厚木演劇鑑賞会第２８回総会議案書
■会則第９条に基づき、厚木演劇鑑賞会第２８回総会を開催します。

全サークルから出席者を出して、実りある総会にしましょう。
20１３.２.１ 代表幹事 中弥美恵子

■総会で話し合われる主な議題とは…

Ⅰ．２０１２年度の活動報告・決算報告・会計監査報告
Ⅱ．２０１３年度の活動方針提案・予算提案
Ⅲ．役員の選出など…
■実りある総会にするために…
①まずは出席して……例会作品、運営サークルの感想や不満？
サークルクリアーの自慢？厚木えんかんの未来？…などを話しましょう！
②総会当日は、この議案書を、忘れずにお持ち下さい。
③幹事、会計監査になって、会の運営にもっと参加して楽しみたいなぁという方は、
総会当日までに事務局にご連絡ください。

【日時】 ２０１３年 ３月１６日（土）ＰＭ２：００〜４：３０
【会場】 厚木市文化会館・集会室（４階）
〔本厚木駅北口徒歩１２分 □厚木市恩名1-9-20 □℡･046-223-1439〕

お話し会・小川

浩さん（劇団ＮＬＴ）

今年の９月例会、『ＯＨ！ マイママ』の制作であ
る小川浩さんは、公益法人「日本劇団協議会」で、
演劇鑑賞会などの窓口を担当する、「観客ネット
ワーク委員会」の委員でもあり
ます。総会では、これからの
劇団と演劇鑑賞会の未来に
ついて皆さんの素朴な疑問に
答えてもらいながら、厚木えん
かんの未来について、一緒に
お話しをしてもらいます。
【時間】

PM３：３０〜４：３０

厚木演劇鑑賞会
〒243-0014 厚木市旭町5-43-1三橋ﾊﾟｰｸﾋﾞﾙ305 TEL／046-228-9325 FAX／046-228-9349
E-mail／atsugi-enkan@ga2.so-net.ne.jp
HP／www.enkan.org

