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PRAY FROM KOBE～明日 につなげるコンサート～
合同合唱団員公募・合唱団公募のご案内
兵庫県合唱連盟理事長

斉田好男

実行委員長

根津昌彦

皆様には益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。平素より兵庫県合唱連盟の活動にご理解とご協力を
賜り、ありがとうございます。
さて、兵庫県合唱連盟では、2012 年より東日本大震災の被災者の皆さまのための復興支援コンサートを開
催して参りました。3 年前よりその趣旨を拡大し、東日本大震災をはじめ、私たちが経験した阪神・淡路大
震災、そして各地での紛争や災害の被災者のための「PRAY FROM KOBE～ 明日につなげるコンサート～（以
下、「PFK コンサート」）として再出発しました。
今年は、６月に大阪北部を中心に大きな被害をもたらした地震、７月以降は、何度も日本を直撃した台風
によって広島県・岡山県をはじめ、西日本を中心に甚大な被害に見舞われ、復興への道を歩んでいる最中、
今度は９月に北海道で震度７を記録した大地震が発生し、この４か月間、複数の災害によって多くの方がお
亡くなりになられました。心よりご冥福をお祈り申し上げますとともに、被災地の一日も早い復興を願って
やみません。
このような状況下で、今年度も開催いたします PFK コンサートは、原点回帰として、復興支援のテーマを
再び掲げ、シンポジウムでは、被災道県の合唱連盟関係者をお招きして、被災地の復興状況の報告とともに、
今一度、災害とどう向き合っていくかを参加者の皆様とともに共有させていただくプログラムを予定してお
ります。また、今回は、宮城県合唱連盟にも PFK コンサートの共催に加わっていただき、世代や地域を超え
た歌声の数々によって、被災地へエールをお送りしたいと思います。
メインコンサート各合同ステージの歌い手として、また、街頭コンサートの公募合唱団として、皆様方の
ご参加を心よりお待ち申し上げます。

PRAY FROM KOBE ～明日につなげるコンサート～
１．街頭コンサート
①神戸ハーバーランド umie 街頭コンサート
日

時： 2019 年１月 13 日（日）

12 時 00 分～16 時 30 分（予定）

会

場： 神戸ハーバーランド umie 特設ステージ

観

覧： 無料

②元町１番街 街頭コンサート
日

時： 2019 年 3 月 10 日（日）

会

場： 元町１番街商店街内

観

覧： 無料

12 時 00 分～16 時 30 分（予定）

特設ステージ
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２．メインコンサート
日

時： 2019 年１月 27 日（日）

14 時 00 分～16 時 30 分（予定）

会

場： 神戸ハーバーランドビル・スペースシアター（会場が変更となりました）

入場料： 無料
※メインコンサートでは、北海道、広島県、岡山県の被災道県合唱連盟関係者をゲストに
お招きし、災害からの復興や防災に関わるシンポジウムも併催いたします。
主催：兵庫県合唱連盟

（公財）神戸市民文化振興財団

共催：神戸市

元町 1 番街商店街振興組合

後援：兵庫県

朝日新聞神戸総局

みなと元町タウン協議会

神戸新聞社

ＮＨＫ神戸放送局

宮城県合唱連盟

神戸市教育委員会

神戸ハーバーランド umie

1. 街頭コンサート≪１月１３日（日）umie、３月１０日（日）元町１番街商店街≫
(1) 概 要
１月１３日（日）には神戸ハーバーランド umie センターストリートにおいて、３月１０日（日）
には元町１番街商店街において、公募合唱団による街頭コンサートを開催します。つきましては、
各街頭コンサートに出演いただく合唱団を募集いたします。詳細は以下をご参照ください。

