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県連会員各位 
2022 年 3 月改訂 

2022 年 1 月吉日 

神奈川県合唱連盟 

理事長 志澤  彰 

合唱祭実行委員会 

 

※朱書き部分が改訂箇所になります 

 

第 65 回 神奈川県合唱祭 参加要項 
 

はじめに 

第 65回神奈川県合唱祭を下記の通り開催します。 

皆様のご応募・ご参加、お待ちしております。 

まだ新型コロナウイルスの影響が懸念される状況であり、また、感染症対策として、神奈川県立音楽

堂のガイドラインに準ずるため、昨年の第 64回神奈川県合唱祭と同じ規定で開催致します（★の印が

ついている項目が、従来の合唱祭の規定から変更をしている項目になります）。 

なお、新型コロナウイルスに関する状況の変化により、本要項の内容を変更する可能性もあります

こと、あらかじめご了承ください。変更の際には、神奈川県合唱連盟ホームページにて連絡をいたしま

すので、随時ご確認をお願いいたします。 

最後に、今回、参加費を値上げさせていただきました。費用を切り詰めて運営をしておりますが、従

来通りですと、赤字が避けられないため、皆様にご理解・ご協力をお願いする次第です。何卒、宜しく

お願い申し上げます。 

 

１．日時 

  第１日目 2022 年 6月 11日 （土） 午前 10時   開演 

  第２日目  〃   6月 12 日（日） 午前 9時 15分 開演 

   ※午前は小学校向けの合唱講習会、 

午後から参加団体による通常の演奏になります。 

  第３日目  〃   6月 25 日（土） 午前 10時   開演 

  第４日目  〃   6月 26 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 

  6月 11日（土） 土田豊貴先生（作曲家）ほか 2名予定 

6月 12日（日） 金田典子先生（指揮者）ほか 2 名予定 

6月 25日（土） 三宅悠太先生（作曲家）ほか 2 名予定 

6月 26日（日） 大田桜子先生（作曲家）ほか 2 名予定 
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４．参加資格 

 （１）神奈川県合唱連盟に加盟している団体。 

 （２）2022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 40名以内とします。(音楽堂舞台上の人数制限が変更されました) 

   ・40名を超える合唱団の場合、複数グループに分かれて参加することも可能とします。この場合、

一人が出演できるのは、1グループのみとさせていただきます。 

※メンバーの構成上、一人の団員が複数グループに出演せざるを得ない場合は、参加申込書の

「複数グループに出演するメンバー」の欄の「あり」を選択してください。必要に応じて実

行委員会より連絡等させていただきます。 

 また、一人の団員が複数グループに出演した場合の個人参加費は、出演回数分お支払いいた

だきます。 

・出演希望ブロックの調整の結果、出演希望団体が一日に出場できる団体数を超えた場合は、複

数グループでお申し込みいただいた合唱団から、抽選により参加団体を絞らせて頂きます（最

低１グループは出演いただけるよう調整させていただきます）。予めご了承ください。 

・40名以下の合唱団は、複数グループでのご出演はご遠慮ください。 

 

★５．演奏規定  

 （１）演奏時間は、曲間を含め 7分以内を厳守。 

（２）舞台上で歌うメンバーは 40 名以内とします。 

（３）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） 

    ただし、伴奏者は 1 名以内としてください。複数の伴奏楽器により複数の伴奏者が必要な場合

は実行委員会までご相談ください。 

 

★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           ： 4,000円(注 1) 

  （２）個人参加費  大学・職場・婦人・一般・シニア会員： 1,600円×出演人数(注 2) 

            高等学校会員           ： 1,000円×出演人数(注 2) 

            小学校・中学校・ジュニア会員   ：    100円×出演人数(注 2） 

★（注 1）ひとつの合唱団で、複数グループに分かれて参加する場合、団体参加費は 1団体分とな

ります。また、一人の団員が複数グループに出演した場合の個人参加費は、出演回数分

お支払いいただきます。 

（注 2）・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(1,600円)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

（1,000 円）を納入してください。 
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★７．合唱祭の流れ（出演団体数により、時間は変更になる場合があります。） 

