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大会趣旨
本大会は

音楽を創りあげるもっとも基礎となる要素「アンサンブル」に焦点をあてた、
２名から１６名までの少人数編成の合唱グループによるコンテストです。

全国の合唱レベルの向上を図るとともに、
歌うことの楽しさを福島から全国に発信することを目的として、

２００８年（平成２０年）から開催、
今大会で第１３回を迎えました。

本大会の特色
♪伴奏楽器及び伴奏の形態が自由で、多様な合唱音楽を追求します。

♪部門、年代を越えて演奏し合います。
♪海外の合唱グループも公募し、音楽を通じて交流を図ります。
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第１章 大会要項 

 

 このコンテストは、音楽を創りあげるもっとも基礎となる要素「アンサンブル」に焦点をあて、

全国からトップレベルの声楽アンサンブルグループが福島に集い、日本の合唱レベルの向上を図

るとともに、音楽文化の振興発展に寄与し、歌うことの楽しさを全国に発信するコンテストです。 

  青く澄みわたる“ふくしまの空”に、皆さんの心のハーモニーを響かせてください。 

 

１ 開 催 日     

  令和２年３月１９日（木）～２２日（日） 開場９：３０ 開演１０：００ 

 

部門別 

コンテスト 

３月１９日（木）10:00～ 中学校部門、表彰式 

３月２０日（金・祝）10:00～ 高等学校部門、表彰式 

３月２１日（土）10:00～ 
小学校・ジュニア部門、表彰式  

一般部門、表彰式 

本選 ３月２２日（日）10:00～ 
各部門金賞受賞団体による本選 

特別企画、表彰式 

 

２ 会  場 

  ふくしん夢の音楽堂（福島市音楽堂）大ホール 

    〒960-8117  福島県福島市入江町１－１ ℡０２４－５３１－６２２１ 

 

３ 部  門     

 （１）中学校部門 

     ①同一校または２校の中学校の生徒で編成する団体。 

     ②小中一貫校として出場し、小学生と中学生が混在する団体は、中学校部門への参加とします。 

 （２）高等学校部門 

     ①同一校または２校の高等学校の生徒で編成する団体。 

     ②中高一貫校として出場し、中学生と高校生が混在する団体は、高等学校部門への参加としま

す。 

（３）小学校・ジュニア部門 

     ①同一校または２校の小学校、もしくは小学生を主体とする１８歳以下（本選日時点）で編成

する童声合唱の団体。なお、小学生以外の合唱メンバーを含む場合は、小学生が過半数であ

ることとします。 

 （４）一般部門 

   上記（１）、（２）、（３）以外の団体 
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10 審 査 員      

ヴィタウタス・ミシュキニス（作曲家） 

  浅井 敬壹（指揮者） 上西 一郎（指揮者） 岸  信介（指揮者） 

  佐藤 正浩（指揮者） 鈴木 輝昭（作曲家） 藤井 宏樹（指揮者） 

 

11 表  彰 

（１）小学校・ジュニア、中学校、高等学校、一般の部門ごとに審査し、全出場団体に金賞、銀賞、

銅賞、優良賞のいずれかの賞を授与します。 

（２）金賞は、中学校、高等学校、一般部門は上位５団体、小学校・ジュニア部門は上位１団体と

します。 

（３）本選出場団体には総合第１位から総合第５位もしくは入賞を表彰し、総合第１位の団体に福

島県知事賞、総合第２位の団体に福島市長賞、総合第３位の団体に福島県教育委員会教育長

賞を授与します。 

（４）本選出場団体のうち、総合第１位の団体には賞金５０万円、総合第２位の団体には賞金３０

万円、総合第３位の団体には賞金１０万円、本選出場のその他の団体には３万円の副賞を授

与します。 

 

12 参加料等 

（１）無料です。ただし、客席で他団体の演奏を聴くには有料の入場券が必要です。入場券購入に

ついては、第３章を御覧ください。 

（２）出演に関する交通費・滞在費等は出演団体の負担とします。ただし、本選出場が決定した団

体の出演者（合唱メンバー・指揮者・伴奏者）については、決定日以後から大会最終日まで

の宿泊代を１人１泊につき 7,000円を上限に補助します。（後泊は含みません。） 

（３）本選出場が決定した中学校・高等学校の団体が学校行事等に参加しなければならないなど、

真にやむを得ない理由で一時帰宅しなければならず、学校長名の文書（公印要）による申し

出があった場合、大会会長の判断により一人あたり 7,000 円を上限として費用の一部を補助

します。ただし、団体所在地の最寄り駅からＪＲ福島駅までの鉄道営業距離が 300km 以上の

場合に限ります。 

（４）当日の演奏に係る音楽著作権使用料のうち日本音楽著作権協会（JASRAC）が管理するものに

ついては主催者が支払います。なお、編曲して演奏する場合は、出演団体が著作権者に了承

を得るなど必要な手続きをとり、本大会への出場が決定した場合は、その旨を書面（任意様

式）にて、審査用楽譜に添えて提出すること。 

４ 参加資格  

 （１）合唱メンバーは２名以上１６名以下とし、登録したメンバーの範囲内で曲目による人数変更

は認めます。 

（２）同一人物は部門を問わず複数団体のメンバーとして出演できません。ただし、指揮者・伴奏

者については、この限りではありません。 

 （３）小学校、中学校及び高等学校における参加は各校１団体のみとします。 

 （４）指揮者・伴奏者の資格は問いません。ただし、小学校、中学校及び高等学校の指揮者･伴奏者

については、当該学校長が認めた者とします。 

（５）指揮者・伴奏者・譜めくりが合唱メンバーに入って歌う場合は、合唱メンバーとして登録す

るものとします。 

 （６）各部門の参加資格は、部門の項に記載するとおりとします。 

 （７）各部門の金賞受賞団体は、本選に出場するものとします。 

  （８）部門別コンテストに登録していない合唱メンバーは、原則として本選出場団体のメンバーと

して出演できません。（P.14 の第５章 ２本選（３）参照） 

 

５ 演 奏 曲         

課題曲は定めません。申込み後の変更は認められません。 

なお、曲順の変更があった場合は、前もって申し出てください。 

 

６ 演奏時間 

（１）部門別コンテストは演奏開始（伴奏楽器のチューニングを含む）から演奏終了まで曲間を含

めて１０分以内とします。 

（２）本選は演奏開始（伴奏楽器のチューニングを含む）から演奏終了まで曲間を含めて１５分以

内とします。 

  （３）演奏時間を超過した場合は失格とします。 

 

７ 伴奏楽器 

 （１）伴奏楽器及び伴奏の形態は自由とします。 

（２）主催者が用意する楽器はピアノ(スタインウェイ＆サンズ社製)・ポジティフオルガン・パイ

プオルガン(デンマークマルクーセン＆サンズ社製）各１台です。なお、ピアノのピッチはＡ

＝４４２Ｈｚとします。 

（３）（２）以外の楽器を使用する場合、楽器の搬入・搬出、費用負担等は各団体の責任で行ってく

ださい。 

 （４）譜めくりが必要な場合は各団体で準備してください。 

 

８ 審査方法  

総当たり方式 

 

９ 審査結果    

部門別コンテストの各団体の審査結果及び講評用紙については、大会終了後、事務局より各団体

へ郵送します。ただし、本選出場団体については、講評用紙のみ本選出場団体受付時に配布しま

す。 
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②コピー楽譜は、著作権法で禁止されていますので、受け付けません。絶版等でやむを得ない

場合は、必ず一般社団法人日本音楽著作権協会に連絡の上、利用申込みや出版社への連絡等

の措置をとってください。また、一般社団法人日本音楽著作権協会が管理していない曲の場

合は、各団体で直接、出版社等に問い合わせを行い、必要な手続きをとってください。 

③編曲して演奏する場合や、その他不明な点がある場合は、出演団体が事前に一般社団法人日

本音楽著作権協会に相談し、著作権者に了解を得るなど必要な手続きをとってください。 

④ダウンロード楽譜（プリント楽譜）や、パブリックドメイン（知的財産権が消滅し著作権フ

リー）の楽曲をプリントアウトして使用する場合は、製本して提出してください。 

⑤上記②～③の場合は、著作権について必要な手続きをとったことを証する書面（任意様式）

を、④の場合は、ダウンロード楽譜はその部数分を購入していることを証する書面（楽曲名、

部数が記載されている領収書の写し等）を、パブリックドメインの楽曲はそのことを申し立

てる書面（任意様式）を、審査用楽譜に添えて提出してください。 

    

