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第４１回大阪府合唱祭参加要項 
 

第41回大阪府合唱祭を下記のとおり開催いたします。 

昨年合唱祭40回目を記念して、三善晃先生に委嘱しました大人と子供が共に歌える合唱曲『〈葉っぱのフレディ〉

～童声・混声合唱とピアノのための～』の再演を行います。昨年の初演に歌えなかった方再度歌ってみたい方、ど

うぞ参加してください。また、今年の講習会は、参加者が曲を仕上げて発表できる講習会を企画いたしております。

お楽しみに。今年も、土曜日出演の団体には、「演奏時間が少し長い」「参加料の割引」の土曜日特典 を用意し

ておりますので、内容をよくお読みいただき、お申し込みください。皆様のご参加をお待ちしております。 

 

記 

 

《と き》  平成16年６月12日(土) 午前10時20分 開演（予定） 

              13日(日) 午前10時00分 開演（予定） 

※時刻はすべて予定です。申込団体数により変更する場合がございます。 

 

《と こ ろ》  コスモスシアター（貝塚市民文化会館） 

大ホール（1218席＋車椅子席6席）・中ホール（483席）等 

貝塚市畠中1-18-1 ℡0724-36-5031 

 

《主 催》  大阪府合唱連盟・(財)貝塚市文化振興事業団・朝日新聞社（予定） 

 

《後 援》  大阪府・大阪府教育委員会（すべて予定） 

 

《入 場 料》  １，０００円（小学生以上） 

※入場券は２日間有効です。２日目は半券で入場できます。 

※入場料1,000円には、2005年に京都で開催される『第７回世界合唱シンポジウム』の募金10円

を含んでいます。 

 

《参加要項》 

１ 参加資格 

大阪府合唱連盟に加盟していること。 

２ 演奏曲目 

原則は自由です。著作権法に抵触しないようにお気を付け願います。また、公序良俗に反しないこと。 

３ 演奏制限時間（土曜日特典あり） 

12日(土)   １団体で演奏の場合       ８分００秒以内（曲間も含む） 

２団体以上の合同演奏の場合  １５分００秒以内（曲間も含む） 

13日(日)   １団体で演奏の場合       ６分００秒以内（曲間も含む） 

２団体の合同演奏の場合    １０分００秒以内（曲間も含む） 

３団体の合同演奏の場合    １３分００秒以内（曲間も含む） 

４団体以上の合同演奏の場合  １５分００秒以内（曲間も含む） 

※演奏制限時間には入退場時間は含みません。 

※制限時間を超えて演奏したい場合は、事前にお知らせいただければ延長時間を割増し販売いたします。 

延長時間１分00秒毎に４，０００円。（両日とも）ただし、最大延長時間は５分00秒までとします。 

なお、事前に演奏時間の割増し販売にお申込みいただいた場合も、お申込みの延長時間を超過した場合は

下記の罰金を徴収します。 

※制限時間超過の場合は、罰金を徴収します。（両日とも） 

罰金 超過時間 １分00秒以内＝５，０００円 

１分01秒以上１分毎に２０，０００円を加算 

例：13日(日)出演の単独団体で演奏時間が７分01秒の場合、罰金は25,000円です。 

４ 伴奏楽器 

自由。連盟ではピアノ(442Hz)１台を用意します。その他の楽器は各団でご用意ください。 

ただし、ピアノの特殊奏法については事前にご相談ください。 

電源、マイク、イス等が必要な場合は、参加申込書の連絡事項欄にご記入ください。場合によっては使用料

をいただくことがあります。（指揮台、指揮者用譜面台、譜めくりの方のイスは用意します。） 
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５ 著作権料 

