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加盟会員各位                                    2021年 3月 23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 44 回 おかあさんコーラス神奈川県大会 参加要項 

 

新型コロナウィルス感染症の収束が見えない中、緊急事態宣言が発出され、また全日本合唱連盟から関東支

部傘下の各県に対し、3～4月に予定されているおかあさんコーラスの県大会の延期要請がありました。 

この状況から、神奈川県合唱連盟では、2021年 4月 17日(土)に神奈川県立音楽堂で開催を予定しておりま

した「第 44 回おかあさんコーラス神奈川県大会」の開催を延期することとし、会場確保を模索いたしました

が、残念ながら条件に適う会場はありませんでした。 

その結果、通常のかたちでの開催は見送りとし、「YouTube を活用した方法」での開催へ変更いたしました。 

YouTube開催により、当初の出演人数の制約(20人以下)も解消されますので、多くの団体にご参加いただけ

るようになると思います。 

YouTube開催にあたっては、全日本合唱連盟のご指導にもとづき、「動画による審査」といたします。 

（★印がついている項目は、当初の要項と内容を変えたものです） 

 

記 

 

1．開催日時 2021年 6月1日（火）～ 6月 5日（土）（予定） 

 

2．開催場所 YouTube上に演奏動画を限定公開で掲載 

 

3．主催等  主催：全日本合唱連盟関東支部、神奈川県合唱連盟、朝日新聞社 

 

4. 選考委員 佐藤 美紀子(指揮者) 清水 昭(指揮者) しゅう さえこ(歌手・作詞家・作曲家） 

［以上、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 

団員が主として成人女性で編成されている8 名以上（指揮者・伴奏者・譜めくり者を除く）の女声合唱団

であること。（混声合唱団の女性だけでの参加も可） 

(1) 神奈川県合唱連盟に加盟している団体 

・2021 年度の年会費を完納していること。 

・会員区分が婦人会員でなくても参加できます。 

(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「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、次回の全国大会への出場資格はありません。 

  （2020年度の全国大会が中止となりましたので、2021年度は、出場資格のない団体はありません。） 

 

 

★ 

★ 
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8．演奏 

(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) 曲目選択および動画作成においては、著作権等の権利関係に最大限の注意を払うこと。また、他者

の音源・動画・写真・イラスト等を無断で使用しないこと。 

(4) 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。 

(5) YouTubeへの演奏動画の掲載については、14.項をご参照ください。 

(6) 申込書記載内容（演奏曲目、曲順等）に変更が生じた場合は、2021年5月 14日（金）までに文書で

提出すること。その後は、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) ピアノ以外の楽器を使用する場合は、参加申込書に楽器名を記入してください。 

 

10. 選考および表彰 

(1) 選考は、原則として過半数方式(新増沢方式)により決定する。 

（過半数方式(新増沢方式)の詳細は、全日本合唱連盟のホームページを参照してください） 

(2) 選考結果の成績に応じて優秀賞、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。 

(3) 選考とは別に後述するポイント賞、ほほえみ賞を該当団体に贈ります。 

(4) 今回は、表彰式は行いません。また、講評（カード）もありません。 

 

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、当該年度の推薦数が次表のとおり決定します。 

 

 

なお 2020年度の大会は中止となりましたので、今回は 2019年度の参加団体数にもとづきます。 

2019年度は、33団体の参加でしたので、2021年度は 10団体を推薦します。 

(3) 推薦団体の内訳 

(a) 優秀賞受賞団体はすべて推薦：5団体 

(b) 優良賞受賞団体から成績順に推薦：3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 43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：1団体 

上記(a)～(c)で推薦された団体を除いた加盟団体から事務局での厳正な抽選により決定します。 

(e) 結果は、2021年 6月6日（日）に神奈川県合唱連盟ホームページにて発表の予定。 

    (f) 関東支部大会での出演順は、事務局での厳正な抽選により決定させていただきます 

 

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 

 

★ 

★ 

★ 

★ 

★ 

★ 

★ 

★ 

★ 
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12. 参加申し込み 

(1)提出物 

・第 44回 おかあさんコーラス神奈川県大会 参加申込書 （※楷書でお願いします。） 

・作詩者名／作曲者名が記載された楽譜の表紙または目次のコピー：2部 (団名明記。A4サイズ） 

(2) 郵送先  〒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 

(3) 申込期限  2021年 4月 27日(火) 必着 

 

13. 参加料の払い込み 

(1) 各団体は、同封の払込取扱票により、団体参加費と出演人数分の個人参加費を納入すること。 

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 600円×出演人数 

（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。 

③ 入場券代 ：YouTube開催のため、該当せず。 

(2) 払い込み口座 

    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 

※ 払い込み手数料は各団体にてご負担ください 

(3) 払い込み期限  2021年 5月 7日（金）まで 

※ 納入後の払い戻しはいたしません。 

※ 出演人数の増員分は2021年 5月18日（火）までに上記口座に納入ください。 

 

14. YouTubeへの演奏動画の掲載 

(1) YouTube上にチャンネルを作り、演奏動画を限定公開で掲載し、当該URLを用意する。 

(2) 当該URLを、電子メールにて県連事務局まで連絡すること。（期限：2021年5月 24日（月）まで） 

(3) YouTube上への掲載期限  2021年 5月 24日（月）まで 

(4) 大会終了後は、参加団体の責任で当該URLを削除すること。または、それぞれの責任で一般公開する

ことを認める。 

(5) YouTubeへの演奏動画の掲載方法についてのご質問がありましたら事務局へお問い合わせください。 

 

15. 出演順 

  (1) 参加団体打ち合わせ会は開催いたしません。 

  (2) 出演順は、主催者側による厳正な抽選により決定させていただきます。 

 

◆今後、状況の変化によっては、開催内容の変更を余儀なくされる場合もございますので、ご了承ください。 

―――・―――・―――・―――・―――・―――・―――・―――・―――・―――・―――・――― 

◎関東支部大会・全国大会の日程 

第 44回 関東支部大会  2021年 7月3日(土)、4日(日) 

ザ・ヒロサワ・シティ会館（茨城県立県民文化センター）〔茨城県水戸市〕 

第 44回 全国大会    2021年 8月21日(土)、22日(日)  

アクトシティ浜松〔静岡県浜松市〕 

 

◎神奈川県大会実行委員 

[実行委員長] 髙根 敏子（アンサンブル・プラムベリー）[副実行委員長] 南川 里保（ゴンジリーズ） 

小山 明子（ラ・カンパネラ） 高橋 由紀子（フラウエンコア・ヴォンネ） 

飯田 知子（女声合唱団コーラル・ベル） 明田 由佳（クール・コメール） 

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  E-mail：kanagawakenren@nifty.com 

★ 

★ 

★ 

★ 

★ 

★ 


