2020 年 10 月
加盟団体各位
兵庫県合唱連盟理事長 斉田 好男
ミニ合唱祭実行委員長 濱田 直勝

PRAY FROM KOBE～明日につなげる“ミニ合唱祭”～
実施要項
皆様には益々ご清祥のこ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、東日本大震災の被災者の皆さんのために 2012 年より復興支援コンサート
を開催して参りました。今回は第 10 回を迎えるものの、今般の新型コロナウイルス感染拡大の状況下
で、従来の合同演奏による演奏会ではなく、今年度、開催できなかった合唱祭を縮小版の形で、感染防
止策を講じながら開催したく存じます。そのなかで、改めて阪神・淡路大震災に思いを馳せ、東日本大
震災をはじめとする近年の災害による犠牲者を追悼し、震災を思い起こしつつ、被災地にエールを送り
たいと思います。
なお、今回の催しにつきましては、縮小版とはいえ、県合唱祭の意味合いを持たせているため、加盟
合唱団のみのご出演とさせていただきます。ご了承ください。
どうか、皆様方のご参加を心よりお待ちしています。
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時： 2021 年１月 24 日（日）10：00～17：00（予定）メインコンサート
2021 年３月 ７日（日）12：00～17：00（予定）街頭コンサート

会

場： 神戸文化ホール

大ホール（１月 24 日）

神戸ハーバーランド umie（３月７日）
入場料： 800 円（１月 24 日のみ）
主
共
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催：兵庫県合唱連盟
催：神戸市 （公財）神戸市民文化振興財団
援：兵庫県 朝日新聞神戸総局 神戸新聞社
宮城県合唱連盟

ＮＨＫ神戸放送局

〇メインコンサートについて
（１）

出演について

1. 日時等

１月 24 日（日）神戸文化ホール大ホール

2. 演奏時間

1 団体
7 分以内
但し、新型コロナ感染防止の対策として、舞台に立つ上限人数は 55 名（指揮者・伴
奏者等を含む）とする。
＊上記の演奏時間は、演奏開始から演奏終了までで、曲間を含みます。制限時間を
超過した場合、30 秒ごとに 3,000 円を徴収いたします。

3.

演 奏 曲

特に制限はありません。主催者が用意するのはピアノのみです。（ピッチ 442Ｈｚ）
ピアノ以外の楽器を使用する場合は、参加申込書にご記入下さい。

4.

参加資格

兵庫県合唱連盟加盟団体であること（未加盟の団体は事務局までお問合せ下さい）

5.

出 演 順

実行委員会において抽選の上、決定します。

（２）

参加申込
・ 所定の参加申込書に必要事項をご記入の上、締切日までに連盟事務局迄お申し込みください。
・ 締切日以降の曲目変更はできません。指揮者・伴奏者の変更は当日のアナウンスで対応いたし
ます。
・ 日本音楽著作権協会への申請については、同封の演奏利用明細書に合唱団名・代表者名・演奏
する全曲目・作(訳)詞・作(編)曲者・利用方法・演奏時間をご記入の上、参加申込書と一緒に
郵送してください。

・ 締切日

（３）

12 月１日（火）必着

参加料、入場料、著作権料

1. 参加料は次の通りです。
･ 参加料
一般・大学生 １名につき 1,000 円（入場券１枚付き）
高校生以下
１名につき 600 円（入場券１枚付き）
※参加料には、指揮者・伴奏者も含みます。
2. 参加料の支払は、ご出演決定通知（12 月中旬にはお知らせいたします）をお受け取り次第、以下の
口座宛に郵便振替にてお振り込みください。
・締切日（厳守） 12 月 22 日（火）
郵便振替口座

００９３０－１－２３３１４８

兵庫県合唱連盟

＊郵便振替用紙の通信欄に以下の内容をお忘れなくご記入ください。
・用件（メインコンサート）
・明細（参加人数と金額）
・合唱団名・代表者名・電話番号
＊参加人数が申込時より増えた場合は、ミニ合唱祭当日ご精算ください。なお、参加人数が申
込時より減った場合の返金は致しかねますので、ご了承下さい。
3.

入場料は 800 円（１月 24 日のみ）です。

4.

