平成２９年度文化庁劇場・音楽堂等活性化事業

8回 シエナdeアン･コン！

第

～アンサンブルコンテスト～
開催要項
このアンサンブルコンテストは、アンサンブルに熱心に取り組む皆様のよりいっそうの技術の向上と、地域
の音楽活動の推進を図るため、文京シビックホール（公益財団法人文京アカデミー）が企画・開催するも
のです。これまでご参加いただいた皆様からは、レベルアップにつながったと好評をいただいております。
なお、このコンテストの開催にあたっては、文化庁から助成を受けるとともに、当財団が提携を結ぶ、
シエナ･ウインド･オーケストラにも全面的な協力を得ております。

アンサンブルコンテスト
日 程：2017年12月23日[土・祝]
審査員：シエナ･ウインド･オーケストラ メンバー
ゲスト／中橋愛生（作曲家）
会 場：文京シビックホール 小ホール
アンサンブルレッスン
日 程： 2017年11月26日[日] 、12月2日[土] 、12月3日[日] (内1日)
講 師：シエナ･ウインド･オーケストラ メンバー
会 場：文京シビックセンター・練習室、アカデミー茗台・レクホール ほか

【主
催】 文京シビックホール(公益財団法人文京アカデミー)
【企画制作】 文京シビックホール(公益財団法人文京アカデミー) ／シエナ･ウインド･オーケストラ

お問い合わせ先
公益財団法人文京アカデミー ホール事業係
シエナｄｅアン･コン！担当
０３－５８０３－１１０３（平日９時～１７時）
※上記時間外及びシエナ･ウインド･オーケストラへのお問合せはお控えください。

１ 概要
１．アンサンブルコンテスト
【日 程】2017年12月23日 [土・祝]
【部 門】Ａ部門
Ｂ･Ｃ部門

10：30 ～ 13：00（予定）
14：30 ～ 18：00（予定）

【会 場】文京シビックホール 小ホール
〒112-0003 東京都文京区春日1-16-21

文京シビックセンター2F

【審査員】シエナ･ウインド･オーケストラ メンバー
ゲスト／中橋愛生（作曲家）
【内 容】3名～8名のアンサンブルで5分以内の曲を演奏。
Ａ部門 中学校
Ｂ部門 高等学校
Ｃ部門 大学･一般

10団体を予定
8団体を予定
4団体を予定

演奏後、シエナ･ウインド･オーケストラ メンバーからの講評があります。
シエナ･ウインド･オーケストラ メンバーによる特別演奏も予定しています。
【参加費】 Ａ部門 １名あたり 500円（税込）
Ｂ部門 １名あたり 500円（税込）
Ｃ部門 １名あたり1,000円（税込）
例：Ａ部門に８名編成で参加の場合 500円 × 8名 = 参加費 4,000円
※コンテストの参加費は指定口座への事前振込（振込手数料はご負担ください。）
もしくはアンサンブルレッスン受講日に現金にてお支払いいただきます。
２．アンサンブルレッスン

※アンサンブルコンテスト出場団体に限る。

【日 程】11月26日[日]、12月2日[土]、12月3日[日]の内１日（2時間）
①10:00～12:00 ②13:00～15:00 ③16:00～18:00 ④19:00～21:00
の時間帯から１コマ。
※所定の申込書に希望の日時を第３希望までご記入ください。

【会 場】 ①文京シビックセンター内 多目的室、練習室1、練習室2、音楽室A、音楽室B
住所：東京都文京区春日1-16-21文京ｼﾋﾞｯｸｾﾝﾀｰ地下１～2階
②アカデミー茗台 レクホールA
住所：東京都文京区春日2‐9‐5 8階
【講 師】シエナ･ウインド･オーケストラ メンバー
【内 容】「第8回 シエナdeアン･コン！～アンサンブルコンテスト～」当日に演奏する曲の
合奏レッスンを行います。指導はシエナ･ウインド･オーケストラのメンバー1名が行います。
出場1団体につき1回2時間のレッスンを受けることができます。
※講師、会場は選べません。

２ 参加資格
１．参加資格
●コンテスト及びレッスンの両方に参加できる方
●中学生以上。ただし、職業演奏家は参加できません。
出場団体に18歳未満の方が含まれる場合は、責任者（学校の先生･顧問･保護者･
18歳以上の団員の方等）の同意書を必ず同封してください。
２．編成
アンサンブルコンテストに出場できる編成は、以下のとおりです。
●編成は、3名以上8名以下とします。
●編成は、木管楽器･金管楽器･コントラバスまたはその混合によるものとします。
（会場および主催者側の楽器準備の都合上、打楽器パートは含まないものとします。）
●同一パートを2名以上の奏者で演奏することはできません。
●編成グループの中に指揮者を置くことはできません。
３．その他
●同じ人が複数の団体に重複して出場することはできません。中学･高校･大学の団体に
ついては、同一の学校に在籍している学生とします。
（Ｂ部門について、同一経営の学園内中学校生徒の参加は可能とします。）
●同じ学校（または職場）から出演できる団体数についての制限はありません。ただし、
応募団体数が多く抽選となった場合、各校（または職場）からの出場団体数を絞り込
む場合があります。

３ 応募方法
１．応募書類
＜Ａ･Ｂ･Ｃ部門＞共通
応募団体は、所定の申込書に必要事項を記入の上、返信用に92円切手1枚を同封し、
応募してください。
※参加資格を満たしていない場合は失格となります。
※応募団体数が多い場合、各部門ともに抽選により参加団体を決定します。
※応募書類は返却いたしませんので、あらかじめご了承ください。
２．応募先
所定の申込書を下記宛先へ郵送ください。（電子メール･ＦＡＸは不可）

