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NPO法人日本ハンドベル連盟
理事長　下田和男

　新型コロナウイルスの感染者が世界的な広がりを見せています。多く
の人々が困難に直面していますが、今だに収束の見込みが立っていませ
ん。このような状況下、先の見えない不安の中で連盟本部は2020年、新
年度を迎えました。
　昨年度の事業の最後に予定されていましたハンドベル小編成講習会は、
感染予防の観点から中止とさせていただきました。また、新年度に向け
ての予算理事会も異例の書面議決により実施いたしました。今後さらに
感染者の増加傾向が続くようであれば、新年度の事業展開は予定通り実
施できるか予断を許さない状況です。
　連盟会員の皆様も全国的な感染拡大により、日常の演奏活動など支障
をきたしているのではと推察いたします。どうぞ健康には十分気をつけ
て下さい。
　願わくは、一日も早くコロナショックから解放され、通常の活動がで
きるようにと皆様と共に祈りたいと思います。
　なお、本来ならば今年度はハンドベル世界大会の開催年でもありまし
たが、開催国、香港の都合により大会は中止となっています。

　さて、本年度も引き続きまして昨年度掲げました項目を中心に、必要
な改善、改革などを進めてまいります。

　第一は「財政の再建と健全化」についてです。「入るを図って、出る
を制す」との考え方で、健全な連盟の会計を求め、逼迫する財政状況の
改善を図ります。「出るを制す」ために、昨年の経験を活かし、さらに
節約を図りながら、無駄を無くし資金運用を効率的に行い、常に堅実な
運営を心掛けてまいります。

　第二は「会員数の維持と拡充」です。昨年も指摘いたしましたが、昨
今では、少子化の影響や指導者の不在、さらには指導者の世代交代によ
る環境の変化で、学校での部活動が低迷しハンドベルチームが縮小した

2020年度を迎えるに当たって
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り休止しているところが見受けられます。また、社会人など新たなチー
ムを作る動きも相変わらず鈍くなっています。このままでは会員数の減
少傾向に歯止めがかかりません。対策としては、ハンドベル指導者の養
成をさらに強化し、新たなチームの育成に繋げたいと考えます。また、
各支部とも連携し、連盟に所属してない潜在的なチームを把握し、連盟
加入を積極的に促していくことも必要です。さらには、社会人チームな
どのリンガーの皆様に対して、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個人会員への入会を促し、会員数の増員を図りたい
と思います。それらの事が連盟の基盤の強化、しいては財政状況の強化

「入るを図って」に繋がると考えます。そのためには、受け入れ体制の
強化と会員特典のさらなる充実も同時に図らなければなりません。

　第三は「事業内容の充実」です。事業内容には、連盟の存在意義と価
値、使命などが内在します。講習会や演奏会を主体とする事業内容は、
時代や多様化するニーズを受け止め、それに答えられるものでなければ
なりません。マンネリズムに陥らないためにも、普遍的で変えられない
内容や事柄は継承しつつ、変えられるものは変えていく必要がありまし
ょう。その上で質の高い、しかも実効性のある内容を会員の皆様や一般
市民の方々に提供しなければなりません。今後、全国フェスティバルや
講習会なども、条件が整えば、地方での開催を積極的に進めたいと考え
ます。事業内容の充実は、連盟の活動に活気をもたらします。結果とし
て収入増「入りを図る」にもなり財政的にも安定が期待できます。 そ
れには講師陣の充実も大切な課題となります。今後、有能な人材を発掘、
養成するためには講師認定制度の有効活用が求められます。現行の講師
認定制度の見直しも必要かもしれません。

　第四に「運営組織の強化」です。連盟を維持、発展させるためには、
盤石な運営組織の存在が不可欠です。体制の強化を図るために昨年度よ
り理事に準ずる　評議員制度 を新設いたしました。今後も即戦力とし
て広く有能な人材を評議員として登用していきたいと考えます。
　「運営組織の強化」や「財政の再建と健全化」を進める過程で現行の
NPO法人の下ではその制約により限界を感じる事があります。連盟は
全国的な組織であり支部組織も含め決して小規模な組織ではありません。
NPO法人は、比較的小規模で地域密着型の組織で、奉仕活動を主体に
寄付金を主な資金として活動する団体です。連盟もNPO法人設立より
８ 年の歳月が経過しました。現状を打開するためには法人の見直しも必
要と思います。これに変わる有力な選択肢は一般社団法人が考えられま
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す。他の音楽団体も殆どが一般社団法人として事業が展開されています。
一般社団法人はNPO法人よりも連盟の現状に即していて事業の展開や
改善、改革も取り組みやすいと考えます。また、NPO法人から一般社
団法人への移行は比較的簡単な手続きで済みます。充分な議論を経て結
論を出し、必要な手順を踏み出来るだけ早い機会に移行ができればと思
っています。
　「運営組織の強化」には、法人の事務を一手に処理し、会員の皆様と
の直接の窓口となる事務局の体制強化も重要です。今後も、財政的に可
能な限り、規模に見合う体制を構築していかなければなりません。なお、
関連して、前任者の谷内邦彦副事務局長の退任に伴う新たな事務局の人
事で、理事会承認のもと新副事務局長として武者智子氏を選任いたしま
した。当面は事務局長を置かず、副事務局長として代理業務を行ってい
ただきます。

　第五に「キリスト教の基盤の維持」です。昨年度も強調させていただ
きましたが、会員の皆様には、ハンドベルの起源がキリスト教会であり、
そこで用いられ、そこから普及、発展したという歴史的な事実を改めて
理解して頂きたいと思います。連盟もキリスト教の精神に基づき企画運
営され現在に至っています。連盟の基盤であるキリスト教の愛と奉仕の
精神を今後とも維持、継承していくことは大切な使命でもあるのです。

　新型コロナウィルスの感染拡大が早く収束することを願いつつ以上の
五項目を中心に新年度、2020年も改善、改革の歩みを進め、ハンドベル
を愛する会員の皆様の一層のご支援、ご協力を頂きながら組織を挙げて
ハンドベル音楽のさらなる普及、発展のために努力してまいりたいと存
じます。

 2020年 ４ 月 １ 日
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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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原案・監修：福島 紘子（集中治療専門医、ハンドベルリンガー）
参考資料：厚生労働省の手引き

感染者が咳やくしゃみを手でおさえた後、その手で周囲の物に触れるとウ

イルスが付着します。またその触れた物を介して他の人の手にもウイルス

が付着し、その手で口や鼻、目などを触ると粘膜から感染します。

•練習場所に到着したら、まずは十分な手洗

いを行う。

•準備直前に再度手洗い、または明らかな汚

れがなければアルコール消毒を行う。（到

着後すぐに準備に取り掛かかる場合は、省

略可。）

•咳やくしゃみを手でおさえた後や、飲食を

行う前には手指衛生（手洗い、手指消毒）

を徹底する。

接触感染を防ぐ

1. 手洗いのタイミング

•手指衛生後、顔などを触る前に速やかに手

袋をはめる。

•多くの人が触れる可能性のあるもの（ベル

ケース、マット、テーブル等）は手袋をし

た状態で持ち、セッティングを行うことが

望ましい。

2. 手袋をはめるタイミング

•一度使用した手袋は、汚染された可能性が

あるものとして扱う。

•手袋を外したら、可能な限り手指衛生を行

う（手袋の外側を触るため）。

•使用後の手袋はビニール袋等に密閉して持

ち帰り、すぐに洗濯する。

•休憩時等に外した手袋は置きっぱなしにせ

ず、他のリンガーが間違って触れることが

ないように管理を徹底する。

4. 使用後の手袋について

•顔やマスクを触る時や、咳やくしゃみをお

さえる時には手袋を外す。手袋についたウ

イルスがベル等に付着することで、他のメ

ンバーが感染したり、知らずにウイルスが

ついた手袋で顔まわりを触ることで、自分

も感染する可能性があります。

3. 手袋をはめている時の注意

練習や演奏の前後に、楽器や備品を消毒する。

•ハンドベルのハンドル、ハンドチャイムのチューブ、マレットの柄、シ

ンギングベルのスティック、譜面台、およびアルミ製ハンドベルのキャ

スティングは、アルコール含有シート等で消毒する。

•アルミ製以外のハンドベルのキャスティング表面は、アルコール含有シー

ト等で消毒したら、すぐに清潔な柔らかい布（着古したTシャツ等）で拭

き取る。キャスティング部分に変色が見られたら、時間を置かずにポリッ

シングクリームで磨く。

•消毒したシートや布はビニール袋等に密閉して持ち帰る。

•ハンドベルのクラッパーヘッドとマレットヘッドは除菌が難しいため、

リンガーは極力手で触れないよう注意する。

ハンドベルメーカーの回答より

※ここに書かれていることはあくまで目安であり、個々人の状態や練習環境などにより、細かい対

応は異なります。

※少しでも不安がある方は、安心して再開できる日まで、複数での演奏活動はお休みすることをお

勧めします。

※学校のチームは、学校の方針に従ってください。

楽器と備品の扱いについて

P3 P4
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•ハンドベルのクラッパーヘッドとマレットヘッドは除菌が難しいため、

