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第５９回兵庫県合唱祭実施要項 
 
日ごとに春めいてまいりました。皆様には益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は兵庫県合唱

連盟の活動に多大なご協力を賜り、ありがとうございます。 
さて、２年連続でコロナ禍に伴い中止しました合唱祭を、下記のとおり開催いたします。楽しく活気の

ある合唱の集いにしたいと存じますので、どうか奮ってご参加いただきますよう宜しくお願いいたします。 
 

開催概要 
日 時： 2022 年 6 月 11 日（土） 10：00～21：00（予定） 

12 日（日） 10：00～19：00（予定） 
会 場： 伊丹市立文化会館 東リ いたみホール（11 日および 12 日） 
     伊丹アイフォニックホール  （12 日のみ) 
主 催： 兵庫県合唱連盟、全日本合唱連盟関西支部、朝日新聞社 
後 援： 兵庫県、兵庫県教育委員会、伊丹市、(公財)いたみ文化・スポーツ財団 
併 催： 第 45 回全日本おかあさんコーラス関西支部兵庫大会 

 
Ⅰ 第 45 回全日本おかあさんコーラス大会関西支部兵庫大会への出演について 

※おかあさんコーラス大会出演以外の団体はⅡへお進みください。 
 
1. 日  時   6 月 11 日（土） 10：00～21：00（予定） 
2. 会  場   伊丹市立文化会館 東リ いたみホール 
3. 協  賛   キユーピー株式会社 
4. 演奏時間   １団体  ８分以内 

（全国大会の制限時間に準じます。演奏開始から演奏終了までで、曲間を含みます） 
5. 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ください。 
6. 選考委員  （五十音順・敬称略、下記選考委員に演奏曲等の指導を受けることを禁止します） 

         青木 耕平 （声楽家）     石原 祐介 （合唱指揮者） 
         日下部祐子 （声楽家）    合田 芳弘 （兵庫県合唱連盟 理事） 
         森瀬 智子 （兵庫県合唱連盟 理事） 

7. 参加資格   兵庫県合唱連盟加盟のおかあさん部門登録団体であること。 
       本大会には、自己が、現在、暴力団、暴力団員（暴力団員でなくなったときから 5 年 

を経過しない者を含む）、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼ 
うゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団及びこれらに準じる者は参加でき 
ない。 
＊合同で参加の場合は別途、全日本合唱連盟への登録料（3,000 円）が必要です。 

 8. 選考基準   演奏内容その他により、出場団体から優秀 13 団体を選出し、その中より全国大会 
の代表を決定します（制限事項・禁止事項に抵触した場合は失格とします）。 
また、2019 度および 2018 年度に全国大会出場団体、ならびに 2019 年度および 
2018 年度に兵庫大会不参加の団体は全国大会への出場権はありません。（新規加盟 
も同じ） なお、全国大会への出場数は関西支部他府県大会の出場数および兵庫大会 
の出場数により比例配分されます。今回は、2019 年度の比例配分を適用します。 

9. 出 演 順    総会終了後、公開抽選の上決定します（欠席の場合は出席者立ち合いの上、決定し 
ます）。 
＊各団体の演奏講評を行います。講評結果は各休憩の後に受付でお渡しします。 
＊大会協賛のキユーピー株式会社から参加記念品を出場者にお渡しします。 

        各団体は参加人数(指揮者・伴奏者含む)を正確にお申し込みください。 
 10．留意事項     新型コロナ感染状況によっては、当日、更衣ができなくなる可能性があります。 

また、マスク着用にて歌唱していただく可能性もあります。 



※おかあさんコーラス大会出演団体はⅢへお進みください。 
Ⅱ 加盟団体の出演について（おかあさんコーラス大会出演団体を除く） 

1. 日  時    6 月 12 日（日） ※2 会場同時進行 
前日はおかあさんコーラス大会の選考を行いますので、おかあさん団体以外が前日

の 11 日（土）に出演を希望される場合は 20:00 時以降の出演となります。また、お

かあさん団体の出場数により、12 日（日）に変更をお願いする場合があります。 
今回も 12 日（日）のみ、2 会場での同時進行開催をいたします。出演会場の希望に

沿えない場合がありますが、あらかじめご了承ください。 
2. 会  場    伊丹市立文化会館 東リ いたみホール・伊丹アイフォニックホール 
3. 演奏時間    1 団体  7 分以内 

