
合唱団各位

平成22年６月30日

広島県合唱連盟

　　　　　　理事長

　　　　　担当部長

　　　　　　副部長

「広島県合唱フェスティバル2010」参加のご案内

内田陽一郎

岩崎美保子

竹本　輝男

拝啓　貴合唱団におかれましては、益々ご活躍のこととお慶び申し上げます。

平素は県連事業に格別のご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

　さて、本年度「広島県合唱フェスティバル2010」を来る10 月 17日（日）

ＡＬＳＯＫホール（広島県立文化芸術ホール）にて開催いたします。

　今年度はアカペラ115号でご案内しましたように、出演経路及び進行につい

て新方式を取り入れた合唱の祭典を計画いたしました。同封の参加要項をご覧

いただき、是非ご参加を戴きますようお願い申し上げます。

　また、プログラム掲載広告も併せて募集しています。合唱フェスティバル開

催主旨にご賛同いただき、広告をご掲載戴ける企業・団体をご紹介ください。

各合唱団の演奏会開催及び団員募集広告としてもお勧め致します。詳しくは別

紙の「広告掲載についてのお願い」をご覧ください。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　敬具

添付資料

　　　　広島県合唱フェスティバル2010開催要項

　　　　参加申込書

　　　　プログラム広告掲載についてのお願い



１
　
肖
ノ
」

３

４

５

６

７

８

日
場

時

所

主　　催

後　　援

参加資格

出場人数

演奏時間

伴奏楽器

広島県合唱フェスティバル2010開催要項

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2010年６月30日

　2010年10月17日(日)10:00～19:00予定

　ALSOKホール(広島県立文化芸術ホール)

〒730-0001広島市中区白島北町19-1(TEL 082-223-6367)

　広島県合唱連盟

　広島県広島市広島市教育委員会(財)広島市文化財団朝日新聞広島総局

　広島県合唱連盟加盟団体であること。

　出場人数の制限はありません。

　曲間を含めて７分以内。

　伴奏楽器は自由です。

　　ピアノ１台は連盟で準備しますが､それ以外を使用する場合はフェスティバル部に通知の上､各

　　団で準備してください｡(ﾋﾟｱﾉは中央固定です)

9.出演順　①申込順に出演プロックを決定し､ﾌﾞﾛｯｸ内での演奏順番は会場内での抽選で決定します。

　　　　　　　②原則として１ブロック１２団体とし､A～Dブロックのうち希望のプロックを記載してください｡希望団

　　　　　　　　　体が多い場合は、代表者会議で抽選によりブロックを決定しますが、申込み到着順を優先しま

　　　　　　　　　す。

　　　　　　　③リハーサル(出演ブロック開始前に終了)順番は打合せ会時､抽選にて決定します。

　　　　　　　④出演経路

　　　　　　　　*各プロックの開始時間には､そのプロックの出演団体全員に客席に着席していただきます。

　　　　　　　　*ステージ上で演奏順の抽選をします｡その結果に従って演奏を始めますが､その際も客席(出演

　　　　　　　　待席)からステージに上がり､演奏が終ったら客席に戻り､各ブロック演奏が終了するまで外に出な

　　　　　　　　いようお願いします。

　　　　　　　　*着席する場所は、打合せ会後お知らせします。ただし､御客様と同じ客席を使用するため着席で

　　　　　　　　きない場合は､他の空いている席に移動するなど譲り合いをお願いします。

10.参加費　出場者１名につき500円(ただし､児童･中学･高校部門合唱団は300円)

　　　　　　　　　　※出場者には指揮者･伴奏者･譜めくり要員を含みます。

　　　　　　　　　　※参加費の納入は郵便振込でお願いします｡(詳細は打ち合わせ会時に説明します)

　　入場券　前売券800円　当日券1000円(当日券のみ小学生以下500円l)