リンガーは極力手で触れないよう注意する。

ハンドベルメーカーの回答より

※ここに書かれていることはあくまで目安であり、個々人の状態や練習環境などにより、細かい対

応は異なります。

※少しでも不安がある方は、安心して再開できる日まで、複数での演奏活動はお休みすることをお

勧めします。

※学校のチームは、学校の方針に従ってください。

楽器と備品の扱いについて

P3 P4
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　第39回指導者講習会は、2019年 ５ 月18日（土）、19日（日）の一泊二日の日程で、千葉県
の「幕張国際研修センター」にて、受講生60名、講師11名　アシスタント10名　スタッフ
9名　合計90名で開催されました。
　全国のハンドベル指導者やリンガーが集い、ベル情報の取得や親睦を深めました。今回
は「選択講座」についてご報告致します。

【クラス講習】　クラス別に、レベルにあった講習曲で学びました。（内容は省略）
　　基礎Ａクラス　　　16名（講師　小林わか枝）
　　基礎Ｂクラス　　　1５名（講師　加藤　尚美、小澤淳一）
　　応用クラス　　　　1５名（講師　鈴木　幸子）
　　認定講師クラス　　13名（講師　大塚　安宏）
　　見学　　　　　　　 1名

【選択講座】
○ハンドチャイム入門　〈講師　下田　和男〉
　ハンドチャイムの歴史、構造と各部の名、調整方法等の説明後、 ５オクターブのチャイ
ムの親しむ講習を行った

○ハンドチャイム演習　〈講師　下田　和男〉
　チャイム ５オクターブを使用し、基本的な奏法、音作りに重点を置き、講習曲を演奏した。

○楽典入門Ａ　〈講師　鈴木　幸子〉
　関係調、音程、転調、移調など指導上、理論的な裏付けとしての基本的な音楽記号を確
認した。
　また、認定講師試験についての歴史や、筆記試験内容について説明を行った。

○指揮法Ⅰ（初めての受講生）　〈講師　𠮷田　年一〉
　脱力、抜重、図形（ 1・ 2・ 3・ ４・ 6・拍子）等、指揮の重要性について講習を行った。

○指揮法Ⅱ（二回目以上））　〈講師　𠮷田　年一〉
　「指揮法練習曲」を用いて、指揮者、演奏者にわ
かれて演奏をして、指揮の違いについて学ぶ。

○編曲法Ⅰ（初めての受講生）　〈講師　岡本　和子〉
　資料・デモCDを用いて、ベルの音域の特徴と、
奏編曲の基礎知識、奏法の効果的な使い方や表記
方法を学ぶ。

第39回指導者講習会報告�
実行委員　大塚　安宏
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○編曲法Ⅱ（二回目以上）　〈講師　岡本　和子〉
　受講生が事前提出した編曲課題を本人指揮で演
奏し、その作品の講評とアドバイスを行った。

○ベルケア　〈講師　真辺　常雄〉
　テキストを使用して、磨き方、保管方法等説明
後、実際にベルを分解し構造、調整方法について
解説を行った。

○リンギング・クラス　〈講師　加藤　尚美〉
　リングを中心に各種奏法がある 3～ ５オクターブで、小～大編成に対応でき、施設等の
訪問演奏で出来る曲を選んだ。

○リンギング・クラス　〈講師　岡本　和子〉
　ベルとチャイムを用いて、感情豊かな音楽表現を模索し、演奏する楽しみを感じながら
演奏した。

○ハンドベルの演奏記号と奏法　〈講師　鷹巣　誠一〉
　資料を用いて演奏記号について解説。それを使ったどのように音楽作りをするかを、い
くつかの譜面を演奏して体験した。

○楽式の基礎知識　〈講師　大塚　安宏〉
　形式、終止形による演奏効果の違い。又、倚音の楽譜上の見分け方（旋律と和音の関係）
と演奏の注意点を楽曲演奏して解説した。

○ケガ防止法　〈講師　湯浅　英貴〉
　資料を用いて身体の説明。良く聞くベル関連のケガの状態と、なぜそうなるかの情報を
提供。又、質疑に応答しながら学ぶ。

【指揮者シャッフル】〈講師　鷹巣　誠一、大塚　安宏〉
　応用クラスと講師認定クラスの合同。機械的に半数ずつに分けて、指揮者の個性と音楽
作りを体験した。

【デモストレーション演奏】
　東京のアンダンテ（指揮：小澤　淳一）によるミニコンサート。「フェスティブ・トッカ
ータ」「シンデレラ」「雷鳴と稲妻」「小組曲より、バレエ」「フライ・ミー・トゥ・ザ・ム
ーン」の ５曲を演奏。

　講習会にハンドベルや用具をお貸しくださった団体・個人の皆様。そして事務局、アシ
スタントの皆さんのお支えに感謝申し上げます。
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第43回夏期講習会報告
� 実行委員　　鈴木　幸子

　第４3回夏期講習会は2019年 8 月17日（土）～19日（月）の 2泊 3日の日程で、受講生1４2名、
講師、アシスタント、看護師、本部スタッフ合わせて179名で千葉県・幕張国際研修センター
にて開催されました。
　ご参加くださいました皆様ありがとうございました。

　今回はクラス講習の他、ユース・ビギナークラス対象の特別講習 ４種類、リンギングクラ
ス対象の指揮者シャッフル 2名、公募での選択クラス 2種類を加え、選択講座計1５種類が開
かれました。

【マスリンギング】鷹巣誠一　曲名：希望の風

【クラス講習】
クラス 講師名 受講者数 講習曲（発表曲）

ユースA 芦田�京子 1４名 ラウンド・オブ・プレイズ　他
ユースB- 1 荒井�弘高 13名 パート・オブ・ユア・ワールド　他
ユースB- 2 今田�政成

谷内�邦彦
13名 パッヘルベルのカノン　他

ユースC 𠮷田 年一 16名 ディズニー・ファンタジー・ベルズ・オン・パレード　他
ビギナー 小澤�淳一 18名 ウェストミンスター・ファンタジー　他
リンギング 鷹巣�誠一

谷内�邦彦
23名 神はわがやぐら　他

指導者 鈴木�幸子 2４名 モーニング・トランペット　他
認定講師 大塚�安宏 1５名 イッツ・タイム・フォー・サヤン・サヤン　他
チャイム 下田�和男 ５名 故郷・赤とんぼ　他

【指揮者シャッフル】リンギングクラス対象
杉山�仁美　Lead�Me�to�Calvary
多田羅�智穂子　Canticle�of�Hope

【特別講座】ユース・ビギナークラス対象
基礎講習…小澤�淳一
ベルの構造・扱い方・打ち方の基礎を講義と実技で
演奏記号と奏法…今田�政成
身体つくりの為のトレーニング…戸塚�真理
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音楽の約束ごと…鈴木�幸子

【選択講座】
指揮法Ⅰ・Ⅱ…𠮷田 年一
編曲法Ⅰ・Ⅱ…芦田�京子
ハンドベルの歴史…小澤�淳一
ハンドチャイム…下田�和男
ベルケア…真辺�常雄
ディズニーに夢中！…𠮷田 年一
カホンとベルでグルーヴィー！…ダミアン・リム
ベルツリー…鈴木�幸子
情熱大陸を奏でてみよう！…荒井�弘高
シンギングベルの棒・製作と演奏…大塚�安宏
楽典総合…鈴木�幸子
曲目紹介のつくり方…谷内�邦彦
怪我をしない為のトレーニング…戸塚�真理

