
演劇

月/日 会議名称 会場 議題

4/19 第１回部会（県高演協顧問会議） 小出高校 今年度役員・事業・会務・予算計画、顧問総会　他

5/15 第２回部会・総会（県高演協総会） 新潟北高校 昨年度事業・会務・決算、今年度役員・事業・会務・予算　他

7月 第３回部会（県高演協顧問会議） 未定 地区・県発表会、県講習会、高文連関係、関東高演協　他

8/7 第４回部会（県高演協顧問会議） 小出郷文化会館 春季全国大会運営　他

10/8 第５回部会（県高演協顧問会議） 新潟市江南区文化会館 地区発表会総括、県発表会運営、来年度発表会日程　他

12月 第６回部会（県高演協顧問会議） 未定 県発表会総括、春季全国大会運営　他

2月 第７回部会（県高演協顧問会議） 未定 春季全国大会運営、春季全国大会出場校打合せ会　他

3月 第８回部会（県高演協顧問会議） 新潟北高校 春季全国大会総括、来年度役員・事業・会務・予算、総会　他

合唱

月/日 会議名称 会場 議題

4/13 第１回顧問会議 じょいあす新潟会館
県合唱連盟主催（県高文連共催）事業報告・計画、決算・
予算、理事選出・承認（県合唱連盟加盟校のみ）

６月 第２回顧問会議 朝日新聞社新潟総局 第60回新潟県合唱祭出演順　等（出場校のみ）

６月 第１回委員会・部会 栃尾高校 今年度事業・予算　合唱専門部演奏会

７月 第３回顧問会議 朝日新聞社新潟総局 第60回全日本合唱コンクール新潟県大会抽選等（出場校のみ）

７月 第４回顧問会議 ＮＨＫ新潟放送局 第86回ＮＨＫ学校音楽コンクール抽選等（出場校のみ）

10月 第２回委員会 栃尾高等学校 合唱専門部演奏会

11/12 第２回部会 長岡リリックホール 次年度全国高総文祭代表校決定

12月 第５回顧問会議 朝日新聞新潟総局 第18回ヴォーカルアンサンブルコンテスト抽選等(出場校のみ)