　　　　　　　　*参加団体には、－定のノルマをお願いします｡(詳細は打ち合わせ会時に説明します)

　　　　　　　　　広島市･東広島市一興･廿日市市(宮島を含む)の一般団体　　前売券代金×1.5×出場者

　　　　　　　　　広島市･東広島市･呉･廿日市市(宮島を含む)以外の一般団体前売券代金×1.2×出場者

　　　　　　　　　児童･中学･高校団体

11.講評者　森　　ﾐﾄﾞﾘ（作曲家）

　　　　　　　　石橋久和（合唱指揮者･出雲工業高等学校教諭）

　　　　　　　　小野村和弘（声楽家･エリザベﾄ音楽大学教授）

　　　　　　　　岡田陽子（作曲家･エリザペﾄ音楽大学専任講師）

前売券代金×0.5×出場者

　　　　　　　　松井芳子（ピアニスト･広島文化学園大学･エリザベト音楽大学各非常勤講師）

　　　　　　　　門野光伸（広島県合唱連盟副理事長･ノートルダム清心中･高等学校教諭）

12.著作権料　フェスティバル部でまとめて支払います。



13.申込方法　８月10日(火)必着で､フェスティバル部へ郵送または電子メールでお申し込み下さい。

　　　　　　　(電子メールの際は受信確認の返信を確認してください)

　　　　　　　参加申込に関する詳細は､別紙を参照してください。

　　　　　　　提出書類

　　　　　　　　　　　①参加申込書(郵送の場合は御手数ですが２部送付して下さい)

　　　　　　　　　　　②各演奏曲の楽譜の歌い出し１ページ目の写し

　　　　　　　　　　　③各演奏曲が組曲･曲集中の一曲の場合､組曲名･曲集名が確認できる部分の写し

14.申込先　フェスティバル部

　　　　　　　〒739-1732広島市安佐北区落合南8-9-11

　　　　　　　　　　　　　広島県合唱連盟フェスティバル部岩崎美保子

　　　　　　　TEL･FAX 082-843-0549

　　　　　　　E-mail:run-iwasaki@koala｡odn.ne｡J

15.打合せ会　打合せ会を下記のように開催します。

　　　　　　　参加団体代表者の方は必ずご出席ください｡やむを得ず欠席の場合は､事前にご連絡ください。

　　　　　　　　日時９月５日(日)13:30～15:30

　　　　　　　　場所アステールプラザ大会議室

　　　　　　　　　　＊出演ブロック決定

　　　　　　　　　　*リハーサル時間の決定

　　　　　　　　　　*チラシ･チケット･参加章の配布

　　　　　　　　　　＊申込事項の確認　　　　　　他

　　　　　　※参加費納入は郵便振込とします｡打合せ会では徴収しません。



2010年度 広島県合唱フェスティバル2010参加申込書

部門 (児童･中学･高校･大学･職場･一般･おかあさんより選択)

　ふりがな団体名及び所在地

連絡責任者

ふりがな

氏名

住所
TEL　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　FAX

E-mei1ｱﾄﾞレス

参加人数

演奏者 指揮者 伴奏者 譜めくり 合計 総計

一般

児中高
参加費:500円Ｘ(一般合計人数)十300円×(児中高合計人数)＝　　　　　　　　　　　　　円

ステージ関連

指揮台 譜面台 ピアノの開閉 譜めくり椅子 ピアノ以外の楽器

要・不要 要・不要 半開t/4開全閉 要一不要 有・無（有の場合：楽器名）

演奏､演出上の要望事項がありましたら､記入して下さい。

プログラム関連

　指揮者名

　伴奏者名

　演奏曲目

　総演奏時間

ふりがな
指揮者名

ふりがな
伴奏者名

［　　　　　　　　　　　　　　　　　］から

楽譜出版社名（　　　　　　　　）

作詩･作詞者

(訳詩･詞者)

作曲者

(編曲者)

