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第３１回青森県声楽アンサンブルコンテストについて（ご案内） 

 

 

 

 

時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。 

さて、標記について下記のとおり開催することになりました。 

つきましては、多数ご参加くださいますようご案内申し上げます。 

 

 

 

記 

 

 

１ 日  時    令和４（２０２２）年１２月１８日（日）１０：００～１６：３０ 

２  会  場    リンクモア平安閣市民ホール（青森市民ホール） 

             （〒０３８－００１２青森県青森市柳川１丁目２番１４号） 

３ 主  催    青森県合唱連盟、朝日新聞社 

４ 共  催    青森県小学校長会、青森県中学校文化連盟、青森県高等学校文化連盟 

５ 後  援    青森県、青森県教育委員会、青森市、青森市教育委員会、 

青森県文化振興会議、青森県音楽教育連盟、東奥日報社、陸奥新報社、 

デーリー東北新聞社、東奥日報文化財団（予定） 

６ 審 査 員    佐藤 文子・白井 智朗・辻村 成子（五十音順） 

７ 日程・内容・参加資格等   別紙のとおり 

８ 参 加 料    小学校１名あたり    …   ３００円（青森県合唱連盟加盟団体） 

          小学校１名あたり    …   ６００円（青森県合唱連盟未加盟団体） 

          中学校１名あたり    …   ５００円（青森県合唱連盟加盟団体） 

          中学校１名あたり    …   ６００円（青森県合唱連盟未加盟団体） 

          高等学校１名あたり   …   ７００円（青森県合唱連盟加盟団体） 

          高等学校１名あたり   …   ８００円（青森県合唱連盟未加盟団体） 

          一般１名あたり     …   ９００円（青森県合唱連盟加盟団体） 

          一般１名あたり     … １，０００円（青森県合唱連盟未加盟団体） 

９ 備  考    「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．

１版」（全日本合唱連盟・令和４年１月２４日改訂）、国及び地方自治体から発信

される情報を踏まえ、開催に向けて準備します。 

 

 



令和４年度 第３１回青森県声楽アンサンブルコンテスト 

兼 第１６回全国声楽アンサンブルコンテスト選考会（予定） 

実 施 要 項 

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、例年とは異なる大会実施方法となっております。 

実施要項をご熟読ください。参加団体には後日、「出演者要項」他、必要な文書をご熟読いただき、安全で円

滑な大会運営にご協力をよろしくお願いします。 

なお、第３１回青森県声楽アンサンブルコンテストの入場者について、感染拡大の状況を踏まえ、保護者関

係者のみとするなど、入場の制限をかける可能性がありますのでご了承ください。ご協力お願いいたします。 

 

１．主 催   青森県合唱連盟、朝日新聞社 

２．共 催   青森県小学校長会、青森県中学校文化連盟、青森県高等学校文化連盟 

３．後 援   青森県、青森県教育委員会、青森市、青森市教育委員会、青森県文化振興会議、青森県音

楽教育連盟、東奥日報社、陸奥新報社、デーリー東北新聞社、東奥日報文化財団（予定） 

４．期 日   令和４（２０２２）年１２月１８日（日）１０時００分から 全部門 

５．会 場   リンクモア平安閣市民ホール（青森市民ホール） 

         〒038-0012 青森市柳川１丁目２番１４号 

TEL 017-722-3770  FAX 017-722-3771 

６．審査員   佐藤 文子・白井 智朗・辻村 成子   [五十音順・敬称略] 

７．部門 

（１）小学校の部 

（２）中学校の部 

（３）高等学校の部 

（４）一般の部（上記三部門に該当しない団体、大学・ジュニア合唱団も含む） 

 

