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 2022  年 10 月吉日 

神奈川県合唱連盟 

理事長 岩本 達明 

おかあさんコーラス実行委員会 

 

第４６回 全日本おかあさんコーラス神奈川県大会 参加要項 
 

秋空が気持ちよく澄み渡る季節となりましたが、皆様方にはますますご活躍のことと存じます。 

さて、「第 46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。 

一昨年来のコロナ禍でも励まれた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。 

なお、引き続き、新型コロナウイルス感染症対策として、会場のガイドラインに沿い、基本的感染症

対策(マスク着用、手指消毒、検温、三密の回避、会話はできるだけ控える等) の徹底をお願いいたし

ます。更衣、リハーサルも無しといたします。 

 

記 

 

 1．開催日時 2023 年 4月 22日（土） 11 時開演（予定） 

 

 2．会場 神奈川県立音楽堂（横浜市西区紅葉ヶ丘９-２） 

 

 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 

 共催：神奈川県立音楽堂 

 協賛：キユーピー株式会社 

 

 4. 選考委員 金田 典子(指揮) 早河 明子(声楽) 和田 友子(東京混声合唱団)（敬称略・五十音順） 

 ※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総勢 6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。なお、混声合唱団の女性だけでも参加できます。 

(1) 神奈川県合唱連盟の加盟団体は、2023 年度の年会費を完納していること。 

(2) 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 回のみとします。 

(3) 舞台上の歌唱人数は、ホールの舞台上の人数制限から40名まで(上限人数)とします。 

※出演人数が「上限人数」より多い団体については、以下の特例が適用されます。 

①出演人数を「登録数」として申請してください。 

②「登録数」の範囲内で、曲間での出演者の入れ替えを可とします。 

③ ただし原則として「上限人数」で演奏してください。 

④ 曲間での入れ替えにかかる時間は、演奏時間として計測します。ご注意ください。 

 

 6．参加料 

(1) 団体参加費  ：(加盟)   １団体につき 4,000円 

(未加盟)   １団体につき 7,000円 

(2) 個人参加費  ：出演者(*1)  １名につき 1,600円 

(3) 入場券代(*2) ：出演者(*1)  １名につき 500円 

（注1）出演者(*1)には、指揮者、伴奏者、譜めくりの方は含まれません。 

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。 

（注2）入場券(*2)は一般観客用です。（ご家族、お知り合いの方などをお誘いください。） 

※ 当日の演奏に関する音楽著作権使用料は主催者が負担します。 

その他の出演に要する費用は出演団体の負担とします。 
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 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。 

なお、県大会、関東支部大会への出場資格はあります。 

・2022年度の全国大会に出場した団体： ラ・カンパネラ 

 

 8．演奏 

(1) 演奏時間は、曲間を含めて8分以内とします。（超過した場合は選考対象外となります。） 

(2) 演奏曲目、および演奏曲数は自由とする。 

(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。 

 

 9．伴奏楽器 

(1) 伴奏の有無、および伴奏楽器の種類は自由とする。 

(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・保管等を行うこと。 

 

10．演奏時の注意事項 

新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、つぎのとおりとします。 

(1) 館内では、原則マスク着用とします。 

(2) 更衣、リハーサルは無しとします。 

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

(4) 前後2ｍ、左右1ｍ間隔で舞台上の立ち位置を示します。 

 

11．参加申し込み 

以下の(1)、(2)のいずれかの方法で申し込んでください。 

(1) Google Forms による申し込み 【この方法を推奨】 

神奈川県合唱連盟のＨＰにGoogle FormsのURLを公開します。（公開予定：12月初旬） 

Google Formsに必要事項を入力し送信する。 

(2) メール送信による申し込み 

神奈川県合唱連盟のＨＰから参加申込書をダウンロードし必要事項を入力する。 

入力した参加申込書をメールに添付し、神奈川県合唱連盟事務局に送信する。 

（メール送信先：kanagawakenren@nifty.com） 

※プログラムに正確な内容を掲載するため、曲目(組曲の場合は組曲名も)／作詩者／作曲者／訳

詞者／編曲者を書式に従い正確に記入してください。 

※楽譜コピー、団体紹介文、講評用紙の提出は必要ありません。講評用紙は主催者側で用意いた

します。 

◆申込期限：2022年 12月 8日（木）～ 2023年 1月 12日（木）必着 

 