 

【一般社団法人日本音楽著作権協会】 

ＪＡＳＲＡＣインフォメーションデスク ℡ 03-3481-2125 

（受付時間9:00～17:00、月～金／土日祝日除く） 

 

 

 （３）提出期限 

 

   推薦団体提出期限  令和２年１月３０日(木)必着 

   公募団体提出期限  令和２年２月１２日(水)必着 

     審査用楽譜の提出  令和２年２月２８日(金)必着 

 

 

 （４）申込・提出先 

 

 Ｗｅｂ申込  http://www.knt-th.co.jp/ec/2020/vocalensemble 
〈Ｗｅｂに関するお問合せ〉 

［株式会社近畿日本ツーリスト東北 福島支店］TEL０２４－５２１－１４１１ 

 

 郵送での必要書類の提出先  

【株式会社近畿日本ツーリスト東北 福島支店】 

〒９６０－８０４１ 福島県福島市大町７－３（福島センタービル１階） 

株式会社近畿日本ツーリスト東北 福島支店 

第１３回声楽アンサンブルコンテスト全国大会係 

            

 

（５）その他 

①提出期限（必着）後の受付はできませんので期限を厳守するようお願いします。 

②申込み期限後の変更は受け付けません。ただし、突然の病気・けが等でのメンバー変更は、

当日受付でお申し出ください。 

第２章 参加申込み 

１ 参加方法 

 （１）推 薦 

①各都道府県合唱連盟の推薦を受け、以下により、令和２年１月３０日（木）必着で申込んで

ください。 

②各都道府県の推薦団体数は、中学校及び高等学校部門は各部門１団体、小学校・ジュニア部

門及び一般部門はどちらかの部門で１団体（最大３団体）とします。 

 （２）公 募  

①小学校、中学校及び高等学校部門の応募は、各校１団体のみとします。 

②応募要項にある「公募審査申込書」により、令和元年１２月１６日(月)から令和２年１月 

１７日(金)（必着）までの間に申し込んでください。 

③審査結果は令和２年２月４日(火)の午後７時を目安にホームページで発表するとともに、合

格した団体には参加要項を送付します。 

④公募審査に合格した団体は、以下により、令和２年２月１２日（水）（必着）で申し込んで

ください。 

⑤同一の団体が公募通過団体及び都道府県合唱連盟推薦団体となった場合は、都道府県合唱連

盟からの推薦を優先します。 

 

２ 参加申込み  

（１）申込方法   

 

   ①ステップ１ ＷＥＢによる申込 

  ・団体の情報 

  ・演奏曲 

  ・プロフィール 

  ・参加日程 

  ・福島空港利用申込 

 ・プログラム用写真１枚 

ＷＥＢ申込 

以下のホームページにアクセスして必要事項を入力してく

ださい。 

  アドレス：http://www.knt-th.co.jp/ec/2020/vocalensemble 

（宿泊・練習会場・弁当・交通等の予約申込はP.9を御覧ください。） 

    

※プログラム用写真は、横長形１枚とし、画像データ（スマートフォンでの撮影可）をＷＥＢ

申込画面よりアップロードしてください。なお、現像写真等、返却が必要な印刷物は御遠

慮ください。イラストやロゴ等は禁止します。 

※インターネットを御利用になる環境にない場合は、株式会社近畿日本ツーリスト東北 福島

支店（実行委員会委託先） 電話番号０２４－５２１－１４１１へ連絡してください。 

 

   ②ステップ２ 必要書類の提出（郵送） 

以下の書類は、別添の様式に記入の上、郵送にて提出してください。 

  № 書   類 備   考 

  ①   学校長承認申出書（１部）  学校単位の団体のみ 

  ②   ステージ配置申込書（１部）  

  ③ 

 

 

 

 

  楽譜のコピー（各１部） 

 表紙、目次、楽譜の１ページ目 

 （組曲名、曲名、作詞者、編曲 

   者、訳詞者等が明記されてい 

  るページ） 

 部門別及び本選の演奏曲、両方の楽譜 

 ※プログラムに曲名などを正しく記載するために

使用します。 

 

 

  ④   審査用楽譜（７部）  部門別の演奏曲の楽譜のみ 

  

（２）審査用楽譜(書類④）の留意事項 

①楽譜の表紙に団体名を明記し、各演奏曲の１ページ目にはタックシール（付箋は不可）を付

けて演奏順を明記してください。 

・団体の情報
・出演者名簿
・演奏曲
・プロフィール
・参加日程
・福島空港利用申込
・プログラム用写真１枚

ＷＥＢ申込
以下のホームページにアクセスして必要事項を入力して
ください。
http://www.knt-th.co.jp/ec/2020/vocalensemble
（宿泊・練習会場・弁当・交通等の予約申込は P.9 を御覧ください。）
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②コピー楽譜は、著作権法で禁止されていますので、受け付けません。絶版等でやむを得ない

場合は、必ず一般社団法人日本音楽著作権協会に連絡の上、利用申込みや出版社への連絡等

の措置をとってください。また、一般社団法人日本音楽著作権協会が管理していない曲の場

合は、各団体で直接、出版社等に問い合わせを行い、必要な手続きをとってください。 

③編曲して演奏する場合や、その他不明な点がある場合は、出演団体が事前に一般社団法人日

本音楽著作権協会に相談し、著作権者に了解を得るなど必要な手続きをとってください。 

④ダウンロード楽譜（プリント楽譜）や、パブリックドメイン（知的財産権が消滅し著作権フ

リー）の楽曲をプリントアウトして使用する場合は、製本して提出してください。 

⑤上記②～③の場合は、著作権について必要な手続きをとったことを証する書面（任意様式）

を、④の場合は、ダウンロード楽譜はその部数分を購入していることを証する書面（楽曲名、

部数が記載されている領収書の写し等）を、パブリックドメインの楽曲はそのことを申し立

てる書面（任意様式）を、審査用楽譜に添えて提出してください。 

    

 

【一般社団法人日本音楽著作権協会】 

ＪＡＳＲＡＣインフォメーションデスク ℡ 03-3481-2125 

（受付時間9:00～17:00、月～金／土日祝日除く） 

 

 

 （３）提出期限 

 

   推薦団体提出期限  令和２年１月３０日(木)必着 

   公募団体提出期限  令和２年２月１２日(水)必着 

     審査用楽譜の提出  令和２年２月２８日(金)必着 

 

 

 （４）申込・提出先 

 

 Ｗｅｂ申込  http://www.knt-th.co.jp/ec/2020/vocalensemble 
〈Ｗｅｂに関するお問合せ〉 

［株式会社近畿日本ツーリスト東北 福島支店］TEL０２４－５２１－１４１１ 

 

 郵送での必要書類の提出先  

【株式会社近畿日本ツーリスト東北 福島支店】 

〒９６０－８０４１ 福島県福島市大町７－３（福島センタービル１階） 

株式会社近畿日本ツーリスト東北 福島支店 

第１３回声楽アンサンブルコンテスト全国大会係 

            

 

（５）その他 

①提出期限（必着）後の受付はできませんので期限を厳守するようお願いします。 

②申込み期限後の変更は受け付けません。ただし、突然の病気・けが等でのメンバー変更は、

当日受付でお申し出ください。 

第２章 参加申込み 

１ 参加方法 

 （１）推 薦 

①各都道府県合唱連盟の推薦を受け、以下により、令和２年１月３０日（木）必着で申込んで

ください。 

②各都道府県の推薦団体数は、中学校及び高等学校部門は各部門１団体、小学校・ジュニア部

門及び一般部門はどちらかの部門で１団体（最大３団体）とします。 

 （２）公 募  

①小学校、中学校及び高等学校部門の応募は、各校１団体のみとします。 

②応募要項にある「公募審査申込書」により、令和元年１２月１６日(月)から令和２年１月 

１７日(金)（必着）までの間に申し込んでください。 

③審査結果は令和２年２月４日(火)の午後７時を目安にホームページで発表するとともに、合

格した団体には参加要項を送付します。 

④公募審査に合格した団体は、以下により、令和２年２月１２日（水）（必着）で申し込んで

ください。 

⑤同一の団体が公募通過団体及び都道府県合唱連盟推薦団体となった場合は、都道府県合唱連

盟からの推薦を優先します。 

 

