令和３年度

第６０回島根県合唱コンクール
実 施 要 項

１．期

日：令和３年８月８日（日・山の日）

２．会

場：松江市総合文化センタープラバホール 大ホール
〒690-0017 松江市西津田 6 丁目 5-44 TEL：0852-27-6000

３．審 査 員：上田真樹 （作曲家） 菅野正美（合唱指揮者） 藤原規生（合唱指揮者）
三宅悠太 （作曲家） 山下示右加（作曲家）
４．審 査 方 法：審査は新増沢方式で行い，コンピューターで集計する。
５．日

程：開 場 ･･･ ９：２０
開会式 ･･･ ９：５０～１０：００
【中学校部門】 同声合唱の部

… １０：００～１１：２０

＜休憩・入場者入れ替え（３０分）＞

…

１１：２０～１１：５０

開 場 ･･･ １１：３０
【中学校部門】 混声合唱の部

… １１：５０～１２：３０

＜休憩・入場者入れ替え・昼食（６０分）＞… １２：３０～１３：３０
開 場 ･･･ １３：００
【小学校部門】

… １３：３０～１３：５４

＜休憩・入場者入れ替え（３０分）＞

… １３：５４～１４：２４

開 場 ･･･ １４：１０
【高等学校部門】 Ａグループ

… １４：２４～１５：４１

＜休憩（２０分）＞

… １５：４１～１６：０１

【大学職場一般部門】

大学ユース合唱の部

… １６：０１～１６：１３

【大学職場一般部門】

室内合唱の部

… １６：１３～１６：３７

【大学職場一般部門】

同声合唱の部

… １６：３７～１６：４９

【大学職場一般部門】

混声合唱の部

… １６：４９～１７：２５

閉 会 ･･･ １７：２５
６．受

付：○受付時間は次のとおりです。必ず下記の時間に受付を行ってください。
【中学校同声】

…

９：００～ ９：３０

【中学校混声】

…

１０：５０～１１：２０

【小学校】

…

１２：３０～１３：００

【高等学校Ａ】

… １３：２０～１３：５０

【大職一般】

… １５：００～１５：３０

○受付で以下のものを提出してください。
❶ 参加申込書（押印したもの）
❷ 舞台配置変更用紙（申込時から変更がある場合に提出）
❸ 審査用楽譜（５部）
（実施要項「７．審査用楽譜」 参照）
❹ 出演者名簿（大学ユースの部に出演する団体のみ）（実施要項「８．出演者名簿」 参照）
❺ 連盟費，参加費の清算（該当団体のみ）
❻ 健康チェックシート（出演者全員分）（実施要項「２１．感染症対策」 ⑥ 参照）
❼ 参加者名簿（実施要項「２１．感染症対策」 ⑥ 参照）
（大学ユースの部に出演する団体
は、❹の出演者名簿を提出するため提出不要）

７．審査用楽譜：○提出する楽譜は，５部それぞれに団体名を明記し，演奏順がすぐ分かるように付箋な
どで見出しを付けてください。
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８．出演者名簿：○大学ユースの部に出演する団体が提出する出演者名簿の様式は問いません。名簿には
歌唱者・指揮者・伴奏者・独唱者・譜めくり者の氏名と歌唱者の令和３年４月１日現
在での年齢を記載してください。
９．進

行：○別紙「進行表」のとおりです。リハーサルは１回しかありません。

１０．舞 台 設 営：○舞台上には立ち位置（間隔）の目安となるポイントを付しています。歌唱者が６０名
までの配置を想定して記載しています。６０名を超える場合は，最前列の人数を増や
して対応してください。
（実施要項「２１．感染症対策」 ⑧・⑨ 参照）
○ピアノは中央固定とします。
（実施要項「２１．感染症対策」 ⑩ 参照）
１１．出演の流れ：①受

付 （１Ｆロビー）
※学校団体の引率者は「引率者入場許可証」をお受け取りください。
ただし，小学校は１校３名まで，中学校・高校は１校２名までです。
※審査結果の伝達等に残る方用の「代表者入場許可証」をお受け取りく
ださい。
※審査結果の伝達等に残ることができない場合は，その旨を受付に申し
出てください。
（実施要項「１８．審査発表等」参照）

