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大会概要 

1. 主催 

 千葉県合唱連盟・朝日新聞社 
 

2. 後援予定 

 千葉県・千葉県教育委員会・千葉市・千葉市教育委員会・（公財）千葉県文化振興財団 

 （公財）千葉市文化振興財団 
 

3. 日時 

 2019 年 1 月 20 日(日) ：小学校の部、中学校の部 

 2019 年 1 月 27 日(日) ：高等学校の部、ジュニアの部、おかあさんの部、一般の部 

  ※両日とも午前 10 時頃開演予定。また、ジュニアの部は高等学校の部の後に行う。 
 

4. 会場 

 20 日：千葉市民会館（大ホール） 

 27 日：千葉市民会館（大ホール） 
 

5. 入場料 

 1,000 円（当日のみ、受付で販売）プログラム別売り（事前申込み 100 円、当日購入 200 円） 

参加者は出演当日に限り参加証で入場できる。 

  ※コンクールのため、未就学児の入場は不可。 
 

6. 審査員 （五十音順・敬称略） 

 20 日：相澤直人・江上孝則・古橋富士雄 

 27 日：相澤直人・雨森文也・清水雅彦 

 要項発表以降の審査員からの個人指導は、受けられません。 
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参加規定 

1. 小学校の部 

 小学校又は複数の小学校により組織された 3～25 名のグループ。 それぞれの合唱団からの参

加は２グループまでとし、同一人は１グループにのみ参加できる。 

2．中学校の部 

   千葉県合唱連盟中学部門に加盟する中学校又は千葉県合唱連盟中学部門に加盟する複数の中学 

  校により組織された 3～20 名のグループ。それぞれの合唱団からの参加は２グループまでとし、  

  同一人は中学校の部において１グループにのみ参加できる。 

 

3． 高等学校の部 

 千葉県合唱連盟高校部門に加盟する高等学校若しくは中高一貫校又は千葉県合唱連盟高校部門

に加盟する複数の高等学校若しくは中高一貫校により組織された 3～20 名のグループ。 

 それぞれの合唱団からの参加は２グループまでとし、同一人は高等学校の部において１グルー

プにのみ参加できる（中学校の部に参加した者が、中高一貫校により組織されたグループのメン

バーとして高等学校の部に参加することは可能である）。 

 

4．ジュニアの部 

 千葉県合唱連盟ジュニア部門に加盟する合唱団により組織された 3～20 名のグループ（メンバ

ーは高校生以下に限る）。 

 それぞれの合唱団からの参加は２グループ（一般の部との合計）までとし、同一人は同一合唱

団により組織されたグループのうち１グループにのみ参加できる（異なる合唱団により組織され

たグループであれば、複数回の参加は可能である）。 

 

5． おかあさんの部 

 千葉県合唱連盟おかあさん部門に加盟する合唱団により組織された 3～20 名のグループ。 

それぞれの合唱団からの参加は２グループまでとし、同一人は同一合唱団により組織されたグル

ープのうち１グループにのみ参加できる(異なる合唱団により組織されたグループであれば、複数

回の参加は可能である)。 

 

6． 一般の部 

 千葉県合唱連盟大学部門、職場部門、一般部門に加盟する合唱団により組織された 3～20 名の

グループ。 

 それぞれの合唱団からの参加は２グループ（ジュニアの部との合計）までとし、同一人は同一

合唱団により組織されたグループのうち１グループにのみ参加できる（異なる合唱団により組織

されたグループであれば、複数回の参加は可能である）。 

 

 

 

 

 

 

 

※指揮者、伴奏者、譜めくりは人数にカウントしないが、合唱に入って歌う場合はカウントする。 

※合計参加人数が 20 人以下の団体は１グループのみとする。（小学校の部は 25 人以下） 
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演奏規定 

1. 制限時間 

 ７分以内（小学校の部は５分以内）とする。 

 演奏曲の音の鳴り始めから鳴り終わりまでとし、２曲以上演奏する場合は 1 曲目の音の鳴り始

めから最終曲の音の鳴り終わりまでとする（曲間を含む）。 

2. 演奏曲 

 制限時間内で自由とする。ただし、プログラムに記載された曲及び演奏順を変えて演奏しては

ならない。 

 楽譜の改編は認めない。（伴奏付きを無伴奏で演奏、移調、声部の変更 等） 
 

3. 伴奏楽器 

 主催者はピアノ１台（A=442Hz）を用意する。それ以外の楽器を使用する場合は参加者が準備・

設置等を行うこととする。 
 

4．メンバーの入れ替えは小学校の部のみとする。ただし、入れ替えの人数は３分の１以内とする。 
 

5．車いす等、配慮が必要な場合 

   申込用紙、プログラム原稿の通信欄に、具体的に記入する。 

 

審査規定 

1. 審査方法 

 各審査員 100 点満点［①技術（音程・リズム・発声および声のブレンドなど）、②表現 各 50

点］を持ち点とし、３名の審査員の合計点で審査する。 

2. 表彰 

 部門ごとに金賞、銀賞、銅賞を全グループに与える。その他、特に優秀なグループに特別賞を

与える。 

3. 審査の除外 

 参加規定及び演奏規定に違反した場合、大会の運営に支障を来す行動をした場合、その他主催

者が妥当と判断した場合は審査の対象外とする。 

 

参加申込み 

 