◆はじめに
●長引く不況とデフレ、そして未だ先行き

景気の閉塞感から逃れるために無意識に、

の見えない東日本大震災の復興と原発

古き良き時代 に心が動かさられるこ

問題、領土やＴＰＰを巡る外交問題、依

と が、さきほどの人間の持つ、 何か

然として解決を見ない沖縄米軍基地問

の一つかもしれません。

題等々…、様々な課題を背負っている日

●さて、日本の演劇状況はどうなっている

本の政治の政権交替が、違憲状態のまま、

のか？またどうなっていくのか？

戦後最低の投票率の中でなされました。

明確な回答を出せる人は誰もいないと思

●この国民の審判により、これで日本の未

います。出せるとしたら、 演劇っていい

来に希望が見えたと積極的にとらえるの

なぁ

か？ はたまた今よりましになるかもと

と思える人がどれだけいるかにかかって

消極的にとらえるのか？ いずれにして

いるのだと思います。

演劇をなくしてはいけないなぁ

も、結果は結果で、これからの具体的な

●私たち、厚木えんかんは演劇を身近な地

政府の取り組みをきちんと見据える必要

域で鑑賞していることが、日常生活の中

があるのではないかと思います。

に溶け込んでいます。２７年たった今で

●というのも、私たち演劇鑑賞会はもとよ

も潰れないでいるのは、創立時から現在

り、演劇鑑賞会の例会として来て下さる

に至るまで、先ほどの 演劇への思い

劇団（創造団体）の多くは、営利を目的

を大切なものだと感じた人たちが、会員

としない団体がほとんどです。しかし、

となってその思いを繋げてきたからです。

非営利団体だからといっても、経済活動

●私たちの会は、会員が会費を持ち寄り、

を行っているので、国の景気の動向は、

その会費の半分は会の運営費にあてられ、

演劇鑑賞会や劇団に大きく影響を及ぼ

その半分は例会費用にあてられていて、

すのは、ここ十数年を振り返ってみても

例会費用の大部分は劇団へ支払われてい

明らかです。

ます。肝心なのは、この劇団へ支払われ

●とは言うものの、歴史を振り返ってみて

た会費は、今見た例会への観劇料ではな

も、政治経済の変動の中でも、 文化

く、次なる作品創りのためへの経済的な

という 灯 は、時には小さくなり、時

協力金であるということです。

には大きくなったりしますが、決してそ

●このような、会の原点を確認しあい、そ

の 灯 は消える事はありませんでした。

して会の発展の為に、力を持ち寄る場が

そこには、人間でしか持ち得ない本質的

運営サークル です。が、神奈川ブロ

な何かが存在し続けているからなのでは

ックの中でも、厚木の停滞についての問

ないでしょうか。
「ボロは着てても心は

題を鋭く指摘されています。これらの解

錦♪」といった歌が流行していた昭和の

決に向けて、また未来に希望が持てる会

時代。今、やたらと昭和＝レトロがもて

になるように、この一年間、会員みんな

はやされていますが、低迷している景気

で話し合いを進めていきましょう。
−２−

●全国の演劇鑑賞会の現状

●神奈川の演劇鑑賞会の現状

全国演劇鑑賞団体連絡会議（全国演鑑
連）は 2012 年 8 月現在、12 ブロック、加
盟 141 団体、168,992 名の会員数でした。
今年は、演劇鑑賞運動の全国組織が結成
されて 50 年目の節目に全国演鑑連第40 回
総会が開催されました。
これまで総会は２年に一度でしたが、今
年度より年一度に改訂されました。そのた
め報告はここ 2 年間についてありました。
全国の会員数は、昨年 8 月と今年 8 月で
比較すると、4,405 名減少で 168,992 名で
した。また残念ながらこの 2 年間で 3 団体
が解散する一方、3 団体が根分け独立した
ので、
団体数は141 と変わりませんでした。
｢ブロックで運動を作る｣ことが、全国演
鑑連の活動方針の柱ですが、ブロックへの
結集の度合い、相互検証の度合いで、ブロ
ックによってサークル数・会員数の増減の
差が顕著になってきています。

神奈川県演劇鑑賞団体連絡会（神奈川ブ
ロック）も、全国演鑑連に添って、２年に
一度の総会が、今年度より年一度に改訂さ
れました。これまで川崎が４会場で例会を
行っていましたが、会員減に伴い宮前と多
摩の２会場を閉鎖することになったのです
が、多摩会場の会員が会の存続を願い、新
たに「たま・あさお市民劇場」として独立
したため、加盟団体は 11 となりました。
今年の総会では、念願のブロックの運動
理念が明文化されました。それは「神奈川
県演劇鑑賞団体連絡会は、豊かな人間性を
育む文化的な社会を求め、演劇鑑賞運動を
通じて創造団体とともに日本演劇の民主的
発展を目指す」というものです。
この理念のもとに５つの実践課題も採
択され、それに基づき今年度の活動方針も
採決されました。
昨年の全国活動交流会で、
会員減ブロックのワースト３と指摘された
せいか、この一年は各団体が奮起し、何と
か会員数がプラスに転じました。
【201２年の神奈川ブロック・会員動態】

【全国演鑑連ブロック別会員数】
加盟ブロック 団体数
会員総数
北海道ブロック
東北ブロック
関越ブロック
長野ブロック
首都圏ブロック
神奈川ブロック
静岡ブロック
中部北陸ブロック
近畿ブロック
中国ブロック
四国ブロック
九州ブロック

全国計

７
１４
１１
７
１３
１０
１５
１８
９
１３
６
１８

７,１８８
１４,６４９
６,１５１
５,８３４
１９,２４６
１１,１０７
１５,２８４
１５,８６２
１０,８１５
２１,０３０
６,２１８
３５,６０８

１４１ １６８,９９２

（２０１２年８月現在)(網掛けは増加したブロック)

