加盟校への事務連絡
２０２２年４月吉日
１．次ページをお読みいただき、２０２２年度 加盟の 手続きを行ってください。

東京都高 等学校 吹奏楽連盟加盟校各位

東京都高等学校吹奏楽連盟
理事長 武 田 顯 彰

２０２２年度 東京都高等学校吹奏楽連盟 加盟手続きおよび各行事のご案内

また４月１７日（日）の総会にご出席くだ さい。 詳細は別紙ご案内をご覧ください。
今年度は会場の密を避けるため、顧問の先 生1名でご出席願います。
２．ご案内・各資料は、それぞれ一部ずつ同封 してい ます。参加要項などは、総会後に原稿をホー
ムページに掲載しますので、必要な場合は ダウン ロードしてください。

拝啓

陽春の 候、各加盟校におかれましては益々ご清祥のこととお慶び申しあげ ます。

昨年 度はコ ロナの影響で度重なる活動自粛の要請を受け、皆さまも活動にご苦 労なさっ た
ことと 思いま す。思うような練習ができない中でも多くの学校が様々な工夫を重 ねて、コ ン

３．高吹連主催行事では、高吹連の役員は運営 のため 常時待機しておりますが、参加生徒の緊急時
における対応の責任は負いかねますので、 各行事 の参加申込書に顧問印を押していただく際に
その点十分ご注意くださいますようお願い 申しあ げます。

クール やアン サンブルコンテストにご参加いただけたことはうれしい限りです。
今年 度も新 型コロナの影響がどのような形となって現れるか見通しの立たない 状況では あ
ります が、コ ンクールとアンコンに加えて、定期演奏会（バンドフェスティバル ）も実施 す

４．各加盟校には全日吹連より会報『すいそう がく』 が年３回郵送されます。届いていない、も
しくは２部以上届いている学校がございま したら 、事務局までご連絡ください。

べく準 備を進 めております。残念ながら講習会（５月の楽器別講習会・２月の合 奏講習会 ）

５．東京都高等学校吹奏楽連盟ではホームペー ジの運 用を行っております。各行事の参加要項や登

は実施 の見通 しが立たず、本年度も中止せざるを得ないことをご理解いただきた くお願い 申

録申請書などを掲載すると共に、コンクー ルやア ンサンブルコンテスト終了後には参加校（チ

しあげ ます。 さらに、状況によっては実施予定の行事も中止となるやもしれませ ん。万が 一

ーム）毎の合計点数も閲覧できるようにし ており ますので、ご活用ください。

の場合 は、Ｈ Ｐ等でお知らせすることになると思います。

また東京都吹奏楽連盟より授与される「理 事長賞 」のご案内・申請書も、１０月以降にホーム

昨年 度は、 コンクールを無観客で実施し、アンコンも観客を制限したために、 連盟の財 政

ページに記載しますので、ダウンロードし て申請 してください。

は一昨 年度に 引き続き赤字となりました。皆さまのご協力により赤字幅は圧縮す ることが で
きまし たが、 このままでは将来にわたって連盟を存続させることが難しい状況で す。本年 度

特に 今年度は新型コロナウィルス感染症の影響により、やむを得ず直前 に行事を変更・中止す

は各大 会の個 人参加費のご協力を引き続きお願いした上で、さらにコンクールの 参加費を 値

る可 能性があります。その際もホームページに掲載いたしますので、各 行事をお申し込み時に

上げさ せてい ただき、何とか計算上は収支トントンの予算を組むことができまし たが、結 果

はホ ームページの確認をお願いいたします。

的に赤 字とな る可能性が大きいのが現状です。来年度からは連盟加盟費を値上げ する予定 で
あるこ ともあ わせてご了解いただきたいと思います。連盟存続のためなにとぞご 理解ご協 力

高吹連ホームページ

ＵＲＬ http://www.tokousuiren.com

の程お 願い申 しあげます。
令和 ４年度 の「登録申請」および「総会」のお知らせと「各行事の要項」を送 付いたし ま

７．連盟へのご連絡には、メールまたは電話を ご利用 ください。

す。一 部だけ の送付ですので、生徒部員用にはお手数ですがお送りした資料をコ ピーした り
ＨＰか らダウ ンロードしてご利用ください。顧問の先生だけでなく生徒代表も情 報を共有 す