【公募での選択クラス】
ソロリンギングとデュエット　初級…河野�さとみ
少人数でも楽しめる12Bells…五十嵐�しのぶ

　これからも皆様のご要望に応えられます様に、色々工夫して参りたいと思います。
今回、ハンドベルや用具をお貸し頂きました団体、個人の皆様、そして、当日はもちろんの
こと、準備段階からご尽力くださいました事務局、アシスタントの皆様に感謝申し上げます。
　また宿泊にて御不便お掛け致しました一部の参加者の皆様に紙面をお借りしてお詫び申し
上げます。
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第43回全国ハンドベルフェスティバル� 実行委員　鷹巣　誠一

　2019年11月17日（日）第４3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。

　今回の参加団体数は昨年よりも ４団体少
ない４５でした。申し込みをされて十分準備
をしたにもかかわらず特別授業が入り参加
を断念された団体もあると聞いています。
コロナウィルスの影響で演奏活動がしたく
てもできない現在、多くの皆様がこのよう
な事例に心から共感を覚えるのではないで
しょうか。振り返れば今までこのようなフ
ェスティバルが開催されてきたこと自体大
きな恵みであったと改めて思っています。

　さて、全国大会と銘打つこのフェスティバルですが、今回は関東地区以外で山形、
福島、石川、三重、愛知からの参加をいただきました。人見記念講堂が改装工事のた
め使えなくなるのは2021年からと聞いています。次回は東京での開催となりますが、
これを機会に以前のように全国を巡るフェスティバルが開催されると良いなと個人と
しては期待するところです。

　今年は、昨年から引き続きハンドチャイムのみの演奏が聴かれたことも喜ばしいこ
とでした。次年度以降も全国のチャイムのみで活動されている方々が触発されて参加
してくださることで、様々な表現が聴かれるようになることを期待したいと思います。

　開催当日は朝の 8：00からステージセッティングなどの準備が総勢４9名のスタッフ
により開始され、10：00開会でオープニングベル。12：30に下田理事長のあいさつを
経て19：00に全団体演奏終了。閉会式のクロージングベルをもってファスティバルを
終えました。

　一日の演奏を振り返ると、それぞれの演奏の質、特に音作りの意識を感じるとが出
来ました。楽譜に書かれた音符を正確に、強弱を表情豊かに鳴らすだけではなく、リ
ンガー一人一人が自分の出している音がどのようにその音楽の中で鳴っているのかを
考えながらの演奏が多く聴かれた気がします。特に私が感じたのは、マルマークのベ
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ルは高音の音質が明るく
華やかな分、無意識に音
だけを出していると打撃
音だけが耳に残ってしま
うことがありますが、あ
るチームの演奏を聴いた
ときに「ん、これはあの
マルマークの音だろう
か？耳に優しい美しいパ
ッセージだな」と感じた
ことを覚えています。こ
れは素晴らしいことだと直感しました。ハンドベルの表現力はまだまだ先があるぞと、
改めて楽器の持つ魅力に惹かれる思いでした。皆様もそう感じた方が多かったのでは
ないでしょうか。

　その他、今年も新しいオリジナルの編曲版をいくつか聴くことができました。これ
もフェスティバルの楽しみです。特に、少人数の団体が自分たちの人数に合わせた編
曲を毎年このフェスティバルで披露してくださいます。それを今年も十分に楽しむこ
とが出来ました。

　今年の最終ブロックには山形学院高等学校の皆さんの演奏が入り、いつもスタッフ
を務める連盟直属のチーム以外の演奏を聴くことが出来たのも嬉しいことでした。全
国フェスティバルのエンディングとしてふさわしいひと時を過ごすことが出来ました。

　演奏以外のこととして、今年は「花井メディテック株式会社」によるハンドベル 2
オクターブセットのサンプル展示が行われ、手に取り実際に音を出して確かめたり、
アンケートに答えてトートバッグをもらったりして喜ぶリンガーの姿が見られました。
手に入れやすい価格と品質の向上に期待したいと思います。



16 日本ハンドベル連盟会報

　2019年度の講師認定の方は下記の氏名の方々です。現在、認定講師総数は、 1級＝11名、
2級＝59名です。「ハンドベルの普及の為に、指導者を育成し、その資質の向上を計り、より
ハンドベルの普及啓発活動に資すること」を目的に、連盟30周年記念事業として2007年より
実施されています。
　講習会への参加意識が変わり一つの目標となった。と毎年の様にご参加する方もおいでで
す。また、多くのリンガーの方々にも、指導はしていないがハンドベル音楽の理解、演奏向
上のために、指導者だけの制度でなく、リンガーの技術的、音楽的な演奏向上への高度な学
習目的の意義があると、ご理解頂き大変有難く思っております。
　 3年前より予告しました認定講師 2級の継続更新条件が、今年度より改定されました。そ
の条件とは、４年間に、指導者講習会 1回、および　夏期講習会 1回　計 2回以上受講する事。
です。
　会員の皆様には、この認定制度をご理解いただきまして、引き続き認定資格獲得に向けて、
積極的に取り組んで頂けます事を願っております。
　講師認定 2級の資格条件は、指導者講習会と夏期講習会（指導者コースのみ）を受講する
事が条件となります。　また、申請年も含め過去 5年間に、計 5回以上受講しなければなら
ないと決まっています。詳細や次の認定 1級獲得の条件等は、事務局にお問い合わせください。
　なお、新型コロナウイルスの為、指導者講習会が開催出来ませでした。認定条件に関わり
ますので、検討の上、後日対応を発表いたします。

【2019年度認定者】（有効期間2020年 ４ 月 1 日～202４年 3 月31日まで）
認定講師 1級（新規はいません）

認定講師 1級（継続）　 ４名
　今田　政成（東京都）　　　岡田　泰子（岐阜県）　　　加藤　尚美（神奈川県）
　小林わか枝（神奈川県）

認定講師 2級（新規）　 1名
　細川　朋子（東京都）

認定講師 2級（継続更新）　18名
　綾部　律子（東京都）　　　伊藤　香子（東京都）　　　伊藤香寿美（長野県）
　今本　優子（三重県）　　　菊池みどり（神奈川県）　　小柳　友枝（東京都）
　佐藤　直子（岩手県）　　　須賀ちか子（東京都）　　　菅原　幸子（岩手県）
　鈴木　壽子（山形県）　　　丹後美紀子（京都府）　　　千葉　貢子（岩手県）
　土屋　多紀（東京都）　　　富田由紀子（兵庫県）　　　中山　真澄（大阪府）
　福田　恵子（長崎県）　　　藤野みどり（東京都）　　　松本友香子（茨城県）

【認定失効者】（2020年 3 月31日をもって失効された方）　 9名
　上戸　綾子（長崎県）　　　岡田　直美（神奈川県）　　北島　三央（福岡県）
　倉本　悦子（神奈川県）　　香村　俊子（神奈川県）　　小山　恭子（大阪府）
　実藤　紀子（大阪府）　　　鷹巣　誠一（神奈川県）　　森本　俊子（長野県）

　講師認定資格獲得は、ゴールでなく指導者としての出発点です。日本のハンドベル普及啓
発活動を活発にし、資質の向上を意識して、より高いハンドベル音楽の芸術的価値、楽しさ
を追及するために、積極的に講習会に参加して頂きたいです。

2019年度講師認定報告� 講師認定委員長　　大塚　安宏
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2020年度の行事について
新型コロナウィルス感染拡大の影響を受け、2020年 3 月から 9月までの連盟行事は、支部のフェス
ティバルも含めすべて中止となりました。
今後の行事についても、状況を見ながら検討してまいります。

11月の全国フェスティバル、および2021年 3 月（予定）の小編成講習会に関しましては、開催が決
定され次第、会員の皆様にご案内いたします。
なお行事中止のお知らせは、連盟ホームページ（https://www.handbell.jp）にも随時掲載いたします。

日本ハンドベル連盟では、このたびの新型コロナウイルスに罹患された方にお見舞い申し上げると
共に、感染拡大防止にご尽力されている皆様には深く感謝を申し上げます。
一日も早い終息と、ハンドベル音楽を通じた交わりの再開をお祈りいたします。