８．参加資格 

   ・青森県合唱連盟への加盟、未加盟は問わず、参加を希望する全ての団体にあります。 

   ・同一の合唱団から複数団体で参加することが可能です。また出演者は、同一部門内での複数団体に

またがっての出演も可能です。参加料はそのつど支払ってください。ただし、小・中・高等学校か

らは、一校につき、３団体以内の参加となります。 

９．演奏方法 

（１）演奏人数 ２名以上１６名以下（指揮者・伴奏者は含みません） 

（２）演奏曲 曲目・曲数に制限はありません。 

（３）演奏時間  

部門 演奏時間 

小学校・中学校の部 演奏開始から終了まで５分００秒以内 

高等学校・一般の部 演奏開始から終了まで６分００秒以内 

・ 演奏開始とは「演奏の最初の音が鳴った時（伴奏楽器の音も含む）」、演奏終了と

は「演奏の最後の音が消えた時（伴奏楽器の音も含む）」を指します。舞台への



入退場の時間は含まれません。 

・ 規定の時間を越えた場合は失格とし、審査対象外とします。 

（４）伴奏楽器 自由です。ピアノは舞台下手（ステージに向かって左側）に固定します。ピアノ以外

の楽器を利用する場合は各出演団体の責任において準備してください。 

（５）演奏順 中学校の部、小学校の部、高等学校の部、一般の部の演奏順で実施します。（令和５年度

は高等学校→小学校→中学校→一般の順） 

事務局で決定します。公共交通機関の交通事情の都合で特に希望のある場合、出演者

が複数の団体に出演している場合は、申込書の備考欄に記入してください。事務局の

判断で出演順を調整することがありますが、希望に沿えない可能性もありますので、

事前にご了承ください。 

なお、今年度も新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、演奏する団体の会場内の

滞在時間をできるだけ短くするために、同一団体から２～３団体出場する場合、他団体を

１～２団体挟んで連続して演奏するように進行表を組みます。その場合、指揮者・伴奏者・

演奏者の上手から下手への移動時間は考慮しますが、水分補給・着替え等の時間は考慮

しませんので、ご注意ください。 

（例）出演順１：青森中 A ２：青森中 B ３青森中 C ４：青森中央中… 

１０．出演団体名について 

    ○小・中・高等学校団体の場合は、学校名を冠する必要があります。また、同一団体から２・３団

体出場する場合、申込書に、明確に区別する名前・記号を自由につけてください。ついていない

場合、事務局で「Ａ」「Ｂ」「Ｃ」と団体名をつけることがあります。 

     （例）青森小学校から３団体出場する場合 

 →青森小学校 Ａ、青森小学校 Ｂ、青森小学校 Ｃ 

 →青森小学校 ４年、青森小学校 ゆかいな仲間たち、青森小学校 ゆうき 

○一般団体の場合は、自由です。青森県合唱連盟加盟団体名を冠する必要はありませんが、申込書 

に加盟団体名を記載する必要があります。 

１１．参加負担金 

（１）青森県声楽アンサンブルコンテスト参加負担金〔※指揮者・伴奏者・譜めくりは無料です。〕 

 小学校 中学校 高等学校 一般 

青森県合唱連盟 

加盟団体 

１人につき 

３００円 

１人につき 

５００円 

１人につき 

７００円 

１人につき 

９００円 

青森県合唱連盟 

未加盟団体 

１人につき 

６００円 

１人につき 

６００円 

１人につき 

８００円 

１人につき 

１，０００円 

○引率者は、出演者と同額です。（指揮者・伴奏者・譜めくりは引率者に含みません）） 

（２）納入された参加負担金は払い戻ししません。なお、青森県合唱連盟への加盟が確認されない場合は、 

未加盟団体の参加負担金をお支払い頂きます。 

（３）負担金の振り込みは、令和４年１１月１４日（月）です。 

（４）参加負担金の振込先 下記の郵便振替口座に払い込んでください。 

   ※払込取扱票は郵便局に備え付けてあります。 

              払込人住所氏名欄には必ず団体名をご記入ください。 

振替口座番号  ０２２４０―７―１２０５５１ 

青 森 県 合 唱 連 盟 



（５）音源ＣＤの代金の納付は、当日会場でお願いします。参加負担金と一緒に振り込まないでください。 

 