②集合・検温 （２Ｆラウンジ）※あらかじめ更衣を済ませて集合してください。
③リハーサル

（大会議室）

※マスクの脱着は各団体でご判断ください。
※舞台と同じ立ち位置のポイントを設けています。

④待

機 （舞台下手袖） ※マスクは入場の直前までつけてください。
※マスクの管理は各団体でお願いします。

⑤演

奏 （舞

台）

⑥退

場 （舞台上手）

※立ち位置の目安となるポイントを付しています。
※マスクは退場時に上手袖でつけてください。

⑦写真撮影 （晴天時：ロビー前の外 ／ 雨天時：ホワイエ）
⑧解

散

★参加者（歌唱者・指揮者・伴奏者・独唱者・譜めくり者）の他団体の鑑賞は
できません。
★演奏後は速やかに退館してください。
※各団体代表１名は，審査発表等にお残りください。
（実施要項「１８．審査発表等」参照）

１２．更

衣：○女性更衣室
○男性更衣室

・２Ｆ青少年室（１４：４５～）・２Ｆ会議室（１４：４５～）・和室（終日）
・小ホール

※更衣室は狭いので，お互い譲り合って使用してください。室内での会話はお控えく
ださい。また，貴重品は各団体で管理してください。指揮者・伴奏者の方の更衣につ
いても，ご迷惑をおかけしますが上記更衣室でお願いします。
１３．救

護：○控室６（舞台上手袖奥）を救護室とします。

１４．荷 物 置 場：○参加児童・生徒は，荷物置場として下記の場所（時間）が使用できます。お互い譲り
合ってご使用ください。また，密にならないよう分散していただき，室内での会話は
お控えください。
・２Ｆ視聴覚室（終日）・２Ｆ青少年室（～１４：４５）・２Ｆ会議室（～１４：４５）
１５．食 事 場 所：○食事場所は設けません。
１６．駐 車 場：○一般車の駐車場には限りがありますのでご注意ください。例年，松江生協病院の駐車
場も利用できるようにしていますが，今回は新型コロナウイルスに対するワクチン接
種のため，午後区分の西駐車場しかご利用いただけません。このことを来場される皆
様にご周知いただき，公共交通機関をご利用してご来場いただきますようお願いしま
す。プラバホールおよび生協病院の駐車場に駐車された方は，大ホール入口にある認
証機に駐車券を通し，駐車割引を受けることができます。
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○会場前の道路・バス停および近隣商店の駐車場への駐車は他の方にご迷惑がかかりま
す。絶対に駐車しないでください。
１７．バ ス 乗 降：○バス等の乗降される団体は，他の交通の妨げにならないよう配慮し，乗り降りは速や
かにお願いします。
１８．審査発表等：○審査結果の発表は，大会当日，島根県合唱連盟ホームページ上で行い，当日の表彰式
は行いません。
【HP 発表予定時刻】中学校部門 ･･･････････････････････ １４：３０までに
小学校部門 ･･･････････････････････ １６：００までに
高等学校部門・大学職場一般部門 ･･･ １９：３０までに
○各団体代表１名は，下記の時間に舞台下手袖に集合してください。審査楽譜の返却，
審査結果の伝達，賞状・トロフィーの配付，講評用紙の配付，中国大会出演順の決定，
中国大会出演手続きの説明を行います。
【代表者集合時間】

中学校部門 ･･･････････････････‥‥ １３：１０
小学校部門 ･･･････････････････････ １４：１０
高等学校部門・大学職場一般部門 ･･･ １８：００

○上記の代表者には，
「代表者入場許可証」を受付で発行します。代表者集合の時間まで
会場内で鑑賞していただくことを許可します。なお，残ることができない場合は，そ
の旨を受付で申し出てください。審査楽譜等は，後日，送らせていただきます。
１９．会場での注意：○携帯電話等は必ず電源をお切りください。
○時計のアラーム音など音の出るものについては，鳴らないように設定してください。
○演奏の録音やビデオ撮影はできません。
２０．入 場 券：○新型コロナウイルス感染症対策のため，客席への入場は，出演者（歌唱者）の家族と
出演団体（学校）の教職員のみに限定し，一般客への入場券の販売は行いません。
○入場券は，自団体の出演区分のみの購入とします。出演区分以外の購入はできません。
○参加者（歌唱者・指揮者・伴奏者・独唱者・譜めくり者）は，入場券を購入することはでき
ません。
○当日券の販売は行いません。
○下記のとおり区分ごとに入場券を発行し，区分ごとの入場者数の制限，各区分の間で
の入場者の入れ替えを行います。
区分

