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県連会員各位                           2017年1月吉日 
神奈川県合唱連盟 
理事長 松村 努 

 

第 60 回 神奈川県合唱祭 参加要項 
 

第 60 回神奈川県合唱祭を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。 
 

１．日時 
  第１日目 2017 年 6 月 10 日 （土） 午前 10 時 30 分 開演 
  第２日目  〃   6 月 11 日 （日）    〃  
  第３日目  〃   6 月 24 日 （土）    〃  
  第４日目  〃   6 月 25 日 （日）    〃  
 
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） 
  第１日目 大田 桜子（作曲家）  ・粕谷 宏美（指揮者） ・辻 志朗（ピアニスト・指揮者） 
  第２日目 大田 桜子（作曲家）  ・粕谷 宏美（指揮者） ・辻 志朗（ピアニスト・指揮者） 
  第３日目 伊集院 俊光（指揮者） ・仁階堂 孝（指揮者） ・横山 潤子（作曲家） 
  第４日目 伊集院 俊光（指揮者） ・仁階堂 孝（指揮者） ・横山 潤子（作曲家） 
 
４．参加資格  
 （１）神奈川県合唱連盟に加盟している団体。 
 （２）2017 年度の会費を完納していること。 
 
５．演奏規定  
 （１）演奏時間は、曲間を含め 7 分以内を厳守。 
 （２）伴奏楽器は特に指定なし。（主催者側では、センター固定 442Hz のピアノを 1 台用意） 
 
６．参加費 
  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。 



 

【版番：v1-0】  2／4 

７．合唱祭の各日の流れ（出演団体数により、時間は変更になる場合があります。）  
 時間(予定) 6 月 10 日（土） 6 月 11 日（日） 6 月 24 日（土） 6 月 25 日（日） 
 
A 

10：30 
 ～13：20 

合同発声／連盟歌 合同発声／連盟歌 合同発声／連盟歌 合同発声／連盟歌 

通常演奏(1団体 7分) 
 15 団体程度 

通常演奏(1団体 7分) 
 15 団体程度 

通常演奏(1団体 7分) 
 15 団体程度 

通常演奏(1団体 7分) 
 15 団体程度 

ファッションショー 
 

パフォーマンス 
(1 団体 7 分以内) 

中学校 N コン 
課題曲演奏 

ジュニア合同合唱 

 13：20 
 ～13：50 

休憩・席替え 休憩・席替え 休憩・席替え 休憩・席替え 

 
Ｂ 

13：50 
～16：30 

全員合唱（連盟歌） 全員合唱（連盟歌） 全員合唱（連盟歌） 全員合唱（連盟歌） 

通常演奏(1団体 7分) 
 15 団体程度 

通常演奏(1団体 7分) 
 15 団体程度 

通常演奏(1団体 7分) 
 15 団体程度 

通常演奏(1団体 7分) 
 15 団体程度 

パフォーマンス 
(1 団体 7 分以内) 

センセイズ 高等学校 N コン 
課題曲演奏 

小学校 N コン 
課題曲演奏 

 16：30 
 ～16：50 

休憩・席替え 休憩・席替え 休憩・席替え 休憩・席替え 

 
Ｃ 

16：50 
 ～19：10 

通常演奏(1団体 7分) 
 15 団体程度 

通常演奏(1団体 7分) 
 15 団体程度 

通常演奏(1団体 7分) 
 15 団体程度 

通常演奏(1団体 7分) 
 15 団体程度 

全員合唱（連盟歌） 全員合唱（連盟歌） 全員合唱（連盟歌） 全員合唱（連盟歌） 

  ★各ブロックの最後にジャンケン大会を行います。 
 （注）「同一指揮者コーナー」「アカペラコーナー」はなくなります。 
 
８．合唱祭のイベント 
（１）連盟歌（神奈川県合唱連盟 創立 50 周年記念委嘱作品） 

各ブロックで連盟歌「朝の光に」を歌います。 
（２）コスチュームファッションショー［6 月 10 日(土)］ 

ユニチカトレーディング株式会社様のご協力による新作コスチュームの発表です。出演モデルを

募集します。 
（３）パフォーマンスコーナー［一団体 7 分以内厳守］［6 月 10 日(土)、6 月 11 日(日)］ 

ブロックの最後に７分間ステージをお使い頂けます。更衣室はありません。アナウンスも含め、

すべて出演団体で行って頂きます。希望される団体は、パフォーマンスコーナー企画申込書に必

要事項を記入して、参加申込書とともにご提出ください。 
申し込み多数の場合は、実行委員会で調整いたします。 

（４）小学校・中学校・高等学校 N コン課題曲合同練習と発表［6 月 24 日(土)、25 日(日)］ 
小・中・高生を対象に NHK 全国学校音楽コンクール課題曲の合同練習と発表を行います。 
小学校 ：6 月 25 日(日)  午後練習、B ブロック最後に発表。 講師：藤原 規生 先生 
中学校 ：6 月 24 日(土)  午前練習、A ブロック最後に発表。 講師：松村 努 先生 
高等学校：6 月 24 日(土)  午後練習、B ブロック最後に発表。 講師：岩本 達明 先生 