２ 参加申込み  

（１）申込方法   

 

   ①ステップ１ ＷＥＢによる申込 

  ・団体の情報 

  ・演奏曲 

  ・プロフィール 

  ・参加日程 

  ・福島空港利用申込 

 ・プログラム用写真１枚 

ＷＥＢ申込 

以下のホームページにアクセスして必要事項を入力してく

ださい。 

  アドレス：http://www.knt-th.co.jp/ec/2020/vocalensemble 

（宿泊・練習会場・弁当・交通等の予約申込はP.9を御覧ください。） 

    

※プログラム用写真は、横長形１枚とし、画像データ（スマートフォンでの撮影可）をＷＥＢ

申込画面よりアップロードしてください。なお、現像写真等、返却が必要な印刷物は御遠

慮ください。イラストやロゴ等は禁止します。 

※インターネットを御利用になる環境にない場合は、株式会社近畿日本ツーリスト東北 福島

支店（実行委員会委託先） 電話番号０２４－５２１－１４１１へ連絡してください。 

 

   ②ステップ２ 必要書類の提出（郵送） 

以下の書類は、別添の様式に記入の上、郵送にて提出してください。 

  № 書   類 備   考 

  ①   学校長承認申出書（１部）  学校単位の団体のみ 

  ②   ステージ配置申込書（１部）  

  ③ 

 

 

 

 

  楽譜のコピー（各１部） 

 表紙、目次、楽譜の１ページ目 

 （組曲名、曲名、作詞者、編曲 

   者、訳詞者等が明記されてい 

  るページ） 

 部門別及び本選の演奏曲、両方の楽譜 

 ※プログラムに曲名などを正しく記載するために

使用します。 

 

 

  ④   審査用楽譜（７部）  部門別の演奏曲の楽譜のみ 

  

（２）審査用楽譜(書類④）の留意事項 

①楽譜の表紙に団体名を明記し、各演奏曲の１ページ目にはタックシール（付箋は不可）を付

けて演奏順を明記してください。 

5―　　―



３ 一般入場券 

  (１）種類・料金・販売開始日 

期  日 部  門 前売り券 当日券 前売り券販売開始日 

3月19日（第１日） 中 学 校      

2,000円 

（１日券） 

 

2,500円 

（１日券） 

 

令和2年2月10日（月） 

 

 

3月20日（第２日） 高等学校 

3月21日（第３日） 小学校・ジュニア 

一   般 

3月22日（第４日） 本   選 2,500円 

（１日券） 

3,000円 

（１日券） 

４日通し券  ―  8,000円  ― 令和2年1月31日（金） 

 ※４日通し券以外は期日指定の入場券です。           

 ※指定席券はありません。すべての入場券が全席自由です。 

  ※４歳未満のお子様の入場は、御遠慮ください。 

 

（２）購入方法 

①チケットぴあ（Ｐコード：単日券163-983、４日通し券780-630） 

ア 

 

 

 

 

電話予約（℡0570-02-9999） 

インターネット予約（https://t.pia.jp/) 

※携帯サイト予約（http://pia.jp) 

 

 

引き取り 

・セブンイレブン（店頭端末） 

・ファミリーマート（店頭端末） 

・ぴあ店舗 

・配送(インターネット予約のみ） 

イ 

 

店舗にて購入 

・ぴあ店舗 

・セブンイレブン(店頭端末） 

②ローソンチケット：（Lコード：21316） 

ア 

 

 

 

 

 

電話予約（℡0570-084-002） 

インターネット予約（http://ｌ-tike.com/) 

 

 

 

 

引き取り 

・ローソン（店頭端末） 

・ミニストップ（店頭端末） 

・指定のプレイガイド 

  (インターネット予約のみ） 

・配送(インターネット予約のみ） 

イ 

 

店舗にて購入 

・ローソン(店頭端末） ・ミニストップ（店頭端末） ・指定のプレイガイド 

③ふくしん夢の音楽堂（福島市音楽堂） 

 窓口にて購入 

〒960-8117  福島県福島市入江町1-1    ℡024-531-6221 

④とうほう・みんなの文化センター（福島県文化センター） 

 窓口にて購入 

〒960-8116  福島県福島市春日町5-54   ℡024-534-9191 

 

（３）留意事項 

①購入方法により入場券料金のほかに手数料等がかかる場合がありますが、手数料等は購入者

負担でお願いします。 

②部門別コンテスト及び本選の当日券は、午前９時から最低１００枚販売します。お一人様１

枚の販売となります。なお、前売券の販売状況や会場の空席状況により追加販売を行うこと

もありますが、満席の場合は１００枚のみの販売で終了することもありますので、あらかじ

め御了承ください。 

第３章 客席への入場と入場券 

 

１ 入場 

（１）出演日当日、出演者（合唱メンバー・指揮者・伴奏者）及び児童・生徒引率者が客席で他団

体の演奏を聴く場合は、部門別コンテスト及び本選とも、「出演者入場券」が必要です。出

演日以外は、出演者であっても一般入場券が必要となります。 

（２）再入場の予定があり、ホールから外へ出る際には、入口で必ず再入場券を受け取ってくださ

い。再入場されるときは、入口で入場券の半券を提示し、再入場券を係員にお渡しください。 

（３）一般の入場者が多い場合、一般入場券をお持ちの方を優先しますので、出演者入場券での入

場を制限する場合があります。あらかじめ御了承ください。  

  

２ 出演者入場券 

（１）出演団体は、出演者（合唱メンバー・指揮者・伴奏者）の人数分の「出演者入場券」を出演

日当日分に限り購入できます。 

（２）児童・生徒引率者は、各団体３名まで出演者入場券を購入できます。 

（３）出演者入場券は５００円です。 

（４）部門別コンテストの出演者入場券を御希望の団体は、ＷＥＢ申込の「出演者入場券申込枚

数」の欄に希望枚数を記入してください。なお、「チケットぴあ」等での販売は行いません

ので御注意ください。 

（５）出演者入場券は、会場の出演団体受付にてお渡しします。なお、（６）の本選出演者入場券

を除き、事前申込みのみの販売となります。 

（６）本選出演者入場券については、本選前日の本選出場団体受付時に出演者入場券(引率者３名ま

で含む)及び一般入場券(１団体３枚まで)を販売します。本選出演団体受付の際、代金を御用

意ください。 

また、本選に出演する団体が事前に本選一般入場券を購入している場合は、出演者入場券へ

の切り替えができます。本選出場団体受付の際にお手続きください。 
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３ 一般入場券 

  (１）種類・料金・販売開始日 

期  日 部  門 前売り券 当日券 前売り券販売開始日 

3月19日（第１日） 中 学 校      

2,000円 

（１日券） 

 

2,500円 

（１日券） 

 

令和2年2月10日（月） 

 

 

3月20日（第２日） 高等学校 

3月21日（第３日） 小学校・ジュニア 

一   般 

3月22日（第４日） 本   選 2,500円 

（１日券） 

3,000円 

（１日券） 

４日通し券  ―  8,000円  ― 令和2年1月31日（金） 

 ※４日通し券以外は期日指定の入場券です。           

 ※指定席券はありません。すべての入場券が全席自由です。 

  ※４歳未満のお子様の入場は、御遠慮ください。 

 

（２）購入方法 

①チケットぴあ（Ｐコード：単日券163-983、４日通し券780-630） 

ア 

 

 

 

 

電話予約（℡0570-02-9999） 

インターネット予約（https://t.pia.jp/) 

※携帯サイト予約（http://pia.jp) 

 

 

引き取り 

・セブンイレブン（店頭端末） 

・ファミリーマート（店頭端末） 

・ぴあ店舗 

・配送(インターネット予約のみ） 

イ 

 