入場料

中学校部門（同声合唱の部）

１，０００円

中学校部門（混声合唱の部）

１，０００円

小学校部門

１，０００円

入場券販売上限
出演者（歌唱者）数×２枚
当該校教職員２枚
出演者（歌唱者）数×２枚
当該校教職員２枚
出演者（歌唱者）数×３枚
当該校教職員２枚
高 校：出演者（歌唱者）数
×２枚

高等学校・大職一般部門

１，５００円

当該校教職員２枚
大職一：出演者（歌唱者）数
×５枚

○学校団体には，学校長あてに「招待券」１枚を送付します。
○入場券の申し込みは，別紙「入場券申込用紙」にて各団体でまとめて FAX.で申し込ん
でください。申し込み締め切りは７月２３日（金）です。
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○入場券代金の振り込みは，申し込み後，速やかに行ってください。事務手続き上，大
会参加料とは別に振り込んでください。振込手数料は，各団体の負担でお願いします。
【入場券申込先】
FAX．０８５２－２９－１３１７
島根大学教育学部附属義務教育学校 後期課程 小 村

聡

宛て

【代金振込先】
山陰合同銀行 本店営業部
【預金種目】普通

【口座番号】３６３０４３６

【口 座 名】島根県合唱連盟松江支部 会計 山下美帆
○今後の島根県内の感染状況によっては，入場券販売枚数や入場方法などについて変更
する場合があります。変更があった場合には，随時，島根県合唱連盟ホームページで
発表します。
２１．感染症対策 ○本会は，島根県，松江市，プラバホールにおける新型コロナウイルス感染症対策の方
針や全日本合唱連盟の「合唱活動における新型コロナウイルス感染症拡大防止のガイ
ドライン第３版」などに基づいて，次の①～⑪の感染症予防対策を行ったうえで開催
します。
①会場内では，演奏時以外はマスクを着用し，手指の消毒を徹底する。
②客席への入場は，出演者（歌唱者）の家族と出演団体（学校）の教職員のみに限定す
る。
③客席に入場する際には，入場券の裏面に入場者の関係団体名，氏名，連絡先を記し，
受付に提出する。
④客席に入場する際には，検温を行う。
⑤客席は，隣を１席空けた状態で着席する。
⑥参加者（歌唱者・指揮者・伴奏者・独唱者・譜めくり者）及び引率者は，
「健康チェッ
クシート」に２週間前からの体温及び健康状態を記載し，当日「参加者名簿」を添え
て受付に提出する。
⑦参加者は，集合場所において検温を受けたのち，リハーサルを行う。
⑧歌唱者は，ステージ上では前後 1.5ｍ程度，左右 1ｍ程度の間隔を空けて演奏を行う。
立ち位置については，別添の「立ち位置配置図」を参照する。また，演奏をしながら
立ち位置を移動しない。
⑨「立ち位置配置図」は歌唱者が６０名までの配置を想定して記載している。歌唱者が
６０名を超える場合は，最前列の人数を増やして対応する。
⑩ピアノは中央固定とし，歌唱者との距離を 1.5ｍ程度確保する。また，ピアノ伴奏者は
演奏前に手指の消毒をする。
⑪当日体調がすぐれない場合は，出演を見合わせる。
２２．そ の 他 ： ○リハーサルとして使用する大会議室以外での声出し練習は禁止です。
２３．問い合せ先
●島根県合唱連盟松江支部事務局長
小 村

聡（島根大学教育学部附属義務教育学校 後期課程）
学校：0852-29-1300

携帯：090-5694-8975

Mail：omusan.yusonatsu@edu.shimane-u.ac.jp
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