加盟団体
厚木演劇鑑賞会
海老名演劇鑑賞会
鎌倉演劇鑑賞会
川崎市民劇場
相模原演劇鑑賞会
たま・あさお市民劇場
茅ヶ崎演劇鑑賞会
ひらつか演劇鑑賞会
藤沢演劇鑑賞会
横須賀演劇鑑賞会
横浜演劇鑑賞協会
合 計

会 員 動 態
1２年 1 月⇒1２年 12 月

５８７
６６０
１,３５６
２,０８８
５４５
３５０
８４４
7３５
１,１０７
６８４
２,５００
1１,４５６

5８８
６３１
１,４２６
２,０６５
５６２
３７６
９４０
６９５
１,１３９
７０３
２,３３９
１１,４６４

(網掛けは増加した団体)

−３−

◆2012 年度の活動報告
１ 運営サークル活動を振り返って
11 年度の活動方針の一つに、年に一度の

の減少は進んできています。

運営サークル活動に参加し、次の課題に取
り組むことを掲げました。

③例会は、劇団と共に協力しあいながら
創っていきます。運営サークル時には、劇

①運営サークルでは、会の基本理念の確

団から様々な励ましのメッセージが届きま

認の場であると同時に、活動方針の実践の

す。第２回サークル会では、例会に迎える

場とし、会合では複数参加をめざします。

劇団の事や作品の事について、学びあいま

とあります。
現在、
第１回サークル会では、

す。ここでも、文章だけでは伝わらない新

基本理念と活動方針を読みあわせをしなが

たな発見や例会への期待感が高まるきっか

ら、私たちの会が何を目指して会員を増や

けとなります。

そうとしているのかを話し合っています。

そして、運営サークル活動では、担当の

ここでは、文章だけでは伝わらない、現

例会の時には新しい会員を迎えることを最

状報告なども話されるので、参加は勿論の

重要課題としています。

こと、複数参加をめざしているのですが、
まだ 100％の参加や複数参加が実現できて
いないのが、今後の課題です。
②次にサークル数クリアをめざすとい
う点です。サークルは仲間とコミュニティ
をとりながら支え励ましあう事で、会員を
続ける力となり、サークル活動の活発化に
もつながります。残念ながら、サークル数
●第２７回総会・弓澤公望さん(劇団NLT)の講演会

の増加はできませんでしたが、未サークル

２０１２年度の
運営サークルのデーター

長崎
ぶらぶら節

松元ヒロ
ソロライブ

佐賀のがばい
ばあちゃん

フレディ

アンナ・
カレーニナ

編成サークル数

１７(６)

１７(６)

１７(６)

１７(６)

１６(７)

実働サークル数

１５(２)

１６(２)

１６(３)

１２(３)

１４(６)

サークル参加率

88.2％

94.1％

94.1％

70.6％

87.5％

未 ｻｰｸﾙ参 加 率

33.3％

33.3％

50.0％

50.0％

85.7％

サークルクリア率

13.3％

25.0％

31.3％

8.3％

14.3％

未 ｻｰｸﾙｸﾘｱ率

0％

0％

0％

0％

0％

第１回顔合わせ会
サークル参加率
第１回顔合わせ会
未サークル参加率

76.4％

64.7％

70.6％

58.8％

58.8％

33.3％

33.3％

16.7％

33.3％

85.7％

例会作品名

※サークルクリア率とは、会員を増やしたの運営サークル数÷実働サークル数

−４−

２ サークル懇談会について
恒例のサークル懇談会を、７月９日〜１
２日の間で計８回行いました。昨年は、４
３(１０)サークル６３(１１)名の参加があ
りました。
（カッコ内は未サークル数）
サークル懇談会では、①次年度の例会レ
パートリーの提案と、サークルの承認。②
上半期の活動報告。③上半期の財政報告と
下半期の財政見通し。④次年度の運営サー
クルの担当例会の希望例会の提出などを話
し合います。①のレパートリーの提案です
が、現在神奈川ブロックでは、事前に配付
される例会候補作品集「ステージ」から、
作品の舞台成果と並びを考慮して、
年間
（３
月〜翌年２月）６作品のレパートリーを提
案しています。本来ならば全作品に参加し
たいのですが、厚木の会員数の現状から考
えると、昨年は海老名の協力を得て４作品
しか参加できず、１作品は、厚木で小ホー
ルの単独例会を行いました。
演劇鑑賞会の魅力は、様々な演劇作品と
の出会いです。会員数を増やして全作品へ
の参加が今後の課題です。

