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合唱団各位                            2022 年 7 月吉日 

神奈川県合唱連盟 

理事長 岩本 達明 

                                                                     ヴィサン実行委員会 

 

 

第 28 回 ヴィサン≪人生百歳≫ ジョイント・コーラスフェスティバル募集要項 

 

はじめに 

第 28 回ヴィサンジョイント・コーラスフェスティバルを下記の通り開催します。 

横浜を代表するコンサートホール『横浜みなとみらいホール』が約 2 年に及ぶ改修工事を終え、 

今年 11 月にリニューアルオープンします。その大ホールでいち早く演奏ができるチャンスです。 

新型コロナウイルス感染症対策として、全日本合唱連盟、横浜市のガイドラインに従い、舞台上は、

歌い手 60 名以内と指揮者と伴奏者(譜めくり含む)の合計６３名までの制限になります。 

新型コロナウイルスの影響により、演奏機会をなかなか持てなかった合唱団も多数いらっしゃると

思います。本要項をご一読の上、ふるってご参加ください。 

 

★１．日時 

  2022 年 11 月 22 日(火) 10:20 開演(予定) 

 

★２．会場 

  横浜みなとみらいホール 大ホール  

 

★３．講師（敬称略・五十音順） 

  田中登志生 (指揮者)  佐藤美紀子 (指揮者) 

 

★４．参加資格 

（１）連盟への加盟の有無は問いません。また、県外からの参加も大歓迎です。 

（２）より多くの団体にご参加いただけるよう、年齢制限はございません。 

（３）舞台上で歌うメンバーは６名以上６０名以内とします。 

・６０名を超える合唱団の場合、実行委員会までご相談ください。また、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、 

抽選により参加団体を絞らせて頂きます。予めご了承ください。 

・６０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）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 名としてください。複数の伴奏楽器により複数の伴奏が必要な場合 

    は実行委員会までご相談ください。 

（３）新型コロナウイルス感染拡大防止の観点からステージ上の立ち位置は指定となります。 
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★６．参加費 

(a) 神奈川県合唱連盟加盟団体 

         団体参加費      １団体につき             4,000 円 

         個人参加費      １名につき              2,000 円（注）  

    (b) 神奈川県合唱連盟 未(県内)・非(県)加盟団体  

団体参加費      １団体につき              10,000 円 

個人参加費      １名につき              2,500 円（注） 

      

（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。 

 

★７．フェスティバルの流れ（出演団体数により、時間は変更になる場合があります。) 

（１）スケジュール(予定) 

  A ブロック 10:20～12:20(休憩・団体入替) B ブロック 13:10～15:49（20 分間換気休憩含む） 

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

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 ⇒ ※リハーサル ⇒下手舞台裏 ⇒ステージ ⇒上手舞台

裏⇒客席 ⇒ブロック終了後解散とします。（※リハーサル室にて７分間リハーサルを行う予

定) 

（３）更衣は感染リスク回避のため行いません。更衣のために、客席やロビー、トイレの使用はご遠

慮ください。 

 

★８．イベント  

連盟歌・テーマソングの全体合唱、歌声タイム等のイベントは、感染リスク回避及びより多くの

団体が参加できるように時間を設けるため、今回は行いません。 

 

★９．表 彰 

講師の先生方の印象に残った団体にはエフォル賞(努力)、出場回数２５回の団体にはマイ

スター賞、２０回にルパン賞(松)、１５回にバンブー賞(竹)、１０回にプリュネ賞(梅)、５

回にサンク賞(５)として賞状が贈られます。初出場団体には花束を、９０歳以上の参加者に

は記念品が贈られます。 

     

★10．参加申し込み 

今回より Fax での受付はいたしません。 

下記のいずれかの方法でお申し込みください。 

（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。 

① Google フォームによるお申込み【推奨】 

・7 月 22 日(金)よりヴィサン参加申し込み用 Google フォームのアドレスを、神奈川県合唱連盟 

ホームページで公開します。 http://kanagawakenren.la.coocan.jp/ 

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

お申込みをおねがいします。 

・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。 
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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「Excel」

