
 

 

第２６回関東おとうさんコーラス大会 in かわぐち 

彩の国男声コーラスフェスティバル２０１５ 

 

出 演 案 内 

 

 

 

 

日 時  2015年 8月 2日（日）第１部 12：00開演（11：30開場） 

                第２部 16：50開会 

会 場  第１部 川口総合文化センターリリア 音楽ホール 

         第２部       〃       展示ホール 

            〒332-0015 埼玉県川口市川口 3－1－1 

                 TEL 048－258－2000 

          JR京浜東北線 川口駅西口下車 徒歩１分 

 

主 催  全日本合唱連盟関東支部 

後 援  埼玉県・埼玉県教育委員会・川口市・川口市教育委員会・ 

朝日新聞さいたま総局 

主 管  埼玉県合唱連盟 



【大会日程】 

2015年 8月 2日（日） 

時 刻 内  容  

９：４０ 

  ～ 

１１：３０ 

団体受付（ロビー） 
９：３０ 

  ～ 

１１：３７ 

ステージリハーサル 

１１：３０ ホール開場 

１２：００ 

 

第１部開会式 

全員合唱「いざ起て戦人よ」「ふるさと」 

１２：２０ 演奏開始 

１４：０５ 休憩（前半出演者更衣） 

１４：２０ 演奏再開 

１６：０５ 第１部閉会式 

１６：１５ 第１部終了（後半出演者更衣） 

１６：５０ 第 2部開会式 

１８：２０ 第 2部閉会式 

 【第１部演奏の流れ】 

２団体前の演奏終了   直前の団体の演奏終了               ご自分の演奏終了 

【代表者】 

 

 

【団員】 

 

 

アナウンス待機席へ 

ご自分の合唱団席

 

ステージのマイクで 

団体の紹介 

下手側を通り 

ステージへあがる 

演奏 
上手側を通り 

合唱団席へ戻る 



【事前準備】 

同封いたしました払込票にて郵便局より「第１部・第２部参加料合計」の振込みをお願いいたしま

す（振込手数料は各団体でご負担ください）。 

払込み期限 ７月１６日（木） 

振込先：郵便振替 ００１１０－０－３５４７１ 埼玉県合唱連盟 

※納入後の払い戻しはいたしませんのでご了承ください。 

 

 

 

