入場者総数もホール収容人数の ４ 割程度に抑えること
が出来、安全なフェスティバルを実施することが出来ました。参加された皆様のご協
力に心から感謝いたします。
参加団体はコロナ禍で
の開催だったため、全国
フェスティバルと銘打ち
ながらも全て関東地区か
らとなってしまいました。
直前に １ 団体のキャンセ
ルがありましたので、計
18団体（その内 ２ 団体は
２ 枠を使用）で合計20の
プログラム構成で演奏を聴くことが出来ました。昨年は45のプログラムでしたので半
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分以下となりましたが、連盟のその他の行事がすべて中止となった １ 年間では貴重な
ひと時となりました。
感染防止のため集まることもままならず、集まれても限られた時間しか練習するこ
とが出来ないという状況で、参加したくともできない一般団体が多い中、ステージに
立つためには相当のご苦労があったと思います。そんな中でも学校団体は比較的練習
時間を確保することが出来たのではないかと思います。お陰でコロナに負けない若さ
とエネルギーを感じさせる演奏を沢山聴くことが出来ました。会場で演奏を聴いてい
た学生の保護者の中には感激のあまり目に涙する方もおられたように見受けられまし
た。改めて音楽の持つ力を感じさせられる一日でした。
今回は初の試みでライ
ブ配信を行いましたが、
その効果は予想外のもの
であったと感じます。幸
いにも配信に関してはプ
ロの方にお願いすること
が出来ましたので、音や
映像のクオリティも高く、
会場の臨場感が伝わった
という報告を受けていま
す。また、配信画面にはチャットで多くのコメントも寄せられ映像と音声のみならず
多角的に楽しむことが出来たようです。更には海外を含め、通常時には全国フェステ
ィバル会場に来ることの出来ない方々にも視聴していただくことも出来ました。最大
同時接続数は359を記録し、接続数合計は1600回にも及びました。
コロナをきっかけにフェスティバルの開催方法も更に発展していくのではないかと
予感しています。2021年度もコロナが収束するかどうかは不透明な状況ですので、こ
の経験を活かし従来の概念にとらわれない様々なイベントが連盟会員の皆様に提供で
きるのではないかと思います。
そうは言っても、生演奏を聴くことの醍醐味は残念ながらどのような最新技術を駆
使しても代えられるものではありません。マイクが拾いきれない豊かな倍音と音の揺
らぎ、演奏者の熱い眼差し、一体感。これらを目の当たりにできる空間を取り戻すた
めに、一日も早いコロナの収束を祈ってやみません。その任に当たっている医療従事
者の方々への感謝を忘れず次回の全国フェスティバルを待ち望みたいと思います。

日本ハンドベル連盟会報

ブック 日本ハンドベル連盟会報NO46.indb

9

9

2021/06/03

17:28:03

2020年度
北海道支部

支部長

水田

支部活動報告
真木子

会員数：25団体、個人 ２ 名
主な活動：
2020年度の活動については、2019年度末に発令された緊急事態宣言を受け、想像を
超える活動の自粛、中止による影響の大きさを感じております。
年度当初の支部総会は遠距離の移動を伴うことから紙面での評決となりました。今
年度の活動について加盟団体にアンケートをとったところ、回答のあった19団体のう
ち11団体は、 ６ 月か遅くても ７ 月には例年通りの練習が再開されていました。しかし、
１ 年を通して全く練習する事ができなかったと回答したチームは全て大学関係で、学
生の対面授業が再開されない間、サークル活動は禁止という事でした。北海道支部で
は講習会、フェスティバル等は大学関係のご厚意によって会場をお借りして開催して
きましたが、コロナ禍の状況においては外部に会場、施設を貸し出すわけにはいかな
いという事で、ハンドベル講習会、ハンドベルを楽しむ会、北海道フェスティバル全
て実施する事ができませんでした。
アンケートの中で、自分たちの活動を発表できる機会はあったかという項目につい
ては、 ９ 割以上の団体が全く無かったと回答し、幼稚園、小学校で先生方が生徒たち
の活動発表の機会を特別に設けてくれたなどの事例があっただけでした。長期にわた
って活動ができずにいる現状に、来年度は少しでも活動の機会が増えていくよう祈る
ばかりです。

東北支部

支部長

鈴木

壽子

会員数：19団体、個人10名
主な活動：
●新型コロナ禍におけるハンドベル活動
２ 月、新型コロナ感染拡大防止による諸策が発出され、それにより学校関係、公的
施設等を練習活動の場としている団体は、 ３ 月、 ４ 月、 ５ 月の練習が中止となった。
しかし、第一波が少し落ち着いて来たのも束の間、第二波、第三波、さらに変異株
の増加の中で、東北地方の感染者が次第に増え、練習の中止を余儀なくされたり、学
校においてはハンドベル活動の紹介も、部員の勧誘もできず、一般団体においては、
職業柄、職場から練習参加の自粛を要請されるなど、個人的に退会や休会があり、チ
ームとしての編成や練習の段取りに苦労が多かった。
この状況下、東北フェスティバル、各県コンサート、依頼を受けた演奏等が中止と
なった。しかし、その中でどの団体も感染防止策を十分にとりつつ、今だからできる
こと、練習内容の見直し、工夫、少人数での練習に力を注ぎつつ、学校行事での演奏、
地元のイベント、施設訪問での演奏を披露し、多くの人に喜ばれた。
●東北支部フェスティバル
東北支部は2019年（令和元年）創立40周年を迎え、本年、第38回東北支部フェステ
ィバルを、山形会場に於いて東北支部会員全員で、岡本和子先生に作っていただいた
マス曲の演奏でお祝い会をする準備を進めていたが、コロナ禍の状況を踏まえ、残念
ながら中止とし、次年度のフェスティバルに持ち越しとなった。
10
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３ 月に入り、東北地方もコロナ感染者が急速に増え、各県では感染拡大防止への通
達が発出され、宮城、山形では練習が自粛または中止となり、重ねて残念ながら2021
年度の東北フェスが中止となった。
●役員会および総会について
県外への移動、三密を避けるために総会は中止、連絡や決議は紙面評決とした。役
員会においては、本年度、改選の年であったが、この状況下、そのまま次年度に引き
継ぐこととした。
新型コロナ、変異株（ウイルス）
、感染拡大防止等々の問題が １ 日も早く収束し、今
まで通りの行事、大会、仲間とのつながりができることを心から願っています。

