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令和２年度　事業計画（案）
BB：ブルーバーズ　SBB：スーパーブルーバーズ 開成ジュニアアンサンブル

月 日 楽団名 事　業　等 場　　所 内　　　　容
6 14 SBB 開成町あじさいまつり（中止） あじさい公園舞台棟

6 14 SBB 第18回大山ジャズ＆ラテンフレンド
シップコンサート（中止） 大山阿夫利神社（伊勢原市）

6 21 合同 第3回日本スチューデント･ジャズ･コ
ンテスト2020（中止）

昭和音楽大学
テアトロジーリオショウワ

7 2 BB 初練習 開成南小学校多目的ホール 7名入団
7 4 SBB 初練習 開成南小学校多目的ホール 6名入団
7 9 第1回役員会 （書面会議）  

7 18 令和2年度　総会 （書面開催） 令和元年度事業報告及び
収支決算報告等について

8 未定 BB 記録会 開成南小学校多目的ホール 新入団員のソロ演奏発表会
8 22 BB 第19回こどもコンサート（中止） 生涯学習センター（山北町）

9 12 SBB 第12回国際ジャズオーケストラ・フェ
スティバル（中止） 河口湖ステラシアター

9 13 SBB ジャズコンサート（中止） 富士急ハイランド
10 4 BB 南足柄演奏団体連盟演奏会（中止） 南足柄市文化会館 大ホール
10 10or11 SBB 横濱ジャズプロムナード2020 横浜市内 開催方法検討中
11 上旬 第2回役員会 未定 クリスマスコンサートについて
11 14 合同 かいせい文化祭芸能発表会（中止） 開成町福祉会館多目的ホール
11 上旬 第1回定期演奏会実行委員会 未定 実行委員会立ち上げ
11 15 BB いちばんぼしジャズコンサート 小田原市保険センター 小田原市障害者福祉協議会 依頼演奏
12 未定 合同 クリスマスコンサート2020 未定

1 10or11 合同 第30回スチューデント･ジャズ･フェス
ティバル2021

昭和音楽大学
テアトロジーリオショウワ

1 下旬 第2回定期演奏会実行委員会 未定 チラシ配布計画など
2 下旬 第3回定期演奏会実行委員会 未定 役割分担など
3 上旬 第4回定期演奏会実行委員会 未定 最終確認

3 20 合同 第10回スプリングJazzコンサート
～創立10周年記念公演～

南足柄市文化会館
大ホール

ゲスト：守屋純子氏、石巻ジュニア
ジャズオーケストラ

3 下旬 BB 卒団生を送る会 未定

6 3
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令和２年度　役　員　名　簿（案）

役　職　名 氏　　　名 所　　　属

代　表 本　澤　尚　之
（株）ミュージックエイト

作編曲家

副代表 本　澤　祐　子 ヤマハ音楽教育システム講師

事務局長 中　富　与師子 育成会員

事務局 宮　澤　直　美 育成会員

会　計 露　木　由　子 育成会員

監　査 柴　山　弘　子 育成会員

令和２年度　技術委員　名　簿（案）

役　職　名 氏　　　名 所　　　属

技術委員
（ドラム担当）

木　村　泰　浩 （株）大村楽器店ドラム科講師

技術委員
（ベース担当）

田　代　伸　夫 ミツミ電機（株）

技術委員
（トランペット担当）

富　山　　　渡 トランペット奏者

技術委員
（サックス担当）

行　方　紗智子 グルーヴィンサウンズオーケストラ

開成ジュニアアンサンブル
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