お問合せ・連絡：

メールアドレス

info@tokousuiren.com

ること によっ て、各行事の締め切り日などお間違え無きようお願い申しあげます 。

緊

高吹連携帯

090－1050－5209
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会 ： 2022年

４月１７日 （日） １４時～～

十文字高等学校

講 習 会 ・顧問指導者講習会 ： 本年 度は中止いたします
定期演奏会(バンドフェスティバル) ： 2022年

６月１２日（日）

府中 の森芸 術劇場

吹奏楽コンクール ： 2022年

８月１０日 （水） ～１５日(月)

府中の森芸術劇場

ア ン サ ン ブ ル コ ン テ ス ト ： 2021年１２月２７日（火）～２８日(水)

府中の森芸術劇場

＜ 同封資 料＞
・登録申請書

・第58回定期演奏会参加希望書

・郵便振替払込用紙

・吹奏 楽コンクール参加申込書一式

合 奏 講 習 会 ： 本年度は中止いたし ます

①

・２０ ２２年度総会のご案内

⑥

加盟手続きについて

年度途中で記載事項に変更のあった場合は 、事務 局へ文書でご連絡ください。

本連盟への加盟は、「登録申請書 の受理」 と「連盟費納入の確認」により完了します。いずれ
かがお済みでない場合、連盟行事 に参加が できないことがありますのでご注意ください。
また部員の状況等により加盟を保 留される 場合は、４月１５日（金）までにメール（ info@t

２．連盟費の納入について

okousuiren.com） にてご一 報ください。

連盟費は次の何れかの方法でお支払いくだ さい。
①４月１７日（日）の総会時での現金による支払 い。

１．登録申請書について

②同封の「郵便振替払込用紙」で５月９日（月） までに 郵便局で払い込み。

【記入上の注意等】

下記 をお読 みいただき、別紙「登録申請書」に漏れなく記入・捺印の上、４月 １７日（ 日）総
＜連盟費の内訳＞

会の 際にご 提出ください。
やむ を得ず 総会を欠席される場合は、４月１５日（金）までに届くよう、別紙 「委任状 」とと

法人会費（（一社）全日本吹奏楽連 盟へ納 入）

もに 下記宛 先まで郵送してください。

支部賛助費（東京都吹奏楽連盟へ納 入）

１,０００円

東京都高等学校吹奏楽連盟年間運営 費

８,５００円

≪郵送先≫

〒206-0022 多摩市聖ヶ丘4－ 1－1

合計 １０,０００円

多摩大学附属聖ヶ丘高等学校内
東京都高等学校吹奏楽連盟

①

各学 校には

大塚聖子

宛

高吹連 学校コードNo. が付いています。コード番号は年度が変わっ ても変

更は ありま せん。連盟ではこの『高吹連学校コードNo.』で事務作業を行っていますので、各
種

の 申込書 類および郵便振替払込用紙へ必ずご記入ください。
各学 校の『 高吹連学校コードNo.』は、こ の案内 をお送りした封筒の宛名の右下に印刷されて

い

５００円

ま す。
新規 加盟校 は、『高吹連学校コードNo.』 は空欄 でご提出ください。後日、事務局よりコード

個人情報の取り扱いについて
登録申請 書ならびに参加申込書にご記入いただく個人情報について は、連盟 で
厳 重な管理 の上、上部団体（(一社)全日本吹奏楽連盟、東京都吹奏楽 連盟）へ の
情 報提供な らびに各行事開催のための業務（実施要項、入場券等の発 送、プロ グ
ラ ムの制作 、朝日新聞社等のマスコミへの情報提供、連盟が業務委託 している 録
音 録画・写 真業者への情報提供）以外の目的には一切使用いたしませ ん。

No.をお知らせいたします。
②

『登 録申請 書』の右側に『前年度からの変更』という欄があります。
令和 ３年度 と令和４年度で、各項目毎に変更がある場合は「あり」を、変わら ない場合 は「な
し」 をそれ ぞれ○で囲んでください。

③

『学 校』の 『正式名称』欄には学校の正式な名称を正しくご記入の上、『フリ ガナ』を 付けて
くだ さい。
コン クール 等のプログラムに記載する学校名は、基本的にこの欄に記入された 学校名を 使用い
たし ます。 当連盟は高等学校の連盟ですので、系列中学校の生徒が大会に参加 する可能 性があ
って も「○ ○中学高等学校」とは記入しないでください。
都立 校の場 合は「東京都立○○高等学校」が正式でありますが、プログラム等 に記載す る場合
には 「○○ 高等学校（都）」とさせていただきます。

④

学校 名、学 校所在地、学校電話番号、学校ＦＡＸ番号は高吹連のホームページ 上で公開 します。
その 他は一 切公開いたしません。
公印 、顧問 印がない場合は受理できませんので、必ず捺印してください。

①

⑤