中部支部

支部長

杉山

仁美

会員数：37団体、個人 7 名
主な活動：
中部支部には2021年 ３ 月現在、 ７ 名の個人会員と37団体が加盟しています。2020年
度の役員の交代に伴い、猪股由美子さんが書記に就任しました。
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、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。また、2020年度の新企画として「楽
奏の会」を春に行うことを予定しておりましたが、次年度に延期となりました。
「楽奏の会」とは、中部支部の会員の方とハンドベルを通して新たな発見や楽しい時
を持つ会です。現在、中部支部の主な演奏活動は中部ハンドベルフェスティバルのみ
です。しかし、フェスティバルは団体でないと参加しにくく、開催が ６ 月と固定され
ていることから、毎年、諸行事・諸事情と重なり、参加が難しい団体もあります。そ
こで、何かテーマを決めて、個人でも、少人数でも参加しやすい会を企画しました。
コロナが落ち着いた後には、ぜひ開催したいと思います。
このように、予定されていた行事が軒並み中止となってしまいましたが、2020年の
活動として何ができるか考えた結果、中部支部30周年記念事業を2020年度から進めて
いくことにし、支部会員の承認を得ました。中部支部は1992年に発足し、2022年に30
周年を迎えます。これまでの、そしてこれからの想いをつなぐためにも、まずは記念
誌作成の準備をすすめていくことにいたしました。現在、記念誌編集委員会を結成し、
資料や会員から情報を集めているところです。
また、年 ２ 回発行の『ニュースレター WA っ』では、猪股由美子書記がコロナ禍に
あっても繋がりを感じられるよう工夫を凝らし、コロナ禍の練習状況のアンケートを
掲載したり、練習場に足を運び、実際の練習等の取材を掲載しました。
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。これからも人の繋がりを大切にし、会員の皆様と支え合いながら、中部支部
の活動を進めてまいります。

関西支部

支部長

三宅

理磨

会員数：68団体、個人30名
主な活動：
新型コロナウィルス感染予防のため、 ６ 月関西ハンドベルフェスティバルと、 ８ 月
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。 ９ 月・ ３ 月に発行した紙面では、各チームの活動についてアンケートを実施し
日本ハンドベル連盟会報
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た結果や、試行錯誤しながらも、新しい様式で活動されている様子、WEBでの動画配
信など興味深い内容ばかりでした。
役員会は、実際の顔を合わせたのは １ 回に留まり、後はメールでの打ち合わせが中
心となりました。
その中で、次年度の関西ハンドベルフェスティバル開催に向けての検討も行いまし
た。イベントとしては、感染対策を行い実施可能であると考えられますが、アンケー
トなどによる各チームの状況を考えますと、出演チームが限られることや、状況によ
っては中止となる可能性も勘案し、もう一年見送ることとなりました。そのため、動
画配信をしておられるチームによる「関西支部 チャンネル」の設定も今後の課題と
して、引き続き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：68団体、個人30名
主な活動：
2020年は １ 月より全国に蔓延したコビッ
ト19のため、中国四国地方も他の地方同様、
感染がすすみました。また日々の練習も三
密を防ぐため行われなくなりました。ホー
ル等も全国に発令された緊急事態宣言があ
けても、入場人数が定員の半数であったり、
換気・手指の消毒・各自の連絡先公開など
多くのハードルができました。また何より
治療薬・治療手段・ワクチンもできず、
我々の大きな我慢と忍耐に任され、国とし
て安心・安全を約束できない事態を迎えま
した。
中国四国支部は、2020年 ７ 月18日に下記
の慰霊コンサートを野外で実施しました。
●「原爆死没者慰霊ハンドベルコンサート」
青空の下、下記の ３ 団体による慰霊演奏がありました。
日時//2020年 ７ 月18日10：30～11：15
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参加団体
・めぐみ幼稚園エンゼルリンガーズ
・めぐみリンガーズ
・ヒロシマハンドベルリンガーズ
演奏曲
アリア、みんなで平和、世界中の子どもたちが、茶色の小瓶、さとうきび畑、ミッキ
ーマウスマーチ、瑠璃色の地球、プリムローズ、ウィリアム序曲、アメージンググレ
イス、いのちの歌