（詳細のお知らせは、別途小学校・中学校・高等学校会員の団体にのみお送りします。） 
（５）ジュニア合同合唱［6 月 25 日(日)］ 

 2017 年 2 月 11 日(土・祝)開催の「神奈川県合唱フェスティバル～ジュニアの祭典～」の合同

合唱曲「きんいろの太陽がもえる朝に」「さびしいカシの木」「そよ風は友だち」「朝の光に」を

演奏いたします。 
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９．わく２メッセージ（わくわくメッセージ：愛称）の交換 
・各団体には、出演ブロック内の他団体の演奏を聴き、その感想やメッセージを書いていただき

「わく２メッセージ」として交換していただきます。 

・各団体は、出演ブロックの開始から終了まで、自団体のリハーサルや出演時間以外は自団席に

着席して、他団体の演奏を鑑賞していただきます。 

合唱祭の趣旨をご理解いただき、マナーとしてご協力くださるようお願いいたします。 

 
１０．参加申込書の記入 
（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。 
・調査票の出演希望日欄には、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出演日およびブロックを決めさせ

ていただきます。 
例年、日曜日への希望が集中する傾向にあります。各日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。 
（２）記入内容の確認 

・参加申込書の内容は指揮者が確認し、申込書の該当欄にサインをすること。 
 指揮者がいない合唱団は代表者がサインすること。 
 

１１．参加申込書の郵送 
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） 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
１２．出演日、ブロックおよび出演順 

各団体の出演日、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。特定のブロック、イベントへの申し込み多数の場合は、各日の出演団体数を平均化する

ため、実行委員会で調整いたします。 

決定した出演日・出演ブロックは、第 1 回合唱祭打ち合わせ会でお知らせいたします。 

 

(1) 提出物 

(a) 第 60 回神奈川県合唱祭参加申込書／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。 
・内容を確認した指揮者（指揮者がいない場合は代表者）のサインを確認のこと。 

(b) パフォーマンスコーナー申込書：【参加希望団体のみ】 

(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 神奈川県合唱祭実行委員会 

(3) 申込期限：２０１７年３月２４日（金）必着 
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１３．第 1 回合唱祭打ち合わせ会［出演日・出演ブロックの発表、出典の提出および確認］ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
１４．参加費の納入 

第 1 回合唱祭打ち合わせ会で「払込取扱票」をお渡しします。 

お近くのゆうちょ銀行から、4 月 21 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。 

 

 

 

（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。 

 
１５．第 2 回合唱祭打ち合わせ会 

 

 

 

 

 

 

 
 
１６．参加申込書の記載内容の変更 

申込書提出後に変更が生じた場合は、必ず書面にてご連絡ください。 
第 2 回合唱祭打ち合わせ会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。 
第 2 回合唱祭打ち合わせ会後の変更は、合唱祭当日のアナウンスで行います。 

 
１７．広告募集のお知らせ 

 
 
 
 

 
 
※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 

 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、第 2 回合唱祭打ち合わせ会で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。 

 

日時：2017 年 4 月 29 日（土・祝） 受付 17:30～18：00  打ち合わせ 18:00～20:00 
会場：かながわ県民センター ホール （横浜駅西口）  

内容：（１）出演順の確認（合唱祭のタイムテーブルの確認等） 

（２）各種連絡事項の確認 

（３）参加申込書の変更内容の提出 【記載内容に変更があった団体のみ】 

（４）ファッションショーモデル申込書【希望される団体のみ。募集内容は別紙参照】 
（５）広告掲載の申し込み【広告掲載を希望される団体のみ。募集内容は１７項を参照】 

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 

日時：2017 年 4 月 2 日（日） 受付 10:00～  打ち合わせ 10:30～12:00 
会場：かながわ県民センター ホール（横浜駅西口） 
内容： 
（1）出演日、出演ブロックの発表 
（2）出典の提出および確認 

楽譜の表紙または目次のコピー（A4 サイズの用紙で、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。 


