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県連会員各位                                 2020年 10月吉日 

神奈川県合唱連盟 

理事長  志澤  彰 

フェスティバル実行委員会 

第４３回 神奈川県合唱フェスティバル 参加要項 

＜コロナ禍の合唱祭＞ －映像と共に歌う－ 

 第４３回神奈川県合唱フェスティバルを、〈コロナ禍の合唱祭〉と銘打ち、今できる開催方法を模索し

つつ、6 月に行う予定でした神奈川県合唱祭と、再延期となった来年 3 月のジュニア合唱祭の代替とし

て、下記の通り開催します。参加希望団体は、要項にしたがって手続きをしてください。 

なお、新型コロナウィルス感染症対策として、音楽堂のガイドラインに沿い、更衣とリハーサルは無し

で、舞台上は歌い手 20 名以内と指揮者と伴奏者の合計 22 名までといたします。 

それ以上の大人数の団体は、事前に録画して頂いた、歌唱及び伴奏音源付きの映像と共に、舞台上の

歌い手 20 名が演奏できるよう、音楽堂と準備したいと思いますので、希望の団体はその旨記入してお申

し込みください。 

今回のフェスティバルは、1 時間ごとのブロック制の合唱祭とさせて頂きます。 

ジュニアの団体は、優先的に参加して頂きます。 

また、できるだけ多くの団体に音楽堂の舞台を味わって頂きたいと思いますので、2021 年 1 月（神奈

川県立音楽堂）のアンサンブルコンテストに出場していない団体を優先で、演奏機会の持てない、大人数

の合唱団も優先的に、受付致しますことをご理解ください。 

そして、状況が変わりましたら、条件の変更の可能性もございますことも、ご承知おきください。 

 

 

１．日時 

   2021 年 2 月 11 日 （木・祝） 午前 9 時 15 分 開演 

 

２．会場 

     神奈川県立音楽堂   横浜市西区紅葉ケ丘 9-2 

 

３．講師（敬称略・五十音順） 

   佐藤美紀子（神奈川県合唱連盟副理事長） 

他 未定 

 

４．主催・共催・後援 

   主催 神奈川県合唱連盟   

共催 神奈川県 神奈川県立音楽堂  

後援 朝日新聞横浜総局 
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５．参加資格 

（１）神奈川県合唱連盟に加盟している団体。 

    （ジュニアの団体は、ジュニア合唱祭の代替として、未加盟での参加を認めます。） 

（２）2020 年度の年会費を完納していること。 

（３）舞台上で歌うメンバーは 20 名までとすること。 

（４）新型コロナウィルス感染拡大防止の観点からステージ上の立ち位置を示します。 

 

６．演奏規定 

（１）演奏時間は、曲間を含め ５分以内を厳守。 

（２）伴奏楽器は特に指定なし。（主催者側では、下手に固定 442Hz のピアノを 1 台用意） 

 

７．参加費 

   各団体は、以下の要領で団体参加費と出演人数分の個人参加費を納入してください。 

  （１）団体参加費 １団体につき ： 2,000 円 

  （２）個人参加費 大学・職場・婦人・一般・シニア会員： 1,000 円×出演人数(注) 

高等学校会員 ： 800 円×出演人数(注) 

          小学校・中学校・ジュニア会員 ： 個人参加費はありません。（団体参加費のみ） 

（注）・指揮者・伴奏者・独唱者・譜めくり者は出演人数に含まれません。 

ただし、それらの方が合唱メンバーに入って歌う場合は、出演人数に含まれます。 

・婦人・一般・シニアの団体に、小学生・中学生・高校生・ジュニアの団員が含まれている 

場合、その団体としての個人参加費を納入してください。 

・高等学校会員の団体に中学生が含まれている場合、高等学校会員としての個人参加費を納 

入してください。 

・21 人以上の団体で、舞台上で歌唱しない映像参加メンバーの個人参加料は無料です。 

 