九州支部

支部長

小田

ひかり

会員数：37団体、個人12名
主な活動：
2020年度は誰もが思ってもいなかった新型コロナ感染症の拡がりによって、九州支
部でもほとんど動きのとれない一年間の歩みとなりました。
九州の各県で感染者数も環境も異なりますので、所属団体の活動に少し差はありま
したが、基本的に練習の為に集まることも困難となり、まず 9 月の「九州フェスティ
バル」の中止と翌年同時期での延期と決定されました。毎年行われていた支部の勉強
会も開催されず、その後も各所で例年実施されていた外部での演奏やクリスマス演奏
会などの活動はほとんどキャンセルとなりました。
その困難の中で様々な工夫も見られました。長崎では中学 ３ 年生の保護者のみ入場、
他は無観客という形で 9 月に「長崎フェスタ」が実施され、12月には客席数を減らし
て名簿を提出した方のみ入場でクリスマスコンサートが開催されました。また福岡の
西南学院大学でも入場は予約のみに限り、入場制限も行ってのクリスマスコンサート
が実施されました。
2021年を迎えて少しずつ練習を開始した団体や学校の部活動もありますが、練習日
減や練習時間の短縮など、多くの団体の活
動自粛が余儀なくされています。今後の演
奏活動については、ニューノーマルの時代
に対応するためにも、新しい形態も探って
いかなければならないと考えています。
なお、2021年度の「九州フェスティバ
ル」は、本年 ９ 月の予定が来年春へと再び
変更延期となっておりますことを付記いた
します。
●九州支部前支部長の安楽晃先生が、ハ
ンドベルへの永年の功績が認められ、2021
年 ２ 月20日に鹿児島県薩摩川内市より文化
功労賞を受賞されました。安楽先生おめで
とうございます。
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ハンドベル演奏動画の
投稿・配信について
演奏活動が制限されている現在、インターネット上での動画配信や動画
投稿のニーズが増えています。また同時に音楽著作権への意識も高まり、
お問合せも多くなっています。
そこで日本ハンドベル連盟では、会員の皆様が著作権法に触れることな
く演奏動画投稿やライブ配信を楽しめるよう、まずは一般的なハンドベル
の楽曲について、作編曲の先生方からの情報を元に対応策をまとめました。
基本的には以下の条件を満たし、必要な手続きを経た上で、ご自身が演
条件
必要な手続き
奏した動画を投稿・配信していただけます。
ただし権利関係は複雑で環境によっても異なるため、必ずしもこの通り
とは限りません。演奏動画を投稿・配信する際は、演奏者の責任において
演奏者の責任において
行ってくださいますようお願いいたします。

条件
1.

正確な曲名および作・編曲者名を明記すること。

2.

出版楽譜を用いて演奏する際は必ず必要部数の楽譜を使用する
こととし、コピー譜は不可とする。

3.

原則として楽譜通りに演奏し、補編曲等は行わないものとする。

4.

非商業利用であること。
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必要な手続き
演奏に用いたハンドベルの楽譜は？
国内出版楽譜

⇒

輸入楽譜

⇒

未出版楽譜

⇒

国内出版楽譜
① 著作権保護期間内の楽曲のハンドベルアレンジ
〈内国曲〉
JASRAC 管理楽曲（楽譜に日本音楽著作権協会の許諾番号が記載）であれば、JASRAC が許
諾契約を締結している動画投稿サービス（YouTube 等）において、個別の手続きは不要で演奏
動画を投稿できます。
・JASRAC 管理楽曲であっても、利用形態（編曲、出版、動画投稿等）により使用条件や管理
会社が異なる等の理由で、動画投稿が規制されている曲もあります。楽譜に詳細が記載されて
いる場合もあります。
・JASRAC 以外の管理会社（avex、NexTone、その他出版社等）が管理している楽曲につい
ては、それぞれお問合せください。
〈外国曲〉
別途手続きと著作権使用料が必要です。JASRAC のホームページ等でご確認ください。
② 著作権保護期間が終了した楽曲（パブリックドメイン）のハンドベルアレンジ
③ オリジナル曲
冒頭の条件をすべて満たしていれば、基本的に配信ごとの作編曲者の承認は不要です。
※著作権保護期間は、一般的に著作権者の死後 70 年です。

輸入楽譜
アレンジ、オリジナル曲に関わらず、配信ごとに著作権者の承認が必要です。
ハンドベル楽譜に記載されているコピーライト所有者（主に出版社）に書面で連絡をし、
許可を取っ
てから配信してください。
※連絡先・連絡方法等が不明な場合は、連盟までお問合せください。
※問合せメールの英語例文は連盟ホームページに掲載しています。

未出版楽譜
① 既存の楽曲のアレンジ
楽曲の権利者（作詞者・作曲者・音楽出版社等）に編曲の許諾を得る必要があります。
② オリジナル曲
作曲者の許可を得ていれば、自由に配信できます。

参照 https://www.jasrac.or.jp/info/network/pickup/movie.html#anc05
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日本ハンドベル連盟は、一般社団法人として新たなスタートを切りました
NPO法人から一般社団法人へ
長らく任意団体として活動し、2012年から特定非営利活動法人（NPO法人）としてハンドベル
の普及に携わってきた日本ハンドベル連盟は、2020年度臨時総会において過半数の承認を得、
2020年12月 １ 日、新たに一般社団法人としての登記を行いました。
2021年 ４ 月 １ 日からは一般社団法人に完全に軸足を移し、近い将来、NPO法人を解散する予定
です。
基本的な活動内容に大きな変更はありませんが、NPO法人に比べて活動内容の制限が少なく、
時勢に応じた企画の取り組みができると共に、運営の効率化が期待できます。