店舗にて購入 

・ぴあ店舗 

・セブンイレブン(店頭端末） 

②ローソンチケット：（Lコード：21316） 

ア 

 

 

 

 

 

電話予約（℡0570-084-002） 

インターネット予約（http://ｌ-tike.com/) 

 

 

 

 

引き取り 

・ローソン（店頭端末） 

・ミニストップ（店頭端末） 

・指定のプレイガイド 

  (インターネット予約のみ） 

・配送(インターネット予約のみ） 

イ 

 

店舗にて購入 

・ローソン(店頭端末） ・ミニストップ（店頭端末） ・指定のプレイガイド 

③ふくしん夢の音楽堂（福島市音楽堂） 

 窓口にて購入 

〒960-8117  福島県福島市入江町1-1    ℡024-531-6221 

④とうほう・みんなの文化センター（福島県文化センター） 

 窓口にて購入 

〒960-8116  福島県福島市春日町5-54   ℡024-534-9191 

 

（３）留意事項 

①購入方法により入場券料金のほかに手数料等がかかる場合がありますが、手数料等は購入者

負担でお願いします。 

②部門別コンテスト及び本選の当日券は、午前９時から最低１００枚販売します。お一人様１

枚の販売となります。なお、前売券の販売状況や会場の空席状況により追加販売を行うこと

もありますが、満席の場合は１００枚のみの販売で終了することもありますので、あらかじ

め御了承ください。 

第３章 客席への入場と入場券 

 

１ 入場 

（１）出演日当日、出演者（合唱メンバー・指揮者・伴奏者）及び児童・生徒引率者が客席で他団

体の演奏を聴く場合は、部門別コンテスト及び本選とも、「出演者入場券」が必要です。出

演日以外は、出演者であっても一般入場券が必要となります。 

（２）再入場の予定があり、ホールから外へ出る際には、入口で必ず再入場券を受け取ってくださ

い。再入場されるときは、入口で入場券の半券を提示し、再入場券を係員にお渡しください。 

（３）一般の入場者が多い場合、一般入場券をお持ちの方を優先しますので、出演者入場券での入

場を制限する場合があります。あらかじめ御了承ください。  

  

２ 出演者入場券 

（１）出演団体は、出演者（合唱メンバー・指揮者・伴奏者）の人数分の「出演者入場券」を出演

日当日分に限り購入できます。 

（２）児童・生徒引率者は、各団体３名まで出演者入場券を購入できます。 

（３）出演者入場券は５００円です。 

（４）部門別コンテストの出演者入場券を御希望の団体は、ＷＥＢ申込の「出演者入場券申込枚

数」の欄に希望枚数を記入してください。なお、「チケットぴあ」等での販売は行いません

ので御注意ください。 

（５）出演者入場券は、会場の出演団体受付にてお渡しします。なお、（６）の本選出演者入場券

を除き、事前申込みのみの販売となります。 

（６）本選出演者入場券については、本選前日の本選出場団体受付時に出演者入場券(引率者３名ま

で含む)及び一般入場券(１団体３枚まで)を販売します。本選出演団体受付の際、代金を御用

意ください。 

また、本選に出演する団体が事前に本選一般入場券を購入している場合は、出演者入場券へ

の切り替えができます。本選出場団体受付の際にお手続きください。 
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３ 練習会場 

（１）演奏当日の練習については、第５章「当日の日程」を御覧ください。 

（２）演奏前日等の練習会場として、以下の練習会場が利用できます。５の指定業者にて申込みを

受け付けますので、同封の「宿泊・練習会場・弁当・交通機関のご案内」の資料を御覧くだ

さい。 

       令和２年３月１８日（水）～２２日（日）                                  

会 場 施 設 収容人数等 18日 19日 20日 21日 22日 備 考 

とうほう・み

んなの文化セ

ンター 

（福島県文化セ

ンター） 

大ホール １，７５２名 ○ ○ ○ ○ × ピアノ 

小ホール     ３７９名 ○ ○ ○ ○ ○ ピアノ 

視聴覚室    １０８名 ○ ○ ○ ○ ○  

２階展示室     ４６６㎡ ○ ○ ○ ○ ○  

３階展示室 １，０１８㎡ ○ ○ ○ ○ ○  

  （３）上記の会場以外の練習会場を希望する場合も、指定業者にて申込みを受け付けます。 

 

４ 昼 食 

 （１）５の指定業者で弁当を注文することができます。注文された弁当は、音楽堂棟続きの「働く

婦人の家１階体育室」でお渡しします。詳しくは同封の指定業者の案内を御覧ください。 

  （２）事務局指定以外の業者に注文された弁当を会場に配送された場合、主催者ではお預かりや連

絡はできませんので、御了承ください。 

 （３）出演者用の昼食会場は、音楽堂棟続きの「働く婦人の家１階講習室、体育室」を設定してい

ます。決められた場所以外での飲食はお断りします。 

 

５ 宿泊・練習会場・弁当・交通等の予約 

  宿泊・練習会場・弁当・交通機関の手配は、下記の指定業者で取り扱いますので、同封の「宿

泊・練習会場・弁当・交通機関のご案内」の資料を御覧ください。 

  なお、本選出場等による延泊にも対応可能です。１階エントランスホールの旅行業者受付で御相

談ください。 

 

宿泊、練習会場、弁当・会場までの交通等の予約指定業者 

 

【株式会社近畿日本ツーリスト東北 福島支店】 

第１３回声楽アンサンブルコンテスト全国大会係 

TEL０２４－５２１－１４１１ FAX０２４－５２４－１５２５ 

 Ｗｅｂ申込  （宿泊・練習会場・弁当・会場までの交通等） 

http://www.knt-th.co.jp/ec/2020/vocalensemble  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４章 出演方法及び留意事項     

 

１ 出演順 

（１）部門別 

①令和２年２月１４日（金）の午後１時３０分より、抽選会（会場：杉妻会館４階「牡丹」 

福島市杉妻町３－４５ ホームページアドレス：http://www.sugitsuma-kaikan.com/）を開催

します。 

②抽選会を欠席する団体は、その旨をＷＥＢ申込の「出演者抽選会」の欄に入力してください。

その場合、出演順は代理抽選により決定します。 

③決定した出演順は、抽選会当日の午後７時を目安として大会ホームページでお知らせします。 

出演順についての電話でのお問い合わせは御遠慮くださるようお願いします。 

タイムテーブルは２月下旬に大会ホームページでお知らせします。 

なお、前回大会のスケジュールをホームページに掲載しておりますので、参考にしてくださ

い。 

     大会ホームページ 「声楽アンサンブル」で検索［出演団体/日程］ 

     （http://www.vocalensemble.fukushima.jp） 

 

 （２）本 選 

   ①本選の演奏順は、次のとおりとします。 

 

 

       

 

 

 

 

②本選のタイムテーブルは、一般部門の表彰式終了後午後９時を目安に大会ホームページでお

知らせします。 

 

２ ホール見学                                                   

   出演日前日、希望する団体に対してホール見学を実施します。ＷＥＢ申込の「ホール見学」の欄

に入力してください。ホール内への入場は各団体２名までとなります。 

 （１）日 時 

   ①３月１８日（水） 対象：中学校部門に出演する団体 

時間：16:30～17:00 

     ②３月１９日（木） 対象：高等学校部門に出演する団体 

時間：部門別表彰式終了後の 30分間 

    ③３月２０日（金・祝）  対象：小学校・ジュニア部門、一般部門に出演する団体 

時間：部門別表彰式終了後の 30分間 

 ※詳細についてはホームページを御確認ください。 

※本選出場団体による、３月２１日(土）の見学は行いません。 

 （２）受 付 

    １階エントランス「出演団体受付」へ申し込んでください。 

 （３）配布物   

見学後に、１階ホワイエで出演者の人数分（合唱メンバー・指揮者・伴奏者の参加申込人数

分）のプログラムをお渡しします。 

※ホール見学を希望しない団体には、出演日当日、受付でお渡しします。 

１番 中学校   第５位 ２番 高等学校  第５位 ３番 中学校   第３位 
４番 高等学校  第４位 ５番 一般    第３位 ６番 中学校   第４位 
７番 小学校・ジュニア  第１位 ８番 高等学校  第１位 ９番 高等学校  第２位 
10番 一般    第５位 11 番 一般    第２位 12番 中学校   第２位 
13番 高等学校  第３位 14 番 一般    第４位 15番 中学校   第１位 
16番 一般    第１位     