2020年度 NPO法人日本ハンドベル連盟 行事日程
☆2020年

５ 月30～31日（土～日）	 第40回	指導者講習会（ 1泊 ２日）	 ※中止
５月30日（土）	 第44回	総会	 ※書面議決
８月２1～２3日（金～日）	 第44回	夏期講習会（ ２泊 3日）	 ※中止
11月２3日（月・祝）	 第44回	全国フェスティバル
	 昭和女子大学人見記念講堂（東京）［予定］
☆2021年

［日程未定］	 第3２回	小編成講習会	 東洋英和女学院中高部（東京）［予定］

＃　＃　＃　＃　＃　＃　＃　＃　＃　＃　＃　＃　＃　＃　＃　＃

◎2020年　支部活動

4 月２9日（水・祝）	 第40回　関東フェスティバル	 ※中止
６月２0日（土）	 第２８回　中部フェスティバル	 ※中止
６月２7日（土）	 第3５回　関西フェスティバル	 ※中止
7月1２日（日）	 第3８回　東北フェスティバル	 ※中止
7月1８日（土）	 第 ８ 回　中国・四国フェスティバル	 ※中止
9月２1日（月・祝）	 第２５回　九州フェスティバル	 ※中止
［日程・会場未定］	 第3６回　北海道フェスティバル

� 2020年 ６ 月 8 日現在
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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 2 名
主な活動：
　●第35回北海道ハンドベルフェスティバル（11月10日）…16団体158名参加
　日本ハンドベル連盟北海道支部の第35回フェスティバルを記念して、今回は作曲家・編曲家とし
て幅広く活動なさっている岡本和子先生に第35回記念リンガーズ（支部所属チームの有志リンガー
で構成）を指導、指揮をしていただきました。
　フェスティバルに出演した団体は小学校、中学校、大学、一般と幅広く、満席の来場者と共に、
あたたかい雰囲気の中で終了しました。
　●第21回ハンドベル講習会（ ７ 月15日）…28名参加
　毎年各チームの状況や、希望を聞きながら開催している講習会ですが、今年度はクラス分けをせず、
28名全員で向かい合って行いました。初めてベルを振る参加者とともに経験者は改めて基礎を学び、
ベルの持ち方、音の出し方、腕の振り方をお互いに見合いながら進められました。
　●第 6 回ハンドベルを楽しむ会（11月 ９ 日、10日）…42名参加
　ハンドベルを楽しむ会は指導者やリンガーがお互いの指揮や演奏を見て学びあう場として開催さ
れています。今回は神戸から作編曲家、指揮者、リンガーとして活躍されている岡本和子先生をお
迎えして、ご自身の編曲された曲を演奏し、翌日の第35回北海道ハンドベルフェスティバルで演奏
するという、初めての試みとなりました。編成は前列 3 オクターブ、中列 5 オクターブ、後列 4 オ
クターブの 3 セット42名での演奏となりました。　初日はＣ館第 5 会議室で演奏、翌日はフェス本
番のステージ上でリハーサルを行いました。岡本先生の明るくきびきびしたご指導により、リンガ
ー達も演奏法、表現法を学びつつベルの楽しさを存分に味わう貴重な体験となりました。パプリカ
ではプロの奏者、加村憲之さんのカホンも加わり、打楽器との共演を楽しむことができました。フ
ェスティバル本番はたくさんの観客の前で演奏を披露し、充実した 2 日間をリンガー全員が共有で
きたと思います。当日の演奏を岡本先生がYouTubeにアップしてくださいましたのでどうぞご覧く
ださい。

東北支部� 支部長　鈴木　壽子

会員数：22団体、個人15名
主な活動：
　●第3７回東北ハンドベルフェスティバル（ ７ 月 ７ 日）
　●役員会、総会
　201７年、アジアフェスティバルにおいて東北支部への応援をいただいてから早 2 年余、少しずつ
ですが支部としての活動の輪が広がっているように思います。本年は 2 団体が連盟に加盟しました。
個人会員 5 名は独自にチームを立ち上げて活動しており、他の会員は団体のリーダーとして活躍し
ています。北上ベルハーモニーは20周年コンサートを盛大に開催しました。 宮城県は12月に第 3 回、
山形県は10月に第18回の県コンサートを開催しております。ただ一つ残念なことは、福島県のおお
なみ学園・太陽学園が指導者、メンバー、施設の都合により休会となったことです。
　支部では、 ７ 月 ７ 日宮城乘岩沼市民会館において第3７回ハンドべルフェスティバルを開催しまし
た。嬉しいことに昨年は福島県から「ベルローザ」、青森県から「八戸学院大学短期大学部HGJCリ
ンガーズ」の初参加があったことです。おおなみ学園は支部フェスティバルに1９９７年の第16回大会
から20数年にわたり参加、さらに全国フェスや世界大会にも参加し活躍してきた団体なのでとても
残念な思いです。また一緒に演奏できることを切に願っております。
　本年の支部活動は昨年の総会時の総意により、会員への諸連絡諸事務関係一般の遂行を効率よく

2019年度　各支部活動報告
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図るため、当分は事務局を山形とし、支部長・事務局長・会計係の三役と、事務局員として各県か
ら 1 名の代表者で役員会を構成し、今のところ支障なく連営しております。支部フェスティバルに
ついては、会場の確保や各県輪番制の難しさから他県からの開催要望がない限り2020年度から山形
での開催として、開催関係事務一般を行うことを確認しました。
　支部創設40周年記念行事については、2020年 ７ 月12日の支部フェスティバルにおいて全会員によ
るお祝いのセレモニーと、40周年記念のために創っていただいたマスリンギング曲「わらべうたメ
ドレー」の演奏を計画していましたが、新型コロナ感染拡大防止のため 2 月末から練習が出来なく
なり、やむなく支部フェスティバル、記念行事を中止、2021年 ７ 月18日開催予定に延期せざるをえ
ませんでした。みんなが楽しみにしていましたので本当に残念です。来年は仕切り直して支部結束
して40周年をお祝いしたいと思っています。

支部活動に思うこと
　本年 3 月に201９年度の活動実績を提出していただきました。どの団体も各コンサート、ボランテ
ィア、母体行事への参加演奏、依頼演奏など年間を通して意欲的に活動しています。これには指導
者の力量は言うまでもなくメンバー同士の結束、家族の理解・協力、練習場の確保などがうまく噛
み合っていることにあると思っています。東北には独自でハンドべルをやっている団体が幾つかあ
ります。一緒に活動できるようにと機会を見ては演奏に出かけたり、語り合ったりして同士へのお
誘いをしています。これからも連盟はじめ皆様のお力を借りて前に進んでいきたいと思っています。

中部支部� 支部長　杉山　仁美

会員数：38団体、個人 ７ 名
主な活動：
　●第2７回中部ハンドベルフェスティバル（ 6 月22日）…24団体420名参加
　●代表者会（総会）、支部レター発行、ホームページ運営

　中部支部には2020年 3 月現在、 ７ 名の個人会員と38団体が加盟しています。2020年度の役員の交
代に伴い、支部長　杉山仁美、副支部長　岡田泰子、会計　多田羅智穂子の重任が可決承認され、
書記はすでに 3 期務められたことから、辞任の申し出を受け、次回の代表者会（総会）で審議され
ます。（2020 .5　書記　猪股由美子　就任可決承認）
　消費税増税やプロバイダー契約等通信費がかかることから、年会費を次年度改訂することが可決
承認されました。今後もホームページを活用し、よりニーズに応えた情報発信をしていきたいと思
います。
　201９年 6 月22日（土）、金城学院大学アニー・ランドルフ記念講堂で第2７回中部ハンドベルフェス
ティバルを行いました。猪股由美子実行委員長のもと、24団体、約420名のリンガーが集い、引率者
その他32名、約450名の一般来場者を得、喜びのうちに、会を終えることができました。
　今回、10分枠に加え、参加費も1.5倍の15分枠を設け、 4 団体から申し出がありました。近年、 4
分30秒と長い曲や、メドレー曲が増え、それを選択するとどうしても 2 曲10分でおさまらず、遠方
から来ても 1 曲しか演奏できないこともあり、15分枠を設けることで、 2 曲演奏が可能となりました。
これにより、準備や曲の長さにゆとりがもて、遅滞なく終演を迎えました。
　参加費を日本ハンドベル連盟会員価格と非会員価格を設けました。非会員の方にもハンドベルを
通しての交わりを持ち、ゆくゆくは連盟の会員になっていただくきっかけづくりや出会いの場にな
ればと思っております。ちなみに、今回は、非会員の方の参加はありませんでした。
　フェスティバルのプログラムの売上と会場での募金を、日本赤十字社を通じて東日本大震災義援
金として寄附いたしました。
　フェスティバルの模様は、中部支部のホームページから公開希望団体の演奏がご覧いただけます。
アドレスはhttp://hrjchubu.sakura.ne.jp/です。
　また、年 2 回発行の『ニュースレター WA っ』では、書記の中尾陽子先生が練習場に足を運び、
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実際の練習等の取材をした記事など、中部ハンドベルフェスティバルに出演されていない団体の様
子も伝わり、つながりを感じております。また、中部支部の会員から出版された楽譜も紹介し、作
曲・編曲者の想いも伝えていきます。
　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。今後
も神様を讃美し、人々の幸せのための祈りの楽器としてケリー先生がハンドベルを用いられたこと
を覚え、中部支部の輪を広げていきます。