［　　　　　　　　　　　　　　　　　］から

楽譜出版社名（　　　　　　　　）

作詩･作詞者

(訳詩･胴着)

作曲者

(編曲者)

［　　　　　　　　　　　　　　　　　］から

楽譜出版社名（　　　　　　　　）

作詩･作詞者

(訳詩･詞者)

作曲者

(編曲者)

総演奏時間※曲間を含め7分以内厳守！　　　　　　　　　　分　　　　秒

出演経路関係

出演経路で配慮すべき事柄がありましたら具体的に記入してください。（例‥会場内階段使用困難）等

･出演時間帯の希望をお書き下さい。希望順を第4位まで記入してください。

①　　　　　②　　　　　③　　　　　④　　　　　特になし

　Aｱ･ｯｸ10:20～12:00　B7’uｯｸ13:00～14:40　Cかｯｸ14:50～16:30　Dｸﾞ,=,ｯｸ17:00～18:30

　※時間はおおよその時間帯です。変更の場合があります。

･リハーサル室（要･不要）･更衣室（要･不要）･人数男性（　　）名女性（　　）名

　※リハーサル･更衣は各ブロック開始前に行います。

【送付先】 〒739-1732広島市安佐北区落合南8-9-11岩崎美保子方広島県合唱連盟フェスティバル部

(注※)郵送の場合は2部提出をお願いします。　　　　　　　　　　　　2010年8月10日(火)必着

(注※)控えは必ず手元に残しておいて下さい。



　　　　　　　　　　　　　　　参加申込に関する詳細事項

[参加申込書について]

　1.全般的なお願い

　　　①楷書で読みやすく記入してください。

　　　②申込書の記載事項がﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの元原稿となりますので､正確に記入してください。

　　　　　＊演奏順に記入してください。

　　　　　＊楽譜に記載されているとおりに記入してください。

　　　　　＊組曲等より選択する場合は[　　]内に組曲名を記入してください。曲集を使用する場合も､元の楽譜ま

　　　　　　でたどってください。

　　　　　＊大文字､小文字は楽譜のとおりに記入してください。

　　　　　＊作品番号はできるだけ記入してください。曲番号があれば記入してください。

　　　　　＊演奏曲が外国語の場合は日本語での曲名もお書きください。

　　　　　＊作詩･作詞の欄は該当する方に○をつけてください｡作詞･作曲者名が外国人の場合、必ず原語でフ

　　　　　　ルネームを表記しくまたはファーストネーム(名)をアルファベットの頭文字､ラストネーム(姓)を原語表

　　　　　　記＞できる限りラストネーム(姓)のカタカナ表記を添えてください。

　　　　　＊｢演奏原語｣欄は演奏する言語(日本語､英語など)を記入してください。

　　　　　＊楽譜が未出版の場合､楽譜出版社名記入欄に"未出版"と記入してください。

　　　③必ず控えを取っておいてください。

　　　④提出書類は郵送または電子メールでお願いします｡(FAX不可)

　　　⑤不明な点がある場合は､必ずフェスティバル部までお問い合わせ下さい。

　2.各項目について

　　　①部門

　　　　　＊児童･中学･高校･大学･職場･一般･おかあさんより選択して下さい。

　　　②団体名

　　　　　＊団体名は必ず正式名称を記入して下さい。

　　　　　＊所在地は主な活動拠点の市町村名を記入してください｡(○○市、△△郡□□町)