但し、100 名を超える団体、2 団体以上の合同については検討中。 
決まりましたら総会及び連盟 HP にて発表いたします。 

＊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 

 4.  出演人数    東リ いたみホール  :100 名以内  
アイフォニックホール：33 名以内 

            ※詳しくは、総会にてご説明いたします。 
  5. 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ください。 
 6. 参加資格    兵庫県合唱連盟加盟団体であること。 

7. 出 演 順   実行委員会において抽選の上、決定します。 
 
Ⅲ 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。 
・ 総会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。  
・ 締切日  ＊郵送の場合     ・・・４月１日（金） 
        ＊総会当日、会場での受け付けもいたします。 
      ＊FAX での申し込みは受け付けいたしません。 
 

Ⅳ 参加料、不参加の協力金、入場料、著作権料 
1. 参加料は次の通りです。  
      ･ 基本料・・・１団体につき 2,000 円 

･ 参加料・・・１名につき  1,600 円 (入場券 2 枚をお渡しします) 
･ 選考料・・・1 団体につき 1,000 円 (おかあさんコーラス大会出演団体のみ)     
･ 合同登録料・・合同 1 ステージにつき 3,000 円（おかあさんコーラス大会出演団体のみ） 

＊少年少女・中学校・高等学校の団体は１名につき 600 円(入場券１枚をお渡しします) 
＊参加料は指揮者・伴奏者も含みます。 

2. 基本料・参加料の支払は、以下の口座宛に郵便振替にてお振り込みください。(年会費等と一緒で 
 

かまいませんが、以下の用件等明記してください) 
   ・締切日（厳守） ４月１日（金）  

                  
郵便振替口座  ０１１１０－７－４１０１５  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（合唱祭参加料）・明細（参加人数と金額）・合唱団名・代表者名・電話番号 
 

＊基本料・参加料の総会当日の現金でのご持参は受付できません。 
＊参加人数が申込時より増えた場合は、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いたしかねますので、ご了承ください。 
3. ご参加いただけない合唱団は、１団体３枚の入場券 2,400 円（＠800 円×３）の協力金をお振り込

みください。 

4.  入場料は 1,000 円です。 
5.  著作権料は連盟で負担します。 

 



Ⅴ 企画             
「古橋富士雄先生合唱講習会」 
2019 度、「兵庫県合唱コンクール小学校の部」が開催されました。前回、好評でした小学校の 
先生方を対象の合唱講習会を今年も行います。小学校指導者以外誰でも参加可能です。 
子どもたちの発声法や指導法など、全国的にご活躍の古橋先生から、素敵な学びが得られること 
請け合いです‼ 奮ってご参加ください。 
 日時：６月 12 日（日）14：00～16：00（予定） 
 場所：伊丹アイフォニックホール（予定） 
 受講料：無料 
 使用テキスト：合唱名曲シリーズ小学校版№2 

(2022 年度全日本合唱コンクール小学校部門課題曲集) 
         ※各自、兵庫県合唱連盟にてお求めください。当日、会場でも販売いたしますが、 
          数に限りがございますのでご了承ください。 

 
Ⅵ 広告                               

合唱団の演奏会、団員募集の広告をプログラム（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       ４月２５日（月） 
・ 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) 
 

              
Ⅶ 感染症対策について  
    ＨＰへ掲載の 2022 年 3 月 1 日付 第３.１版（2022 年１月２４日改訂）をご参照ください。 

 
Ⅷ その他 

・連続 5、10、15、20、25、30、35、40、45、50、55 回の出場を迎えられた団体に表彰状を贈 
ります。なお、2019 年度の合唱祭およびおかあさん大会の連続出場回数にプラスされます。 

・主催者に許可なく写真撮影・録音・録画を禁止します。また、それらを SNS 等 WEB 上へ掲載 
することも固く禁じます。 

・会場周辺での声出しを禁止します。 
・更衣ができない可能性があります。 
・マスク着用にての歌唱をお願いする可能性があります。 
・申込書は、県連ホームページよりダウンロードも可能です。ご活用ください。 
 
※総会当日４月９日（土）に説明をいたしますので、この資料をご持参ください。 

なお、団の事情により出演を辞退された場合は、参加料の返金はできません。 
 

 
 
 
 

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  

月・木曜日 13:00～17：00（祝日は休み） 
E-mail：hca@hyogo-jca.com   


