
広島県合唱フェスティバル2012　当日のご案内

1．日時　　2012年10月21日（日）開場10：00開演10：10終了19：20

2．会場　　上野学園ホール（広島県立文化芸術ホール）

広島市中区白鳥北町19－1TEL O82－223－6367

3．タイムスケジュール

衣 指 選

待 席

下手袖
待　機

ブロック終了後

衣

※解散後、会場にて他ブロックの演奏を聴きましょう！！！

8：50　出演受付開始（代表者は出演受付にてプラカードとプログラムをお受取りください）
※プラカードは演奏終了後（講評用紙を受け取る時）総合案内へお返し下さい。
※出演者は出演者出入り口よりお入りください。その際リボンを提示して下さい。

9：00　リハーサル開始（各国、進行表を参照の上、移動してください）

更衣開始（リハーサル前後に更衣、原則として荷物は各自持って移動して下さい。
貴重品はロッカーをご利用下さい。）

※　女性～第1°2楽屋（1階9：00－20：00）406スタジオ（4階10：00－20：00）

401リハーサル室（4階和室）14：00－20：00

※　男性～第3・4〃5〃6〃7楽屋（地下1階9：00－20：00）

10：00　　開場

Aブロック出演団体は会場内指定席に着席して下さい。
※プラカードを忘れずに準備しましょう。

10：08　　※Aブロック合唱団代表（抽選）一名はプラカードを持って舞台下手袖に乗合して下さい。
※Aブロック出演団体の方は会場内指定席（別紙参照）への着席を完了してください。

10：10　　開会式

Aブロック12団体、ステージ上で抽選し演奏順を決定します。
10：25　Aブロック演奏開始

出演順番①の合唱団は指定席より上手階段を上がりステージへ移動していただきます。
指揮者はステージ下手袖に入り待機（譜面台の調節）、係の指示に従って下さい。
※出演順番②の合唱団は会場下手ドアを通り、舞台下手袖に移動していただきます。

この際、誘導係がご案内します。
※同時に出演順番③の合唱団は待機席（別紙参照）へ移動して下さい。
※歩行困難な方は早めの下手袖待機が可能です。

（注）必ず事前にご連絡下さい“・前日までに三浦迄
演奏後は一度出演後待機席に着席し、次の演奏終了後会場指定席へお戻り下さい。

12：01　Aブロック終了後、更衣解散して下さい。他のブロックの演奏を聴きましょう。

昼休憩
昼食会精一401リハーサル室（4階和室）をご利用下さい。

ただし、14時からは女性更衣室として使用します。

12：50

12：55

13：00

13：05

14：49

14：54

Bブロック出演団体は会場内指定席に着席して下さい。
※Bブロック合唱団代表（抽選）一名はプラカードを持って舞台下手袖に集合して下さい。
※Bブロック出演団体の方は会場内指定席への着席を完了して下さい。

Bブロック13団体、ステージ上で抽選し演奏順を決定します。
Bブロック演奏開始
Bブロック終了後、更衣解散して下さい。他のブロックの演奏を聴きましょう。

15分休憩

Cブロック出演団体は会場内指定席に着席して下さい。
※Cブロック合唱団代表（抽選）一名はプラカードを持って舞台下手袖に集合して下さい。

会



14：59　　※Cブロック出演団体の方は会場内指定席への着席を完了して下さい。
15：04　Cブロック13団体、ステージ上で抽選し演奏順を決定します。
15：09　Cブロック演奏開始

16：53　Cブロック終了後、更衣解散して下さい。Dブロックの演奏を聴きましょう。

20分休憩

Dブロック出演団体は会場内指定席に着席して下さい。
17：03　　※Dブロック合唱団代表（抽選）一名はプラカードを持って舞台下手袖に集合して下さい。
17：08　　※Dブロック出演団体の方は会場内指定席への着席を完了して下さい。
17：13　Dブロック13団体、ステージ上で抽選し演奏順を決定します。