２月 第３回委員会・部会 栃尾高等学校 今年度事業・決算　次年度事業・予算

吹奏楽

月/日 会議名称 会場 議題

4/18 上越地区顧問会議 上越市民プラザ 今年度計画、予算

4/17 中越地区顧問会議 長岡市立劇場 今年度計画、予算

4/17 下越地区顧問会議 県生涯学習推進センター 今年度計画、予算

5/中 第１回委員会 十日町高等学校 管楽器講習会事業計画、アンサンブル事業計画

6/中 上越地区顧問会議 未定 吹奏楽コンクール抽選会、説明会

6/中 中越地区顧問会議 未定 吹奏楽コンクール抽選会、説明会

6/中 下越地区顧問会議 未定 吹奏楽コンクール抽選会、説明会

10/中 第２回委員会、第１回専門部会 未定 アンサンブル事業計画・準備、アンサンブルコンテスト抽選会

11/下 第３回委員会 未定 事業部会、中間決算、アンサンブル事業反省

11/下 第４回委員会 未定 来年度審査員決定会議

2/下 第５回委員会、第２回専門部会 未定 今年度事業報告、決算、次年度事業計画、予算

器楽・管弦楽

月/日 会議名称 会場 議題

7/2 第１回県器楽・管弦楽専門部会 新潟中央高校 昨年度事業報告・決算報告、今年度事業計画・予算案、役員組織・委員

10/4 第２回県器楽・管弦楽専門部会 新潟中央高校 今年度器楽・管弦楽演奏発表会、来年度全国総文

11/7 第３回県器楽・管弦楽専門部会 新潟市江南区文化会館 今年度器楽・管弦楽演奏発表会、来年度全国総文

2/25 第４回県器楽・管弦楽専門部会 新潟中央高校 今年度事業報告・決算報告、次年度事業計画・予算案、役員組織

日本音楽

月/日 会議名称 会場 議題

5月中旬 第1回部顧問会議 未定 決算・予算、演奏発表会役割分担・演奏順、国民文化祭、役員

8月 第2回部顧問会議 未定 今年度演奏発表会会場下見、当日の運営打ち合わせ、国民文化祭

9/5 第3回部顧問会議 長岡リリックホール 来年度演奏発表会日程・役員、国民文化祭

郷土芸能

月/日 会議名称 会場 議題

5/7 第１回郷土芸能専門部会 佐渡高校 昨年度事業・決算、今年度事業・予算、今年度県高文祭、その他

7/ 第２回郷土芸能専門部会 アミューズメント佐渡 県高文祭会場下見・打ち合わせ

令和元年度　会務計画



美術・工芸／書道

月/日 会議名称 会場 議題

5/10 第1回専門部委員会 長岡商業高校 実行委員会組織検討、事業計画・予算検討
第33回展準備計画、日程検討

6/25 第2回専門部委員会兼第1回実行委員会代表者会議 アトリウム長岡 総会の資料検討、第33回展要項の確認、参加要員検討
各係の準備計画、日程検討

6/25 総会兼第1回実行委員会 アトリウム長岡
第33回展準備計画、要項説明、参加要員検討、係の準備計画、
日程検討、係打合せ、集荷、梱包、展示方法説明

9/4 第3回専門部委員会兼第2回実行委員会代表者会議 アトリウム長岡 各係経過報告、作品リスト・作品展示計画確認
日程の詳細検討、各係・生徒の要員計画

12/18 顧問会議 新潟県民会館 全国高等学校総合文化祭推薦作品選出

1/17 実行委員会　記録係・図録校正 アトリウム長岡 図録の校正

1/17 第4回専門部委員会兼新専門部委員会 アトリウム長岡 第33回展の反省、、会計中間報告、新専門部委員係決め、各係業務引継、来年度会務計画

3/26 新旧三役（正副委員長、事務局）会議 小千谷西高校 会計監査、来年度実行委員会の組織検討
事業計画、会務計画、予算案検討

写真

月/日 会議名称 会場 議題

4/18 第１回委員会　　　第１回顧問会議 三条高校
昨年度事業・決算報告、本年度事業計画・予算案
今年度撮影大会計画案、県総文祭開催要項案他

5/14 撮影大会（新潟）　第１回実行委員会 じょいあす新潟会館 撮影大会参加校打合せ、役割分担

6/28 撮影大会（新潟）　第２回実行委員会 じょいあす新潟会館 撮影大会反省

6/28 第２回委員会　　　第２回顧問会議 じょいあす新潟会館 県総文祭写真専門部展開催要項、役割分担

9/7 県総文祭写真専門部展 　第１回実行委員会 刈羽村生涯学習センターラピカ 県総文祭写真専門部展　一次審査