　　　③連絡責任者

　　　　　＊フェスティバル申込に問し､団を代表して対応戴ける方をお願いします。

　　　④参加人数

　　　　　＊申込時に不確定な場合は､予想最少人数を記載して下さい。

　　　　　＊申込書提出後の変更は､打ち合わせ会(9/5)当日までとします。申込内容の変更･訂正についても同

　　　　　　様です。

　　　　　＊9/5以降の人数変更は､フェスティバル当日の増員のみ、2､000円/人(当日参加責)で受け付けます。

　　　⑤ステージ関連

　　　　　＊フェスティバル当日まで変更可能ですが､参加申込時には仮設定しておいて下さい。

　　　⑥ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ関連

　　　　　＊申込時に不確定な場合は空欄でも構いません｡ただし､変更も含め､打ち合わせ会当日までに､記入

　　　　　　または変更後の申込書を再提出して下さい。

　　　　　＊組曲名、曲集名などは著作権申請に必要なため､必ず記載して下さい。

　　　　　＊記載内容(曲名、人名など)を確認するため､楽譜の写し(歌い出しの1頁目、表紙、目次など)を添付し

　　　　　　て下さい。



　　＊総演奏時間は､曲間を含め7分以内を厳守し､ご記入下さい。

⑦演奏順関係

　　＊ブロック各12団体とし､希望団体が多い場合は打合せ会時､抽選にて決定します｡その際、申込書到

　　　着順位を優先します。

　　＊ブロック内の演奏順番は当日ステージ上で抽選し決定します。

　　＊リハーサル時間は打合せ会時､抽選にて決定します。

　　＊他団体と指揮者･伴奏者が重なる場合は、同ブロックまたはブロックの間隔をあけるなどの方法をお考

　　　えください｡また、申込を早めに行ってください。

[申込内容の変更・訂正について]

　　　　　＊参加申込書提出後の｢参加人数｣及び｢プログラム関連事項｣の変更は､9/5(打合せ会当日)までとし

　　　　　　ます｡変更･訂正後の申込書を再提出して下さい｡それ以降の変更は､特別の事情がない限り対応しか

　　　　　　ねますので予め御了承下さい。
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各　位
広島

　　　2010年6月30日

県合唱連盟

理事長　内田陽一郎

　担当部長　　岩崎美保子

　副部長　　竹本輝男

｢広島県合唱フェスティバル2010｣プログラム

　　　　広告掲載についてのお願い

　この度｢合唱フェスティバル2010｣を下記のとおり開催致します。
　このフェスティバルは､県内各地の合唱連盟加盟団体が一堂に会し、日頃の成果を発表する機会として
過去30年以上の歴史を持つ行事であり､広島県の文化発展に寄与致しております。
　つきましては､企業のPRや各合唱団の演奏会の案内、PR活動など大変効果のある広告媒体としてご利用

下さいますようお願い申し上げます。

1.名

2.日

3.場

称
侍
所

4.主　　催

5.後　　援

6.プログラム

7.広告料

　　　A4版

8.申込み期日

9.お問合わせ

　　　　‘　　　　　　　　　　　　記

広島県合唱フェスティバル2010
2010年10月17日（日）10時～19時

ALSOKホール（広島県立文化芸術ホール）
　　　　　　広島市中区白島北町19-1（TEL 082-223-6367）

広島県合唱連盟
広島県､広島市､広島市教育委員会､（財）広島市文化財団、朝日新聞広島総局

2500部

　1頁

1/2頁

1/4頁

1/8頁

・
・

・
一

一
番

　(横)

180圓lx

l80圓lx

　　(縦)

260圓l

l30圓l

90圓lx　130朧l

90mmx　65mm

50,000円

25,000円

10,000円

5,000円

※広告の大きさにつきましては別途ご相談下さい。

　2010年8月末日までにお願いします。
広島県合唱連盟フェスティバル部岩崎美保子

〒739-1732広島市安佐北区落合南8－9－11

TEL･FAX 082－843－0549
E-mail: run-iwasaki＠koala｡odn.nejp

広島県合唱連盟行き

………………･………（きりとり）

「広島県合唱フェスティバル2010」のプログラムに広告を掲載することを了承し､契約します。

広告の大きさ（　　　）頁　　　広告料　（　　　　　　　　）円

　　　契約者（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　　　印

担当合唱団（
）
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