17：13　Dブロック演奏開始

19：02　Dブロック演奏終了

引き続き、全員合唱に移ります。合唱参加者はステージに移動してください。
下手側“上手側の両階段をお使い下さい。
閉会式

19：20　　閉会式終了後、更衣解散して下さい。

4．出演受付

各合唱団の代表者は出演受付でプログラムとプラカードをお受取り下さい。
プラカードは各国で保管をお願いします。
※誘導係はつきません。（待穣席から舞台下手袖へは誘導係がご案内します）

会場内外には係を配置しご案内しますが、各合唱団で進行表を確認の上、プラカード
を先頭に自主的に移動して下さい。

5．リハーサル

各合唱団のリハーサル時間を確認の上、直接リハーサル会場に移動して下さい。
※リハーサル前に出演受付を済ませてください。
※リハーサル室の中“外に係員を配置します。

6．更衣

時間設定は致しません。各ブロック演奏開始に遅れないよう時間的な余裕を持って移動
して下さい。リハーサル前。後、どちらでも構いません。
※原則として荷物は各自持って移動してください。貴重品は身につけていただくかロッ

カーをご利用下さい。
7，演奏

山台は横6間（180×6）奥行き（90×2＋120）3段7寸上がり（高さ21×3）です。
フロアーと併せて4列に使えます。ピアノは中央固定です。

各ブロック演奏開始前にステージ上で演奏順の抽選をします。各合唱団代表者（抽選担当
は時間厳守の上、指定集合時間に舞台下手袖に集合して下さい。

8．客席

指定席表を参照の上、着席して下さい。一般の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。

9，食事

ホール客席内での飲食は禁じられています。
昼食場所として401リハーサル室（4階和室）を11時～14時まで準備します。

希望の団体は別途「ランチセンター」から案内をしますので申し込んで下さい。
なお、「ランチセンター」に申し込んだ弁当ガラは回収しますが、他のものは各自が必ず持1
帰って下さい。弁当ガラ（ランチセンターのみ）回収場所は当日綜合案内にてご確認くださ1