演奏会等に関する使用料規定が平成15年10月1日から変更となりました。 

特に連盟が支払っていた「2 演奏会における演奏」の使用料規定が下記の通り変わりました。 

〈抜粋〉入場料がある場合 

公演１回ごとの使用料は、『総入場料算定基準額』の２％（平成18年3月31日まで）の額となります。 

『総入場料算定基準額』とは入場料に定員数を乗じた額の８０％の額のことをいいます。 

ただし、年間の包括的利用許諾契約を締結する場合には８０％が５０％となります。 

契約の条件として 

・年間に複数回の演奏会等を開催される法人もしくは個人の方。 

・過去に申請漏れのない方で、使用料の未払いのない法人もしくは個人の方。 

とありましたので、大阪府合唱連盟はこの年間の包括的利用許諾契約を結びました。 

従いまして、大阪府合唱連盟が主催する演奏会における使用料は次の通りとなります。 

音楽著作物使用料＝（入場料×定員×５０％）×２％＋消費税相当額 

今まで各ステージ（団体）ごとに徴収しておりましたが、１公演としての扱いとなり、各ステージ（団体）

ごとの使用料が算出できなくなりました。つきましては、１公演にかかる使用料を各ステージでご負担いた

だきます。 

今回は１ステージあたり２００円を負担していただきます。 

６ 出演日 

両日ともコスモスシアター大ホールと中ホールで演奏を行います。 

申込書の参加希望欄の希望項目を○で囲んでください。ただし、申込み状況によりご希望通りの出演になる

とは限りませんのでご了解ください。 

（記入例） 

第一希望 第二希望 

出演日 12日 13日 出演日 12日 13日 
 

参加希望 

※ ホール 大ホール 中ホール ホール 大ホール 中ホール 

７ 出演順 

出演順は連盟に一任していただきます。 

特別な理由がある団体は必ず連絡事項欄にご記入ください。順番決定後のお申出は受け付けられません。

（例：出演日・時刻に制限がある場合の理由、指揮者・伴奏者が他の団体も演奏する等。指揮者・伴奏者等

が複数団体出演の場合はその団体名を必ずすべてお書きください。） 

８ オープニング（両日とも） 

両日ともオープニングは大ホールで行います。（中ホールの開演はオープニング終了後です。） 

代表者によるオープニング入場行進を行います。仮装したり、ユニークなプラカードを作ったり、自由に楽

しんでください。大ホール出演希望団体だけではなく、中ホール出演希望団体も必ず全団体参加してくださ

い。ただし、１団体５名までとします。会場内のお客様により審査をしていただきます。１人１票を投票し

ていただき上位に選ばれた団体には賞品がプレゼントされます。 

なお、オープニング入場行進は、代表者に10秒間のＣＭタイムを差し上げます。これだけは言っておきたい

というＣＭを考えて、どうぞ楽しくご参加ください。 

９ 部会合同演奏について 

今年の部会合同演奏はジュニア部会・大学部会のステージがあります。（中学校・高校・おかあさんの各部

会合同演奏はありません） 

詳細につきましては、各部会担当者からの連絡をご覧ください。ジュニアおよび大学の合唱団は申込書の部

会合同参加不参加欄に必ず印を付けてください。出演順を決める際に必要です。 

10 連盟大合同演奏について 

先にお知らせしました通り、今年の大合同演奏は、40回を記念して三善晃先生に委嘱しました曲『〈葉っぱ

のフレディ〉～童声・混声合唱とピアノのための～』を演奏いたします。（演奏は日曜日のみ、大ホールで

13:30頃演奏の予定） 

事前練習など詳細につきましては、すでに送付済みの案内をお読みください。 

申込期日は過ぎておりますが、追加申込みを受け付けております。 

11 講習会について 

講習会をホール演奏と並行して開催します。講習会の内容、時間帯、会場につきましては後日ご案内申し上

げます。 
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12 参加料（土曜日特典あり） 

12日(土)に参加される団体 

１ステージにつき２００円（著作権料負担分） 

および 

大学・職場・おかあさん・一般部門に所属の団体 … 出演者一人あたり １，０５０円 

ジュニア・中学校・高校部門に所属の団体    … 出演者一人あたり   ５５０円 

出演者には、指揮者、伴奏者を含みます。譜めくりの方は含みません。複数の団体に出演される方は、

それぞれの団体で参加料が必要です。 

なお、出演者一人あたり２枚の入場券をお渡しいたします。精算の必要はありません。一人でも多くの

お客様が来ていただけるようにご利用ください。（今年は参加証がありません。入場券の内１枚を出演

者用にご利用ください。入場券は２日間有効です。） 

13日(日)に参加される団体 

１ステージにつき２００円（著作権料負担分） 

および 

大学・職場・おかあさん・一般部門に所属の団体 … 出演者一人あたり １，２５０円 

ジュニア・中学校・高校部門に所属の団体    … 出演者一人あたり   ６５０円 

出演者には、指揮者、伴奏者を含みます。譜めくりの方は含みません。複数の団体に出演される方は、

それぞれの団体で参加料が必要です。 

なお、出演者一人あたり３枚の入場券をお渡しいたします。精算の必要はありません。一人でも多くの

お客様が来ていただけるようにご利用ください。（今年は参加証がありません。入場券の内１枚を出演

者用にご利用ください。入場券は２日間有効です。） 

部会合同、連盟大合同のみ参加の場合 … 一人あたり５５０円 

部会合同と連盟大合同の両方参加の場合はいずれか一方のご負担で参加できます。 

なお、２枚の入場券をお渡しいたします。精算の必要はありません。（今年は参加証がありません。入場

券の内１枚を出演者用にご利用ください。入場券は２日間有効です。） 

 

