
 第６７回埼玉県合唱祭  【感染防止策による変更点】 

 　「合唱活動における新型コロナウィルス感染症拡大防止のガイドライン」（全日本合 
 唱連盟、埼玉県合唱連盟）に則り、感染対策について協議し、可能な限りの対策を講じ 
 て開催いたします。 
 昨年に引き続き現時点では以下の通り変更がありますのでご確認ください。 

 ●大会運営の変更点 

 1  参加人数 

 埼玉会館　　　約66名 
 芸劇　　　　　約39名 
 文化センター　約89名 
 さくらめいと　約45名 

 ステージ上で間隔を空ける必要があるため 
 ※ホールごとに人数上限が異なります。よくご確認く 
 ださい。希望する日程のホール上限より人数の多い合 
 唱団に限り複数チームでの出演も可能です。 

 2 
 申込書に記載の 
 参加人数変更・ 
 内容変更 

 ①申込人数 
 ②変更のある団体は 
 プログラム校正用紙に 
 て訂正して提出 

 ①申込時点での予想の人数 
 ②総会の日に「プログラム校正用紙」をお渡ししま 
 す。記載内容に変更がある場合には訂正して締切まで 
 に提出してください・・・  全団体　５月13日（金） 
 13時必着 

 3 
 追加の参加料の 
 支払い方法 

 事前振込です 
 当日の受付では徴収しません。 
 参加料納入期限・・・  出演前の水曜日まで・厳守 

 4  リハーサル  行う方向で検討中です 

 5  演奏時 
 現時点では 
 不織布マスク着用 

 フェイスシールド等のみの使用は不可といたします。 
 詳細は実施要項でお知らせします。 

 6  舞台の立ち位置 
 決まったナンバーに 
 立ってください 

 安全な間隔を保つため、舞台上にナンバープレートが 
 貼ってあります。 
 各自ご自分が何番に立つか確認をしてきてください。 

 7  更衣室 
 出来る方向で検討中で 
 す 

 現時点では出演者、指揮者・伴奏者ともに更衣室が使 
 えるよう検討しています。 

 8  係員 
 最小限の人数お願いし 
 ます 

 少ない人数で回す予定です。団員の皆さま、ご協力を 
 お願い致します。 

 9  館内での飲食  軽食のみ 
 水分補給・軽食のみ可です。ホワイエにて、少人数で 
 離れて短時間での飲食のみ可とします。 
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 ステージ表・ア 
 ナウンスカード 

 事前提出 

 郵送・メール添付・FAXにて事務局へ提出してくださ 
 い。 
 提出期限・・・  出演前の水曜日まで・厳守 



 ２０２２年３⽉１１⽇ 
 各合唱団 様 

 埼⽟県合唱連盟理事⻑ ⼩野瀨 照夫 

 第６７回埼⽟県合唱祭 
 参加募集要項 

  早春の候、ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。さて、第６７回埼⽟県合唱祭を下記のとお 
 り開催いたします。今⼤会は新型コロナ禍の中、万全な感染防⽌対策を講じた上での開催となりますの 
 で、昨年に引き続き例年とは内容が⼀部変更となります。別紙の変更点と下記事項をご覧の上お申込み 
 ください。尚、今後の状況によっては「中⽌」等もあり得ます。開催の可否についての決定が⼤会直前 
 になる可能性があることをご了承ください。 

 ⽇にち  予定ブロック  講 師（未定）  会 場 

 ６⽉４⽇(⼟) 

 第１部 

 埼⽟会館 ⼤ホール 
 （６６⼈以下） 

 第２部 

 第３部 

 第４部 

 第５部 

 第６部 

   

  ６⽉５⽇(⽇) 

 第１部 

 彩の国さいたま 

 芸術劇場⾳楽ホール 
 （３９⼈以下） 

 第２部 

 第３部 

 第４部 

 第５部 

 第６部 

 ６⽉１１⽇(⼟) 

 第１部 

 さいたま市⽂化センター 
 ⼤ホール 

 （８９⼈以下） 

 第２部 

 第３部 

 第４部 

 第５部 

 第６部 

 ６⽉１２⽇(⽇) 

 第１部 

 さいたま市⽂化センター 
 ⼤ホール  

 （８９⼈以下） 

 第２部 

 第３部 

 第４部 

 第５部 

 第６部 

 ６⽉１９⽇(⽇) 

    

 第１部 

 熊⾕⽂化創造館 
 さくらめいと 
 太陽のホール 

 （４５⼈以下） 

 第２部 

 第３部 

 第４部 

 第５部 

 第６部 

  ※時間は⽬安です。⽂化センター以外のホールの夜区分（第５部・第６部）は開催未定。 



 1.  主催等  主催 埼⽟県合唱連盟、朝⽇新聞社 
          後援 埼⽟県、埼⽟県教育委員会、公益財団法⼈埼⽟県芸術⽂化振興財団（埼⽟会 

         館）※いずれも予定 

 2.  参加資格 埼⽟県合唱連盟加盟団体（出演申込と同時の加盟も可） 

 3.  参加費  振込⽤紙を４⽉２９⽇総会受付にて配布しますので、  ５⽉１８⽇（⽔）まで  にお  
         振込みください。 

        団員１名につき、以下の参加費となります。各団員の該当する年齢に合わせてお⽀払 
 いください。 指揮者、ピアニスト(楽器奏者)の参加費は不要です。  

         中学⽣以下（幼児も含む）…７００円 
         ⾼校⽣……９００円 
         ⼤学⽣・職場・⼀般・おかあさん…１,３００円 

 4.  参加条件 以下の条件をご理解の上、お申込みください。 
    参加⼈数     ステージに⽴てる⼈数の上限（指揮者・ピアニストを除く） 

        埼⽟会館⼤ホール…６６⼈まで 
        彩の国さいたま芸術劇場⾳楽ホール…３９⼈まで 
        さいたま市⽂化センター⼤ホール…８９⼈まで 
        熊⾕⽂化創造館太陽のホール…４５⼈まで 