10．全員合唱

全合唱団演奏終了後、全員合唱「大地讃頒」を演奏いたします。
17：10（Cブロック終了後）より、3階リハーサルAにおいて練習しますのでお集まりください。

ださい。
11．その他

※講評用紙は各ブロック終了10分後、総合案内にてお受取りください。
※会場内での撮影“録音は禁止いたします。

また、携帯電話は電源をお切りください。ご協力をお願いします。



広島県合唱フェスティバル2012リハーサル“ステージ進行表

※リハーサル
Aブロック（4階リハーサルB） 

9：00 ��ﾂ� ��9：09 ��

9：10 ���� ��9：19 ��

9：20 ��ﾈ�(�ﾂ� ��9：29 ��

9：30 ���h�(�ﾂ� ��9：39 ��

9：40 ���ﾈ�(�ﾂ� ��9：49 ��

更衣室 ��､ｲ�第1・第2楽屋 

（女性） �9：00－20：00 

4階 鼎�h5�5�5x4���8ｨ6��ｸ5H8ｴ(�｢�

10：00－20：00 

4階 鼎��8ｨ6��ｸ5H8ｸ��刎���｢�

14：00－20：00 

更衣室 �&陋｣�､ｲ�第3〃4・5・6・7楽屋 

（男性） �9：00～20：00 

F食会場 滴､ｲ�401リハーサル重く和室） 11：00・－14：00 

Aブロック（3階リハーサルA）
9：00 綿�h�(�ﾂ�9：09 ��

9：10 ��ﾂ�9：19 ��

9：20 ����9：29 ��

9：30 ����9：39 ��

9：40 ���ﾈ�(�ﾂ�9：49 ��

9：50 ����9：59 ��

Bブロック（3階リハーサルA）
10：30 ����10：39 ��

10：40 ����10：49 ��

10：50 ��h�h�(�ﾂ�10：59 ��

11：00 ����11：09 ��

11：10 ����11：19 ��

11：20 ����11：29 ��

11：30 ����11：39 ��

11：40 ����11：49 ��

11：50 ����11：59 ��

12：00 ����12：09 ��

12：10 綿�h�(�ﾂ�12：19 ��

12：20 ����12：29 ��

Cフロック（3階リハーサルA） 
12：40 ����12：49 ��

12：50 ����12：59 ��

13：00 ����13：09 ��

13：10 ����13：19 ��

13：20 ����13：29 ��

13：30 ����13：39 ��

13：40 ����13：49 ��

13：50 ����13：59 ��

14：00 ����14：09 ��

14：10 ����14：19 ��

14：20 ����14：29 ��

14：30 ����14：39 ��

※　ステージ

10：10－10：25 丶ｨ檍������(ｩ�����7X8ﾘ6(4��｢�

Aブロック 10：25－12：01 12団体×8分 �5(�ｸ8�5姐X,ﾈ�2�シュークリムス＆わすれな草 
コ一口・フイオーレふるた 

音の花束 
ハーモニー，イオ 

コ一口・ナトウラーレ 

コーラスさくらんぼ 

マッティナータ 

大竹女声合唱団 
コール・マイン黒瀬 

広島オルフェオン 
女声合唱「あき」 

昼休憩（59分） 

13：00－13：05 偬�傀y(ｩ����(7X8ﾘ6(4��｢�

Bブロック 13：05－14：49 13団体×8分 儘ﾉ8x7�8ｸ4ｨ986y&ｩ�ｨﾘx№&2�クール〃シャンテ 

マミーシャンテ 

アンサンブル・ポケット 

ひろしまレディースコーラス 

ぱすてる＄とおん 
広島同志社混声合唱団 
広島女声合唱団 
アンダンテ 

広島中央合唱団 
混声合唱団コア・り－デンローズ 
コール〃アルス・アンテイカ 

ラブノーコール 

休憩（15分）・入れ替え 



Dブロック（3階リハーサルA） 
14：50 ����14：59 ��

15：00 ��ﾈ�(�ﾂ�15：09 ��

15：10 綿�h�(�ﾂ�15：19 ��

15：20 ����15：29 ��

15：30 ��ﾈ�(�ﾂ�15：39 ��

15：40 ����15：49 ��

15：50 ����15：59 ��

16：00 ����16：09 ��

16：10 ����16：19 ��

16：20 ��ﾈ�(�ﾂ�16：29 ��

16：30 ��ﾈ�(�ﾂ�16：39 ��

16：40 ����16：49 ��

醒筆豊艶詳轟等睡匿童二二二］
伴奏一朝諸表

15：04－15：09 ���H�(ｩ��87X8ﾘ6(4��｢�

Cブロック 15：09－16：53 13団体×8分 儘ﾉ8x8�986ﾈ8ｸ5(�ｸ8ｲ�コール“トロイメン 

コール〃ウイスダノア 

混声合唱団ゲノーンエコー 
広島ドイツノート協会合唱団女声部 
混声合唱団シルバートーンズ「銀の鈴」 
広島ドイツノート協会合唱団・混声都 
フェミニンコール広島 

広島ジュニアコーラス 
コ＿ロ。アマービレ 

東広島混声合唱団 
廿日市混声合唱団 
混声合唱　さくら 

休憩（20分）・入れ替え 

17：13一一17：18 偬�傀y(ｩ���禰7X8ﾘ6(4��｢�

Dブロック 17：18－19：02 13団体×8分 佩�ﾚﾉ�ｨﾘx№&2�コール・ロマンツエ 

広島文化学園大学コールmusica 

広島市役所合唱団 
広大グリーOB“バーバーシヨツパーズ 

合唱団ある 
コール・ブルーメ 

菓徳高等学校ゲノークラブ 
コーラスグループラ）ドルチェ 

合唱団うたがき 
広島大学ゲノークラブOB合唱団コールスローン 

広島朝鮮初中高級学校声楽部 
広島大学合唱団 

19：02－19：20 兔(檍��Y�8醜ﾘxⅨ�
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