１番 中学校� 第５位 ２番 高等学校� 第５位 ３番 中学校� 第３位

４番 高等学校� 第４位 ５番 一般� 第３位 ６番 中学校� 第４位

７番 小学校・ジュニア� 第１位 ８番 高等学校� 第１位 ９番 高等学校� 第２位

10 番 一般� 第５位 11 番 一般� 第２位 12 番 中学校� 第２位

13 番 高等学校� 第３位 14 番 一般� 第４位 15 番 中学校� 第１位

16 番 一般� 第１位
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３ 練習会場 

（１）演奏当日の練習については、第５章「当日の日程」を御覧ください。 

（２）演奏前日等の練習会場として、以下の練習会場が利用できます。５の指定業者にて申込みを

受け付けますので、同封の「宿泊・練習会場・弁当・交通機関のご案内」の資料を御覧くだ

さい。 

       令和２年３月１８日（水）～２２日（日）                                  

会 場 施 設 収容人数等 18日 19日 20日 21日 22日 備 考 

とうほう・み

んなの文化セ

ンター 

（福島県文化セ

ンター） 

大ホール １，７５２名 ○ ○ ○ ○ × ピアノ 

小ホール     ３７９名 ○ ○ ○ ○ ○ ピアノ 

視聴覚室    １０８名 ○ ○ ○ ○ ○  

２階展示室     ４６６㎡ ○ ○ ○ ○ ○  

３階展示室 １，０１８㎡ ○ ○ ○ ○ ○  

  （３）上記の会場以外の練習会場を希望する場合も、指定業者にて申込みを受け付けます。 

 

４ 昼 食 

 （１）５の指定業者で弁当を注文することができます。注文された弁当は、音楽堂棟続きの「働く

婦人の家１階体育室」でお渡しします。詳しくは同封の指定業者の案内を御覧ください。 

  （２）事務局指定以外の業者に注文された弁当を会場に配送された場合、主催者ではお預かりや連

絡はできませんので、御了承ください。 

 （３）出演者用の昼食会場は、音楽堂棟続きの「働く婦人の家１階講習室、体育室」を設定してい

ます。決められた場所以外での飲食はお断りします。 

 

５ 宿泊・練習会場・弁当・交通等の予約 

  宿泊・練習会場・弁当・交通機関の手配は、下記の指定業者で取り扱いますので、同封の「宿

泊・練習会場・弁当・交通機関のご案内」の資料を御覧ください。 

  なお、本選出場等による延泊にも対応可能です。１階エントランスホールの旅行業者受付で御相

談ください。 

 

宿泊、練習会場、弁当・会場までの交通等の予約指定業者 

 

【株式会社近畿日本ツーリスト東北 福島支店】 

第１３回声楽アンサンブルコンテスト全国大会係 

TEL０２４－５２１－１４１１ FAX０２４－５２４－１５２５ 

 Ｗｅｂ申込  （宿泊・練習会場・弁当・会場までの交通等） 

http://www.knt-th.co.jp/ec/2020/vocalensemble  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４章 出演方法及び留意事項     

 

１ 出演順 

（１）部門別 

①令和２年２月１４日（金）の午後１時３０分より、抽選会（会場：杉妻会館４階「牡丹」 

福島市杉妻町３－４５ ホームページアドレス：http://www.sugitsuma-kaikan.com/）を開催

します。 

②抽選会を欠席する団体は、その旨をＷＥＢ申込の「出演者抽選会」の欄に入力してください。

その場合、出演順は代理抽選により決定します。 

③決定した出演順は、抽選会当日の午後７時を目安として大会ホームページでお知らせします。 

出演順についての電話でのお問い合わせは御遠慮くださるようお願いします。 

タイムテーブルは２月下旬に大会ホームページでお知らせします。 

なお、前回大会のスケジュールをホームページに掲載しておりますので、参考にしてくださ

い。 

     大会ホームページ 「声楽アンサンブル」で検索［出演団体/日程］ 

     （http://www.vocalensemble.fukushima.jp） 

 

 （２）本 選 

   ①本選の演奏順は、次のとおりとします。 

 

 

       

 

 

 

 

②本選のタイムテーブルは、一般部門の表彰式終了後午後９時を目安に大会ホームページでお

知らせします。 

 

２ ホール見学                                                   

   出演日前日、希望する団体に対してホール見学を実施します。ＷＥＢ申込の「ホール見学」の欄

に入力してください。ホール内への入場は各団体２名までとなります。 

 （１）日 時 

   ①３月１８日（水） 対象：中学校部門に出演する団体 

時間：16:30～17:00 

     ②３月１９日（木） 対象：高等学校部門に出演する団体 

時間：部門別表彰式終了後の 30 分間 

    ③３月２０日（金・祝）  対象：小学校・ジュニア部門、一般部門に出演する団体 

時間：部門別表彰式終了後の 30 分間 

 ※詳細についてはホームページを御確認ください。 

※本選出場団体による、３月２１日(土）の見学は行いません。 

 （２）受 付 

    １階エントランス「出演団体受付」へ申し込んでください。 

 （３）配布物   

見学後に、１階ホワイエで出演者の人数分（合唱メンバー・指揮者・伴奏者の参加申込人数

分）のプログラムをお渡しします。 

※ホール見学を希望しない団体には、出演日当日、受付でお渡しします。 

１番 中学校   第５位 ２番 高等学校  第５位 ３番 中学校   第３位 
４番 高等学校  第４位 ５番 一般    第３位 ６番 中学校   第４位 
７番 小学校・ジュニア  第１位 ８番 高等学校  第１位 ９番 高等学校  第２位 
10番 一般    第５位 11番 一般    第２位 12番 中学校   第２位 
13番 高等学校  第３位 14番 一般    第４位 15番 中学校   第１位 
16番 一般    第１位     
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７ 写真・ＣＤ・ＤＶＤ 

  写真・ＣＤ・ＤＶＤ等の購入については、当日配布する本大会指定業者からの案内を御覧くださ

い。 

  なお、問合せについては、下記指定業者へ直接行ってください。 

 

 ○写真業者【株式会社 大阪フォトサービス】  

  〒５５０－００２３ 大阪府大阪市西区千代崎２丁目２０－９ 

  ＴＥＬ ０６－６５８１－７００５ 

  ＦＡＸ ０６－６５８１－７０３３ 

  e-mail sales@osakaphoto.co.jp 

  ホームページアドレス  http://www.osakaphoto.co.jp 

                  

  ○映像・音声記録業者【株式会社 東和ムービー】 

  〒９６４－０９３７ 福島県二本松市榎戸１丁目３８６の１０１号 

  ＴＥＬ ０２４３－２４－８００２ 

  ＦＡＸ ０２４３－２４－７５８５ 

  e-mail info@towa-movie.co.jp 

  ホームページアドレス  http://www.towa-movie.co.jp                         

 

 
８ 全体合唱曲の楽譜 

部門別コンテスト及び本選の表彰式での全体合唱曲（「夜明けから日暮れまで」）の楽譜につい

ては、事前に送付させていただきます。 

 

９ プレコンサート 

ＪＲ福島駅構内において、以下の日程により、大会出場団体によるミニコンサートを実施する予

定です。 

詳細については、後日、大会に出場される団体に御案内し、出演の希望の有無等について確認さ

せていただきます。 

（１）日 時 

①令和２年３月１８日（水）  午後２時～４時 

②   〃   １９日（木）     〃 

③   〃   ２０日（金・祝）   〃 

（２）会 場 

ＪＲ福島駅東口改札前 

 