(2) スケジュール
スケジュールは両街頭コンサート共通で、以下を予定しています。
12：00

開会セレモニー、公募合唱団による演奏（10 団体程度）

16：15「きぼうの唄」「しあわせ運べるように」「Furusato」合同演奏
16：30

閉会セレモニー

※なお、出演合唱団数により、演奏時間帯が変更になる場合がございます。ご了承ください。

(3) 演

奏

公募合唱団による演奏は、以下の要領でお願いします。
① 演奏曲目

本コンサートの趣旨に沿う曲目をお選び下さい。演奏時間は 8 分以内です。

② 楽

デジタルピアノを準備します（予定）。

器

③ 出 演 順

実行委員会にご一任ください。

④ 出演人数

１月１３日 umie：45 名程度まで

３月１０日：24 名程度まで

(4) 参加費
一般・大学生：1,000 円

中学・高校生：500 円

小学生以下：無料（一人当たり）

※ 参加費等の収益の一部は、合唱活動支援金として被災地の関係団体へ送付いたします。

(5) 申込方法
別紙の「公募合唱団 出演申込用紙 」に必要事項をご記入の上、連盟事務局へ FAX または E-mail
でお送りください。
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※ 参加費は、募集締切日までにまとめて下記の振込先までお振り込み下さい。振込用紙に「団体名・
連絡先・電話番号等」の記載もお願いします。
【振込先】ゆうちょ銀行

口座記号番号 00930-1-233148

加入者名：兵庫県合唱連盟

(6) 募集締切
１月１３日（日）コンサートについては、２０１８年１２月１０日（月）必着
３月１０日（日）コンサートについては、２０１９年１月３１日（木）必着
※応募団体数が多い場合、途中で締め切らせていただく場合があります。

2. メインコンサート≪１月２７日（日）
・神戸ハーバーランド・スペースシアタ
ー≫
(1) 概 要
１月２７日（日）に、神戸ハーバーランド・スペースシアターにおいて、メインコンサートを開催し
ます。
コンサートでは、小学校・高校、少年少女、中学校・一般、オールエイジの４つの合同演奏と、会場
合同を予定しています。
一般公募を行います少年少女合同以外の３つの合同演奏は、すべて作曲者自ら指揮者として自作自演
を行いますほか、これまで一般合同を指揮してきた斉田好男理事長が、今回は少年少女合同を指揮い
たします。そしてコンサート最後の会場合同では、本コンサート当初からのテーマソング「きぼうの
唄」「しあわせ運べるように」「Furusato」を演奏いたします。
つきましては、各合同演奏の公募合唱団の参加者を募集いたします。詳細は以下をご参照ください。

(2) 公募による合同演奏
次の合同演奏の参加者を公募します。希望者の方は以下の中から、出演したい合同演奏をお選びくだ
さい。なお複数の合同演奏の参加も可能です。
① 小学校・高校合同 混声３部 同声２部
・曲

目：「笑顔の向こうに」（作詞：たかいちづ、作曲：臼井真）
「しあわせ運べるように」（作詞・作曲：臼井真）
「あなたの心に」（作詞・作曲：臼井真）

・指

揮：臼井

真（作曲家・神戸市立高羽小学校教諭）

・ピアノ：粟田美香
②

中学校・一般合同 混声
・曲

目：「キャッチボール」「もうひとつのキャッチボール」
（作詞：和合亮一

・指

作曲：千原英喜）

揮：千原英喜（作曲家）

・ピアノ：植田祐加里
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③ 少年少女合同 混声３部 同声２部 (兵庫県合唱連盟加盟団体に限らせていただきます。)
・曲

