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加盟会員各位                       2018年 10月吉日 
神奈川県合唱連盟 

理事長 志澤 彰 

おかあさんコーラス実行委員会 

 

第 42 回 全日本おかあさんコーラス神奈川県大会 参加要項 

 

 秋も深まってまいりましたが、皆様方にはますますご活躍のことと存じます。 

 さて、「第 42 回全日本おかあさんコーラス神奈川県大会」を下記のとおり開催いたします。日頃

の練習の成果を披露していただき、また、仲間の演奏を聴きあう機会として、ふるってご参加くだ

さいますようご案内申し上げます。 

 

記 

 

１．開催日時  2019 年 4 月 20 日（土） 11 時 開演（予定） 

 

２．会場    大和市文化創造拠点 シリウス やまと芸術文化ホール メインホール 

         （〒242-0016 神奈川県大和市大和南一丁目 8 番 1 号） 

 

３．主催等   主催：神奈川県合唱連盟、朝日新聞社 

協賛：キユーピー株式会社 

 

４．選考委員  片山 みゆき(指揮者) 清水 敬一(指揮者) 依田 浩(指揮者) ［五十音順：敬称略］ 

     ※上記選考委員による各団体への個別指導は禁止されております。ご注意下さい。 

 

５．参加資格 

団員が主として「家庭婦人」で編成されている女声合唱団（混声合唱団の女性だけでも参加可）

で、8 名以上（指揮者・伴奏者・譜めくり者を除く）で出場できる団体。 

(1)神奈川県合唱連盟に加盟している団体 

・会員区分が婦人会員でなくても参加できます。 

・2019 年度の年会費を完納していること。  

(2)神奈川県合唱連盟に未加盟の団体 

・神奈川県内で活動している未加盟団体も参加できます。（ただし、1 回のみ） 

 

６．関東支部大会への出場意志の確認 

(1)神奈川県合唱連盟に加盟している団体 

・関東支部大会出場の意志がある団体は、申込書の該当欄の「可」に○を付けてください。

関東支部大会に出場できない団体は、「不可」に○を付けてください。 

(2)神奈川県合唱連盟に未加盟の団体 

・関東支部大会出場の意志の有無について、申込書の該当欄に○を付けてください。 

出場意志があり推薦を受ける場合は、神奈川県合唱連盟への加盟が必須条件です。 

 

７．全国大会に出場した団体の全国大会への出場権 

 全国大会に出場した団体は、その後 1 年間は全国大会への出場資格はありません。 

（これまでは 2 年間でしたが、2018 年度から 1 年間となりました。ただし、2017 年度までに

全国大会に出場した団体については、従来どおり 2 年間は全国大会への出場権はありません。） 

なお、いずれの場合も、県大会、関東支部大会への出場権はあります。 

2016～2018 年度に、神奈川県合唱連盟から全国大会に出場した団体については、次ページの

表のとおりとなります。 
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（参考資料）全国大会に出場した団体の全国大会出場権 

 

年度（回） 団体名 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2020 年度 

 2016 年度 

(第 39 回) 

 

・ママ・マルベリー 

・あんさんぶる“風雅” 

・ボカ・グランデ 

・湘南はまゆう 

 

全国大会への 

出場権なし 

 

 

全国大会への出場権あり 

2017 年度 

(第 40 回) 

・桐蔭学園「桐響会」 

・女声合唱団「松
SHO

」 

全国大会 

出場 

全国大会への 

出場権なし 

全国大会への出場権あり 

2018 年度 

(第 41 回) 
(該当団体なし) 

 

全国大会 

出場 

全国大会への

出場権なし 

全国大会への出場権あり 

 

８．演奏時間及び演奏曲 

(1) 演奏時間は曲間を含み 8分以内。（超過した場合は選考対象外となります。） 

(2) 演奏曲目及び演奏曲数は自由です。 

(3) 著作権のある曲の一部を省略、移調、声部・伴奏楽器の変更、編曲を行う場合は、権利

者の許諾を受け、許諾書の原本の写し 1部を提出してください。 

(4) 日本音楽著作権協会の著作権料はまとめて神奈川県合唱連盟が負担いたします。各団へ

の請求はありません。 

(5) 申込書記載内容（演奏曲目、曲順等）に変更が生じた場合は、参加団体打合せ会当日に、文

書で提出すること。参加団体打合せ会後は、演奏曲目・曲順・演奏楽器を変更することは一

切出来ません。 

 

９．伴奏楽器 

(1) 伴奏の有無、また伴奏楽器の種類は自由です。 

(2) 主催者が用意する楽器はピアノ 1台のみです。他の楽器を使用する場合は、参加申込書

に楽器名を記入し、参加団体の責任で搬入・搬出・保管等を行ってください。 

 

10．表彰 

すべての出場団体の中から、選考委員の合議により選定した団体に優秀賞、優良賞を贈ります。 

関東支部大会への出場意志のない団体も表彰の対象となります。 

表彰式はすべての団体の演奏終了後に行います。 

また、11.項で後述するポイント賞、ほほえみ賞を該当団体に贈ります。 

 

11．関東支部大会への推薦 

本大会の出場団体の中から関東支部大会に出場する団体を推薦します。 

推薦を受けた団体は、関東支部大会開催の 2 日間のいずれの日でも出場出来るように調整して

おいてください。 

(1) 関東支部大会への出場権 

県大会に出場し、関東支部大会出場の意志がある団体 

(2) 関東支部大会への推薦団体数 

前年度の県大会参加団体数によって、その年の推薦数が決定します。 

前年度の県大会参加団体数 ～20 21～30 31～40 41～50 51～60 60～ 

関東支部大会への推薦数 8 9 10 11 12 13 

※当該年度の関東支部大会の主管県は「上記＋5団体」を推薦できます。 

2018年度は 21団体の参加でした。2019年度は、関東支部大会を主管しますので、14団

体（9団体＋5団体）を推薦します。 
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(3) 推薦団体の内訳 