６ 交通関係 

 （１）福島空港利用団体のタクシーの利用について 

福島空港を御利用の方は、大会特別料金にて、福島空港から福島市内までのタクシーを御利

用いただけます。大会事務局にて手配しますので、ＷＥＢ申込時に日時やフライト名を御記

入ください。 

（※インターネットを御利用になれない場合には、株式会社近畿日本ツーリスト東北 福島支

店ＴＥＬ０２４－５２１－１４１１へ連絡してください。） 

    ①出演者（合唱メンバー、指揮者、伴奏者） 

    ・片道４，０００円／人のところ、片道１回に限り（往路または復路）１，０００円の補助 

     ※当日、運転手に３，０００円をお支払いください。 

   ②その他同行者 

    ・片道（往路、復路とも） ４，０００円／人 

     ※当日、運転手にお支払いください。 

 （２）駐車場 

   ①乗 用 車：ふくしん夢の音楽堂（福島市音楽堂）と「とうほう・みんなの文化センター（福

島県文化センター）」の駐車場が利用できます。巻末の「ふくしん夢の音楽堂（福

島市音楽堂）周辺地図」を御覧ください。 

   ②貸切バス：「とうほう・みんなの文化センター（福島県文化センター）」の駐車場等が利用

できます。会場のふくしん夢の音楽堂（福島市音楽堂）には、バスの駐車スペース

はありませんので御注意ください。なお、バスの乗降場所については巻末の「貸

切バス乗降場所」を御覧いただき、厳守するようお願いします。 

   ③駐車場を御利用の際は、係員の指示に従ってください。 

④大会当日は駐車場及び会場周辺の混雑が予想されますので、なるべく電車・乗合バス・タク

シー等の公共交通機関を御利用ください。 

 （３）路線バス（福島交通バス）    

        巻末の「ふくしん夢の音楽堂（福島市音楽堂）行き福島駅東口バス乗り場」を御覧ください。 

 （４）臨時路線バス 

      ふくしん夢の音楽堂（福島市音楽堂）から福島駅行きの臨時路線バスを運行します。料金は

大人２８０円です。 

①発車予定時刻は、各日の表彰式終了後となります。 

②発車場所は、巻末の「ふくしん夢の音楽堂（福島市音楽堂）周辺地図」を御覧ください。 
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写真撮影 

解 散 

誘導ここまで▲ 

（着替え） 

（手荷物受け取り） 

 

楽譜受け取り 

 

 

 

 

 

 

・プラカードを持つ誘導係を先頭にして入場してください。指揮者・伴奏 

者も合唱メンバーと一緒に入場してください。 

・主催者が用意する楽器以外の楽器を使用する場合、楽器の搬入・搬出は

 使用する団体が行い、その諸経費についても各団体の負担とします。 

・伴奏楽器（ピアノ）の位置は下手に固定します。ただし、使用する団体

 の演奏前に団体の希望した位置へ係が移動します。演奏終了後、下手固

 定場所に係が戻します。 

・譜めくりが必要な場合は各団体でお願いします。  

 

・曲目によって歌わない合唱メンバーがステージから下がる場合は、舞台

袖で待機となります。 

・合唱メンバーとして登録していない指揮者等がステージ上で歌うことは

認められていませんので、御注意ください。 

・演奏直前のステージ上での伴奏楽器のチューニングは、進行上の理由に

より、音出しがあった時点から演奏時間を計測します。なお、舞台袖待

機中の伴奏楽器のチューニングは認めません。 

 

【晴天時：エントランス広場  荒天・夜間時：２階小ホールホワイエ】 

・プラカードは誘導係員に返却してください。 

 

 

 

 

・楽譜は演奏終了後の全体の休憩時間内に取りまとめを行います。受け取

りは、それ以降の時間帯となりますので御了承願います。 

 なお、各部門の表彰式までに受け取りに来ない場合は処分することがあ

りますので御注意ください。 

 楽譜の返却を受けた団体が本選出場となった場合は、３月２１日(土） 

に行う本選出場団体等受付時に再度提出していただきます。 

 

表彰式 

 

  

 

 

 

・表彰式の案内がありましたら、各団体の代表者１名は大ホール舞台下手

袖にお集まりください。（部門別は１名、本選は２名お集まりください） 

・各部門金賞受賞団体には、各部門表彰式終了後に「出演者用入場券申込

書」、「口座振込整理票」、「宿泊費補助申請書」をお渡ししますので、

代表者はステージ上にお残りください。 

 

本選出場団体等受付 

（本選出場団体のみ）

  

 

 

【１階講習室】 

・小学校・ジュニア部門、中学校、高等学校部門 本選出場団体 

３月２１日（土） １６：３０～ 

・一般部門 本選出場団体  

３月２１日（土） 一般部門表彰式終了から１５分後 

 

 

 第５章 当日の日程 

                                                              

１ 当日の動き 

    出演日当日の日程は、概ね以下のとおりです。なお、詳細なタイムスケジュールは、後日大会

ホームページにてお知らせします。 

  なお、前回大会のスケジュールをホームページに掲載しておりますので、参考にしてください。 

 

       タイムスケジュール掲載時期：部門別コンテスト 令和２年２月下旬 

本      選 本選前日の夜 

     大会ホームページ 「声楽アンサンブル」で検索  ［出演団体／日程］ 

（http://www.vocalensemble.fukushima.jp） 

 

受 付 

※出演受付が開場前の団体

については、正面入口の左

棟「働く婦人の家」入口か

らお入りください。 

 

手荷物預け 

 

 

  

 

 

（着替え） 

 

  

 

 

 

集 合       

誘導開始▼ 

          

 

 

 

リハーサル１回目 

  （部門別約２０分） 

  （本 選約３０分） 

最終リハーサル 

  （部門別約 ８分） 

  （本 選約１０分） 

 

待 機（上手） 

 

 

 

 

 

【１階 エントランスホール出演団体受付所】 

・大変混雑しますので、受付は代表者２名のみでお越しください。 

・当日、出演メンバーに病気や事故等緊急かつやむを得ない事由により出

演できない事態が発生した場合は、メンバー変更を認めますので受付で

申し出てください。 

 

【働く婦人の家・勤労青少年ホーム１階 体育室】 

・貴重品は各団体で責任を持って管理してください（有料コインロッカー

 が利用できます）。ただし、集合から解散までの間に使用する貴重品に

 ついては、演奏中のみ（舞台上手袖待機から舞台下手袖退場までの間）

 係が預かりますので、係へ預けてください。 

 

【働く婦人の家・勤労青少年ホーム２階 講習室・軽運動室】 

・館内は寒いことが予想されますので、移動の際は、上着などを着用し防

寒対策を行うようお願いします。上着は、演奏中（舞台袖待機時から演

奏を終了し退場するまでの間）係が預かります。 

・必ず着替えを済ませたうえで集合してください。 

 

【１階 第３練習室前】 

・タイムスケジュールに記載の集合時刻には、所定の集合場所に全出演者

 が揃ってお集まりください。遅れた場合、出場辞退とみなされる場合が

 ありますので御注意ください。ここからは、出演経路に従って、誘導係

 が集合から解散まで御案内します。 

 

・出演団体の演奏時間によって、１回目及び最終のリハーサル時間は変更

になることがあります。 

・時間厳守で他の団体に迷惑がかからないようお願いします。リハーサル

 室のピアノの位置は固定します。場所を動かさないでください。 

・リハーサルでは終了までの残り時間を係がお知らせします。 

 

 

・舞台上手袖待機時に、出演人数、伴奏楽器、指揮台、譜面台の有無等の

 最終確認を行います。 

・譜面台を使用する指揮者の方と舞台上手袖待機中に高さと角度の調整を

 行います。 

・荷物は１つにまとめ団体名が分かるようにしてください。係は盗難紛失

 のないよう十分に注意し預かりますが、盗難紛失の責めは負いません。 
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・時間厳守で他の団体に迷惑がかからないようお願いします。リハーサル

 室のピアノの位置は固定します。場所を動かさないでください。 

・リハーサルでは終了までの残り時間を係がお知らせします。 

 

 

・舞台上手袖待機時に、出演人数、伴奏楽器、指揮台、譜面台の有無等の

 最終確認を行います。 

・譜面台を使用する指揮者の方と舞台上手袖待機中に高さと角度の調整を

 行います。 

・荷物は１つにまとめ団体名が分かるようにしてください。係は盗難紛失

 のないよう十分に注意し預かりますが、盗難紛失の責めは負いません。 
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第６章 緊急時の対応 

 