（１）各日のスケジュール 

新型コロナウイルス対策として換気・消毒を十分行うため、休憩時間・回数を多くしていま

す。 

 時間(予定) 6月 11日(土) 6月 12日(日) 6月 25日(土) 6月 26日(日) 

A 10:00～12:30 

通常演奏 18 団体 

(途中、休憩・団

体入替あり) 

(9：15～) 

小学校向けの合

唱講習会 

通常演奏 18 団体 

(途中、休憩・団

体入替あり) 

通常演奏 18 団体 

(途中、休憩・団

体入替あり) 

 12:30～13:30 休憩・団体入替 

B 13:30～16:00 

通常演奏 18 団体 

(途中、休憩・団

体入替あり) 

通常演奏 18 団体 

(途中、休憩・団体

入替あり) 

通常演奏 18 団体 

(途中、休憩・団体

入替あり) 

通常演奏 18 団体 

(途中、休憩・団

体入替あり) 

 16:00～16:30 休憩・団体入替 

C 16:30～19:00 

通常演奏 18 団体 

(途中、休憩・団

体入替あり) 

通常演奏 18 団体 

(途中、休憩・団体

入替あり) 

通常演奏 18 団体 

(途中、休憩・団体

入替あり) 

通常演奏 18 団体 

(途中、休憩・団体

入替あり) 

※各ブロックは、途中に休憩を入れ、ブロック内を前半・後半に分けます。 

ブロック内およびブロック間の休憩時間に、客席の合唱団の入れ替えを行います。 

（２）出演団体の動線は、受付 ⇒ 客席 ⇒ ステージ ⇒ 客席 ⇒ 解散とします。 

（３）更衣、リハーサルは行いません。更衣室、リハーサル室も使用できません。 

（音楽堂のガイドラインにより、使用人数 12名以内という制限があるため、公平性のため） 

 更衣、リハーサルのための、ホワイエやトイレの使用はご遠慮ください。 

 

★８．合唱祭のイベント 

小学校・中学校・高等学校合唱講習会成果発表、ジュニア合同合唱、連盟歌の全体合唱、じゃんけ

ん大会、わく２メッセージの交換は、合唱祭参加団体の演奏に時間を割り当てるため、また、換気・

消毒の時間を設けるため、今回は行いません。 

なお、小・中・高等学校合唱講習会は以下の通り、開催を予定しております。小・中・高等学校の

団体に、講習会の参加要項を 4月下旬に発送予定です。詳細はそちらでご確認ください。 

 

講習会 日にち 時間 講師 

Nコン小学校課題曲講習会 6月 12日(日) 9時 15分～11時 金子典子先生(指揮者) 

連盟小学校課題曲集を使った

指導者講習会 

11時 15分～12時 30分 金子典子先生(指揮者) 

大谷研二先生(指揮者） 

Nコン中学校課題曲講習会 6月 25日(土) 9時 30分～11 時 30分 大谷研二先生(指揮者） 

Nコン高等学校課題曲講習会 12時 45分～14時 45分 
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★９．参加申し込み 