これは、厚木えんかん発足時からの永遠
の課題でもあるのですが、
「会員の自然減は
あっても、自然増はない」ことを前提にし
ているので、会員自身が新しい会員をお誘
いしない限り、会員は必ず減っていき、会
の存続が困難になるのが目に見えるためで
す。その一環として、
「チラシを３人に渡し
て声をかける」
「自宅にポスターを貼るなど
して、鑑賞会の存在を地域に広めていく」
という取り組みを行っています。
これらの活動は、会合や例会当日の役割
分担に参加できなくても、担当の会員なら
ば誰でも取り組める活動です。本来ならば
約 100 名近い担当会員がこの活動に取り組
めれば良いのですが、代表者や会合出席者
だけがこの活動を担いがちなのが課題です。
④最後に、運営サークル時に全サークル
がサークルクリアをめざすと掲げています。
昨年の平均クリア率は 18.1％と、神奈川ブ
ロックの中では最下位に近い状況です。
前項の取り組みを真摯に実行することが、
クリア率を高めることを実感しました。

２０１２年度の組織データー

入会

退会

会員数

一般

家族

大学
障害者

サークル

ｻｰｸﾙ

144 長崎ぶらぶら節

6

10

５８７

354

228

5

85

30

145 松元ヒロ・ソロライブ

15

9

５９３

335

223

5

84

30

146 佐賀のがばいばあちゃん

9

4

５９８

360

233

5

84

31

147 フレディ

9

11

５９６

354

236

6

83

32

148 アンナ・カレーニナ

10

18

５８８

354

227

7

83

32

２０１２年度平均

49

52

５８８

352

230

6

84

31

２０１１年度平均

49

62

592

366

222

4

86

35

対前年比

±0

‑
10

−４

−14

+8

+2

−2

−4

回

作品名

−５−

※年度平均の入退会数は合計数

未

３ 例会のまとめ
◆第１44 回例会／劇団文学座

◆第１45 回例会／松元ヒロ

「長崎ぶらぶら節」

「松元ヒロ・ソロライブ」

【原作】なかにし礼 【演出】鵜山 仁

【作・演出】松元ヒロ

【出演】平 淑江・大滝寛・赤司まり子 他

【出演】松元ヒロ

この作品は、作家なかにし礼が直木賞を
受賞した代表作『長崎ぶらぶら節』を自ら
の手で戯曲化し、２００８年に劇団文学座
へ書き下ろした作品です。主人公・愛八が
翻弄されながらも強く生き抜く姿をいきい
きと描き、絶賛された舞台が４年ぶりに再
演となりました。
和物の端正さ、役者みずからが、三味線
を弾き、歌舞を舞う艶やかな絢爛さをも兼
ね備えており、日本の三大老舗劇団の一つ
である文学座の「伝統」を深く味わうこと
ができた素晴らしい例会でした。
主人公・愛八が歌った、しなやかに強く
生きた一人の女性の生き様と、女の運命を
開いた男と見た束の間の夢が歌と重なった
美しくも哀しいメロディーは、 絆 や 復
興 を願う今を生きる私たちの心に響き、
大きな励ましともなり、演劇の持つ力を再
確認することができました。

松元ヒロさんは、厚木えんかん創立１０
周年企画『ザ・ニュースペーパー in 厚
木』以来、１６年ぶりに厚木に登場しまし
た。前回は「ザ・ニュースペーパー」の一
員としてでしたが、１９９８年に退団して
ソロ活動を始めて以来の登場です。
テレビでは危なくて(？)できない、鋭い
社会批評を笑いのオブラートに包んだ、ス
タンダップコメディですが、まさに笑劇(衝
撃)の舞台でした。最後の最後は、アンコー
ルなのに、なぜか定番(？)である、
「本日の
ニュースと天気予報」
のパントマイムです。
原稿を読むのは運営担当サークルの会員で
す。もちろん素人ですのですらすらとは原
稿を読めないのですが、そのトチりをも笑
いに変えていきます。小ホールは身近に感
じる、また久々に大笑いしたとの感想も多
く、
前例会クリアも達成できた例会でした。