１ 救護室 

  会場内に救護室を用意します。御利用の際は、係員までお申し出ください。 

 

２ 医療機関等                             

  急病などの場合は、下記の施設を御利用ください。 

 （１）福島赤十字病院 

    ・住所 〒９６０－８５３０ 福島県福島市八島町７番７号  ℡０２４－５３４－６１０１   

 （２）福島市夜間急病診療所 （年中無休） 

       ・受付時間 午後６時３０分から午前７時３０分まで 

       ・住所 〒９６０－８１０１ 福島県福島市上町５番６号 上町テラス２階    

℡０２４－５２５－７６７２ 

 （３）緊急休日診療当番医 

   ※総合案内所または救護室におたずねください。 

 

３ 緊急時避難場所  

  福島市指定の場所は当該施設「ふくしん夢の音楽堂（福島市音楽堂）」です。                                       

 

４ 地震への対応  

 （１）大会事務局より演奏の継続、中断及び避難について御案内します。 

（２）地震により演奏を中断した場合、または演奏に支障が出た場合は、再度演奏をしていただき

ます。 

なお、演奏順については別途御案内します。 

 

５ 放射線の情報    

  放射線測定結果については、以下のホームページを御覧ください。 

 

 【原子力規制委員会】 

「原子力規制委員会ホームページ」＞「モニタリング」＞「放射線モニタリング情報ポータルサ

イト」＞「モニタリング結果」＞「リアルタイム空間線量率測定結果」をクリック 

 【福島県】 

「福島県ホームページ」＞「各種放射線モニタリング結果」＞「空間線量」＞「福島県内の空間

線量率測定結果  各地方環境放射能測定結果（暫定値）」をクリック 

【福島市】 

「福島市ホームページ」＞「震災関連・防災・安全」＞「震災関連情報」＞「放射線への取り組

み」＞「放射能の測定情報」＞「市内の環境放射能測定」＞「市内の環境放射線量測定結果をお

知らせします」をクリック 

 

６ その他  

・インフルエンザ対策として、会場内のエントランスやリハーサル室にマスクや消毒薬を準備し

ます。 

・緊急を要する場合や運営上の変更については、随時ホームページに掲載します。 

大会ホームページ 「声楽アンサンブル」で検索 

２ 本 選                                              

 （１）各部門金賞受賞団体は、３月２２日（日）の本選に出場することとなります。 

 （２）本選出場団体は、３月２１日（土）の本選出場団体等受付を済ませてください。 

（３）部門別コンテストに登録していないメンバーは、本選出場団体のメンバーとして出演できま

せん。 

ただし、突然の病気や怪我などやむを得ない事情がある場合は、申込書により登録した人数

を超えない範囲でのみ、メンバーを交代できます。当日受付でお申し出ください。 

 

３ 本選出場団体受付 

 （１）日 時   

①小学校・ジュニア部門、中学校部門及び高等学校部門の本選出場団体 

    令和２年３月２１日（土）１６：３０～ 

②一般部門本選出場団体   

令和２年３月２１日（土） 一般部門表彰式終了から１５分後 

 （２）場 所 

  ふくしん夢の音楽堂（福島市音楽堂）１階講習室 

 （３）持参物 

①本選演奏曲の楽譜（７部） 

②出演者入場券申込書及び代金 

          ③参加要項 

④宿泊費補助申込書（受付時に宿泊施設の領収証（写し可）を御提出できる場合には、御持参

願います。） 

 （４）確認事項 

①本選演奏楽譜 

②ステージの配置、演奏曲、出演者数 

※タイムスケジュールは３月２１日（土）の夜、大会ホームページでお知らせします。紙で

の配布を希望する団体には、一般部門表彰式後の本選出場団体受付会場にて、出来上がり

次第、配布します。 
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第６章 緊急時の対応 

 

１ 救護室 

  会場内に救護室を用意します。御利用の際は、係員までお申し出ください。 

 

２ 医療機関等                             

  急病などの場合は、下記の施設を御利用ください。 

 （１）福島赤十字病院 

    ・住所 〒９６０－８５３０ 福島県福島市八島町７番７号  ℡０２４－５３４－６１０１   

 （２）福島市夜間急病診療所 （年中無休） 

       ・受付時間 午後６時３０分から午前７時３０分まで 

       ・住所 〒９６０－８１０１ 福島県福島市上町５番６号 上町テラス２階    

℡０２４－５２５－７６７２ 

 （３）緊急休日診療当番医 

   ※総合案内所または救護室におたずねください。 

 

３ 緊急時避難場所  

  福島市指定の場所は当該施設「ふくしん夢の音楽堂（福島市音楽堂）」です。                                       

 

４ 地震への対応  

 （１）大会事務局より演奏の継続、中断及び避難について御案内します。 

（２）地震により演奏を中断した場合、または演奏に支障が出た場合は、再度演奏をしていただき

ます。 

なお、演奏順については別途御案内します。 

 

５ 放射線の情報    

  放射線測定結果については、以下のホームページを御覧ください。 

 

 【原子力規制委員会】 

「原子力規制委員会ホームページ」＞「モニタリング」＞「放射線モニタリング情報ポータルサ

イト」＞「モニタリング結果」＞「リアルタイム空間線量率測定結果」をクリック 

 【福島県】 

「福島県ホームページ」＞「各種放射線モニタリング結果」＞「空間線量」＞「福島県内の空間

線量率測定結果  各地方環境放射能測定結果（暫定値）」をクリック 

【福島市】 

「福島市ホームページ」＞「震災関連・防災・安全」＞「震災関連情報」＞「放射線への取り組

み」＞「放射能の測定情報」＞「市内の環境放射能測定」＞「市内の環境放射線量測定結果をお

知らせします」をクリック 

 

６ その他  

・インフルエンザ対策として、会場内のエントランスやリハーサル室にマスクや消毒薬を準備し

ます。 

・緊急を要する場合や運営上の変更については、随時ホームページに掲載します。 

大会ホームページ 「声楽アンサンブル」で検索 

２ 本 選                                              

 （１）各部門金賞受賞団体は、３月２２日（日）の本選に出場することとなります。 

 （２）本選出場団体は、３月２１日（土）の本選出場団体等受付を済ませてください。 

（３）部門別コンテストに登録していないメンバーは、本選出場団体のメンバーとして出演できま

せん。 

ただし、突然の病気や怪我などやむを得ない事情がある場合は、申込書により登録した人数

を超えない範囲でのみ、メンバーを交代できます。当日受付でお申し出ください。 

 

３ 本選出場団体受付 

 （１）日 時   

①小学校・ジュニア部門、中学校部門及び高等学校部門の本選出場団体 

    令和２年３月２１日（土）１６：３０～ 

②一般部門本選出場団体   

令和２年３月２１日（土） 一般部門表彰式終了から１５分後 

 （２）場 所 

  ふくしん夢の音楽堂（福島市音楽堂）１階講習室 

 （３）持参物 

①本選演奏曲の楽譜（７部） 

②出演者入場券申込書及び代金 

          ③参加要項 

④宿泊費補助申込書（受付時に宿泊施設の領収証（写し可）を御提出できる場合には、御持参

願います。） 

 （４）確認事項 

①本選演奏楽譜 

②ステージの配置、演奏曲、出演者数 

※タイムスケジュールは３月２１日（土）の夜、大会ホームページでお知らせします。紙で

の配布を希望する団体には、一般部門表彰式後の本選出場団体受付会場にて、出来上がり

次第、配布します。 

▪
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ふくしん夢の音楽堂（福島市音楽堂）大ホール

3/19-21

3/22

3/21

960‒8117

第７章 その他 

 

１ 会場での注意事項 

 （１）場内では係員の指示に従ってください。 

 （２）ホールでは、演奏中の出入りや移動は御遠慮ください。 

 （３）演奏会場での本大会指定業者以外による録音・録画・写真撮影は、固くお断りします。 

（４）会場内では、アラーム付時計・携帯電話等は電源をお切りください。また、キーホルダーな

ど音の出るものはあらかじめ外しておいてください。 

（５）客席には大きな荷物を持ち込まないようお願いします。出演者用の荷物置き場を用意します

ので御利用ください。なお、貴重品は身に付けるか会場内のコインロッカー（有料１００

円）を御利用ください。 

（６）客席には荷物を置かないようお願いします。長時間置いたままの荷物は、係員が片付ける場

合がありますので御了承ください。 

 （７）ゴミは必ずお持ち帰りください。 

（８）インフルエンザ等の感染症を予防するため、咳をする際にハンカチやティッシュ、服の袖で

口を覆うなどの「咳エチケット」や「丁寧でこまめな手洗い」に御協力ください。 

 （９）会場周辺の皆様の迷惑になりますので、会場周辺での発声練習は固くお断りします。 

 