１２．申し込み 

 青森県声楽アンサンブルコンテストでは、申込方法を以下のＡ・Ｂとします。なるべく

メールでお願いします。参加申込書などのデータは青森県合唱連盟公式ホームページ

http://apcl.seesaa.net/に掲載します。 

 Ａ．メールまたはＦＡＸでの申し込み（※どちらもメールアドレス必須） 

  ※ＦＡＸの場合は、「鑑」を付けないでください。（紙資源節約のため） 

（１）次のデータのファイルを添付してメールまたはＦＡＸしてください。 

  ア）参加申込書  出演団体ごとに１部 

  イ）参加負担金納付書  出演団体ごとに１部 

  ウ）演奏曲目の表紙または目次等コピー（組曲・曲集名・曲名・作詞者・作曲者がわかる表紙及び目次等のページ） 

※メールの場合は、画像データを添付。団体名を明記。 

  エ）健康観察個人カード【１２月１８日当日提出】 

 

   ◎注意事項･･･ ①件名に「青森県声楽アンコン参加申込・（出場団体名）」と明記してください。 

            同一団体から複数参加する場合は、一通のメールに添付ファイルをして構いません 

が、ファイル名に「○○小Ａ参加申込書」「○○小Ａ参加負担金納付書」と名前を

つけるなど、区別がつくようにして送信してください。 

           ②申込〆切後、１１月１４日（月）までに青森県合唱連盟ホームページに、申込書を 

受け付けした団体を掲載しますので、申込団体の責任でご確認ください。 

申し込んだのに掲載されていない場合は事務局に届いていない可能性がありますの 

で、青森県合唱連盟事務局に連絡してください。 

③「進行表」「音源ＣＤ申込書」「運営スタッフについて」「連続出場団体のお知らせ」 

等は、１１月２０日（日）までに青森県合唱連盟ホームページに掲載します。 

申込団体の責任でご確認ください。 

※複数で出演する団体はその団体数分の参加申込書・参加負担金納付書等、必要な文書を送信してください。 

 

Ｂ．郵送での申し込み 

（１）参加申し込みに必要な書類は次の通りです。 

ア）参加申込書・・・２部 

イ）参加負担金納付書・・・２部 

ウ）演奏曲目の表紙コピー・・・１部（組曲・曲集名・曲名・作詞者・作曲者がわかる表紙及び目次等のページ） 

  エ）健康観察個人カード【１２月１８日当日提出】 

 

※複数で出演する団体はその団体数分の参加申込書・参加負担金納付書等、必要な文書を提出してください。 

（足りない用紙はコピーをして用意してください） 

 