（１）参加申込方法 

  下記のいずれかの方法でお申し込みください。 

  ①Googleフォームによるお申込み【推奨】 

・4月 1 日より、合唱祭参加申し込み用 Google フォームを公開します。 

Googleフォームアドレス：https://forms.gle/PLGLGcYiPYPFmeW49 

・1 団体で複数グループでの参加申込みされる場合は、グループ単位に Google フォームで、  

お申込みをお願いします。 

・Googleフォームで申し込まれた場合、申し込みを受け付けた旨、登録されたメールアドレス

にメールが送られます。メールが届かない場合は、メールアドレスを間違えて登録された可

能性がありますので、再度、Googleフォームに入力の上、お申し込みください。 

  ②郵送によるお申込み 

・添付の申込書をご利用ください。 

・PC等で作成する場合は、神奈川県合唱連盟 HPから「Word」のデータをダウンロードできま

すので、ご活用ください。 

※データを改訂版に差し替えましたので、すでにお手元にデータがある場合は、再度、改訂

版をダウンロードしてお使いください。 

・1団体で複数グループでの参加申込される場合は、参加申込書の「グループ情報」をグルー

プ数分作成の上、左上部分をホチキス止めし、全グループまとめて郵送してください。 

・郵送先：〒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 

③E-mail 送信によるお申込み 

・参加申込書は、神奈川県合唱連盟 HP から「Word」のデータのダウンロードし、作成してく

ださい。 

・Word文書のまま送付ください（PDF等、異なるファイル形式にしないでください） 

・1団体で複数グループでの参加申込される場合は、参加申込書の「グループ情報」をグルー

プ数分作成の上、一つのファイルで送付ください。 

・E-mail 送信先：kanagawakenren@nifty.com 

（２）申込期間 

参加申込期間は 2022 年 4 月 1日（金）～4月 22 日（金）（必着）です。 

（３）Googleフォーム および 参加申込書の記入方法 

Google フォーム、参加申込書の記入にあたっては「参加申込書記入要領」にしたがい、作成

してください。 

【注意事項】 

・参加申込書の出演希望日／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。 

 ブロック内の前半・後半の希望は受け付けられませんので、ご了承ください。 

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。 

・複数グループで参加する団体は、全グループ同じ日程でご出演いただきます。 

・プログラムに記載する組曲(曲集)名、曲名、作詩・訳詞・作曲・編曲者名等は、原則、申請い

ただいた通り記載いたしますので、正確にご記入くださるようお願いします。 
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★１０．出演日、ブロック、出演順および抽選 

（１）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。 

（２）出演ブロックの調整の結果、開催日単位で、出演可能な団体数を越えた場合、複数グループで

お申込みいただいた合唱団の、出演グループ数を、抽選により絞らせていただきます（各合唱

団、最低１グループは出演可能とします）。予めご了承ください。 

（３）出演ブロック、タイムスケジュール等の連絡は下記通り行います。 

  ・抽選結果／出演ブロックの連絡、参加費払込票の送付：4 月下旬に郵送 

・タイムテーブル、合唱祭に関する説明資料(※)の送付：5月中旬に郵送 

なお、調整の都合上、発送が遅れる場合があります。その際は、神奈川県合唱連盟 HP でお知

らせします。お知らせなく、上記の期日を過ぎて届かない場合は、県連事務局までご連絡くだ

さい。 

※新型コロナウイルス感染症対策に関する連絡事項（出演者名簿の提出、マスクの着用、一般観

客の有無など）は、5 月中旬に郵送する説明資料でお知らせする予定です。 

 

★１１．合唱祭打ち合わせ会（中止） 

・打ち合わせ会は行いません。10 項の通り、県連事務局から郵送する資料をご確認ください。 

・ご不明点、ご質問がある場合は、県連事務局までご連絡ください。 

 

１２．参加費の納入 

４月下旬に「払込取扱票」を郵送します。 

お近くのゆうちょ銀行から、2022 年 5 月 13 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。 

 

１３．演奏曲目の変更 

・申込書提出後に曲目の変更が生じた場合は、県連事務局まで、以下の情報をご連絡ください。 

①楽譜出版社名 ②出典 ③曲名 ④作詩者・訳詞者名 ⑤作曲者・編曲者名 

・郵送、Fax、E-mail いずれでも結構です。書式は自由ですが、件名や文書内などに「第 65回神奈

川県合唱祭 演奏曲の変更」とご記載ください。 

・2022年 5 月 6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。 

 

★１４．開催内容・実施内容の変更 

今後、新型コロナウイルスの拡大状況が変わった場合、上記記載の開催内容・実施内容を変更する

可能性があります。 

変更の場合は、神奈川県合唱連盟 HPや、県連事務局から郵便または電子メールでお知らせをいた

します。 

 

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 
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１５．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 

メールアドレス：kanagawakenren@nifty.com 

ホームページ：http://kanagawakenren.la.coocan.jp/ 

 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  

 広告掲載のお申込み、お問い合わせは合唱連盟事務局までご連絡ください。 