関西支部� 支部長　三宅　理磨

会員数：6９団体、個人30名
主な活動：
　●第34回関西ハンドベルフェスティバル（ 6 月2９日）…2７団体363名参加
　神戸芸術センター「芸術劇場」にて開催しました。当日は、2７チーム　合計363名、来場者180名、

運営スタッフとして23名が参加、日頃の練習
の成果を発表しました。今年度のマスリンギ
ン グ 曲 は「Fanfare and Alleluia」 作 曲：
Douglas E. Wagner、　指揮は、阿部望先生、
芦田京子先生、石丸星香先生、伊藤文香先生、
奥本伴在先生、佐々木聡先生、葉山のぞみ先
生、千守敦子先生が担当してくださいました。
た。
　●Joyfully Ring ！（ ９ 月 1 日）…31名参加
　アサンプション国際中学校高等学校にて開
催しました。指導者として遠方からお越しい
ただいた永見　操先生（中四国支部所属　え
ひめこどもの城ハンドベルクラブ、ブレーメ
ンリンガーズ）と阿部　望先生（日本ハンド

ベル連盟理事・神戸YMCA指揮者）をお迎えしました。
　●総会、役員会、ニュースレター発行
　 ９ 月 1 日（日）「Joyfully Ring!」昼休憩を利用して行われた支部総会では、活動報告・会計報告・
支部役員改選を行いました。役員は、引き続き、阿部望・土井典子・谷邊美千子・石丸星香・小林
真弓（会計）・高木恵美（副支部長）・三宅理磨（支部長）が再任されました。また、2013年に立ち
上げた「フレンドシップコンサート　関西」については、参加団体の申し出がなかったため当面休
止することを報告しました。
　役員会（年 5 回開催）では、「関西フェスティバル」や「Joyfully Ring!」の企画・事務作業、ニュ
ースレターの発行準備などを行っています。

中国四国支部� 支部長　寺西　卓

会員数：13団体、個人12名
主な活動：
　●第 ７ 回広島平和祈念・中四国ハンドベルフェスティバル（ ７ 月15日）… ９ 団体参加

　201９年 ７ 月15日「第 ７ 回広島平和祈念・中四国ハンドベルフェスティバル」を広島県民文化セン
ター・ホールにて実施しました。支部フェスティバルには連盟外より 1 団体（広島市）、連盟内より
8 団体（中国 5 団体・四国 3 団体）の計 ９ 団体が参加しました。
　また今年も当初より行っている広島ならではの活動「原爆死没者慰霊ハンドベルコンサート」も、
当日実施しました。この活動も活動継続の原動力になっています。
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　中国・四国支部は、連盟で最後に発足した支部です。また他の支部と違い、唯一日本の中の 2 つ
の地方をまとめている支部でもあります。更に支部連盟会員数は、団体・個人会員を合わせてもわ
ずか30です。支部会員のご協力によって、活動は続けられていますが、まだ 1 度も参加が叶わない
団体もあり、皆さんの結集をお待ちしています。今般の自然災害の多発さらには中国地方四国地方
との間には瀬戸内海があり、参加のためには陸続きではないことによる移動経費負担も多く、支部
活動を妨げる要因は多くあります。
　また支部役員も支部発足以前の1９９8年より今日まで22年間続き、皆、年齢を重ねてまいりました。

「死ぬまで続けよう」を合言葉にこれからも頑張りますので、皆様よろしくお願いいたします。

九州支部� 支部長　安楽　晃

会員数：38団体、個人15名
主な活動：
　●第24回九州ハンドベルフェスティバル（10月14日）…18団体220名参加
　●第 4 回九州支部勉強会（ ７ 月15日）…23名参加

　九州支部には約50団体（含個人会員）が日本ハンドベル連盟に登録されていますが、その中でユ
ニークな活動や話題性のある団体を紹介してきました。今回は長崎地区の活動についてご紹介いた
します。
　九州におけるハンドベル演奏の歴史は、活水学院の故小國公子先生により長崎でいち早く始めら
れました。1９９0年には「長崎旅博覧会」への参加を契機として、市民参加のハンドベル演奏が活発
になって「長崎ハンドベルコミュニティー」が誕生し、4 年後の1９９4年には小國先生のご尽力により、
九州全体が対象の「九州支部」が発足しました。
　支部は201９年10月に「第24回九州ハンドベルフェスティバル」を宮崎県延岡市で実施しましたが、
長崎でも ９ 月に「長崎ハンドベルコミュニティー」のフェスティバルが計画されました。長崎には

「九州支部」と「コミュニティー」の両方に関わる団体がたくさんおられますし、九州支部の長崎大
会では合同でフェスティバルを実施していますので、ハンドベル仲間としてお互いに敬意をもって
歩んでおります。
　現在、「長崎ハンドベルコミュニティー」は15団体を擁するまでに成長し、 ９ 月22日には30周年記
念の大会を盛大に祝う予定でした。東京からも小澤淳一先生の率いる「Andante」の皆様が応援に駆
けつけて下さり華を添えてくださるところ、当日はあいにく台風1７号の影響で中止となり、

「Andante」の演奏だけをしていただきました。大会は後日実施されましたが、台風の影響は本当に
残念なことでした。
　長崎は「平和を祈り願う街」ですから、長崎に根付いた「平和を奏でるハンドベル」として、今
後も益々発展していかれることを願っています。全国の皆さんも長崎に思いを馳せ、また訪問する
機会がございましたら「長崎ハンドベルコミュニティー」のことを思い出し、応援して下さいまし
たら幸いです。



22 日本ハンドベル連盟会報

2019年度　寄付者一覧
201９年 4 月 1 日から2020年 3 月31日までの寄付総額

一般寄付金　計　1,070,960円　（145件）

ベル基金　　計　　　195,120円　（ 4 月 1 日現在残高計282 ,664円）

以下の皆様から多くのお気持ちをお寄せいただきました。
この場をお借りして、心より感謝申し上げます。

【一般寄付金】
百合学院中・高校
Handbell Ensemble YD
小金井ハンドベルリンガーズ

「レ・ベル・ママン」
広田　稔
松蔭女子学院ベルクワイアー
ベル・プリーモ
須賀　ちか子
Twinkle
神戸YMCAベルクワイアー
横溝　聡子
鈴木　壽子
鷹巣　誠一
川合　順子
北陸学院小学校
佐藤　寿子
HGJCリンガーズ
岡本　和子
鎌井　泰
森川　涼子
杉山　仁美
大阪旭伝道所
Belle Lʼallure
Belle Jolie
久遠キリスト教会
津田　文恵

多田羅　智穂子
ハンドベルクワイア「ぶどうの木」
川村　かつ緒
早乙女　道彦
クワイアチャイム　クレール
都筑　洋子
ハンドベルクワイアLargo
小田　ひかり
福島おおなみ学園
社会福祉法人太陽学園
メーテルリング
アイリスクワイア
土屋　多紀
Spring Sprite
田廣　洋子
鎌倉教会
Bell Flower
光岡　紀子
香村　俊子
桜丘中・高校
山内　雅博
小林　わか枝
井上　直子
ひかりの子ハンドベルクワイア
フローラル・ベルクワイア
豊前キリスト教会
美濃加茂ハンドベルクワイアマザーズ