＊＊一人あたりの参加料には、2005年に京都で開催される『第７回世界合唱シンポジウム』の募金50円を

含んでいます。よろしくご理解の上ご協力をお願いいたします。 

【世界合唱シンポジウムのための募金について】 

2005年7月27日～8月3日に京都で「世界合唱の祭典 京都」（第7回世界合唱シンポジウム）が開催され

ます。世界合唱シンポジウムは国際合唱連合（IFCM）が3年ごとに開催する世界最大級の規模を持つ

合唱の祭典で、アジア地域では初めての開催となります。世界各国の優れた合唱団によるコンサート、

合唱音楽の専門家によるセミナー、ワークショップが行われるほか、展示会も併設されています。私

たちにとっては世界の合唱を知る貴重な機会であるとともに世界の人々に日本の合唱を知ってもらう

場でもあります。この世界合唱の祭典を成功させるために、「募金」という形で皆様にご協力をお願

いする次第です。どうぞご理解のほどお願い申しあげます。 

13 申込方法 

『参加申込書』３部、『演奏利用明細書』１部、『団体紹介文』１部を締切日までに大阪府合唱連盟事務局

へ提出してください。（連盟大合同のみ参加の場合この書類の提出は必要ありません。） 

また、参加料を同封の郵便振替用紙にてご送金ください。受領証が領収証となりますので、大切に保管して

ください。（連盟はあらためて領収証は発行致しません。） 

(1) 参加申込書について 

ア この申込書はプログラムの原稿になります。 

イ 原紙とコピー２部を送付してください。だだし、感熱紙でのコピー、様式変更は不可。 

ウ 「団体名」欄は正式名を明確に記入してください。 

エ 「演奏曲」欄は演奏順に楽譜を見て正確に記入してください。組曲等から選択する場合は組曲名を

〔 〕内に記入してください。 

また、曲間を含めた合計の所要時間は、タイムテーブルの作成に必要です。出来るだけ正確な時間

をご記入ください。 

オ 「ワンポイントＰＲ」欄はプログラムに掲載します。50字以内で演奏曲の説明や貴団のＰＲなどを

お書きください。50字を越えている場合はカットさせていただきます。 

(2) 演奏利用明細書について 

この明細書は(社)日本音楽著作権協会に提出するものです。 

同封の記入例を参照し、記入漏れがないようにお書きください。 
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(3) 団体紹介文について 

この原稿は舞台入場時にアナウンスします。 

貴団の自己紹介、キャッチフレーズなどを縦書きでお書きください。（100字以内） 

なお、この団体紹介を貴団の団員、もしくはテープにてアナウンスすることも可能です。 

その場合、制限時間を３０秒以内とします。３０秒を超過した時間は演奏時間に加算しますのでご注意

ください。希望の団体は申込書の連盟宛連絡事項欄にその旨ご記入ください。 

14 申込締切日 

平成１６年４月２３日（金）必着（到着分） 

参加料払込期日…平成１６年５月２０日（木） 

15 その他 

(1) 開演時刻は参加団体数によって変更することがあります。 

(2) 会場の周りでは一切発声・練習はできません。厳守願います。 

(3) 会場へはできるだけ電車をご利用ください。会場には無料駐車場がありますが、混雑して希望時間に入

場できない場合があります。 

(4) 譜めくりの方は各団で手配をお願いします。 

(5) プログラム広告掲載について 

プログラム（B5サイズ）に掲載する広告を募集しております。 

広告掲載料（加盟団体料金）は、 

全ページ…40,000円、1/2ページ…20,000円、1/4ページ…10,000円 です。 

掲載希望の団体は団体名、担当者連絡先、サイズを、4月23日までに大阪府合唱連盟事務局まで連絡く

ださい。スペースの都合上応募多数の場合はお断りする場合がございます。広告原稿の提出締切は5月7

日といたします。 

(6) 演奏会チラシコーナーについて 

会場ロビーに演奏会のチラシコーナーを作ります。（有料：1団体 5,000円。ただし、プログラムに広

告掲載団体は2,000円に割引させていただきます。） 

希望団体は、当日出演受付までチラシをお持ちいただき、料金をお支払いください。 

なお、このチラシは合唱祭終了時までにお持ち帰りください。残された場合は処分料をいただきます。 

(7) 著作権についての詳しいことは (社)日本音楽著作権協会大阪支部 ℡06-624-0351(代表) にお問い

合わせください。 

16 実施細目について 

出演順、時刻、出演方法等については５月下旬に再度ご案内します。 

17 申込書等郵送連絡先（事務取扱時間：平日 13:00～17:30） 

大阪府合唱連盟事務局 

住所：〒530-8211 大阪市北区中之島3-2-4 朝日新聞社事業本部大阪企画事業部内 

TEL：０６－６２３１－０１３１ 内線５０６４（担当：前田） 

E-mail：GZA02353@nifty.com（問い合わせ、広告申込みのみ） 

※合唱祭参加申込みはE-mailでの受付はいたしません。 

 

以上 

 

 

 

 

 コスモスシアターへのアクセス 
 

南海線の難波・和歌山から急行で各

30分『貝塚』駅下車。 

 

水間鉄道に乗換え、一駅目『市役所

前』駅下車、徒歩約４分。（市役所

横） 

 

あるいは『貝塚』駅からタクシーで1

メーター。 