〒112－0003 東京都文京区春日1-16-21
公益財団法人文京アカデミー
ホール事業係 シエナｄｅアン･コン！係

３．申込期限

１０月３１日[火]

２０１７年

消印有効

抽選の結果は、２０１７年１１月中旬までにすべての応募団体に通知します。

４ コンテストについて
１．集合時刻
出演順は主催者側で決定します。出場団体は、指定された日時･場所に集合し、受付で
到着の確認を受けてください。（集合時刻･場所は、抽選結果通知の際にお知らせしま
す。）指定の時刻までに到着しない団体は、原則として出場できません。
２．演奏前のリハーサル
出場団体は、演奏する約10～30分前に(当日の状況により異なります)音出し室で10分
間の簡単な音出しができます。
３ ．演奏終了後
演奏終了後は、客席にて他の団体の演奏を聴いてください。なお、当日の観覧は全て入場無料
です。
４ ．演奏曲
出場団体は、以下の規定を満たす楽曲を演奏してください。
[1] 演奏時間は５分以内とします。
[2] 著作権の存在する楽曲を編曲して演奏する場合は、事前に著作権者から編曲の許諾
を受けてください。
５ ．演奏時の著作権使用料について
著作権の存在する楽曲の演奏時の著作権使用料は、日本音楽著作権協会（ＪＡＳＲＡＣ）管理
楽曲については、主催者が支払います。ＪＡＳＲＡＣ以外の著作権団体や個別管理の楽曲への
使用料の支払いは、出場団体が自己責任で行ってください。
※本件に関して、詳しい内容は個別にお問い合わせください。
６ ．楽器運搬費・交通費・宿泊費・食費等
出場団体の楽器運搬費、交通費、宿泊費及び食費等は出場団体が負担してください。
７ ．出場決定後の演奏曲や出場メンバーの変更について
やむをえない事情で変更が発生した場合は、主催者までご連絡ください。
８ ．コンテストの記録
アンサンブルコンテスト当日の録音･録画･写真撮影等の諸権利は主催者に帰属するものとします。
（※当財団の広報等に使用する場合があります。）

５ 審査
各部門ごとに最優秀賞を選出し下記賞品と賞状を進呈します。また、出場した全団体に、
参加賞として表彰状と当日の演奏を録音したCD（各団体1枚、後日郵送）を進呈いたし
ます。
＜各部門＞ 最優秀賞「シエナ･ウインド･オーケストラ 文京公演ご招待券（人数分）」

【主

催】文京シビックホール(公益財団法人文京アカデミー)

【企画制作】文京シビックホール(公益財団法人文京アカデミー)／シエナ･ウインド･オーケストラ
平成２９年度文化庁劇場・音楽堂等活性化事業

申込〆切
２０１７年１０月３１日

第 8 回 シエナ de アン・コン！
～アンサンブルコンテスト～

出場申込書

消印有効

〈楷書体でわかりやすく記入してください〉
出場団体名

都道府県名

※プログラムに記載しますので学校名等は正式名称をご記入ください

■代表者氏名・連絡先（主催者が常時連絡を取れる方）
フリガナ
電 話（
氏 名
e-mail（

）日中連絡先（

）
）

〒
都 道
府 県

■演奏曲目（5 分以内で演奏のこと） ※出場する部門に○をつけてください。
部門

作曲者・編曲者

曲名

演奏予定時間

出版社

A 部門
B 部門
C 部門
■出場者の氏名及びパート等 ※打楽器は出場できません。
氏名

パート

楽器経験歴
（演奏年数）

職業

年齢

１
２
３
４
５
６
７
８
■団体 PR

※必ず 92 円切手を同封してください。
※18 歳未満の方が応募する際は、必ず責任者（学校の先生・顧問・保護者の方）の同意書を同封してください。

申込〆切
２０１７年１０月３１日

第 8 回 シエナ de アン・コン！
～アンサンブルコンテスト～

消印有効

アンサンブルレッスン希望日・参加費支払い方法
出場団体名

■レッスン希望日時に○をつけてください。 ※各 30 分前より会場に入ることができます（音出し可）
希望順位

日付

時間
①10：00～12：00

11 月 26 日（日）
②13：00～15：00
第 1 希望

12 月 2 日（土）
➂16：00～18：00

12 月 3 日（日）
④19：00～21：00
①10：00～12：00

11 月 26 日（日）
②13：00～15：00
第 2 希望

12 月 2 日（土）
➂16：00～18：00

12 月 3 日（日）
④19：00～21：00
①10：00～12：00

11 月 26 日（日）
②13：00～15：00
第 3 希望

12 月 2 日（土）
➂16：00～18：00

12 月 3 日（日）
④19：00～21：00

レ チェックしてください。
■参加費支払い方法 どちらかに □
□ 銀行振込（11 月 23 日[木]まで）
※振込手数料はご負担ください。
※振込先は出場決定後にお知らせいたします。
□ 現金（アンサンブルレッスン当日）
※レッスン当日に受付でお支払いください。
※お釣りのないようご準備ください。

申込〆切
２０１７年１０月３１日

第 8 回 シエナ de アン・コン！
～アンサンブルコンテスト～

消印有効

同意書
出場団体に 18 歳未満の方が含まれる場合は責任者（学校の先生、顧問、保護者、18 歳以上の団員の方等）の
同意が必要となります。下記のご記入をお願いします。

出場団体名

出場者氏名（18 歳未満の方）

「第 8 回 シエナ de アン・コン！～アンサンブルコンテスト～」出場にあたり、責任者としてコンテストの内容
を了承し、上記人物の出場を承諾いたします。また、公益財団法人文京アカデミーが必要と判断した場合には、
責任者への連絡や問合せ等があることを承諾いたします。

責任者（18 歳以上の方）

印