平尾　和子
能満寺ハンドベルエコーベルフラワーズ
三宅　理磨
ALPHA
グローリーリンガーズ
夙川聖書教会
唐沢　乃理子
学校法人　捜真学院
エルバ
藤田　なをみ
山縣　香苗
下羽　聖美
小川　亜理
伊藤　香子
小柳　友枝
芦田　京子
Happy Mothersクワイア明光
池田　公子
渡辺　美紀
新島学園中学校
新島学園高校
Ding Dong Ringers
篠　常明
西武文理大学
石川　明子
あじさい
堀田　よしみ
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フロールベルリンガー
岡田　寛子
クローバーベルフレンズ
An Bells
安藤　節子
函館三育小学校
フェアリーベルリンガーズ
加藤　尚美
小林　わか枝
北陸学院高校
都筑　洋子
ハンドベルクワイアLargo
木村秋美
宮本あき子
アイリスクワイア
松蔭女子学院
中山　敦
森岡　高司
森岡　昌子
本山　順子
Belle Lʼallure
Belle Jolie
ベル・ローザ
郡司　恵美子
浜崎　秀明
浜崎　道子
浜崎　秀明
伊藤　香寿美
大塚　安宏
ハンドベルサークル・メイリリイ
佐藤　直子
印田　恵理
活水高等学校
神戸YMCAベルクワイアー
東梅田教会
早乙女　道彦
別所　香苗
中山　敦

徳善　義昌
坂上佳子ハンドベル教室ルレーブ
柳沢　昌美
多田羅　智穂子
ハンドベルクワイア「ぶどうの木」
宮口　直子
森　朋子
近藤　一郎
松坂　桂子
川合　順子
川村　かつ緒
大沼　久美子
久遠キリスト教会
五十嵐　しのぶ
ノイ
寺西　卓
梅木　仁司
みやきハンドベル
豊前キリスト教会
荒井　裕美
山名　静子
大分教会
佐藤　昭
松阪　祐子
金城学院高等学校ハンドベルクワイア
吉田　和代
師勝はなの樹幼稚園

【ベル基金】
Daisyハンドベルリンガーズ
広田　稔
浦田　三希
グレイス・ハンドベル・クワイア
森岡　昌子
谷本　智子
川崎　百合枝
荒川　恵美子
香村　俊子
桜丘中・高校
小林　わか枝
森岡　昌子
豊前キリスト教会
梅津　直子
ALPHA
芦田　京子
ケリーベルクワイア
森岡　高司
森岡　昌子
大塚　安宏
印田　恵理
早乙女　道彦
川合　順子
吉田　和代

（順不同、敬称略）



24 日本ハンドベル連盟会報

特定非営利活動法人日本ハンドベル連盟
2019年度総会議事録

日　　時：201９年 5 月18日（土）　　午後 ９ 時より10時まで
場　　所：幕張国際研修センター　本館 2 階　渚BC（千葉県千葉市美浜区ひび野 1 - 1 ）

出席者数：総会員数　5７0のうち
　　　　　出席　5７名（48名＋理事・監事 ９ 名）
　　　　　委任状提出　301通　　計358

審議および報告事項：

審議事項
　第 1 号議案　　2018年度事業報告および収支決算
　第 2 号議案　　201９年度事業計画および201９年度予算案
　第 3 号議案　　理事および監事改選
　第 4 号議案　　定款変更
　第 5 号議案　　評議員設置の件

報告事項
　 1 ．2018年度講師認定者報告
　 2 ．2018年度寄付金報告
　 3 ．201９年度　運営組織について
　 4 ．名誉会員について
　 5 ．その他

議事の経過の概要及び議決の結果：

1 ．点呼
司会の大塚安宏理事より、本日現在の総会員数が5７0名であり、総会成立会員数は定款に基
づき総会員数の 2 分の 1 である282名となるが、出席者が5７名、委任状提出が301通で合計
358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た。

2 ．議長・書記・議事録署名人選出
司会より、議長、書記、および議事録署名人の選出について、議場に提案がなされた。立
候補者はなかったため、理事会より、議長として森道興理事、書記として事務局長代行の
谷内邦彦氏、議事録署名人として鈴木幸子理事および出席者より杉山仁美氏がそれぞれ推
薦され、拍手をもって承認された。

3 ．開会宣言
森道興議長が議長席につき、開会宣言がなされた。

4 ．議事
審議事項
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　 1 ）第 1 号議案　2018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2018年度事業報告がなされた。内容について項目毎
に読み上げられたのち、口頭にて各項目の内容が補足された。
また、森道興財務担当理事および谷内邦彦会計補助より2018年度の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。単年
度では1,415 ,238円の赤字であったが、会費値上げや講習会事業の黒字化、一般寄付収入
の回復などの好材料が見受けられたこと、一般管理費の圧縮がある程度できたことなど
が説明され、次年度以降に回復が可能である予測であることが説明された。あわせて、
昨年度の改正NPO法の施行に伴い、本総会より新たに貸借対照表を資料として追加した
ことが説明された。
また、森優監事より監査報告がなされ、 4 月30日に監査を行い、会計は適正であったこ
とが報告された。関連して、昨年度の監査時には、赤字額が大きく将来の会計について
危惧していたが、2018年度は赤字ではあるものの回復傾向が見られ安堵していること、
会計がコンピュータによるものに移行しているため監査が難しくなっていること、世界
大会の日本開催も近づいているため理事会とも連携して計画にあたりたいことなどが説
明された。
2018年度の事業報告および収支決算については、拍手をもって承認された。

　 2 ）第 2 号議案　201９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、201９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、森道興財務担当理事および谷内邦彦会計補助より、別紙によって201９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。引
き続き収入の健全化や一般管理費の圧縮も図る予定であること、事務局人員の増加に伴
い人件費が増加するが、９05号室の賃貸契約終了により地代家賃が大幅に減少するためカ
バー可能であること、また光熱水費や通信費も減少する見込みであることなどが説明さ
れた。
減額された地代家賃の内訳について、顧問料について等、質疑応答がなされた。
201９年度の事業計画および予算案については、拍手をもって承認された。

　 3 ）第 3 号議案　理事および監事改選の件
下田和男理事長より、別紙資料によって理事および監事改選について説明がなされた。
昨年度までの理事 ９ 名および監事 2 名のうち、 3 月末での退任を表明した理事 1 名およ
び監事 1 名の計 2 名を除いた理事 8 名および監事 1 名の再任、監事 1 名（川村かつ緒氏）
の新任を理事会より提案したい旨説明がなされ、拍手をもって承認された。

　 4 ）第 4 号議案　定款変更の件
下田和男理事長より、別紙資料によって定款変更について説明がなされた。
９05号室の賃貸契約終了に伴う主たる事務所の住所変更（アルス音羽Ⅱ９05号→214号）、
および財政状況等の諸事情を考慮した役員定員数の変更（10人以上15人以内→ 6 人以上
8 人以内）の 2 件について提案がなされ、拍手をもって承認された。

　 5 ）第 5 号議案　評議員設置の件
下田和男理事長より、別紙資料によって、評議員設置について説明がなされた。
有能な人材を登用するために、理事とは別に役員に準ずる「評議員」を新設し、今後の
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更なる連盟の発展、改革に寄与してもらう計画であることが説明され、拍手をもって承
認された。
評議員設置に伴う交通費等の予算計上について、理事とは別に評議員を設置した理由等
について質疑応答がなされた。

　報告事項
　 1 ）2018年度講師認定者報告

大塚安宏理事より別紙によって報告がなされ、2018年度は認定講師 2 級新規認定が 3 名、
2 級継続認定が ７ 名、 1 級新規認定が 1 名、 1 級継続認定が 2 名あり、認定者は合計で
７９名となったことが説明された。
あわせて、会報の 2 級継続認定の記載に誤りがあったことが説明され、口頭にて訂正（ 8
名→ ７ 名）がなされた。

　 2 ）2018年度寄付金報告
谷内邦彦会計補助より別紙によって報告がなされ、2018年度の寄付金については204件、
合計で1,3９0 ,９84円となり、目標件数には達したが、合計金額については、前年度よりは
増額となったものの、残念ながら目標額の200万円には届かなかったことが説明された。
201９年度も200万円を目標に寄付を募る予定であり、引き続き寄付をお願いしたい旨、議
場に要請がなされた。