８．合唱祭の流れ(各ブロック９団体で客席→舞台→客席の流れで行い、30 分で入れ替えを行います) 

 

   A ブロック    9：00 開場・受付  

No. 1~No. 9      ９：１５～１０：１５  

10：30 までに退館 

 B ブロック   10：30 開場・受付 

    No.10~No.18   １０：４５～１１：４５ 

                      12：00 までに退館 

C ブロック   12：00 開場・受付 

    No.19~No.27   １２：１５～１３：１５ 

                      13：30 までに退館 

D ブロック   13：30 開場・受付 

    No.28~No.36   １３：４５～１４：４５ 

                      15：00 までに退館 
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E ブロック   15：00 開場・受付 

    No.37~No.45   １５：１５～１６：１５ 

                      16：30 までに退館 

F ブロック   16：30 開場・受付 

    No.46~No.54   １６：４５～１７：４５ 

                      18：00 までに退館 

G ブロック   18：00 開場・受付 

      No.55~No.63   １８：１５～１９：１５ 

                        19：30 までに退館 

H ブロック   19：30 開場・受付 

      No.64~No.72   １９：４５～２０：４５ 

                    21：00 までに退館 

                                          

９．参加申込書の記入 

（１）参加申込書の書き方 

・添付した「参加申込書標準記入要領」にしたがって作成してください。 

手書きの場合は、楷書でお書きください。パソコン等で作成する場合は、県連 HP から申込書 

類(WORD で作成)をダウンロードしてご使用ください。 

［県連 HP の URL：http://kanagawakenren.la.coocan.jp/ ］ 

・組曲（曲集）名、曲名、作詩・訳詞・作曲・編曲者名はプログラムに掲載いたします。 

・調査票の出演希望ブロック欄には、必ず第１希望から第５希望まで記入してください。 

第 5 希望まで記入されていない場合は、実行委員会の判断でブロックを決めさせていただきま

す。各ブロックの出演団体数を平均化するため、第２～第５希望に移って頂くことがあります。 

   ・ジュニア団体で未加盟の団体は、会員 No.のところに、「ジュニア未加盟」とご記入ください。 

 

１０．参加申し込み 

参加を希望する団体は、下記の要領で申し込んでください。（受け付けは郵送のみ） 

(1) 提出物 

(a) 第 43 回神奈川県合唱フェスティバル参加申込書／講評用紙：用紙は A3 のまま切り離

さないこと 

・ダウンロードした場合は、2 枚並べて A3 用紙にコピーして提出のこと。 

 (b) 楽譜の表紙と目次のコピー（A4 サイズの用紙で、1 曲につき 2 部提出してください） 

・プログラムに正確な内容を掲載するため、組曲(曲集)名、曲名、作詩・訳詞・作曲・ 

編曲者名等が記載されているもの。このコピーには団体名を必ず記入してください。 

(2) 提出先：下記住所に郵送してください。 

〒231-0021 横浜市中区日本大通 15 番地 横浜朝日会館 ４階 

神奈川県合唱連盟 神奈川県フェスティバル実行委員会 

(3) 申し込みの期間：２０２０年１１月１１日（水）～１１月３０日（月）必着とします。 
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１１．ブロックおよび出演順 

各団体のブロック、出演順は、出演希望調査をもとに、実行委員会で決めさせていただきます。ま

た、申し込み多数の場合は、実行委員会の方で抽選を行い、決定した出演ブロックとともに、参加

の可否を、郵送にてお知らせいたします。 

発表は１２月１０日（木）に県連ホームページにも、掲載いたします 

出演団体は、感染者が確認された場合に備え、出演者名簿のご提出をお願い致します。 

（注）各団体は、出演ブロックの開始から終了まで、自団体の席に着席して、他団体の演奏を鑑賞

していただきます。 

 