(a) 優秀賞受賞団体はすべて推薦：7団体 

(b) 優良賞受賞団体から抽選：4団体 

(c) ポイント賞［ポイント制による推薦］：１団体 

［ポイント制］ 

第 30回大会から起算し、県大会に参加する毎に 1ポイント付与されます。 

関東支部大会に出場した場合、および神奈川県合唱連盟を退会した場合は、そ

の時点でポイントは 0にリセットされます。 

未加盟団体にはポイントは付与されません。加盟された場合は、1 ポイントが

付与され、次年度から有効になります。 

第 41回大会までの各団体のポイントは出場記録資料をご覧ください。 

［ポイント制による推薦］ 

上記(a)、(b)で推薦された団体を除き、今回の出場で 6ポイント以上、かつ最

多ポイントの団体を推薦します。該当団体が複数の場合は、抽選で決定いたし

ます。なお、該当団体がない場合は、優良賞からの推薦団体を増やします。 

(d) ほほえみ賞：2団体 

上記(a)～(c)で推薦された団体を除いた加盟団体から抽選で決定します。 

（注）表彰式の間、各団の代表者は必ず会場にお残りください。表彰式に不在の団体はすべ

ての賞が無効となります。 

 

12．参加申込 参加申込書、講評カード、団の紹介文に必要事項を記入の上、作詩・作曲者名が記

載された楽譜の表紙または目次のコピー(団名明記 A4 サイズ 2 部）と共に下記住

所に郵送してください。 ※申込書の文字は楷書でお願いします。 

〒231-0021 横浜市中区日本大通 15 横浜朝日会館 4階 

神奈川県合唱連盟 おかあさんコーラス大会係 

       申込期限 2019年 1月 17日(木) 必着 
 

13.公開抽選会［参加申し込みが 41団体を超えた場合］ 

 41団体を超えて申込みがあった場合は加盟団体優先で公開抽選します。 

 公開抽選実施の有無は、1 月 18 日（金）以降に各合唱団に電話連絡をします。 

公開抽選を行う場合は、2019 年 1 月 26 日（土）14:00～神奈川県合唱連盟事務所にて行います。 

 

14．参加料  ①団体参加費：(加盟)  :１団体につき 2,000円 

              (未加盟):１団体につき 5,000円 

       ②個人参加費：出演者１名につき 1,100円 

       ③入場券代 ：１名につき 500円 出演人数分の入場券を購入していただきます。 

       ④会場費負担金：出演者１名につき 400 円 ※音楽堂利用不可の為（別紙参照） 

（注）指揮者、伴奏者、譜めくりの方は除きます。ただし、各々が合唱に参加する場合は

出演者として扱います。 

★入場券は一般観客用です。（ご家族、お友達などをお誘いください。） 

★出演者および指揮者、伴奏者、譜めくりの方には｢参加証｣を発行いたします。 

会場へ入場の際は「参加証」で入場できます。  

 

15．参加料払い込み方法 

払い込み用紙は、2019年 2月 3日(日)参加団体打ち合せ会でお渡しいたします。 

2019年 2月 28日（木）までに 14.項の ①～④をまとめて下記口座にお払い込みください。 

なお、払い込み手数料は各団体にてご負担ください。 

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 

  ★納入後の払い戻しはいたしません。 

  ★増員分は大会当日に申し受けます。 
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16．入場料  入場券（一般観客用）500円（プログラム〔300円〕付き）…高校生以下無料 

       ★未就学児のホール内への入場はできません。 

 

17．出演順  「参加団体打合せ会」会場で抽選の上決定します。決定後の変更は致しません。 

 

   ★神奈川県合唱連盟事務所（地図）       ★かながわ県民センター（地図） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎関東支部大会・全国大会の日程 

     第 42回 関東支部大会  2019年 7月 6日(土)、7日(日) 

                  よこすか芸術劇場 大劇場 〔神奈川県横須賀市〕 

     第 42回 全国大会    2018年 8月 24日(土)、25日(日) 

                  金沢歌劇座 〔石川県金沢市〕 

 

◎神奈川県大会実行委員  

[実行委員長] 小山 明子（ラ・カンパネラ） 

[副実行委員長] 飯田 知子（女声合唱団コーラル・ベル） 

桒原 真人（横浜国立大学グリークラブ） 髙根 敏子（アンサンブル・プラムベリー） 

明田 由佳（クール・コメール） 南川 里保（ゴンジリーズ) 

岩渕 正観（事務局長：個人会員） 渋谷 直美（事務局次長：アンサンブル萌）  

 

◎問い合わせ先：神奈川県合唱連盟事務局  平日：月･火･木･金 12:00～16:00 

           Tel：045-681-6033 Fax：045-662-5119 

第 42回全日本おかあさんコーラス神奈川県大会 参加団体打合せ会 

  日  時  2019年 2月 3日(日) 13:15～ (12：30 受付開始) 

  会  場  かながわ県民センター 301会議室   

         神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町 2-24-2 

         「横浜駅」西口から徒歩 5分 

  内  容  ＊ 提出物の確認 

        ＊ 出演順の抽選 

        ＊ その他重要事項の連絡 

  ※なお、定刻までに出席のない団体は棄権とみなします。 

 