　 3 ）201９年度　運営組織について
下田和男理事長より、別紙によって201９年度の運営組織について、報告がなされた。
資料中にある評議員については、審議事項において設置が承認されたため、新任者が口
頭にて発表され、関東フェスティバル担当として荒井弘高氏、世界大会担当として吉田
年一氏、広報担当として中村真氏がそれぞれ就任することが説明された。また、監事に
ついても川村かつ緒氏の新任が承認されたため、再任の森優監事との 2 名体制となるこ
とが説明された。
また、本総会に出席していた荒井弘高氏、吉田年一氏、川村かつ緒氏が議場に紹介された。

　 4 ）名誉会員について
下田和男理事長より別紙によって報告がなされ、2018年度をもって退任した申善珠前事
務局長、および連盟草創期の理事であった太田和男氏の 2 名について、2018年度第 2 回
理事会において名誉会員に任命したことが説明された。

議事が終了したので、森道興議長が閉会宣言をなし、閉会した。



日本ハンドベル連盟会報 27

NPO法人日本ハンドベル連盟
2020年度　会員一覧　（2020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
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
定家　立身
堤　香苗
宮口　直子

【青森県】
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

【宮城県】
聖和学園短期大学
宮城学院女子大学ハンドベルクワイア
聖和学園短期大学OG会
フロールベルリンガー
Ring of Dreams
渡辺　久良

【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　ハンドベル部
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 
“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
JMFハンドベルリンガーズ
小澤　啓子
郡司　恵美子
横溝　聡子

【茨城県】
茨城キリスト教学園高等学校ハンドベル部
竜ヶ崎教会ぶどうの木ハンドベルクワイアー
松本　友香子

【栃木県】
白鷗大学ハンドベルクワイアＡ
白鷗大学ハンドベルクワイアＢ
アルファ・リリー
小山市ハンドベルの輪
シーガルリンガーズ
能満寺ハンドベルエコーベルフラワーズ
Bell★Stars
荒井　弘高
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
竹原　牧子

【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
西武文理大学ハンドベル部
聖望学園中学校ハンドベルクワイア
聖望学園高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
arietta
童謡のふる里おおとねハンドベルリンガーズ
ハンドベルクワイア「ぶどうの木」
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
土屋　宗宏
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
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石川　明子
篠　常明
鈴木　幸子
鳥羽　智子
別所　香苗
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
青山学院女子短期大学　グロリアス・クワイア
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
恵泉女学園大学ハンドベルクワイア
啓明学園中学高等学校　聖歌隊
頌栄女子学院中学校
頌栄女子学院高等学校
女子聖学院中学校高等学校
聖学院小学校ハンドベルクラブ
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
立教女学院中学校ハンドベルクワイヤ
立教女学院高等学校ハンドベルクワイヤ
立教学院諸聖徒礼拝堂ハンドベルクワイア
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
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
日本福音ルーテル東京教会 ハンドベルクワイア
東京聖書学院教会
アイリス クワイア
あかね
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 スイートベルズ
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
小金井桜町チェリーベル
小金井ハンドベルリンガーズ　レ・ベル・ママン

坂上佳子ハンドベル教室 ルレーブ
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
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
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
The Bluebells
ベル・プリーモ
Belle L'allure
リリアーレ
綾部（小島）　律子
五十嵐　しのぶ
伊藤　香子
印田　恵理
大野　亮子
河野　さとみ
小柳　友枝
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
長屋　眞由美
林谷　昭子
福島　勇
藤野　みどり
細川　朋子
松澤　令子
松村　麻美
村上　由見子
本山　順子
森岡　昌子
八木　紀裕子
山口　美代子

【神奈川県】
青山学院横浜英和小学校
アレセイア湘南中学高等学校
和泉短期大学
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
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
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横浜共立学園
港南台幼稚園　クローバー・ベル・リンガーズ
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
茅ヶ崎同盟教会イングリッシュ・ハンドベル・クワイア
藤沢ナザレン教会ハンドベルクワイア　ソフィア＆クリ
ンゲルン
宗）洋光台キリスト教会
ALPHA
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
ノルテ・ベルズ
ハンドベルアンサンブルLINK
響 -HIBIKI-
フェアリーベルリンガーズ
Bell Flower
メーテルリング
Ring Ring Ringers
江頭　せつ子
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
倉本　悦子
香村　俊子
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
山﨑　聖子
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
杉原　梢

【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部

【福井県】
佐藤　圭子

【山梨県】
acqua
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

【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

【静岡県】
静岡英和女学院中学高等学校　ハンドベルクワイア
聖隷クリストファー大学ハンドベルリンガーズ
Papillon
飯田　まゆみ
大沼　久美子
河西　由美子
小林　由美
早乙女　道彦
田子　真理
土屋　厚子
中本　富士乃
森本　幸子

【愛知県】
金城学院中学校
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
師勝はなの樹幼稚園
エルピスハンドベルクワイア
名古屋バプテスト教会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
ケリーベルクワイア
こじまハーモニー
Twinkle Bells
Handbell Company一音
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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
メリットベルリンガーズ
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
平尾　和子
吉田　文

【三重県】
桜丘中学校・高等学校
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ー
ティンカーベルリンガーズ

【滋賀県】
I mughetti

【京都府】
京都聖母学院ハンドベルクワイア
同志社中学校
同志社女子中学校高等学校ハンドベルクラブ
同志社大学ハンドベル・クワイア
St. Agnes' Handbell Choir
丹後　美紀子

【大阪府】
アサンプション国際中学校高等学校
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
山崎幼稚園　ハンドベルクワイヤー
大阪城北教会ハンドベルクワイヤー
天満教会ハンドベルクワイヤー
日本基督教団 豊中教会
日本バプテスト大阪教会
日本基督教団　東梅田教会ハンドベルクワイア
Blessing Church International
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
Sonority
ハッピーベルズ
ハンドベル倶楽部 かりん（花鈴）
ベル　シンフォニア（旧ふるふるリンガーズ）
ベルトゥッティ ルピナス

ミモザ
小山　恭子
谷邊　美千子
千守　敦子
土井　典子
中山　真澄
原田　真由美
藤田　郁子
三宅　理磨
宮本　あき子
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
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
ヴァイオレットリンガーズ
Venus Mum Ringers
グローリーリンガーズ
神戸YMCA須磨ブランチRinging Angels
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 ソーニョ
ベルリンガーズ沙羅
ホーリーベルズ
喜多　牧子
高下　光代
冨田　由紀子
水野　隆一

【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 ベルソアーベ
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】
ベルリンガーズもみの木
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YAMATO
谷本　智子

【鳥取県】
安住　早苗
奥田　玲子
木村　啓子

【岡山県】
南輝聖約キリスト教会
クリンゲルYAKAGE
大塚　静江
中島　あずさ
本田　七瀬

【広島県】
伊藤　恵
川崎　百合枝

【徳島県】
児嶋　輝美

【愛媛県】
ブレーメンリンガーズ

【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・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
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
Happy Mothersクワイア明光
フローラル・ベルクワイア
今本　優子
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
田平　美智子

【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
Sentite

社会福祉法人　みのり会 みのり園
リバティベルズ

【熊本県】
ルーテル学院中学・高等学校
Ange brise

【大分県】
別府溝部学園短期大学ハンドベルリンガーズ
日本キリスト教団大分教会
社会福祉法人 別府平和園
大塚　豊子

【宮崎県】
都城聖ドミニコ学園高等学校 ハンドベル部
SunKusリンガーズ
津野田　千恵

【鹿児島県】
Hello Bell Ringers

【海外】
津金　郁美

2020年度　入退会一覧（2020年 ６ 月 １ 日現在）

入会
奏-Clair
申　アーサー
細川　朋子

休会
桜美林大学 芸術文化学群 音楽専修
長崎市立橘中学校ハンドベル部　COSMOS
梅光学院中学校高等学校　ハンドベル部
城山ハンドベルクラブ
Dancing Bells
プレアデス
Belle Jolie
ベル ラ フィーユ
ベル・ローザ
北島　三央
猿山　敦子
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特定非営利活動（NPO）法人
★日本ハンドベル連盟の活動★