総会について
これまで総会成立のためには、連盟全会員の過半数の承認が必要とされていたため、委任状収
集等の作業に時間と経費がかかっていました。また、全会員が総会構成員に数えられていたと
は言え、実際には総会に出席される会員は講習会参加者に限られていて、他の皆様の意見を吸
い上げる手段が乏しいままでした。
一般社団法人では、総会の構成員を「会員の代表者」といたします。具体的には、各支部長お
よび評議員によって総会を開催していきます。支部の代表者が必ず加わることで、これまで声
の届かなかった地方の会員の皆様の意見を掬い上げると同時に、総会構成員の数を絞ることに
より、各議案へのより深い理解とスピーディな意思決定を目指してまいります。

定款
一般社団法人日本ハンドベル連盟の定款は、ホームページでご覧いただけます。
https://www.handbell.jp

一般社団法人日本ハンドベル連盟
2021年度 役員一覧
理事長
副理事長
常務理事
常務理事
理事
理事
理事
監事
監事
事務局長

下田
鈴木
小澤
鷹巣
森
荒井
𠮷田
森
市川
武者

和男
幸子
淳一
誠一
道興
弘高（新任）
年一（新任）
優
麻友（新任）
智子（新任）

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 名は、
任期満了のため2020年度末をもって退任いたしました。
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特定非営利活動法人日本ハンドベル連盟
2020年度総会議事録
日
場

時：2020年 ７ 月15日（水） 午後 ６ 時
所：日本ハンドベル連盟事務局
東京都文京区音羽 1 -22-18 アルス音羽II-214

出席者数：総会員数 431のうち 出席 ５ 名
委任状・書面議決書提出 224通 計
審議事項：
第 １ 号議案
第 ２ 号議案

229

2019年度事業報告および収支決算
2020年度事業計画案および2020年度予算案

議事の経過の概要及び議決の結果：
議長の大塚安宏理事より、本日現在の総会員数が431で、総会成立会員数は定款に基づき総会
員数の ２ 分の １ の216であること、また本日出席者が ５ 名であり、委任状提出224通のうち議
長への委任が66、書面議決による承認が156で合計222となるため、定款第29条にのっとり本
総会は成立することが報告され、引き続き開会宣言がなされた。

議事
１ ）第 １ 号議案 2019年度事業報告および収支決算の件
下田和男理事長より、別紙によって2019年度事業報告がなされた。内容について項目別
に読み上げられた後、口頭にて各項目の内容が補足された。
また2019年度収支決算が別紙によって報告され、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。その内容は監事によって ５ 月27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。
2019年度の事業報告および収支決算については、過半数の賛成をもって承認された。
２ ）第 ２ 号議案 2020年度事業計画および予算案承認の件
下田和男理事長より、2020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2020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。
2020年度の事業計画および予算案については、過半数の賛成をもって承認された。

議事が終了したので、大塚安宏議長が閉会宣言をし、閉会した。
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一般社団法人日本ハンドベル連盟
2021年度イベントカレンダー
〈本部主催〉
☆2021年
６ 月 ５ ～ ６ 日（土～日） 第40回ハンドベル指導者講習会
８月
夏期講習会
11月
全国フェスティバル

中止
中止
詳細未定

☆2022年
３月

小編成講習会
＃

＃

＃

＃

＃

＃

詳細未定
＃

＃

＃

＃

＃

＃

＃

＃

＃

＃

〈支部活動〉
☆2021年
４月
６ 月19日（土）
６ 月26日（土）
７ 月17日（土）
７ 月18日（日）
11月

関東フェスティバル
中部フェスティバル
関西フェスティバル
中国四国フェスティバル
東北フェスティバル
北海道フェスティバル

慰霊コンサート

中止
中止
中止
原爆ドーム噴水前（広島市）
中止
開催未定

☆2022年
３ 月21日（月）

第25回九州フェスティバル

福岡女学院ギール記念講堂（福岡市）


新型コロナウイルス感染拡大による緊急事態宣言等の影響を受け、2021年度も、多くの連盟行事が
開催中止を余儀なくされました。会員の皆様の活動もかなり制限されていると伺っております。
１ 日も早く収束し、ハンドベルの美しい音が響き渡る日がまた来ますよう、お祈りいたします。
【講習会】 現在、宿泊を伴う大人数のイベントの実施が難しく、指導者講習会に続き夏期講習会も
開催を断念しました。2022年 ３ 月実施予定の小編成講習会は、年内の状況を見て検討いたします。
【フェスティバル】 支部のフェスティバルはほぼすべて中止となりましたが、中国四国支部では
2020年に引き続き、屋外で行われる慰霊コンサートのみ実施の予定です。また九州支部は2022年 ３
月に延期して開催を予定しています。
全国フェスティバルについては、現在のところ日程・会場等の詳細は未定ながら、2020年同様、関
東地区において無観客でオンライン配信を中心とした開催を検討しています。
【認定講師制度】 2020年度からの講習会中止に伴い、認定更新の対応策について検討しています。
細かい条件については対象の方々に別途ご案内いたします。
【オンラインセミナー】 当面実施を見合わせる講習会に代わり、ご自宅からどなたでも気楽に参加
いただけるオンラインセミナーを企画いたします。詳細は別途ご案内いたします。
18
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日本ハンドベル連盟発展の推進力
伊藤