１２．参加費の納入 

出演団体が決まりましたら、郵送にて「払込取扱票」をお送りします。 

お近くのゆうちょ銀行から、2021 年 1 月 8 日（金）までに納入してください。 

なお、恐縮ですが、払い込み手数料は各団体にてご負担ください。 

 

払い込み口座  加入者名：神奈川県合唱連盟 

口座番号：００２５０-１-６３０９６ 

 

（注１）納入後の払い戻しはいたしません。 

（注２）参加費納入後、出演人数が増加した場合は、増員分の個人参加費を合唱祭当日に申し受 

けます。 

 

１３．タイムテーブルの送付(出演順の決定) 

 

事務局より 各団体宛てに郵送いたします。 

12 月末頃に発送の予定です。 

 

１４．入場料 

    一般 1 ブロック 500 円      

    高校生以下は   無料 （入場整理券をお申し込みください。） 

    21 人以上の団体で、歌唱しないメンバーは  無料 （団体参加費を支払われた 21 名以上の

団体で、舞台上で歌唱しないメンバーは無料で入場頂けます。入場整理券をお申し込みくださ

い。） 

 

１５．入場にあたって 

    ホールのガイドラインに基づき、入場人数は各ブロック 250 人程度を予定しております。 

    なお、当日はマスクの着用をおねがいするとともに、体温計測のご協力をお願いすることがあり

ますことをご承知おきください。また、感染者が確認された場合に備え、入場券に「お名前」「ご

連絡先」をお記入いただくことも、宜しくお願い致します。 
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１６．入場券・入場整理券のお申し込み 

同封の申込書により連盟加盟の団体単位または個人単位で FAX にてお申込みください。 

・申し込み受理後、合唱連盟事務局から受付確認の FAX をお送りいたします。 

・受付確認の FAX が届きましたら、入場料の払い込みをお願いいたします。 

・申し込み状況は神奈川県合唱連盟のＨＰに随時掲載いたします。 

 

１７．入場券・入場整理券の申し込み期限 

     2020 年 12 月 10 日(木) ～ 12 月 24 日（木） 

 ［募集人員の上限に達したらその時点で締め切ります］ 

 

１８．入場料の払い込み 

(1) 払い込み方法：受付確認の FAX が届きましたら、ゆうちょ銀行の払込票に必要事項を記入 

 の上、下記口座にお払い込みください。 

             ・記入事項：「合唱フェスティバル入場券代」、「会員番号」「会員名」、「代表者名」、 

「住所」「一般 ○○枚」「合計金額 ○○○○円」 

・ゆうちょ銀行払い込み口座 加入者名：神奈川県合唱連盟 

 口座番号：００２５０－１－６３０９６ 

・払い込み手数料は申込者にてご負担ください。 

・団体会員について、団体でまとめてお払い込みください。 

(2) 払込期限：2021 年 1 月 14 日（木） 

・納入後の払い戻しはいたしません。 

 

１９．入場券の送付 

     入場料の払い込みが確認できましたら、随時お送りいたします。 

 

２０．参加申込書の記載内容の変更 

申込書提出後に曲目等の変更が生じた場合は、参加申込書および講評用紙を書き直し、演奏曲の 

出典のコピーと共に、事務局まで郵送してください。 

2021 年 １ 月 ８ 日（金）までに連絡があった場合は、プログラムに反映いたします。 

以降の変更は、合唱祭当日のアナウンスで行います。 

 

２１．広告募集のお知らせ 

プログラムに掲載する演奏会等の広告を募集します。（完全版下でお願いいたします） 

合唱連盟加盟団体の場合 A4 版の 1／5 サイズ：5,000 円 

広告掲載を希望される団体は、メールにて 12 月 15 日(木)までにお申し込みください。 

お問い合わせは、合唱連盟事務局まで 

※お問い合わせ・連絡先 神奈川県合唱連盟 事務局 

〒231-0021 横浜市中区日本大通 15 番地 横浜朝日会館 ４階 

TEL：045-681-6033 FAX：045-662-5119 