(3) 申込書記載内容（演奏曲目、曲順等）に変更が生じた場合は、2023年 2月 2日（木）まで

に、文書（メール、FAX、郵送）で提出のこと。プログラムに反映いたします。 

以降の変更は、当日のアナウンスで行います。 

 

12．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。 

・関東支部大会出場の意志がない／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。 

（注）推薦を希望する場合、関東支部大会の2日間のいずれの日でも出場できるように調整のこと。 

 

mailto:kanagawakenren@nifty.com


【v1-2】 3／4 

13．参加料払い込み 

   ◆払い込み金額：6.項に記載の(1)団体参加費、(2)個人参加費、(3) 入場券代 

◆郵便局の青色の払込取扱票により払い込む 

◆払込取扱票への記入事項  

「第46回おかあさん」「会員番号」「団体名」「参加人数」「合計金額 ○○○○円」 

◆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 

◆払い込み期限： 2023年 2月 23日（木）まで 

★払い込み手数料は各団体にてご負担ください。 

★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。 

 

14．入場料   

・入場券  500円（プログラム付き） 

※高校生以下は無料とする。 

※未就学児の入館は可とします。ただし、客席へのご入場はご遠慮ください。 

 

15．出演順 

・出演順は、実行委員会にて、厳正なる抽選のもと決定します。 

（決定した出演順は、2023年 2月半ばまでに、神奈川県合唱連盟ＨＰに掲載します。） 

   ・参加団体打ち合わせ会は開催しません。 

 

16．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。 

また、17.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。 

表彰式はすべての団体の演奏終了後に行います。 

〔ご注意〕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。 

 

17．関東支部大会への推薦 

(1) 関東支部大会への推薦団体数 

推薦団体数は、前年度の県大会参加団体数によって決まり、下表のようになります。 

 

 

  

2022年度 は、16団体の参加でしたので、2023年度は、8団体の推薦となります。 

（注）コロナ禍により全体的に参加団体数が減少しているため、関東支部において、『推薦

団体数』の設定について検討中です。検討の結果によって、2023年度の推薦数が変更

になった場合は、12月中に神奈川県合唱連盟のＨＰにてお知らせいたします。 

(2) 推薦対象団体 

県大会に出場し、関東支部大会出場の意志がある団体が対象となります。 

(3) 推薦団体の選出 

(a) 優秀賞受賞団体はすべて推薦：４団体 

(b) 優良賞受賞団体から抽選により推薦：２団体 

(c) ポイント賞［ポイント制により推薦］：１団体 （ポイント制:次ページの注を参照） 

(d) ほほえみ賞［抽選により推薦］：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抽選で決定します。 

(4) 関東支部大会の出演順の決定（抽選） 

表彰式終了後、関東支部大会の出演順の抽選を行います。 

推薦を受けた団体は、抽選会に参加のこと。 

抽選の結果、開催 2日間のどちらになっても出場できるよう、予め調整しておくこと。 

 

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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（注） 

［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ポイントが付与されます。 

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。なお、加盟した場合は、1ポイントが付与され、次

年度から有効になります。 

第45回大会までの各団体のポイント数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。 

 

 

 

 

   【注意事項】 

◆新型コロナウイルスの感染状況によっては、開催内容の変更を余儀なくされる場合も

ありますので、ご了承ください。県連ＨＰを随時ご確認ください。 

◆当日は、体温計測のご協力をお願いします。 

 

 

 

  －・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－ 

◎関東支部大会・全国大会の日程 

第46回全日本おかあさんコーラス関東支部大会 

2023年 7月 8日（土)、9日（日)   市川市文化会館〔千葉県〕 

 

第46回全日本おかあさんコーラス全国大会 

2023年 8月 26 日（土)、27日（日)  アクリエひめじ〔兵庫県〕 

 

 

  －・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－ 

 

◎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） 

明田 由佳（個人会員） 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） 

中原 勇希（合唱団たまとも） 

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 

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