1． 申込み方法 以下の書類を千葉県合唱連盟事務局へメール送信する。  

      （小学校・中学校・高等学校については、申込書は郵送とする。） 

メール送信先 chorus-chiba@mercury.dti.ne.jp 

 ① 参加申込書 

 ② プログラム原稿届 

 ③ ２グループ参加の場合のみ参加者名簿 

 ④ 楽譜の表紙または目次をスキャンした画像ファイルを添付（データ、紙ベースの双方可） 

   曲目（組曲の場合は組曲名も含む）・作詞（詩）者・作曲者名が記載されているページを 

   スキャンした画像ファイルを添付（データ、紙ベースの双方可） 

 上記の①②③④の提出をもって、申込み手続き完了とする。 
 

申込み期限  ２０１８年１１月１２日（月）必着 
 

mailto:chorus-chiba@mercury.dti.ne.jp
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 ただし、小中高等学校の「参加申込書」は学校長の職印を押印の上 郵送 
          ２０１８年１１月１０日（土）消印有効 
        ※②③④は、メール送信のこと（④は郵送も可） 

  【郵送先】  

 〒260-0013 千葉県千葉市中央区中央３－１０－４ 朝日新聞千葉総局内 千葉県合唱連盟事務局 

 

２. 参加料の納入 ・・・入金期間 ２０１８年１２月２日（日）～１２月１０日（月） 

※ １２月１０日（月）までに入金がない場合は出場辞退とみなす。 

【参加費】 

 審査料 団体参加料 個人参加料 

小学校 ２，０００円 ３，０００円    ７００円 

中学校 ２，０００円 ３，０００円    ７００円 

高等学校 ２，０００円 ４，０００円    ８００円 

ジュニア ２，０００円 ５，０００円 １，２００円 

おかあさん ２，０００円 ５，０００円 １，２００円 

一般 ２，０００円 ５，０００円 １，２００円 

【プログラム】 

事前に申込みをした場合の料金 １００円 （入金完了届に希望冊数を記入・代金も併せて入金） 

当日料金 ２００円 （当日一般売り場にて購入） 

○ 指揮者、伴奏者、譜めくりは人数にカウントしない。ただし、合唱に入って歌う場合はカウント 

 する。 

○ 2 団体参加の場合は、それぞれについて振込及び入金完了届を提出する。 

○ 払込手数料は参加者負担。振込の際は加盟団体名（プログラム掲載用の名前）で振り込む。（入

金完了届参照） 
 
 

   

 

3. 参加人数の変更 

参加申込書に記載された参加人数に増減が生じた場合には、打ち合わせ抽選会当日に申し出ること。  

   参加料は、訂正後の人数分振り込む。 (打合わせ会以降の人数の変更は大会当日に受付で行う。   

尚、参加人数が減少した場合の参加料は返還しない。) 

 

4．演奏曲目・演奏順の変更 

曲目の変更並びに曲順の変更は打ち合わせ抽選会当日までとする。 

 

 
【 打合わせ抽選会について 】 

 
1. 日時 ２０１８年１２月２日 (日)  

 ○ 小学校の部･中学校の部  受付 12 時 30 分～ 開会 13 時 

○ 高等学校の部･ジュニアの部･おかあさんの部･一般の部 

受付  14 時 30 分～ 開会 15 時  
 

振込み先 千葉銀行中央支店 普通預金 口座番号：３７１４４４０ 

     千葉県合唱連盟 理事長 長島 茂 
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2. 場所 マーキュリー千葉（千葉市中央区中央３－１０－４ 若葉郵便局となり） ３階 会議室 
 

3. 参加者 

○合唱団より１名出席する。欠席の場合は大会への参加を辞退したものとみなす。 

また、学校団体は顧問が出席する。（児童･生徒のみ・保護者の出席は認めない。） 
 

4. 内容 

  ○大会当日の流れ及び注意点の説明、出演順の抽選、プログラム原稿の確認等 

  ○持ち物：筆記用具（訂正用赤ペン 含）  

※曲目に変更があった場合は、プログラム確認用資料（曲目・作詞作曲者等がわかるページを 

コピーしたもの）を確認訂正した「プログラム原稿」と一緒に提出。 

 

 

第８回関東ヴォーカルアンサンブルコンテストについて 

1．期日 

   2019 年 3 月 9 日(土) 高等学校部門 

   2019 年 3 月 10 日(日) 小学校・中学校部門、一般部門（ジュニアを含む） 
 

2. 会場 

茨城県立県民文化センター （水戸市） 

住所 茨城県水戸市千波町東久保 697 番地   電話 029-241-1166 

3. 要件 

(1) 当大会参加時点において関東ヴォーカルの参加規定に適合するグループのみを推薦する。 

(2) 参加申込書の｢推薦希望｣欄において｢する｣が選択されている。 

(3) 演奏曲がすべて無伴奏である。ただし、打楽器等で音階を伴わないものに限り使用できる。 

(4)  参加人数は６～２０名のグループである。 

(5)  関東ヴォーカルでは、当大会での参加メンバー及び演奏曲を変更することが可能であるが、 

変更があった場合には、変更後の内容においても上記の要件を満たしている必要がある。 
 

 

 

 

 

 

 

 

＜お問い合わせ＞ 

千葉県合唱連盟事務局（火曜日･木曜日 10:30～16:30）   

 TEL･FAX 043-223-1851 

 メール chorus-chiba@mercury.dti.ne.jp 

mailto:chorus-chiba@mercury.dti.ne.jp