〈歴史と組織〉
　ハンドベルは450年以上の歴史をもつ楽器であるが、日本に導入されたのは遅く、第 2 次世界大戦後、
宣教師の紹介によるものである。日本ハンドベル連盟は、故池宮英才・故M. I. ケリー・伊藤朗・坂野
延子・森優・申（しん）善珠、などが中心になって参加し、1９７6年に創立された。奉仕と普及を活動方
針とした組織として、今日に至っている。アメリカ、イギリスに次いで、世界で第 3 番目に創立された
ハンドベル連盟として、活発に活動している。2012年 2 月に認証を受け、新たに特定非営利活動（NPO）
法人として活動をスタートさせた。
　加盟しているハンドベル演奏チーム（クワイア）は、1９７6年の設立当時にはわずか ７ グループであっ
たが、201９年現在、約600グループを越える数となった。
　連盟は理事会組織で運営され、初代理事長は元東京女子大学教授の故池宮英才氏、第 2 代理事長は元
青山学院初等部長の伊藤朗氏、第 3 代理事長は元聖路加国際病院理事長の故日野原重明氏、第 4 代（現）
理事長は元和泉短期大学教授の下田和男氏である。北海道、東北、関東、中部、関西、中国四国、九州
で地区活動もなされており、理事やスタッフの活動はすべてボランティアで行われている。

〈年間の主な事業〉
　ハンドベル音楽普及のために、毎年 8 月に夏期講習会を行っている。演奏技術の向上のための講習や、
新しい曲の紹介などを行い、連盟の最大の活動の一つとなっている。また 5 月ないし 6 月には 1 泊 2 日
で指導者講習会を実施し、小編成講習会を 2 月ないし 3 月に実施している。
　全国フェスティバルに加え、各地区のフェスティバルも開催されており、参加団体が互いの演奏を聴
き、交流を深めている。また、このような催しを通して、演奏楽器としてのみならず、優れた教育楽器
として情操教育面における活用法も研究され、実践されてきた。

〈福祉活動〉
　連盟の福祉活動として、会員より募っている「ベル基金」が挙げられる。これまでに多くの善意が寄
せられており、基金は、施設（障がい者施設等）、学校（特別支援学校等）などにハンドベルを寄贈す
るために用いられている。（43年間で42カ所、海外を含む）。また、訪問演奏をはじめとし、チャリティ
や、TVなどの依頼演奏へ出演した謝礼の一部が、ベル基金として寄せられている。
　また講師派遣等を通して、施設での導入やリハビリテーションへの使用など、ハンドベル音楽をより
多くの人々に楽しんでもらえるよう、活動を続けている。

〈国際交流〉
　世界には 8 カ国（アメリカ・イギリス・日本・カナダ・韓国・オーストラリア・香港・シンガポー
ル）に連盟があり、国際交流が活発に行なわれている。また、連盟組織はまだないが、中国などにもハ
ンドベルクワイアがあり、世界大会など、国際的交流に参加している。
　1９84年以来、 2 年に 1 回世界大会が開催され、日本は第 2 回および第 8 回、第14回の世界大会を主催
した。1９９8年の第 8 回世界大会では、三笠宮様ご夫妻のご臨席を仰ぎ、千葉の幕張メッセで盛大なベル
の祭典がくりひろげられ、また第14回は2010年 8 月、大阪市の大阪国際会議場で、世界12カ国から1200
名に及ぶリンガー（演奏者）および指導者が集まり、盛大に開催された。 6 カ国の連盟が持ち回りで開
催を続け、現在は 3 巡目に入っており、新たに香港が加わり、 ７ カ国での持ち回りとなった。第18回は
2018年にオーストラリア、ケアンズ市で開催された。第1９回は2020年に香港で開催予定である。

〈講師認定制度〉
　ハンドベル指導者を養成し、その質を向上させることにより、ハンドベルのさらなる普及と発展を図
ることを主な目的として、講師認定を実施している。 2 級、および 1 級が設けられ、200７年度より年 1
回の認定を行っている。

〈連盟加入〉
　団体会員と個人会員、維持会員がある。会員は会報の無料配布を受け、連盟主催の講習会、フェステ
ィバルへの参加資格が与えられ、講習会参加費の割引、輸入ハンドベル楽譜割引、講師の紹介、楽譜の
出版協力などの特典がある。
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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）

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2９回（1９９8年 3 月～2018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（九龍湾国際トレード＆ 

 エキシビションセンター）［中止］

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　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　８月17日  理事長代行 下田　和男（元和泉短期大学教授）
 2007年　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）
 2012年　２月14日 特定非営利活動（NPO）法人設立
 2017年　１月14日  理事長代行 下田　和男
 2018年　２月25日  第４代理事長 下田　和男
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　春は別れと出会いの季節。2019年12月に退任された副事務局長・谷内邦彦さんは、長年事務局
の中核を担い、連盟と各支部・各団体をつなぐ窓口として、きめ細かいお仕事を積み重ねてこら
れました。ご自身も指導者として多くのリンガーを育て、2008年・米オーランドの第13回世界大
ではマスリンギングの指揮者を務め、世界のリンガーとの交わりを導いてくださいました。谷内
さんの誠実なお働きによって、大小さまざまな会が滞りなく運営されてきたことを覚え、心から
感謝申し上げます。
　カトリック教会の司祭ヘンリ・ナウエンは「本当の偉大さとは、しばしば目に見えない、謙虚
で、単純で、控えめなものです。…最も偉大な芸術や最も重要な平和のための事業のいくつかは、
脚光を浴びることを求めない人々によって生み出されました。」と記しています（「今日のパン、
明日の糧」日本キリスト教団出版局）。特にこの春は十分なお別れができないまま年度末を迎えた
り、４月からの練習も休止になっているグループが多いのではないでしょうか。また予定されて
いた演奏会や研修会も延期や中止を余儀なくされ、残念に思っています。
　ハンドベルに関わる皆様のお働きは、しばらくは直接人々の目に見えないものであるかもしれ
ません。しかしこのようなときにも豊な祝福があることに希望を見出し、今後もお交わりを継続・
発展してくださるようにと願っています。
� 鎌井　泰

　私の高校のハンドベル部は全員が初心者です。入学後にハンドベルをはじめ、３年生の12月で
引退します。ハンドベル経験はどんなに長くても３年に届きません。他の楽器ならば、大抵の場合、
初級もしくは中級の域をでることはありません。演奏で聴衆の心を掴むのはなかなか難しいです。
しかし、ハンドベルならば、経験が浅い高校生でも、音楽専門家の演奏と同じように、場合によ
ってはそれ以上に聴く者の魂を掴むことができます。コンサート後はいつも、お客様がリンガー
たちに対し、涙を流しながら感動の拍手と言葉を届けてくれます。ハンドベルは、練習時間が足
りない、メンバーが揃わない、練習場所が確保できない、そもそも楽器がないなど課題の多い楽
器です。しかし、それもハンドベル音楽の魅力です。どのチームも、練習でいつも全員が揃うこ
とは難しいのではないでしょうか。メンバーが休むと音が抜けてしまい演奏が流れ難くなり、合
奏は上手くいきません。全員が揃うためには、日頃から努力をしなければなりません。リンガー
にも指導者にも、私生活での我慢が強く求められる楽器だと感じています。また、リンガーは、
チームに必要不可欠な割に担当できる音はわずか数音です。しかし、だからこそ、たった一音の
中に含まれる情報量の多さが他の楽器とは桁違いなのだと感じています。昨今は、悲しくて切な
くやりきれないことが多いで時代です。そして、この時代に生きる演奏者と聴衆の持つ体験や感
情がハンドベル音楽と深くシンクロし、会場が一体となった感動や共感を生むのだとも感じてい
ます。ハンドベルはとてつもなく素晴らしい楽器だと断言します。皆様の今後ますますのご活躍
を心から祈ります。
� 中村　真

　 会 報 委 員 よ り　

編集後記　
2020年も半分が過ぎようとしています。年明けには想像もしなかった状況に世界中が包まれ、連盟行

事も次々と中止となりました。先の見えない日々ですが、連盟では、少しでも皆さまがハンドベルをや
っていてよかったと思えるような企画を作っていきたいと、日々奮闘しています。いいアイディアがあ
ればぜひお知らせください！一緒に乗り切りましょう！� （NM）
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