■
■
■
■

■
■
■
■

会員数／５８７名（前回比 −４名）
例会参加率／８６.５％
評価点／４.７２点
アンケート回収率／７.５％

−６−

会員数／５９３名（前回比 ＋６名）
例会参加率／８２．８％
評価点／４.８０点
アンケート回収率／７.３％

◆第１4６回例会／劇団ＮＬＴ

◆第１４７回例会／劇団テアトル・エコー

「佐賀のがばいばあちゃん」

「フレディ」

【原作】島田洋七 【演出】釜 紹人

【作】ロベール・トマ 【演出】上原一子

【出演】阿知波悟美・弓澤公望 他

【出演】安原義人・田村三郎・杉村理加 他

原作は、皆さんご存知の漫才師 Ｂ＆Ｂ
の島田洋七さんの自伝的小説です。本はベ
ストセラーとなり、映画化、テレビドラマ
化もされ評判となった作品です。この作品
を、劇団ＮＬＴが２００７年、俳優座劇場
にて初めて舞台化し、その後、全国各地の
演劇鑑賞会で好評を得て、満を持してこの
６月に神奈川ブロックの例会として登場し
ました。
喜劇専門をモットーにしてきた老舗劇団
ＮＬＴの役者陣のアンサンブルも良く、客
席は笑いが絶えず、最後にはホロッとさせ
られました。カーテンコールでは、阿知波
さんのお話しで、劇団と演劇鑑賞会が共に
力を合わせて例会を作り上げている事を改
めて気づかされました。
今回も前例会クリアを達成でき、久々の
６００名台まであとわずかという会員数に
なりました。
■
■
■
■

会員数／５９８名（前回比 ＋５名）
例会参加率／８４.６％
評価点／４.３２点
アンケート回収率／４.９％

フランスのサスペンス・コメディの名手、
ロベール・トマによる『フレディ』の初演
は１９６９年ですが、１９７８年に映画化
され、再演された作品です。劇団テアトル・
エコーでの初演は２００８年。その後、各
地の演劇鑑賞会の例会で上演され好評を博
し、今年神奈川ブロックで上演される運び
となりました。
夢と現実、興奮と哀歓といったような、
相反する要素を、まるでごった煮のように
内包しているサーカスという場。そのサー
カス小屋を舞台に繰り広げられる人間の狡
さ、可笑しさ、健気さ、そして人情味と様々
な要素がちりばめられ、そういった多面性
を鋭く風刺しながらも愛ある眼差しで浮き
彫りにしていく面白さがありました。
また若手劇団員が実際にサーカス学校
で技術を学び、舞台ではもちろんの事、開
演前のロビーでもその技を披露して、サー
カスの雰囲気を盛り上げてくれました。
■会員数／５９６名（前回比 −２名）
■ 例会参加率／８１.２％
■ 評価点／４.２９点
■ アンケート回収率／４.３％