朗先生を偲んで
日本ハンドベル連盟監事

森

優
あきら

日本ハンドベル連盟第二代理事長、伊藤 朗
先生の訃報が寄せられた。大正14年、1925年
のお生まれだから、今年、95歳になられたは
ずである。先生は、京都生まれの京都育ち、著
名な日本画家、文化勲章受章者の竹内栖鳳を
祖父に持っておられた。
京都人にはわたしは九州・熊本出身なので
ひがみもあるのだが、京都の人の伊藤先生に
は、ゆったりとしたおおらかさと、信念を貫
く強靭さと、下にいる者を生かし支える思い
やりと、大きな広さの中に包みこんで目的の
ところに運びすすめてしまう力をもっておら
れた。
1976年に日本ハンドベル連盟がスタートし
たとき、理事長には東京女子大学の教授で、音
楽家の池宮英才先生になっていただき、副理
事長には、青山学院初等部部長の伊藤先生に
引き受けていただいた。この副理事長をお願
いした意味は、連盟の行事を、方向性をもっ
てすすめるために、先生の力と青山学院とい
う大きな学校の場を提供していただくこともあった。なにしろ、なにもない発足であったので。
伊藤先生は、わたしを、当時の青山学院院長の大木金次郎先生に紹介してくださった。並み
いる多くの面会者をしりめに、わたしはさっさと院長室に導かれ、日本ハンドベル連盟への協
力をお願いした。短い会見の時であったが、力添えを惜しまないので、伊藤初等部部長と相談
してすすめるようにとの励ましをいただいた。
やがて、初等部にしかハンドベルはなかったのに、青山学院には、中等部、高等部、短期大学、
大学とハンドベルが備えられ、連盟活動の推進力となったのであった。伊藤先生が、ご自分が
動くだけでなく、連盟に必要な人とのつながりを結んでいってくださったのである。
1983年、池宮理事長が健康を損なって退任、伊藤朗理事長の登場となった。池宮先生の時代を、
日本ハンドベル連盟の創成期と位置付けると、伊藤先生の時代を発展期と言うことができる。
（現在を成熟期と言うことができるかもしれない。）ほとんどすべてのキリスト教学校にイング
リッシュ・ハンドベルと称される、きらきら輝き、天使の声ともまがうハンドベルが普及して
いったのである。
北海道から九州まで、各地に連盟支部が創設され、キリスト教のハンドベルから日本のハン
ドベルと、先生は目指すところを語られていた。先生の連盟機関紙の巻頭言は、はじめは、ハ
ンドベルと人との出会いを喜んでおられたが、やがて、
「アジアに平和のベルの音を」
、
「ハンド
ベルは世界の希望」となり、ついには、「すべての人のためのハンドベル」と拡がっている。
2007年、連盟理事長の職を、あと一年、任期を残しながら老齢を理由に去った。1998年の、
千葉・幕張国際会議場での第八回世界大会の日本開催の実現など、伊藤先生の業績は、この短
い紙面では述べつくすことができない。伊藤先生、ありがとうございました。
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一般社団法人日本ハンドベル連盟
2021年度 会員一覧 （2021年６月１日現在）
【北海道】

山本

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ア
エンジェルハンドベルリンガーズ
スノーベルリンガーズ
荒川

恵美子

定家

立身

鈴木

宏和

堤

深雪

宮口

直子

千佳子

幸子

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

啓子

郡司

恵美子

梅津

直子

松本

友香子

白鷗大学ハンドベルクワイアＡ
アルファ・リリー
小山市ハンドベルの輪

荒井

弘高

鈴木

久美子

広田

稔

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】

【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
鈴木

小澤

【群馬県】

聖和学園短期大学

きえ子

社会福祉法人太陽学園 福島おおなみ学園

Bell★Stars

【宮城県】

齊藤

太陽学園ハンドベルリンガーズ

能満寺ハンドベルエコーベルフラワーズ

【岩手県】
菅原

JMFハンドベルリンガーズ

【栃木県】

弘前学院大学ハンドベルクワイア

直子

聖光学院高等学校ハンドベルクワイア

竜ヶ崎教会ぶどうの木ハンドベルクワイアー

八戸学院大学短期大学部

佐藤

会津北嶺高等学校ハンドベル部

茨城キリスト教学園高等学校ハンドベル部

【青森県】

鈴木

【福島県】

【茨城県】

香苗

増岡

信子

千佳子

【山形県】
山形学院高等学校ハンドベル部

ハンドベルクワイア 響 -hibiki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
若草幼稚園
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

【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
桜美林中学校高等学校ハンドベル部
恵泉女学園中学ハンドベルクワイア
恵泉女学園高等学校

Springers

恵泉女学園大学
啓明学園中学高等学校

聖歌隊

（国際基督教大学）ICUハンドベルクラブBell Peppers
頌栄女子学院中学校
頌栄女子学院高等学校

青山学院大学系属 浦和ルーテル学院小・中・高等学校

女子聖学院中学校高等学校

開智中学・高等学校 音楽部

聖学院小学校ハンドベルクラブ

聖学院大学ハンドベル・クワイア

玉川聖学院

西武文理大学ハンドベル部

東洋英和女学院中高部ハンドベル部

聖望学園中学校ハンドベルクワイア

日本聾話学校

聖望学園高校ハンドベルクワイア

明治学院中学校ハンドベルクワイア

山形第一聖書バプテスト教会ハンドベルクワイヤ“tutti”