 団員数がホールの上限⼈数を超えている場合、複数のグループに分かれて参加することも 
 可能です。その際は「○○合唱団A」「○○合唱団B」・・・としてください。 

 演奏時    全ホールからの指導により現時点で不織布マスク着⽤ 

 演奏時間     曲間を含み、７分３０秒以内  。時間超過の団体は、次回の演奏時間が 
        1/2以内になります。 

     伴 奏    伴奏楽器は⾃由です。ただしピアノ以外は各団でご⽤意の上、あらかじめ 
            事務局までご連絡ください。⼩学校、ジュニア以外の団体はピアノ位置は 
            原則中央です。 

 出演順    各団の希望に基づき抽選により決定します。 
       

 プログラム     出演者には無料配布いたします。 

 その他    ⾞椅⼦でのご出演及び⾞椅⼦席の必要がある場合は事前にご連絡くさい。 

 更⾐室    出演者、指揮者、ピアニスト共に更⾐をしていただく⽅向で検討中です。 
       
 5.  リハーサル      ⾏う⽅向で検討中です。状況により変更の可能性もあります。 

 6.  全員合唱       ⾏う予定で検討中です。状況により変更の可能性もあります。     

 7.  参加ブロックについて 
  コロナ禍の中感染予防対策として、⼀⽇を通してブロックの数を増やしブロック内の参加団 
 体数を減らすことにいたしました。これにより客席の⼈数を少なくし拘束時間を短くすること 
 が出来ます。１ページに記載のブロックはあくまでも参考として⾒てください。希望ブロック 
 の書き⽅はブロックごとではなく、時間帯を選んでいただくようお願いいたします。 

 新  型  コ  ロ  ナ  ウ  イ  ル  ス  感  染  状  況  に  よ  り、  参  加  さ  れ  る  団  体  数  が  予  想  出  来  ま  せ  ん。  例  年  よ  り  少  な  い  場 
 合には、グレーにしている夜区分を利⽤せずに開催することも想定されます。ご承知おきくだ 
 さい。 



 8. 参加申込⽅法 
   

 【 WEB申込 】 
 ・  事務効率化  のため出来るだけ『コミュニティサイトTutti』からのWEB申込（別紙①参照）で 

 お⼿続きをお願い致します。WEB申込の場合、郵送していただく物は何もありません。 
 ・初めてWEB申込をされる⽅⽤に連盟HPに解説があります。HP「新着情報」の「第６７回埼 

 ⽟県合唱祭について（要項）」から「WEB申込について」をご覧ください。 
 ・WEB受付期間   令和４年３⽉１４⽇（⽉）１３︓００〜４⽉１１⽇（⽉）１３︓００ 
 ・WEBで申込まれた  学校の団体  は、⼊⼒後PDFファイル【提出⽤申込書】を印刷し、学校⻑の 

 職印を押印のうえ  ４/２９の打ち合わせ会にてご提出  ください。 

 【 郵送申込 】 
 ・郵送の場合には、 
     ・合唱祭参加申込書（「別紙 ②合唱祭参加申込書の郵送について」参照） 
     ・別紙③出演希望枠記⼊⽤紙 
  の2枚を郵送してください。  ４⽉８⽇（⾦）必着  でお願い致します。 

    
   ・合同合唱団で参加される場合は、代表の団体を決めてそこからWEB申込をご⼊⼒ください。 

     ◎⽇時    ４⽉２９⽇（⾦・祝） 総会終了後 
 ◎場所    プラザイースト ホール 
 ◎内容    出演順の発表、諸注意、プログラム校正、参加費払込票のお渡し 
 ◎持ち物     ⾃分の団の演奏曲の詳細・紹介⽂を確認できるもの、⾚ペン 
        プログラムの確認をしていただきます。 

 ◎プログラム校正について 
    １回⽬ ４/29 初稿校正   受付でお渡しするプログラム校正⽤紙に訂正を⾚ペンで記⼊して、 
              その⽇のうちに提出してください（打合せ会終了後でも可）。 
   ・記載ミスや変更のない団は提出の必要はありません。 
    ・提出の無い団体は「変更なし」と判断させていただきます。 
                 
    ２回⽬ ５/10 ⼆校校正   ⼆校を連盟HPにパスワード（*******）を付けて公開します。 
              各⾃で確認してください。 
   ・対象の団は  
     〇申込時点で曲⽬等を  未定  で提出した団（２９⽇までに決定事項を⼊⼒してください。） 
     〇初稿で修正をした団 
   ・HPへのプログラム記載⽇…５/１０㈫の夜 
   ・変更点があった場合の変更締め切り…  ５/１３㈮１３︓００ 
   ・変更⽅法…メールかファックスにて事務局までお知らせください。 
 これが最終校正になります。  提出の無い団体は「変更なし」  と判断させていただきます。 
                              
    ご不明の点がございましたら、事務局までお問い合わせください。 

 埼⽟県合唱連盟  （⽔・⾦ １０︓００ 〜 １６︓００） 
        〒  330-8557   さいたま市浦和区常盤  ４－１２－１３   朝⽇新聞さいたま総局内 

        TEL ０４８－８２４－８１６１  
        FAX ０４８－８３１－５３１０   
        E-mail  info@saicl.net 

    ★当⽇の緊急連絡先 事務局⻑ 三沢 豊（携帯電話） ０８０－５４２８－９６６３ 