10/3 県総文祭写真専門部展 　第２回実行委員会 新潟県民会館ギャラリーＢ 県総文祭写真専門部展　二次審査・準備

10/7 県総文祭写真専門部展 　第３回実行委員会 新潟県民会館ギャラリーＢ 県総文祭写真専門部展　表彰式・撤去

11/29 第３回顧問会議 三条高校 全国総文祭報告、県総文祭写真専門部展反省

1/24 第３回委員会　　　第４回顧問会議 三条高校 今年度の反省と次年度の計画

放送

月/日 会議名称 会場 議題

4/24 第1回役員会・顧問会議 まちなかキャンパス長岡 決算報告・予算承認・事業計画　Nコン実施要項説明

9/18 第2回役員会・顧問会議 新潟明訓高等学校 QK杯実施要項説明、県総文予定

2/14 第3回役員会・顧問会議 じょいあす新潟会館 事業・決算の中間報告・事業予算案審議、ほか

12/26-27 校内放送指導者講座（東京）派遣 千代田放送会館 審査技術/審査員証取得

3/21 ＮＨＫ杯事務局長会議 甲南大学・岡本キャンパス ＮＨＫ杯実施要項説明等

囲碁

月/日 会議名称 会場 議題

5/10 春季大会第1回顧問会議 新潟高校 役員改選　年間計画　春季大会計画　他

5/19 春季大会第2回顧問会議 新潟高校 春季大会運営　全国大会出場選手選抜　他

11/1 県高校総文祭囲碁大会第1回顧問会議 新潟高校 全国大会報告　秋季大会計画　他

11/9 県高校総文祭囲碁大会第2回顧問会議 新潟高校 秋季大会運営　北信越大会出場選手選抜　他

2/25 専門部会 新潟高校 今年度決算報告　次年度予算および今年度まとめ　次年度計画

将棋

月/日 会議名称 会場 議題

5/12 第1回専門部会 高志中等教育学校 県大会運営、昨年度報告、今年度計画、全国専門部会報告

11/16 第2回専門部会 高志中等教育学校 県大会運営、全国専門部会報告

2/21 第3回専門部会 高志中等教育学校 県大会運営、全国専門部会報告、今年度まとめ、次年度計画

弁論

月/日 会議名称 会場 議題

7/4 第１回弁論専門部委員会 柏崎高校 今年度の役員・事業・会務・会計・予算・弁論大会・高総文祭参加・講習会

11/8 第１回弁論専門部総会 新潟産業大学 弁論大会

1/24 第２回弁論専門部委員会 柏崎高校
高総文祭報告・弁論大会総括、次年度の役員・事業・会
務・会計・予算・弁論大会・高総文祭参加

小倉百人一首かるた

月/日 会議名称 会場 議題

5/5 第１回部会 柏崎翔洋中等教育学校 今年度全国総文代表選考

7/14 第２回部会 柏崎翔洋中等教育学校［予定］ 今年度全国総文遠征計画，北信越大会運営計画

1/31 第３回部会 高田高校 今年度活動・決算　次年度活動計画・予算　等



新聞

月/日 会議名称 会場 議題

5/13 第１回委員会 まちなかキャンパス長岡 今年度役員、総会・顧問研修計画

5/13 第１回部会 まちなかキャンパス長岡 今年度役員、計画、予算、研修、講習会、県・全国高総文祭他

10/ 第２回委員会 まちなかキャンパス長岡 県高総文祭準備　他

1/ 第３回委員会 まちなかキャンパス長岡 事業・会務、決算中間報告、次年度講習会、県高総文祭他

3/ 第４回委員会 新潟中央高校 決算報告、次年度計画、講習会、県高総文祭他

文芸

月/日 会議名称 会場 議題

6/17 第１回委員会 新潟東高校 役員体制　第１回部会（総会）の準備　他

6/17 第１回部会（総会） 新潟東高校 前年度事業・決算　今年度事業・決算　文芸コンクール

10/17 県文芸コンクール第１回審査会 新潟東高校 審査方法・日程　「高校文芸」発行日程

11/18 県文芸コンクール第２回審査会 新潟東高校 入賞者選出　表彰式

1/ 第２回委員会 新潟東高校 「高校文芸」編集

2/ 第２回部会 新潟東高校 今年度事業報告　次年度事業計画　役員　他

3/ 新旧委員引き継ぎ会 新潟東高校 今年度決算報告　次年度予算　他

自然科学

月/日 会議名称 会場 議題

6/21 第１回委員会 長岡高校 前年度事業・決算報告、今年度役員・事業・会務・予算計画

7月 第２回委員会 新潟薬科大学 中間発表会及び研修会打ち合わせ(日程･内容･案内･運営)