本庄東高等学校

明治学院グリーハンドベルクワイア

山形ベルの会

鳩ヶ谷福音自由教会CSハンドベルクワイア

立教女学院中学校ハンドベルクワイヤ

鈴木

童謡のふる里おおとねハンドベルリンガーズ

立教女学院高等学校ハンドベルクワイヤ

20
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立教学院諸聖徒礼拝堂ハンドベルクワイア

五十嵐

ルーテル学院大学ラウス・アンジェリカ

伊藤

香子

しのぶ

クローバーベルフレンズ

井草ハンドベルクワイア

今田

政成

cherryʼs

日本福音キリスト教会連合

印田

恵理

ノルテ・ベルズ

キリスト教朝顔教会音楽委員会

大野

亮子

響 -HIBIKI-

日本ホーリネス教団 池の上キリスト教会

小澤

淳一

フェアリーベルリンガーズ

SDA東京中央教会

河野

さとみ

Bell Flower

荻窪栄光教会ハンドベルサークル クララベル

小柳

友枝

横浜YMCA Port Friends

キリスト品川教会ハンドベルクワイア

佐藤

升巳

Ring Ring Ringers

久遠キリスト教会

下田

和男

江頭

せつ子

国際基督教大学教会ハンドベルクワイヤ

申

アーサー

オリーブハンドベルクワイア

大塚

安宏

杉原

梢

岡田

直美

小松川教会

竹田

典子

片岡

久美子

日本基督教団 田園調布教会ハンドベルクワイア

土屋

多紀

片岡

哲

日本福音ルーテル東京教会ハンドベルクワイア

徳善

義昌

加藤

尚美

東京聖書学院教会

長屋

眞由美

菊地

みどり

聖ヶ丘教会ハンドベルクワイア

配野

純子

木村

秋美

弓町本郷教会ハンドベルクワイヤ

林谷

昭子

倉本

悦子

アイリス クワイア

福島

勇

香村

俊子

あかね

藤野

みどり

小林

久美子

ENSEMBLE CARILLŌN

細川

朋子

小林

わか枝

アンダンテ

松澤

令子

齋藤

恭子

小田部ハンドベル教室

松村

麻美

佐藤

昭

楓リンガーズ

村上

由見子

白井

ひろみ

Kissポート赤坂ベルクワイア

本山

順子

鷹巣

誠一

Kissポート・エンジェルス・ハーモニー

森岡

昌子

土屋

はるみ

Kissポート スイートベルズ

山口

美代子

都筑

洋子

豊田

由美子

永嶺

純子

能登

多佳子

ジョイフルリンガーズ

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

【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
和泉短期大学

聖学院小学校Gクレフ
ティンカーベル・リンガーズ
Twinkle
東洋英和女学院中高部母の会ガーネットリンガーズ
ナチュラル

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

西東京ハンドベルの会
ハンドベルアンサンブル
「クリスタル」
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

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

The Bluebells

相模原教会ハンドベルクワイア

ベル・プリーモ

宗）洋光台キリスト教会

Belle Lʼallure

ALPHA

リリアーレ

Erba

綾部（小島） 律子

森

道興

柳沢

昌美

山名

静子

吉川

純恵

渡邊

貞介

【新潟県】
十日町教会ハンドベルクワイア ティンカーベル
【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】
甲府キリスト福音教会
梅木

