令和 3 年４⽉ 1 ⽇
岡 ⼭県 マー チン グバ ンド 協会 会員 及び 新 規 加⼊ 予定 団体 各位
岡⼭ 県マ ーチ ング バン ド協 会
事務 局⻑

近藤

剛⼠

資料送付について
平 素よ り岡 ⼭県 マー チン グバ ンド 協会 の 各 種活 動・ 催し に対 しま して ，格 別の ご
理解 とご 協⼒ を賜 り， 厚く 御礼 申し 上げ ま す 。
今 回， 以下 の資 料を 送付 させ てい ただ き ま すの で， ご査 収の 程よ ろし くお 願い い
たし ます 。
＜同封資料＞
①
②
③
④

(県 )定 例総会 zoom(5/7)開 催の お知 らせ
(県 )定 例総 会出 ⽋確 認
(中 国)定例 総会 zoom(5/9)開催 のお 知ら せ
(中 国)定例 総会 委任 状 ※

※

※③④について、個⼈会員の⽅は代議員にのみ同封しております。

総会 資料 作成 等の 関係 で，誠 に恐 縮で はあ り ます が次 の対 応を お願 いい たし ます 。
資料

資料 場所

団体

個⼈

郵送

メール

提出 期⽇

裏⾯

●

×

―

―

4/22(⽔)

加盟 登録 書式

協会 HP

●

×

●

●

4/24(⾦)

後援 事業 派遣 演奏 につ いて

協会 HP

●

×

×

●

4/24(⾦)

定例 総会 出⽋ 確認 (県 )

同封

●

●

●

×

4/24(⾦)

定例 総会 委任 状(中国 )

同封

●

該当者のみ

●

×

4/24(⾦)

団体 年会 費の 振込

※ 押印 書類 は郵 送が 必要 です 。
※ 個⼈ 会員 の会 費に つい ては 協会 本部 の 指 ⽰に 従っ てく ださ い。
「加 盟登 録書 式」 は， 退会 の場 合も 提出 が 必 要と なり ます 。令 和 3 年度 加盟 全団 体
分（新 規加 盟を 加 えて）を中 国⽀ 部に 提 出い たし ます ので，必 ずご 提出 をお 願い いた
しま す。
※提 出書 類の デー タは ，中 国⽀ 部の ホー ム ペ ージ をご 確認 くだ さい 。
提出 先事 務局 アド レス
郵送 先

okayama.marching@gmail.com

〒700-0054 岡⼭ 市北 区下 伊福 ⻄町 7-38

《 新 しく なり まし た》

創志 学園 ⾼等 学校 内

岡⼭ 県マ ーチ ング バン ド協 会事 務局 ⻑

近藤

剛⼠

宛

裏⾯ に続 く

加盟団体の年会費について
継続加 盟団 体年 会費（ 10,000 円），新規 加盟 団 体年会 費（加 盟費 10,000 円 ＋年 会費
10,000 円）につ いては ，４ ⽉２ 2 ⽇（⽔）まで に，以 下の ⼝座 にお振 込み をお 願いい た
します 。そ の際 の振込 ⼿数 料は 各団 体でご 負担 願いま す。
銀⾏⼝ 座︓ 株式 会社 ゆう ちょ銀 ⾏
名

前︓ 岡⼭ 県マー チン グバ ンド 協会

⼝座番 号︓（ 記号 ）１ ５４ ００
（ 番号 ）２ ６６ １９４ ２１
※他⾦ 融機 関か らの振 込受 取⼝ 座
店

名︓ 五四 ⼋（読 み ゴヨン ハチ ）

店

番︓ ５４ ８＜預 ⾦種 ⽬︓ 普通 貯⾦＞

⼝座番 号︓ ２６ ６１９ ４２

お問い 合わ せ先

提出 先事 務局 アド レス
事務 局

okayama.marching@gmail.com

〒700-0054 岡⼭ 市北 区下 伊福 ⻄町 7-38

《 新 しく なり まし た》

創志 学園 ⾼等 学校 内

岡⼭ 県マ ーチ ング バン ド協 会事 務局 ⻑
電話番 号

080-9791-0588

（事 務局携 帯）

近藤

剛⼠

宛

令和 ３年 ４⽉ １⽇
岡⼭ 県マ ーチ ング バン ド協 会会 員及 び新 規 加 ⼊予 定団 体各 位
岡⼭ 県マ ーチ ング バン ド協 会
事務 局⻑

近藤

剛⼠

岡⼭県マーチングバンド協会令和３年度定例総会
（zoom によるリモート開催）のお知らせ
平素 より 岡⼭ 県マ ーチ ング バン ド協 会の 各 種 活動 ・催 しに 対し まし て， 格別 のご
理解 とご 協⼒ を賜 り， 厚く 御礼 申し 上げ ま す 。
さて ，当 協会 では 例年 4 ⽉〜 ５⽉ にか け ての ⽇程 で定 期総 会を 開催 して おり ます
が， 新型 コロ ナウ イル ス感 染防 ⽌の 観点 か ら ，5 ⽉ 7 ⽇(⾦)19︓00〜zoom に よ
るリ モー ト開 催（ ⼀堂 に会 する 形式 では な く ，オ ンラ イン で議 決を ⾏う 形式 ）の ⽅
向で 準備 を進 めさ せて いた だき ます 。
同封 の「 定例 総会 出⽋ 確認 （県 ）」 へ zoom ミー ティ ング にご 招待 させ てい ただ
くア ドレ スを ご記 ⼊い ただ き， やむ を得 ず ⽋ 席さ れる 場合 は委 任状 にも ご記 ⼊・ 押
印の 上ご 提出 くだ さい 。そ の他 ，総 会資 料 作 成に あた り別 紙「 資料 送付 につ いて 」
でお ⽰し した 資料 等の 提出 をよ ろし くお 願 い いた しま す。 zoom の 利⽤ ⽅法 が分 か
らな い等 ，ご 不明 な点 があ れば 事務 局⻑

近 藤ま でご 相談 くだ さい 。

また ，⽇ 本マ ーチ ング バン ド協 会は 昨年 度 の 全国 ⼤会 およ び予 選⼤ 会に 向け ，⼤
会の 実施 規定 等， 様々 な改 ⾰を 進め てお り ま した が， 新型 コロ ナウ イル スの 影響 で
急遽 「e-marching」 とい う全 く別 の形 式・ 規定 での 開催 とな りま した 。
今年 度の ⼤会 にお いて は昨 年度 改⾰ され る は ずだ った 内容 で準 備が 進ん でお りま
す。 ⽇本 マー チン グバ ンド 協会 のホ ーム ペ ー ジに 実施 要項 に関 する 記事 が掲 載さ れ
てお りま すの で必 ずご 確認 くだ さい 。
中国 ⽀部 の定 例総会 につ きま して も詳細 を同 封して おり ます 。必ず ご確 認く ださ い。
以上