１．受付 

（１）代表者は「団体受付（9：40～11：30の間）」にて受付を済ませてください。 

（２）当日に第１部の参加人数が増えた場合は、増員分の参加費を申し受けます（第２部の

当日申込みは行いません）。 

（３）プログラムと当日の進行予定表を人数分お受け取りください。 

（４）第２部参加の団体は参加証をお受け取りください。 

（５）一般の入場は無料です。プログラムは１冊３００円で販売いたします。 

２．ステージリハーサル 

   （１）事前にお申込みのあった団体のみ、リハーサルタイムテーブルの順番にステージで演

奏していただきます（5分以内）。 

   （２）ご自分のリハーサル開始時間に間に合うようにご来場ください。到着後は音楽ホール

にご着席いただき、直前の団体の時に下手前方に移動してお待ちください。 

   （３）ステージへは客席下手側の階段より直接上がり、演奏後は上手側の階段より客席へ降

りる一方通行でお願いいたします。 

３．更衣室・昼食 

  （施設案内図をご覧ください） 

   （１）男性更衣室   ①音楽ホール内ステージ裏 リハーサル室（403） 

②タワー棟１１階 小会議室１号、小会議室２号 

      女性更衣室   音楽ホール内ステージ裏 控室（402） 

   （２）貴重品は更衣室に置かず、コインロッカーをご利用いただくか、団でまとめて本部へ

お預けください。 

   （３）第１部開会式までに全員ステージ衣装でホール客席(座席指定)にお集まりください。 

   （４）昼食場所としては、音楽ホールのホワイエ、リリアの公共スペースのベンチ、男性更

衣室としている②タワー棟１１階の小会議室で飲食可能です。 

      （ホール客席内、男性更衣室としている①リハーサル室（403）は飲食禁止です。） 

      音楽ホールのホワイエはあまり広くなく、座る場所も数が少ないと思われます。 

      「６．その他」にてご案内している会場内の飲食店、または川口駅周辺の飲食店もご

利用ください。 

４．第１部 

   （１）合唱団ごとに所定の場所にご着席ください。座席表は別紙のとおりです。 

開会式の中で、全員合唱「いざ起て戦人よ」「ふるさと」を歌います。おとうさんコ

ーラス愛唱曲集をご利用ください。 

（２）演奏順は別紙の通りです。ご確認のうえご了承ください。 

当日のご案内・注意事項 



（３）座席が少ないので待機席はありません。ご自分の座席から下手側より直接ステージへ

お上がりください。演奏が終わった団体は上手側よりご自分の座席にお戻りください。

移動時間を利用して、次の演奏の団体の代表の方はステージに上がりマイクで団体の

紹介などを話していただきます（30秒程度）。そのため各団の代表の方のみ２団体前

の演奏が終わりましたら下手最前列のアナウンス待機席へ移動してください。 

   （４）受付にて「指揮台」「譜面台」の有無を確認いたします。 

   （５）ステージのひな段は、横 ５間、２ 段、段の高さは２０cm、奥行きは６０cm です。 

   （６）音取り用のキーボード等は各団でご用意ください。 

   （７）演奏時間は１団体７分以内です（厳守）。 

   （８）前半で演奏が終わった団体は、休憩の１５分間を利用して更衣を済ませてください。 

   （９）高校生の団体は第１部閉会式後、解散となります。 

５．第２部 

   （１）更衣を済ませ、１階の展示ホールへ移動してください。音楽ホールへは戻れませんの

で、更衣室内やホール内の手荷物、楽譜、コインロッカーの貴重品を忘れずにお持ち

ください。 

   （２）第２部会場の展示ホール入口にて参加証をお示しください。 

   （３）展示ホール内は立食パーティー形式です。各自お好きな場所でお楽しみください。 

   （４）第２部では「おとうさんコーラス愛唱曲集」より合同合唱を数曲歌いますので楽譜を

ご用意ください。当日の受付でも販売しております（１冊６００円）。 

６．その他 

   （１）会場へのアクセス 

      JR京浜東北線川口駅西口よりデッキ直結１分です。電車のご利用をおすすめします。

川口リリアの駐車場 155台（地下１階・２階）制限高さ 2.1ｍ 料金 30分 200円                

      （バスは会場の駐車場には入れません。各団体で駐車場の確保をお願いたします） 

     ※バスの一時乗降場所については別紙会場周辺地図をご覧ください。 

   （２）会場内飲食店（貸し切り予約が入るとご利用いただけない場合があります） 

      １階 ラウンジリリア ランチ営業 11：00～14：00 

             TEL 048－258－2020 

      13階 銀座アスター  ランチ営業 11：30～15：00 

             TEL 048－258－2030 

   （３）「チャレンジ１０！」の景品交換は第１部・第２部どちらの会場でも行います。 

      大勢の皆様のご参加をお待ちしております。 

 

お問い合わせ 

   全日本合唱連盟関東支部 事務局（月・木 11：00～17：00） 

     〒104-8011 東京都中央区築地 5-3-2朝日新聞東京本社内 

TEL 03-6264-2372  FAX 03-6264-2391   

埼玉県合唱連盟 事務局（水・金 10：00～18：00） 

     〒330-8557 埼玉県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 

当日の緊急連絡先 

★埼玉県合唱連盟事務局長 宮野善也 携帯番号   ０９０－１７０７－６１３０ 



順番 県名 合唱団名

1 9:30:00 ～ 9:35:00 埼玉 益楽男グリークラブ

2 9:35:30 ～ 9:40:30 埼玉 メンネルコールありの実

3 9:41:00 ～ 9:46:00 埼玉 男声合唱団コール・グランツ

4 9:46:30 ～ 9:51:30 埼玉 男声あんさんぶる「ポパイ」

5 9:52:00 ～ 9:57:00 埼玉 男声合唱団メンネルA.E.C.

6 9:57:30 ～ 10:02:30 埼玉 Il Campanile

7 10:03:00 ～ 10:08:00 埼玉 飯能フォレストコール

8 10:08:30 ～ 10:13:30 埼玉 所沢メンネルコール

9 10:14:00 ～ 10:19:00 埼玉 埼玉県高等学校男声合唱団

10 10:19:30 ～ 10:24:30 埼玉 志木グリークラブ

11 10:25:00 ～ 10:30:00 埼玉 うたごえ男声専科“Goodday Papa”

12 10:30:30 ～ 10:35:30 千葉 千葉県立千葉工業高等学校

13 10:36:00 ～ 10:41:00 千葉 私立八千代松陰高等学校合唱部

14 10:41:30 ～ 10:46:30 千葉 多古男声合唱団おろち

15 10:47:00 ～ 10:52:00 群馬 メンネルコールJOY

16 10:52:30 ～ 10:57:30 栃木 男声合唱団アウルズ

17 10:58:00 ～ 11:03:00 神奈川 グリー梨声

18 11:03:30 ～ 11:08:30 神奈川 洋光台メンネル・コール

19 11:09:00 ～ 11:14:00 茨城 アンサンブル・ド・イモ

20 11:14:30 ～ 11:19:30 茨城 常磐ひたちメンネルコール

21 11:20:00 ～ 11:25:00 静岡 静岡男声合唱団

22 11:25:30 ～ 11:30:30 山梨 男声合唱団コールベアー

23 11:31:30 ～ 11:36:30 新潟 村上グリークラブ

リハーサルタイムテーブル

◎各合唱団は、ご自分のリハーサル開始時間に間に合うようにご来場ください。到着後は音楽
ホールにご着席いただき、直前の団体の時に客席下手前方に移動してお待ちください。
やむを得ず指定された時間に間に合わない場合は、ステージ上でのリハーサルはできませんの
でご了承ください。

《控え室について》
◎会場の都合により、男女別着替え用の部屋のみ確保いたしましたが、それ以外の部屋はござ
いませんのでご了承ください。なお、貴重品は団体でまとめてコインロッカーに入れるか本部へお
預けください。

リハーサル時間

○各合唱団のホール舞台上でのリハーサル（５分間）は次のとおりです。

第２６回関東おとうさんコーラス大会　in　かわぐち
彩の国男声コーラスフェスティバル2015