仁司
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【長野県】

【兵庫県】

鎌井

泰

清泉ハンドベル・クワイア

杉山

仁美

市原

千秋

多田羅

伊藤

香寿美

橋本

有里

松蔭女子学院ベルクワイアー

小島

かづゑ

吉田

文

頌栄短期大学

田村

亮子

森本

俊子

関西学院ハンドベルクワイア

智穂子

須磨学園高等学校ハンドベル部

【三重県】
桜丘中学校・高等学校

【岐阜県】

セントヨゼフ女子学園ハンドベル部

済美高等学校ハンドベルクワイア

山田教会ハンドベルクワイアー

中部学院大学・中部学院大学短期大学部

ティンカーベルリンガーズ

ハンドベルクワイア
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

St. Agnesʼ Handbell Choir

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

京都聖母学院ハンドベルクワイア
同志社女子中学校高等学校

静岡英和女学院中学高等学校

道彦

丹後

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
アナベル
Venus Mum Ringers

【京都府】
同志社中学校

【静岡県】

賢明女子学院ハンドベルクワイヤー

美紀子

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

【大阪府】

ベル・グローリー

アサンプション国際中学校高等学校

ベルリンガーズ沙羅

大阪信愛学院中高ハンドベル部

ベルリンガーズLene

香里ヌヴェール学院中学校・高等学校

ホーリーベルズ

コーラスハンドベル部

阿部

望

梅花中高ハンドベルクワイヤー

喜多

牧子

平安女学院大学ハンドベル部

高下

光代

金城学院中学校ハンドベルクワイア

山崎幼稚園ハンドベルクワイヤー

佐守

恵美子

金城学院高等学校ハンドベルクワイア

日本バプテスト大阪教会

冨田

由紀子

金城学院大学ハンドベルクワイア

大阪城北教会ハンドベルクワイヤー

水野

隆一

大治幼稚園

日本基督教団 天満教会ハンドベルクワイア

山内

雅博

金城学院幼稚園ハンドベルクワイア

日本基督教団

師勝はなの樹幼稚園ハンドベルクワイア

日本基督教団 東梅田教会ハンドベルクワイア

エルピスハンドベルクワイア

Blessing Church International

名古屋バプテスト教会ハンドベルクワイア

池田ハンドベルリンガーズ

An Bells

大阪女学院ヘール会ハンドベルサークル

金城学院みどり野ハンドベルクワイア

御殿山キラ星ハンドベルクワイア

ケリーベルクワイア

Sonority

こじまハーモニー

HAPPY BELLS

土屋

厚子

【愛知県】

Twinkle Bells
Handbell Company

豊中教会

ハンドベル倶楽部 かりん（花鈴）
一音

【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
芦田

京子

松田

陽子

吉田

和代

【和歌山県】

小山

恭子

ひかりの子ハンドベルクワイア

谷邊

美千子

フィリアベルクワイア

千守

敦子

PRIME

土井

典子

Bell SmiRing

中山

真澄

メリットベルリンガーズ

藤田

郁子

めぐみ保育園

リリオンベルズ

三宅

理磨

安住

早苗

安藤

節子

森

奥田

玲子

井上

直子

森居

敬子

木村

啓子

岡田

裕美

渡邊

美紀

22

朋子

かのん

Ding Dong Ringers

ベルリンガーズもみの木
YAMATO
谷本

智子

【鳥取県】
Angelʼs Grace
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【岡山県】

希望の灯学園

城山ハンドベルクラブ

南輝聖約キリスト教会

Sentite

聖和学園短期大学OG会

大塚

静江

福田

Dancing Bells

中島

あずさ

本田

七瀬

【熊本県】
Ange brise

【広島県】
川崎

百合枝

寺西

卓

【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

【徳島県】
児嶋

恵子

社会福祉法人 別府平和園

輝美

【宮崎県】

【愛媛県】

Papillon
Hello Bell Ringers
ハンドベルアンサンブルLINK
ハンドベルクワイア「ぶどうの木」
プレアデス
Bell Sinfonia（ベル
ベル ソーニョ
ベル・スマイル

都城聖ドミニコ学園高等学校

ベル♪フレンズ

松山東雲中学校・高等学校ハンドベル部

フロールベルリンガー

ベルみゅうず

ブレーメンリンガーズ

津野田

ベル・ローザ

千恵

【海外】

【高知県】

津金

清和女子中高等学校

郁美

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

入退会一覧
（2020年 ６ 月以降）
入会

西南女学院大学・大学短期大学部

尚絅学院大学

ハンドベルクワイヤー

髙木

恵美

福岡女学院中学校高等学校

中尾

幹

福岡雙葉中学・高等学校ハンドベル部

武者

智子

明光学園クワイアチャイム部

武藤

美鶴

Trinity Bell Choir

𠮷田

年一

フローラル・ベルクワイア
伊藤

和子

小田

ひかり

佐々木
中山

休会
同志社大学ハンドベル・クワイア
白鷗大学ハンドベルクワイアＢ
港南台幼稚園 クローバー・ベル・リンガーズ

信生

茅ヶ崎同盟教会イングリッシュ・ハンドベル・クワイア

敦

初雁教会J.J.H.C
藤沢ナザレン教会ハンドベルクワイア

【佐賀県】

ソフィア＆クリンゲルン

佐賀みやきハンドベル
室見ハーモニーベルクワイア

acqua

泉

arietta

喜保美

I mughetti

【長崎県】

王寺ハンドベルチーム ベルソアーベ

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

社会福祉法人 みのり会 みのり園
ミモザ
メーテルリング
mont-bleu

西南学院大学ハンドベルクワイア

Happy Mothersクワイア明光

シンフォニア）

Belle Jolie

Ring of Dreams
リバティベルズ
飯田

まゆみ

伊藤

惠

大浦

悦子

北島

三央

田子

真理

中本

富士乃

宮本

あき子

横溝

聡子

渡辺

久良

退会
青山学院女子短期大学 グロリアス・クワイア
SunKusリンガーズ
ベルトゥッティ ルピナス
大塚

豊子

佐藤

圭子

竹林

由紀子

竹原

牧子

田平

美智子

平尾

和子

八木

紀裕子

花音の森ティンカーベル
神戸YMCA須磨ブランチRinging Angels
北上ベルハーモニー
小金井桜町チェリーベル
坂上佳子ハンドベル教室 ルレーブ
シーガルリンガーズ
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特定非営利活動（NPO）法人

日本ハンドベル連盟の歩みと活動
1976年
1983年
2007年
2007年
2012年
2017年
2018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）
１月15日		
第２代理事長
伊藤
朗（元青山学院初等部長）
８月17日		
理事長代行
下田 和男（元和泉短期大学教授）
11月４日		
第３代理事長
日野原重明（聖路加国際病院理事長）
２月14日
特定非営利活動（NPO）法人設立
１月14日		
理事長代行
下田 和男
２月25日		
第４代理事長
下田 和男