目：「Dream & Dream～夢をつなごう～」（作詞・作曲：弓削田健介

混声 3 部）

「ふるさと」（作詞：小山薫堂、作曲：youth case、編曲：桜田直子
・指

同声 2 部）

揮：斉田好男（兵庫県合唱連盟理事長）

・ピアノ：前田裕佳
④ オールエイジ合同 混声 女声
・曲

目：「ultra soul」（作詞：稲葉浩志、作曲：松本孝弘、編曲：石若雅弥）
「夕暮」（作詞：谷川俊太郎、作曲：石若雅弥）混声 4 部版・女声 3 部版併用

・指

揮：石若雅弥（作曲家）

・ピアノ：矢吹直美
○ 会場合同 混声
コンサートの最後に出演者・来場者全員で「会場合同」を行います。（練習は設定しません）
・曲

目：「きぼうの唄」

（作詞：伊藤一樹、作曲：石若雅弥）

「しあわせ運べるように」（作詞・作曲：臼井真）
「Furusato」
・指

（作詞：高野辰之

作曲：岡野貞一

編曲：ハヴィエルブスト）

揮：早川幹雄、臼井真、斉田好男

・ピアノ：石若雅弥、前田裕佳

3. 参加費
一般：2,000 円

大学生：1,000 円

中高生：500 円

小学生：無料

※ 参加費は、上記の区分（一般・大学生・中高生）に従いお納めください。
※ 複数ステージに参加された場合でも、参加費は一律です。
（例えば、中高生の場合、500 円でオールエイジ合同にも参加することができます。）
※ 参加費等の収益の一部は、合唱活動支援金として被災地の関係団体へ送付いたします。

4. 楽 譜
演奏曲の楽譜については、次のようにご準備ください。
① 次の楽譜は未出版のため、連盟ＨＰに掲載しますので、各自、ダウンロードください。
なお、ユーザー名・パスワードは、後日、参加される団体・個人にお知らせします。
・オールエイジ合同 混声：「ultra soul」
・会場合同 混声：「しあわせ運べるように」「Furusato」
② 上記①以外の楽譜は、市販されていますので、各自にて手配をお願いいたします。
・中学校・一般合同
・少年少女合同

混声：「キャッチボール」「もうひとつのキャッチボール」

同声：「Dream & Dream～夢をつなごう～」「ふるさと」

・オールエイジ合同

混声４部・女声３部：「夕暮」

・会場合同 混声：「きぼうの唄」
③ 小学校・高校合同の各楽譜の入手は、参加される学校ごとに事務局までお問い合わせください。

4

5. 事前練習
合同演奏については、事前練習をそれぞれ以下のとおり予定しております。奮ってご参加ください。
なお、場所、時間等に変更があった場合は、随時お知らせいたします。
① 小学校・高校合同
2019 年 １月 26 日（土）

14:30～16:30

於：親和中学校

2019 年 １月 19 日（土）

14:00～16:30

於：生田文化会館大ホール

2019 年 １月 26 日（土）

15:10～16:50

於：六甲道勤労市民センター 大会議室

13:30～16:00

於：六甲道勤労市民センター 大会議室

2019 年 １月 13 日（日）

18:30～20:30

於：東リいたみホール中ホール

2019 年 １月 26 日（土）

13:20～15:00

於：六甲道勤労市民センター 大会議室

② 中学校・一般合同

③ 少年少女合同
2019 年 １月 20 日（日）
④ オールエイジ合同

6. 申込方法
別紙の「一般公募合唱団員 参加申込用紙 」に必要事項をご記入の上、連盟事務まで FAX また
は E-mail でお送りください。
※ 同申込用紙で個人でのお申し込みも可能です。団体内で複数人が申し込みされる場合は、一括し
てお申し込みください。
※ あわせて、参加費をまとめて、募集締切日までに下記の振込先まで振り込みをお願いします。
振込用紙に「団体名・連絡先・電話番号等」の記載もお願いします。
※ 振り込みが確認できた団体・個人に、連盟ＨＰ「楽譜掲載サイト」のユーザー名・パスワードを
お知らせします。
※合唱連盟未加盟の個人・団体の参加も歓迎いたします。
（但し、少年少女合同については、合唱連盟加盟団体に限ります。）
【振込先】ゆうちょ銀行

口座記号番号

00930-1-233148

加入者名：兵庫県合唱連盟

7. 募集締切
メインコンサートについては、２０１８年１２月１０日（月）必着
兵庫県合唱連盟事務局（月・木
〒650-0022

13:00～17:00

祝日休）

神戸市中央区元町通 4-1-6-206

TEL：078-360-0015

FAX：078-360-0098

E-mail：hca@hyogo-jca.com
＊ホームページアドレス
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http://www.hyogo-jca.com/