−７−

４ 会員交流の活動について

◆第１４８回例会／エイコーン

「アンナ・カレーニナ』
【原作】ﾚﾌ･ﾄﾙｽﾄｲ【演出】加来英治
【出演】栗原小巻・清水綋治・赤羽秀之 他

世界的に有名な文豪・トルストイ。
『戦争
と平和』
『復活』など数々の名作を残してい
るが、この『アンナ・カレーニナ』は２０
０７年の現代英米作家による投票で 最高
傑作 と称されました。
一見、不倫の話だけのように思われるが、
そこには、トルストイ自身の人生が投影さ
れ、幸福と不幸、善人と悪人、倫理と本能、
生と死、といった対比を描きながら、トル
ストイの人間観、宗教観が見事に投影され
た作品です。
小説では膨大な量を、８人の出演者と２
時間半の上演時間に見事に収めた、脚本・
演出家の力量や、役者の表現力に感嘆させ
られますが、相も変わらず小巻さんの美し
さに見とれ、
また小巻さん自身がデザイン、
縫製までしたという衣裳の美しさもまた目
を楽しませてくれました。
残念ながら、前回同様、前例会クリアは
達成できませんでしたが、今年は会員数を
プラスにして終える事ができました。
■ 会員数／５８８名（前回比 −８名）
■ 例会参加率／８６.１％
■ 評価点／.点
■ アンケート回収率／.％

●観劇バスツアー
すっかり恒例となった、都内への観劇バ
スツアー。会員どうしなので和気あいあい
の雰囲気で、電車の乗り換えもなく劇場に
直行でき、毎回参加者には好評です。
昨年は、５月に海老名演鑑と合同で、国
立劇場での劇団前進座の歌舞伎公演を観劇
し、開演前には恒例の楽屋や舞台見学を行
いました。そして９月には、劇団四季『夢
から醒めた夢』を観に行きました。終演後
には、バック
ステージツア
ーがあり、先
ほどまで観て
いた舞台に上
がり、スタッ
フの方々が様々な舞台機構を見せてくれる
特典までありました。
●カルチャー教室・朗読会
厚木えんかん事務所を利用して、様々な
「カルチャー教室」を開催しています。
昨年もまた、劇団青年座の女優・泉晶子
さんを招いて
の
『朗読教室』
と、文化会館
での朗読会
『父と暮せ
ば』を行いま
した。また、会員が先生の『着付教室』は
毎月定例で事務所で行われています。

◆2012 年度決算報告
※総会当日に配付します。

◆2012 年度会計監査報告

−８−

※総会当日に行います。

◆2013 年度活動方針（案）
≪厚木演劇鑑賞会・基本理念≫
私たちは劇団と協力し、演劇の魅力とすぐれた力を、多くの人々の生活に
浸透させ、演劇を通して豊かな人間性を育み、豊かな人間関係、豊かな文化
性を持った地域社会作りをめざします。

（基本方針）
①私たちは理念を実現するために、会員制・サークル制を基本とします。
②会員みずからが会を自主的に運営し、会員を広げる鑑賞運動に積極的に
取り組みます。
③時代を見据えたすぐれた演劇を発掘し、生活の中に演劇を浸透させてい
きます。
④私たちの理念に共感する演劇創造団体と共に、日本演劇の発展をめざし
ます。
１．演劇鑑賞会は会員が会費を持ち寄って運営する会で、会員は観客であると同時に
主催者です。サークルは、１年に１回、運営サークルとして例会運営に参加し、
力を寄せ合い次の課題に取り組む活動を深めていきます。
①運営サークルを従来より一層活発な活動にしていきます。運営サークルとは演劇鑑賞会
の基本理念の確認の場であると同時に、活動方針の実践の場です。そのために、運営サ
ークルの時には、サークル内の連絡を密にし、各会合にはできるだけ複数で出席し、会
合で決まった事は、必ずサークル全員で共有するようにします。
②担当例会では、全サークルで、サークルの仲間と話しあって、どうやって新しい会員を
迎えるか話し合います。
また、劇団（創造団体）に敬意を払い、例会を最高の状態で共に作り出すために、前例
会の会員数より１名以上の会員増で劇団を迎える「前例会クリア」をめざします。