全国フェスティバル
1976年11月 第 1 回 青山学院講堂（東京都）
1978年 6 月 第 2 回 青山学院講堂（東京都）
1979年12月 第 3 回 聖心インターナショナルスクール（東京都）
1980年11月 第 4 回 青山学院講堂（東京都）
1981年11月 第 5 回 聖心インターナショナルスクール（東京都）
1982年11月 第 6 回 東京カテドラル･マリア大聖堂（東京都）
1983年11月 第 7 回 昭和女子大学人見記念講堂（東京都）
1984年11月 第 8 回 南山学園講堂（愛知県名古屋市）
1985年11月 第 9 回 青山学院講堂（東京都）
1986年11月 第10回 山梨県立県民文化ホール（山梨県甲府市）
1987年11月 第11回 青山学院講堂（東京都）
1988年11月 第12回 福島市音楽堂（福島県福島市）
1989年11月 第13回 昭和女子大学人見記念講堂（東京都）
1990年11月 第14回 西山記念会館（兵庫県神戸市）
1991年11月 第15回 聖徳大学川並記念講堂（千葉県松戸市）
1992年11月 第16回 愛知厚生年金会館（愛知県名古屋市）
1993年11月 第17回 昭和女子大学人見記念講堂（東京都）
1994年11月 第18回 山梨県立県民文化ホール（山梨県甲府市）
1995年11月 第19回 昭和女子大学人見記念講堂（東京都）
1996年11月 第20回 昭和女子大学人見記念講堂（東京都）
1997年11月 第21回 福島市音楽堂（福島県福島市）
1998年11月 第22回 昭和女子大学人見記念講堂（東京都）
1999年11月 第23回 神戸文化ホール（兵庫県神戸市）
2000年11月 第24回 昭和女子大学人見記念講堂（東京都）
2001年11月 第25回 長崎ブリック・ホール（長崎県長崎市）
2002年11月 第26回 昭和女子大学人見記念講堂（東京都）
2003年11月 第27回 名古屋市民会館（愛知県名古屋市）
2004年11月 第28回 昭和女子大学人見記念講堂（東京都）
2005年11月 第29回 昭和女子大学人見記念講堂（東京都）
2006年11月 第30回 【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）
2007年11月 第31回 昭和女子大学人見記念講堂（東京都）
2008年11月 第32回 共済ホール（北海道札幌市）
2009年11月 第33回 神戸文化ホール（兵庫県神戸市）
2010年11月 第34回 昭和女子大学人見記念講堂（東京都）
2011年11月 第35回 昭和女子大学人見記念講堂（東京都）
2012年11月 第36回 日本特殊陶業市民会館（愛知県名古屋市）
2013年11月 第37回 昭和女子大学人見記念講堂（東京都）
2014年11月 第38回 昭和女子大学人見記念講堂（東京都）
2015年11月 第39回 昭和女子大学人見記念講堂（東京都）
2016年11月 第40回 昭和女子大学人見記念講堂（東京都）
2017年11月 第41回 昭和女子大学人見記念講堂（東京都）
2018年11月 第４２回 昭和女子大学人見記念講堂（東京都）
2019年11月 第４3回 昭和女子大学人見記念講堂（東京都）
2020年11月 第44回 昭和女子大学人見記念講堂（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30回（1998年 ３ 月～2019年 ３ 月）

東洋英和女学院中高部（東京都）
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）
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）
【40周年記念フェスティバル-ハンドベル･アジア大会-】（2017年 8 月）

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）
世界大会
1984年 ８ 月 第 １ 回 アメリカ

（アルカータ市、フンボルト大学）
1986年 ８ 月 第 ２ 回 日
本（御殿場市、東山荘）
1988年 ８ 月 第 ３ 回 イギリス（エクセター市、エクセター大学）
1990年 ８ 月 第 ４ 回 韓
国（仁川市、松島ビーチホテル）
1992年 ８ 月 第 ５ 回 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）
1994年 ８ 月 第 ６ 回 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）
1996年 ８ 月 第 ７ 回 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）
1998年 ８ 月 第 ８ 回 日
本（千葉市、幕張メッセ）
2000年 ８ 月 第 ９ 回 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）
2002年 ８ 月 第10回 韓
国（釜山市、

BEXCOコンベンションセンター）
2004年 ８ 月 第11回 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）
2006年 ８ 月 第12回 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）
2008年 ８ 月 第13回 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）
2010年 ８ 月 第14回 日
本（大阪市、大阪国際会議場）
2012年 ８ 月 第15回 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）
2014年 ８ 月 第16回 韓
国（西帰浦市、

済州国際コンベンションセンター）
2016年 ８ 月 第17回 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）
2018年 ８ 月 第18回 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）
2020年 ８ 月 第19回 香
港
［開催中止］
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2022 年夏

ハンドベル世界大会が開催決定！

「第 20 回ハンドベル世界大会」の開催が決定しました。
2020 年に予定されていた香港大会は、香港の情勢やコロナ禍で残念なが
ら中止となってしまいましたが、ワクチン接種も始まり、明るい兆しが見え
てきたこともあり、来年は堂々と世界中から多くのリンガー・指導者が集ま
る大会になることが期待されます。
日本からもぜひ多くのリンガーで参加し、４年ぶりの世界大会を盛り上げ
ましょう！
メイン会場はアメリカ屈指の音楽の街、ナッシュビルの超豪華なゲイロー
ド・オプリランド・リゾート＆コンベンションセンター。本場のアメリカが
体験できます。
今回も日本ハンドベル連盟主催のツアーを企画いたします。個人参加の方々
も、連盟チームを結成してマスリンギングで演奏いただけますので、ぜひ参
加をご検討ください。
「第 20 回ハンドベル世界大会」
日程：2022 年８月１日（月）～６日（土）
開催地：アメリカ テネシー州 ナッシュビル

追加開催
「カレッジリングイン」
（大学生限定）
日程：2022 年７月 30 日（土）～８月１日（月）

世界大会の詳細および連盟ツアーの概要については、2021 年夏以降にご
案内いたします。

編集後記
なかなか終わりの見えないコロナ禍において、2021年も多くの行事が中止に追い込まれ、ハンドベル
の演奏もかなわない状況が続いています。しかしそんな中でも、ライブ配信によるコンサートの開催や、
演奏動画の投稿、オンラインによる総会の実施など、新たな動きが一気に広まってきました。物理的な
ディスタンスを軽々と飛び越えられるこれらの登場は、日常が戻ったあとも大きな力になることでしょ
う。そして来年2022年は待望の世界大会が開かれます。何千個ものベルがリアルに響き渡る日が一日も
早くやってくることを心から願っています。
（NM）
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