
＜松本ピアノ協会規約＞ 

 
第一条（名称）	 この団体の名称を「松本ピアノ協会(PIANO ASSOCIATION MATSUMOTO)」とする。 

 

第二条（設立の目的）	 本団体は松本市、又はその周辺のピアノ音楽・ピアノ業界の普及発展を図ることを目的とする 

 

第三条（活動内容） 

１．	 ピアニスト、ピアノ教師、その他ピアノ関係者の連携ネットワーク構築。 

２．	 ピアノ関連イベント、コンサート、コンクール等の主催、後援。 

３．	 ピアノ音楽に関する研究会、講座（セミナー）の開催。 

４．	 生徒の合同発表会、受験生リハーサル等のイベント開催。 

５．	 海外のピアニストを招く等、海外との交流。留学生の報告会。 

６．	 ピアノ教師の斡旋、生徒紹介。 

７．	 その他目的の範囲内で適当と認められた活動。 

第四条（非営利の原則） 

	 	 	 	 	 本協会は非営利団体とし、個人・または法人に関わらず営利目的となる行為・事業等は禁止とする。 

 

第五条（会員） 

	 	 	 	 	 本協会の会員は下記の通りとする。 

	 	 	 	 	 [1]本会員・・・長野県松本市を拠点とした本協会の活動・趣旨に賛同する個人 

	 	 	 	 	 [2]賛助会員・・・本協会の目的に賛同し、支援する個人、または団体 

 

	 	 	 	 	 本協会への入会は、所定の申込書に記入し申し込み、入会金、会費を納めるものとする。 

	 	 	 	 	  

第六条（会員の退会） 

	 	 	 	 	 会員が退会する時は、所定の退会届を提出して成立するものとする。 

	 	 	 	 	 会費の納入の遅延、滞納が２年以上ある者は除名とする。 

	 	 	 	 	 本協会の運営・目的を阻害するような言動が著しい会員に対し、協会は退会勧告を行う事がある。 

 

第七条（役員・委員）	 本団体に次の役員・委員を置く 

１．	 代表	 1名 

２．	 副代表	 1名 

３．	 委員	 若干名 

４．	 会計	 １名 

５．	 監事（会計監査）2名 

６．	 事務局長	 1名 



第八条（役員・委員の職務） 

	 	 	 	 	 代表は本協会を代表し、会務を統括する。 

	 	 	 	 	 副代表は代表を補佐し、代表不在の場合は職務を代行する。 

	 	 	 	 	 委員は委員会を組織し、本協会の運営を審議し議決する。 

	 	 	 	 	 会計は本協会の収支管理・経理業務を行う。 

	 	 	 	 	 監事は会計を監査する。 

	 	 	 	 	 事務局長は委員会の決定に従い事務を行う。 

	 	 	 	 	 各々の任期は 2年とし、再任は妨げない。 

 

第九条（会議） 

	 	 	 	 	 定期委員会は代表が召集する。 

	 	 	 	 	 その他必要に応じて随時代表が委員会を招集する。 

 

第十条（議決） 

	 	 	 	 	 議決は出席者の過半数の賛成をもって行われる。 

 

第十一条（事務局） 

	 	 	 	 	 事務局は長野県松本市大手 4-2-12 スヰトビル 4Fに置くものとする。 

 

第十二条（経費） 

	 	 	 	 	 本協会の経費は会費、補助金、寄付金その他事業収入をもって当てる。 

 

第十三条（会費） 

	 	 	 	 	 本協会の年会費は、一般会員 5,000 円（メール非登録会員は＋1,000 円）、ピアノフロイント会員 2,500 円、

賛助会員一口 50,000円とする。 

	 	 	 	 	 本協会への入会には入会金（事務手数料・会員カード発行手数料として）1,000円を必要とする。 

	 	 	 	 	 一度納めた入会金・会費は如何なる理由があろうとも返却しない。 

 

第十四条（謝礼規定） 

	 	 	 	 	 各イベントの担当者・イベント当日スタッフ・調律・委員・事務スタッフ・等のご協力を頂いた方には下記の条件にて謝

礼を支払うものとする。支払いは年度末とし、協会口座より振り込みにて一括して支払う。 

＜謝礼支払条件＞ 

年度末において年度全体の収支が黒字となっており、協会口座の残高(見込み額)が 30 万円以上となっている場合 

 (30 万円以上見込めない場合は、年度全体（下記全て）の謝礼は支払わないものとする ※非営利の原則) 

 

◆担当者謝礼 



各イベントごとに負担度を設け(委員会にて年度末までに翌年度分イベントの負担度を決定)、下記の通り支給する。 

※複数名による担当の場合は担当責任者に満額を支払い、担当責任者が残りの担当者へ配分する 

負担度１：5,000 円 

負担度２：1 万円 

負担度３：15,000 円 

負担度４：2 万円 

 

◆イベント当日スタッフ謝礼 

1 日につき６時間未満のイベント：3,000 円 

1 日につき６時間以上のイベント：5,000 円 

※担当者はイベント当日スタッフ謝礼としての報酬は受けず、担当者謝礼のみの支給とする 

 

◆調律謝礼 

1 イベントにつき：5,000 円 

※オーディション・セミナー(レクチャー)等コンサート以外のイベントの場合 

※一般のコンサートとしての調律にはイベント当日に通常の調律費(調律師からの請求額)を支払うものとする。 

 

◆委員・事務スタッフ手当て 

※在籍一般会員が 100 名以上となった場合、その翌年度より実施 

※年度末の協会残高が 50 万円以上ある(見込める)場合 

 

・委員(会)手当て：1 回出席につき 2,000 円 

◎交通費（中信地区以外の委員のみ） 

        北信・東信：1 回 2,500 円 

        南信(木曽含む)：1 回 1,000 円 

 

・事務手当て：1 年につき 1 万円 

・会計手当て：1 年につき 1 万円 

・広報手当て：1 年につき 1 万円 

 

※委員会に出席した回数のみ加算するものとする 

※上記以外のエリアから参加の委員の場合は当人との協議の上、決定する 

 

第十五条（会計） 

	 	 	 	 	 本協会の会計年度は毎年４月１日に始まり翌年３月３１日に終わるものとする。 

 



第十六条（規約の改廃） 

	 	 	 	 	 本規約の改廃は委員会出席者の過半数の賛成をもって行われる。 

 

第十七条（規約の制定） 

	 	 	 	 	 本規約は西暦 2011年 4月 1日より施行する。 

 