【２０１３年度例会作品予定】
■１４９回例会

劇団前進座『夢千代日記』

（会場／海老名）

■１５０回例会

劇団昴『隣で浮気？』

（会場／厚木）

■１５１回例会

劇団民藝『どろんどろん』

（会場／海老名）

■１５２回例会

劇団ＮＬＴ『ＯＨ！ マイママ』

（会場／厚木）

■１５３回例会

長谷座「相模人形芝居」

（会場／厚木・小ホール）

−９−

２．演劇鑑賞会の基礎は会員制、サークル制です。サークル内のコミュニケーショ
ンを深め、例会を見続けていく力としていきましょう。
①演劇鑑賞会は、日常の生活の中で、様々な演劇と出会う喜びを体感するために会員制
となっています。また、会費を持ち寄り、その中から劇団(創造団体)へ上演料として
お渡しすることで、劇団の次なる作品創りに寄与する事となります。
会員を増やすことは、劇団への創造活動に大きな力となることを再確認します。
②演劇鑑賞会の基礎単位はサークル(会員３名以上)です。
サークルは例会を見続ける力となります。サークル会員どうしでの例会感想交流は演
劇への興味を深めていきます。また運営サークルの時には、会員の拡大方法や会合へ
の参加者や例会当日の役割分担など、サークル内で話し合うことができます。
こうしたサークルの魅力を最大限に発揮できる会をめざします。
③未サークル(会員２名以下)はあくまでサークルに戻るための一時的な状態です。
まずはサークル化をめざし、サークルへの編入、未サークルの合併などもすすめて
いきながら、未サークルをなくし１００％サークルをめざします。

３．全国演鑑連（全国演劇鑑賞団体連絡会議）と、神奈川ブロック（神奈川演劇鑑
賞団体連絡会）の活動方針に向き合い、演劇鑑賞運動の発展をめざします。
①全国演鑑連では、
「ブロックに結集し、ブロックで発展する」事を方針に掲げていま
す。神奈川ブロックの理念の実現に向けて、可能な限り協力していきます。
②神奈川ブロックから指摘されている課題、
「会費引き落し制度」
「振替券制度」につい
て、サークル懇談会や運営サークルの場で話し合っていきます。
③神奈川ブロックでは、年間レパートリーを年６作品提案しています。厚木えんかんも
神奈川ブロックの年間レパートリー６作品を厚木会場で実現することを目標とし、運
営サークル活動を中心にすえて、会員数の回復をめざします。

◆会則の改定（案）
①文中の召集を招集に表記を改めます。
②第五章第四条の文中、会費を１年以上納めない者は会員の資格を失う。 という文章を削除します。

◆2013 年度の予算（案）

※総会当日に配付します。

◆2013 年度の役員の選出
−１０−

※総会当日に配付します。

厚木えんかん過去５年間の会員動態表
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厚木演劇鑑賞会会則
第一章 総

則

第一条（名称・事務所所在地）
この会は、厚木演劇鑑賞会と称し、事務所を厚木市
旭町５−４３−１三橋パークビル３０５に置く。
第二条（会員・サークル）
この会は、演劇を観続けたい人ならだれでも会員にな
ることができる。会員は、本会の理念を実現するために
三人以上のサ−クルを作り、参加することを基本とする。

第五章 財政と会費

第二章 基本理念と基本方針
第三条（基本理念）
私たちは劇団と協力し、演劇の魅力とすぐれた力を、
多くの人々の生活に浸透させ、演劇を通して豊かな人間
性を育み、豊かな人間関係、豊かな文化性を持った地域
社会作りをめざします。
第四条（基本方針）
一．私たちは理念を実現するために、会員制・サークル
制を基本とします。
二．会員みずからが会を自主的に運営し、会員を広げる
鑑賞運動に積極的に取り組みます。
三．時代を見据えたすぐれた演劇を発掘し、生活の中に
演劇を浸透させていきます。
四．私たちの理念に共感する演劇創造団体と共に、日本
演劇の発展をめざします。

第三章 役

員

第五条（役員）
この会に次ぎの役員を置く。
一．代表幹事
一名
二．副代表幹事
若干名
三．事務局長
一名
四．事務局員
若干名
五．幹事
若干名
六．相談役
若干名
第六条（役割）
一．代表幹事は、総会の決定にしたがい幹事会を統括す
る。
二．副代表幹事は、代表幹事を補佐し、代表幹事が事故
あるときは、その役割を代行する。
三．事務局長は、この会の日常会務を統括する。
四．事務局員は、事務局長を補佐する。
五．幹事は、この会の会務を担当する。
六．相談役は、幹事会の諮問に応じ、本会基本理念の実
現のために協力する。
第七条（選任と任期）
この会の役員は、会員の中より選出し、幹事は総会に
於いて承認を得、その他の役員は幹事会に於いて互選で
選任する。任期は、次期総会までとし再任は妨げない。
但、相談役は幹事会が別に委嘱する。