著作権料は連盟で負担します。

（４）

広告
合唱団の演奏会、団員募集の広告をメインコンサートで配布するプログラム（モノクロ）に掲載い
たします。通常 12,000 円に対し、連盟加盟団体は割引料金となりますので、是非ご利用ください。
・ A４サイズ１／３ページ(縦 8.5ｃｍ×横 17.5ｃｍ) 10,000 円 （完全版下でお送りください）
・ 申込締切
12 月 18 日（金）
・ 申込先
連盟事務局(郵便または下記アドレスへのメール添付でも可)

（５）

お願い
・会場の都合により、出演可能団体数は、50 団体を上限といたします。先着順で、50 団体に
達した時点で、締め切りといたします。
・申込書の出演希望日欄にある、「１月 24 日 文化ホール」、「３月７日 umie」、「どちらで
も出演可能」のいずれかを〇で囲んでください。
なお、「どちらでも出演可能」を希望していただけますと、幸いです。
・密を避ける意味で、今回は以下の通りとします。これは、街頭コンサートも同様です。
①更衣室は設けません。※荷物置き場は設けます。
②リハーサルは行いません。
・今回は、通常の合唱祭とは異なるため、従来の連続出場カウントはございません。
・このメインコンサートでは、会場と宮城県をリモートで結び、兵庫県合唱連盟理事長と宮城
県合唱連盟副理事長等の方々による「（仮称）コロナウイルス状況下における合唱で被災地
にエールを」と題して、シンポジウムを開催いたします。
・今後、新型コロナウイルス感染状況によっては、当日、マスク着用の上での演奏をお願いす
る場合がございます。
以上、どうか、ご理解、ご協力ください。

〇街頭コンサートについて
（１）

出演について

1. 日時等

3 月 7 日（日）神戸ハーバーランド umie

※スケジュール[予定]
12：00 開会セレモニー、合唱団による演奏（15 団体程度とします）
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。
2. 演奏時間

1 団体
7 分以内
但し、新型コロナ感染防止の対策として、出演人数は 24 名程度（指揮者・伴
奏者等を含む）とする。
＊上記の演奏時間は、演奏開始から演奏終了までで、曲間を含みます。

3. 演 奏 曲

特に制限はありません。主催者が用意するのはデジタルピアノのみです。
ピアノ以外の楽器を使用する場合は、参加申込書にご記入下さい。

4. 参加資格

兵庫県合唱連盟加盟団体であること（未加盟の団体は事務局までお問合せ下さい）

5. 出 演 順

実行委員会において抽選の上、決定します。

※神戸ハーバーランド umie 様からのご要請により、当日は、マスク着用の上での演奏を
お願いします。
※メインコンサート同様、「更衣室・リハーサルなし」といたします。ご了承ください。

（２）

参加申込
・ 所定の参加申込書に必要事項をご記入の上、締切日までに連盟事務局迄お申し込みください。

・ 締切日

（３）

12 月１日（火）必着

参加料、入場料、著作権料

1. 参加料は次の通りです。
･ 参加料
一般・大学生 １名につき 1,000 円
高校生以下
１名につき 600 円
※参加料には、指揮者・伴奏者も含みます。
2. 参加料の支払は、ご出演決定通知（12 月中旬にはお知らせいたします）をお受け取り次第、以下の
口座宛に郵便振替にてお振り込みください。
・締切日（厳守） 12 月 22 日（火）
郵便振替口座

００９３０－１－２３３１４８

兵庫県合唱連盟

＊郵便振替用紙の通信欄に以下の内容をお忘れなくご記入ください。
・用件（街頭コンサート）
・明細（参加人数と金額）
・合唱団名・代表者名・電話番号
＊参加人数が申込時より増えた場合は、街頭コンサート当日ご精算ください。なお、参加人数
が申込時より減った場合の返金は致しかねますので、ご了承下さい。

兵庫県合唱連盟事務局
〒650-0022 神戸市中央区元町通 4-1-6-206
TEL：078-360-0015、FAX：078-360-0098 （電話対応は月・木曜日 13:00～17：00）
E-mail：hca@hyogo-jca.com
以

上