8月 第３回委員会 新潟薬科大学 活動報告･研究発表会実施要項検討･審査･表彰について

10/25 第４回委員会 長岡高校 活動報告･研究発表会及び代議員会開催プログラム･審査基準検討準備

11/10 部会 新潟工科大学 前年度事業・決算報告、今年度役員・事業・会務・予算計画

12/6 第５回委員会 長岡高校 活動報告・研究発表会反省・今年度反省

2/21 第６回委員会 長岡高校 次年度計画検討

茶道

月/日 会議名称 会場 議題

5/ 委員会・部会 小千谷高校 昨年度事業・決算、今年度事業・決算、合同茶会

5/ 各地区顧問会議 小千谷高校 ｎ活動状況報告、地区顧問会議及び講習会日程・内容検討

6/ 中越地区顧問会議 アオーレ長岡 合同茶会打ち合せ、会場下見

7/ 中越地区顧問会議 アオーレ長岡 合同茶会最終打ち合せ

8/ 合同茶会反省会・引継 未定 合同茶会反省会・引継

8/ 蒲原地区顧問会議 未定 活動状況報告

8/ 下越地区顧問会議 未定 活動状況報告

10/ 上越地区顧問会議 未定 活動状況報告

11/ 新潟・佐渡地区顧問会議 未定 活動状況報告

3/ 会計監査 小千谷高校 会計監査

3/ 事務局引継 小千谷高校 事務引継

華道

月/日 会議名称 会場 議題

7/3 第１回高文連華道専門部会 北方文化博物館 前年度事業・決算・いけばな展反省、今年度事業・予算

9/10 第２回高文連華道専門部会 北方文化博物館内 今年度いけばな展、来年度いけばな展事項

ボランティア

月/日 会議名称 会場 議題

5/14 第１回委員会および部会 県立新潟西高校 年間行事計画、予算、講習会および大会の打ち合わせ、等

10/9 第２回委員会および部会 新潟市総合福祉会館 大会準備、打ち合わせ、等

2/21 第３回委員会 県立新潟商業高校 決算、年次計画、予算、等

英語・国際交流

月/日 会議名称 会場 議題

7/29 第１回委員会および部会 未定 年間活動計画、予算、講習会および大会の打ち合わせ、等

10/4 第２回委員会 未定 各種コンテスト・大会・イベント準備、等

2/27 第３回委員会 未定 決算、次年度計画、予算、等



月/日 会議名称 会場 議題

4/1～5 第１回評議員会 （書面審議） 今年度役員

5/29 理事会 医科学センター 前年度事業・決算 今年度事業・予算・役員 他

6/5～12 第２回評議員会 （書面審議） 前年度事業・決算 今年度事業・予算・役員 他

6/20 第１回県高文連委員長・事務局会議 新潟西高校 前年度事業・決算 今年度事業・予算・役員

10/8 第２回県高文連委員長・事務局会議 新潟西高校 県高総文祭 他

2/14 拡大理事会 未定 中間決算 今年度事業総括 他

月/日 会議名称 会場 議題

5/21 第1回北信越地区高文連理事会 東京都港区 前年度決算報告 今年度事業 他

7/27 第2回北信越地区高文連理事会 佐賀県佐賀市

12/4 第3回北信越地区高文連理事会 山形県山形市

月/日 会議名称 会場 議題

5/21 全国高文連定時総会 東京都港区 前年度事業・決算　今年度事業・予算 他

7/28 全国高文連加盟団体代表者会議 佐賀県佐賀市 功労者表彰 経過報告 他

12/5～6 全国高文連研究大会 山形県山形市 高文連活動に関する研究発表・協議・指導者講習

12/6 都道府県高文連実務担当者会議 山形県山形市 各都道府県高文連の活動に関する情報・意見交換

県高文連 - 各種提出物

月/日 提出物等 会場 備考

4/12 専門部役員 専門部：事務局 3/28時点で未決定分

4/18 2019さが総文参加申込書類（とりまとめＡ） 参加校：顧問 （囲碁・将棋・かるた部門以外）

5/8 加盟校登録 加盟校：実務担当 分担金は5/22まで

5/24 2019さが総文参加申込書類（とりまとめＢ） 参加校：顧問 （囲碁・将棋・かるた部門）

９月上旬 総合プログラム部門原稿・広告原稿 専門部：事務局

10月上旬 総合プログラム校了 専門部：事務局

12/26 源泉徴収税納付書（写し） 専門部：事務局 支出後１か月以内に納付

1/31 専門部中間報告書類 専門部：事務局 （事業／会務／決算／主な活動成果）

1/31 高文連年報原稿 専門部：部長委員長

専門部最終報告書類 （事業／会務／決算／主な活動成果／教員旅費）

会計監査報告書

専門部計画 （事業／会務／予算／役員等）

全国高文連

県高文連

3/26 専門部：事務局

北信越地区高文連