第四章 機

幹事会は、総会に次ぐ議決機関で、第五条の役員をも
って構成し、代表幹事が必要に応じて招集し、開催する。
幹事会は総会並びにサ−クル懇談会の決定にもとづき
会務を審議し執行にあたる。
第十二条（三役会）
三役会は、幹事会の諮問機関で、第五条一〜四の役員
と互選による若干名の運営委員をもって構成し、代表幹
事が必要に応じて召集し、開催する。

関

第八条（機関）
この会の機関は、次の通りとする。
一．総会 二．サ−クル懇談会 三．幹事会
四．三役会
第九条（総会）
総会はこの会の最高議決機関で、会員及び役員によっ
て構成し、年一回代表幹事が招集し開催する。但し、幹
事会が必要と認めた場合、臨時に招集することができる。
議事は出席者の過半数で議決する。総会では、年度活動
方針、予算の決定と決算の承認、役員の選出、「会費規
定」「運営基金規定」、その他を討議し、承認を受ける
場とする。
第十条（サ−クル懇談会）
本会目的達成を円滑にするため、幹事会は必要に応じ
てサ−クル懇談会を招集することができる。
第十一条（幹事会）

第十三条（財政）
この会の財政は、入会金・会費その他でまかなう。
第十四条（入会金・会費・手数料・登録料・運営基金
・追加会費）
入会金・会費・手数料・登録料・運営基金・追加会費、
は会の活動に要する経費（組織運営経費と観劇会経費）
に充当する会員の分担金で、所定日に所定の金融機関よ
り納める。会費を１年以上納めない者は会員の資格を失
う。ユース会員は年間登録料を納入する。
入会金・会費・手数料・登録料、追加会費は、「会費
規定」に基づき運用する。運営基金は、「運営基金規定」
に基づき運用する。
第十五条（会計）
この会の会計は、総会に於いて承認された予算に基づ
いて行なわれ、又、決算は総会に報告され承認を得なけ
ればならない。会計処理は、事務局及び第五条役員より
選出された会計係が行う。会の予算・決算書、帳簿類は
幹事会の決定がなければ外部に公開できない。
第十六条（会計年度）
この会の会計年度は、毎年１月１日にはじまり、同年
の１２月３１日に終わる。

第六章 会計監査
第十七条（会計監査）
この会の会計を監査するために、第五条に該当しない、
二名の会計監査委員を置く。
第十八条（選任と任期）
この会の会計監査委員は、会員の中より選任し、総会
に於いて承認を得る。任期は一年とし再任は妨げない。
第十九条（役割）
会計監査委員は、必要に応じ随時監査を行ない、総会
に於いて報告する。

第七章 入会及び退会と休会
第二十条（入会及び退会と休会）
この会は、第二条・第三条に同意すれば誰でも入会す
ることができる。但、一回だけとか、選んで見ることは
できない。この会を退会する時は、会員証を返却して退
会となる。既納の入会金、及び会費は、返却しない。出
産・病気・介護等規定の理由により、所定の手続きをと
れば休会する事が出来る。

第八章 会則の改廃と委任
第二十一条（会則の改廃と委任）
この会の会則は、総会に於いて、出席者の過半数の賛
成がなければ改廃することができない。又この会則に定
めるもののほか、「その他の規定」などの必要事項は、
幹事会に委任され定める。
附則
この会は、1986年2月22日(土)を創立年月日とする。
この会則は、1986年5月18日(日)から施行する。
この会則は、2009年4月12日(日)から改正施行する。
この会則は、2011年3月5日(土)から改正施行する。
この会則は、2012年3月16日(土)から改正施行する。
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