のデータをダウンロードできますので、ご活用ください。 

・１団体で複数グループの参加申し込みされる場合は、参加申込書の出演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 ヴィサン実行委員会 

 

③ E-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「Excel」のデータのダウンロードし、作成してく 

ださい。 

・Excel 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の参加申し込みされる場合は、参加申込書の「グループ情報」をグルー

プ数分作成の上、１つのファイルで送付してください。 

・E-mail 送信先：kanagawakenren@nifty.com 

 

（２）申込期間 

参加申込期間は 2022 年 7 月 22 日（金）～9 月 8 日（木）（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。 

・申込書の出演希望日／ブロック欄には、必ず第 1 希望、第２希望を記入してください。 

 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２希望まで記入されていない場合は、実行委員会の判断でブロックを決めさせていただきます。 

例年、午後の時間帯への希望が集中する傾向にあります。各ブロックの出演団体数を平均化する

ため、第 2 希望に移って頂くことがあります。 

・客席に出演者用の指定席を設けます。団員の方に、階段の上り下りが難しい方や、車椅子をご使用

の方がいらっしゃる場合は特記欄に人数をご記載ください。座席指定の参考にさせていただきます。 

 

★11．出演 

ブロック、出演順および抽選 

（１）申し込み多数により、出演可能な団体数を超えた場合、神奈川県合唱連盟加盟団体を優

先とし、未非加盟団体は抽選とさせていただきます。 

（２）各団体の出演ブロック、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、各ブロック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。 

（３）出演ブロックの調整の結果、出演可能な団体数を越えた場合、抽選により絞らせていただき

ます。予めご了承ください。 

（４）出演ブロック、タイムスケジュール等の連絡は下記の通り行います。 

  ・抽選結果／出演可否の連絡、PR原稿、参加費払込票：９月中旬に郵送 

・タイムテーブル、フェスティバルに関する説明資料の送付：10 月中旬に郵送 
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★12．打ち合わせ会（中止） 

・打ち合わせ会は行いません。11 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。 

★13．参加費の納入 

９月中旬に「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 10 月 6 日（木）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フェスティバル 

当日に申し受けます。 

★14．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 28 回 

ヴィサン 演奏曲の変更」とご記載ください。  

・2022 年 10 月 14 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、フェスティバル当日のアナウンスで行います。 

 

 

★15．マスク着用について 

基本的に演奏時もマスク着用となります。全日本合唱連盟およびその他音楽団体の検証により、

神奈川県合唱連盟（以下県連）では最も飛沫拡散を抑えられる不織布マスクの着用をお願いして

います。ただし、以下の条件により、演奏中における「歌えるマスク」の着用を認めます。 

・着用が可能なマスクは、鼻から顎までを覆っているもの（下方部分が開放されているものも可）

で、いわゆる「歌えるマスク」「合唱用マスク」として販売されているものであること。 

・「歌えるマスク」の着用は、舞台での演奏中、客席と舞台の間の移動中のみとすること。 

 客席での待機時間を含め、みなとみらいホール館内では必ず不織布マスクを着用すること。 

・県連より提示する舞台の立ち位置の指示を守ること。 

・出演当日まで、各団体における健康管理を徹底すること。 

 

 ★16．一般のお客様の入場について 

今回は有観客で行います。一般のお客様の入場には入場券をお買い求めいただく必要があり

ます。入場券は、1ブロックにつき、1枚 500 円（プログラム付き）です。複数のブロックを

鑑賞される方はブロック毎に入場券をお買い求めいただきます。 

購入方法の詳細は、９月中旬の書類郵送、神奈川県合唱連盟ホームページ等でお知らせしま

す。 

 

★17. 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、県連ホームページや、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。 

※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 

県連メールアドレス：kanagawakenren@nifty.com 

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

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 