（２）申し込み〆切･･･メール・ＦＡＸ・郵送ともに 

令和４年１１月１１日（金）２０：００必着 



（３）申し込み先 ○下記まで申し込んでください。 

〒030-0851  青森市旭町 3-8-2-E-101 

青森県合唱連盟事務局   工藤 琢 

 メールアドレス aomoripcl@gmail.com（ｱｵﾓﾘﾋﾟｰｼｰｴﾙ） 

FAX 017-776-8377    TEL 080-2842-3483 

ホームページアドレス http://apcl.seesaa.net/ 

（不明な点や質問は、メール・FAX で問い合わせてください。 

電話は、平日夜間と土日のみしか対応できません。） 

（４）メール・ＦＡＸ・郵送での申し込み、いずれの場合も、これまで申込受付後に送っていた「進行表」

「出演要項」「音源申込書」「運営スタッフについて」などはメール・郵送をしません。 

青森県合唱連盟ホームページ（http://apcl.seesaa.net/）に pdf ファイル等で掲載

しますので、出演団体でダウンロード・印刷をして漏れのないようにしてください。 

なお、事情によりホームページをどうしても閲覧できない等の場合のみ、申し込みの際に返信用封

筒を２部〔角形２号>（のりつき封筒）・140 円切手をはり、住所・氏名（「様」も記入すること）・

郵便番号・封筒（表）の左下に合唱団名を明記したもの〕添付して事務局まで郵送してください。 

１３．宿泊・飲食  各団体で準備してください。また衛生上、各団体で注文した弁当を連盟では一切預か 

          りません。ただし、今年度もリンクモア平安閣市民ホール内では飲食禁止とします。 

昼食会場は設けません。なお、新型コロナウイルス感染防止対策を踏まえての給水は 

認めます。 

１４．表彰・成績発表   金賞・銀賞・銅賞の各賞で表彰します。今年度は閉会式で成績発表のみ行いま 

す。また、大会終了後、青森県合唱連盟ホームページで発表します（記事掲載 

時間は未定です）。なお、表彰は行わないため、賞状及び講評用紙は郵送します。 

１５．全国大会への推薦  全国大会が開催される場合、今大会では中学校、高等学校、一般の部から 

１団体ずつ計３団体推薦します。 

１６．代表者会議  代表者会議はありませんので、後日ホームページに記載する「出演者要項」のほか、

新型コロナウイルス感染防止対策に関する文書等を含めて熟読の上、団員に徹底して

くださいますようにお願いします。 

１７．著作権料   著作権料は、包括契約料金の適用を受けておりますので、連盟でお支払いします。 

各団体で別途納入する必要はありません。ただし、ＪＡＳＲＡＣ管理外の楽曲の場合、 

著作権料は出演団体の負担となります。また手続きも各団体で行ってください。 

１８．災害等への対応 

          コンテストの開催にあたり、主催者では地震、台風などの災害、悪疫流行、行政措置

等の不可抗力によるコンテスト開催を左右する事項に関して、正確な情報を収集し、

行政当局の指示に従って、青森県合唱連盟理事長が判断していきます。また、必要に

応じてコンテスト開催や参加に関する決定事項は速やかに各団体にご連絡いたします。 

１９．免責事項 

（１）主催者の都合により本行事が中止になった場合を除き、納入された参加料の払い戻しはいたしませ 

ん。また、交通費・宿泊費等の諸経費は負担いたしません。 

（２）地震や台風等の災害、悪疫流行、行政措置等の不可抗力によって開催できない場合、納入された参 

加料の払い戻しはいたしません。また、交通費・宿泊費等の諸経費は負担いたしません。 

 （３）本大会の開催が中止になった場合、全国大会推薦団体の選考は、当県理事長・副理事長が協議を行

い、決定した方法で選考を行います。 

mailto:aomoripcl@gmail.com


２０．その他 

（１）開会式・閉会式は実施します。成績発表は行いますが、表彰は行いません。 

（２）入場料は、（一般）１，０００円（高校生以下）５００円です。後日、出演団体には人数に見合う枚

数のチケットを送りますので、販売にご協力願います。精算は大会当日、出演者受付で行います。 

   販売の際は、以下についてお声がけください。 

①体調が良くない場合は無理をせず来場しないこと ②３密を避けること 

③原則マスクを着用すること。 ④ソーシャルディスタンスを心掛ける（１ｍ以上・できれば２ｍ） 

   なお、新型コロナウイルス感染防止対策により、客席数に制限がある場合がありますので、ご了承

ください。 

（３）会場内では、演奏中の客席の移動を禁じます。また、スマートフォン・ビデオ等あらゆる機器を使

用した会場での録音、撮影は一切禁止です。マナーが悪くなっておりますので、厳重に守ってくだ

さい。携帯電話の使用など、演奏の妨げになる行為は絶対にしないでください。団体ごとに注意の

徹底をお願いいたします。 

（４）誘導係はつきません。 

（５）今年度大会の審査結果は、閉会式での成績発表のほか、インターネットでのみ御覧頂くことができ 

ます（ただし、時間未定）。 

パソコン・スマホ等から･･･青森県合唱連盟ホームページ http://apcl.seesaa.net/ 

 

２１．運営スタッフ募集について 

  今年度の運営スタッフの募集については未定です。 

 

２２．音源・映像について 

・希望する出演団体に音源・映像を販売いたします。申し込みについての詳細は、１１月下旬、青森県合唱

連盟ホームページに掲載いたします。ＣＤ及びＤＶＤによる販売となります（ＣＤ１枚につき１０００円、

ＤＶＤ１枚につき２０００円の予定（送料込み））。本番当日、出演者受付の時にお支払い頂きます。 

・購入される団体の方は、参加申込書に必要事項をご記入ください。部門ごとに編集します。一般向けの販

売はいたしません。事情により映像の撮影を希望しない出演者がいる場合は、参加申込書の希望事項欄に

その旨をご記入ください。 

 

http://apcl.seesaa.net/