２ 個人情報 

  提出書類中の個人情報は、大会広報のためホームページや広報誌等への掲載、マスコミへの情報

提供等、本大会の運営に必要な範囲内で利用するほか、大会の運営に関して、関係団体から御意

見を伺う際にも利用させていただくことがあります。 

   また、本大会指定業者が録音・録画・撮影し、個人情報が記録されたＣＤ・ＤＶＤ・写真等を放

送や販売を行うことがあります。コンテストへの参加をもって、その許諾をいただいたものとし

ます。 

 

３ 免責事項 

    主催者では、大会参加者及び一般入場者のための保険（施設賠償責任保険、傷害保険）に加入し

ています。会場内で怪我をされた場合は、係員にお申し出ください。 

   なお、保険適用外のことについて、主催者は一切の責任を負いかねますので御了承ください。 
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ふくしん夢の音楽堂（福島市音楽堂）大ホール

3/19-21

3/22

3/21

960‒8117

第７章 その他 

 

１ 会場での注意事項 

 （１）場内では係員の指示に従ってください。 

 （２）ホールでは、演奏中の出入りや移動は御遠慮ください。 

 （３）演奏会場での本大会指定業者以外による録音・録画・写真撮影は、固くお断りします。 

（４）会場内では、アラーム付時計・携帯電話等は電源をお切りください。また、キーホルダーな

ど音の出るものはあらかじめ外しておいてください。 

（５）客席には大きな荷物を持ち込まないようお願いします。出演者用の荷物置き場を用意します

ので御利用ください。なお、貴重品は身に付けるか会場内のコインロッカー（有料１００

円）を御利用ください。 

（６）客席には荷物を置かないようお願いします。長時間置いたままの荷物は、係員が片付ける場

合がありますので御了承ください。 

 （７）ゴミは必ずお持ち帰りください。 

（８）インフルエンザ等の感染症を予防するため、咳をする際にハンカチやティッシュ、服の袖で

口を覆うなどの「咳エチケット」や「丁寧でこまめな手洗い」に御協力ください。 

 （９）会場周辺の皆様の迷惑になりますので、会場周辺での発声練習は固くお断りします。 

 

２ 個人情報 

  提出書類中の個人情報は、大会広報のためホームページや広報誌等への掲載、マスコミへの情報

提供等、本大会の運営に必要な範囲内で利用するほか、大会の運営に関して、関係団体から御意

見を伺う際にも利用させていただくことがあります。 

   また、本大会指定業者が録音・録画・撮影し、個人情報が記録されたＣＤ・ＤＶＤ・写真等を放

送や販売を行うことがあります。コンテストへの参加をもって、その許諾をいただいたものとし

ます。 

 

３ 免責事項 

    主催者では、大会参加者及び一般入場者のための保険（施設賠償責任保険、傷害保険）に加入し

ています。会場内で怪我をされた場合は、係員にお申し出ください。 

   なお、保険適用外のことについて、主催者は一切の責任を負いかねますので御了承ください。 
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ふくしん夢の音楽堂（福島市音楽堂）周辺地図

ふくしん夢の音楽堂（福島市音楽堂）行き福島駅東口バス乗り場

ふくしん夢の音楽堂（福島市音楽堂）
3月19日（木）

3月20日（金・祝）

3月21日（土）

3月22日（日）

2８0

2８0

2８0

●伊達・上ヶ戸経由掛田駅前
●伊達経由保原
●伊達経由北福島医療センター
●伊達経由湯野
●信夫山循環4号線先回
●宮代団地
●小坂
●桑折
●藤田
※バス停「日赤前」下車

・ 一般部門表彰式終了後

●宮下町・大波経由掛田駅前
●宮下町・文知摺観音経由掛田駅前
●月の輪台団地
●月の輪経由保原
●月の輪経由梁川
●月舘経由川俣
●東部支所前経由月の輪台団地
※バス停「日赤前」下車

福島東稜高
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ふくしん夢の音楽堂（福島市音楽堂）周辺地図
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※バス停「日赤前」下車

・ 一般部門表彰式終了後

●宮下町・大波経由掛田駅前
●宮下町・文知摺観音経由掛田駅前
●月の輪台団地
●月の輪経由保原
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●月舘経由川俣
●東部支所前経由月の輪台団地
※バス停「日赤前」下車

福島東稜高
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ふくしん
夢の音楽堂
（福島市音楽堂）

福島空港を利用する出演者（合唱メンバー、
指揮者、伴奏者）は申込みにより福島空港と
福島市内宿泊ホテル間の往路又は復路い
ずれか一方を大会特別料金で利用すること
ができます（要予約/詳細は10ページをご覧
ください）。
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ふくしん
夢の音楽堂
（福島市音楽堂）

福島空港を利用する出演者（合唱メンバー、
指揮者、伴奏者）は申込みにより福島空港と
福島市内宿泊ホテル間の往路又は復路い
ずれか一方を大会特別料金で利用すること
ができます（要予約/詳細は10ページをご覧
ください）。
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文化庁、公益社団法人全国高等学校文化連盟、福島県高等学校文化連盟、福島県中学校長会、福島県小学校長会、公益財団法人福島県
国際交流協会、福島民報社、福島民友新聞社、朝日新聞福島総局、毎日新聞福島支局、読売新聞東京本社福島支局、産經新聞福島支局、
河北新報社、日本経済新聞社福島支局、時事通信社福島支局、共同通信社福島支局、ＮＨＫ福島放送局、ラジオ福島、福島テレビ、福島
中央テレビ、株式会社福島放送、テレビユー福島、ふくしまＦＭ参 加 要 項

声楽アンサンブルコンテスト全国大会実行委員会事務局
〒960-8670　福島県福島市杉妻町2-16（福島県文化振興課内）
TEL.024-521-7154（平日8:30～17:15） FAX.024-521-5677
e-mail　bunka@pref.fukushima.lg.jp
URL　http://www.vocalensemble.fukushima.jp

声楽アンサンブル 検索
右のQRコードからもアクセスできます。

声楽アンサンブルコンテスト全国大会

大会趣旨
本大会は

音楽を創りあげるもっとも基礎となる要素「アンサンブル」に焦点をあてた、
２名から１６名までの少人数編成の合唱グループによるコンテストです。

全国の合唱レベルの向上を図るとともに、
歌うことの楽しさを福島から全国に発信することを目的として、

２００８年（平成２０年）から開催、
今大会で第１３回を迎えました。

本大会の特色
♪伴奏楽器及び伴奏の形態が自由で、多様な合唱音楽を追求します。

♪部門、年代を越えて演奏し合います。
♪海外の合唱グループも公募し、音楽を通じて交流を図ります。

声楽アンサンブルコンテスト全国大会実行委員会事務局
〒960-8670
福島県福島市杉妻町２-16（福島県文化振興課内）
TEL  024-521-7154 （平日８：30～17：15）　　FAX　024-521-5677

〈大会期間中の連絡先〉
ふくしん夢の音楽堂（福島市音楽堂）
〒960-8117　福島県福島市入江町１-１
TEL 024-531-6221（９：00～20：00）　　FAX 024-531-6257

E-mail　bunka@pref.fukushima.lg.jp
URL　http://www.vocalensemble.fukushima.jp

申込・提出先
Web 申込

http://www.knt-th.co.jp/ec/2020/vocalensemble

郵送での必要書類の提出先

【株式会社近畿日本ツーリスト東北  福島支店】
第１３回声楽アンサンブルコンテスト全国大会係
〒960-8041　福島県福島市大町7-3（福島センタービル1階）
TEL 024-521-1411　　FAX 024-524-1525
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