
                                            2022.9.25 

     きみつコーラルフェスト２０２２ 第３回実行委員会 議事資料 

 

日時： 9月 25日（土） １０：００～１１：３０ 

場所： 生涯学習交流センター 102会議室 

内容：  

1． 「合同合唱」実施についての提案 

    ・「みんなで歌おう」の代わりに、合同合唱団による合唱を計画する。 

    ・目的は、コーラルフェストの最後を盛り上げ、「お祭り感」を出すこと。 

    ・参加希望の個人または合唱団を募集する。 

    ・曲名は「アベベルムコルプス」と「大地讃頌」の２曲。 

    ・理由は過去複数回、演奏されており、参加者に浸透しているため。 

    ・基本は自主練習で、集合練習は当日、12:10～12:30の１回限り。 

    ・譜面は事前に配布し、当日ステージへの譜面持ち込みは可とする。 

    ・応募方法； 

      ・合唱団ごとに希望者の氏名とパートをまとめて原田または立花に 

10／9（日）連絡する。 

      ・連絡先： メール： harapann2227@gmail.com（原田） 

    ・ステージ上の人数制限は今後ホールと打合せ、超過する場合は、対応を 

検討する。 

     

 

 

 

（参考）2016 年度「みんなで歌おう」ステージ（56 名） 

mailto:harapann2227@gmail.com


2． 当日のスケジュール・部屋割案説明（立花） 

・各団体の要望を踏まえて作成。（添付資料参照） 

・開場 12:30  開演 13:00 

・事前リハーサル 15分/団 

・更衣室設置 

 ・食事室なし（会食を避けるため） 

 ・練習室１ と練習室２ は１2:00まで、リハ室は 11:15 まで使用可。 

   → 練習を希望団体は会議で申請してください。 

  

3． 当日の役割分担内容 協議 

・ドア（上手・下手）： ドア開放の場合は ２名  ドア密閉の場合は ４名 

・ドア（２階後方）：  ２名 (中央扉を常時閉とすれば不要？) 

・受付・案内：   ２名（開場時 増員？  後半減員？） 

・ステマネ（下手・上手）： ドア開閉、めくり、椅子準備・・・ 

・影アナ：    篠宮さん、立花さん 

 

4． 合唱団への注意事項（小早川） 

 

5． チラシ・プログラム（原田）  

    ・チラシ： 千葉さんに 10/７（金） までに原田から電子情報を送付。 市内回覧。  

Ａ４紙（薄緑）で 3000枚。 鈴木さんが購入して千葉さんに納付。 

・プログラム： Ａ３版１枚両面印刷。 薄緑色紙 500枚。 

     合唱団の紹介コメントはホームページで公開する。 

 

6． 会費徴収（鈴木） 

・２，０００円/団体、徴収します。 ご準備ください。 

 

7． その他 

・今年の産業フェアは中止。 

 

 

以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 出演順 指揮者 ピアニスト

∼ 挨拶・開演　

1 13:00 ∼ 13:10 　君津市民合唱団 榊原 松岡

2 13:10 ∼ 13:20 　小糸ハーモニー 榎本 竹本

3 13:20 ∼ 13:30 　さくらコーラス 石井 石橋

4 13:30 ∼ 13:40 　君津フィオーリカンタート 竹下 佐藤

5 13:40 ∼ 13:50 　ブルーハーモニー 榎本 竹本

6 13:50 ∼ 14:00 　日本製鉄君津合唱同好会 半田 田邉

7 14:00 ∼ 14:10 　きみつ少年少女合唱団 石川 黒川

14:10 ∼ 14:25 　休憩（換気15分）

8 14:25 ∼ 14:35 　ウイングコーラス 榎本 竹本

9 14:35 ∼ 14:45 　アンサンブルうさぎとかめ 飛永 ／

10 14:45 ∼ 14:55 　アンサンブルコローレ ／ ／

11 14:55 ∼ 15:05 　響の会 松本 飯田

12 15:05 ∼ 15:15 　すさいハーモニー 田邉 石橋

13 15:15 ∼ 15:25 　そよかぜ合唱団 松本 飯田

14 15:25 ∼ 15:35 　ハイスクールコーラス

15 15:35 ∼ 15:45 　グリークラブ　コロボックル 西山 渡辺

15:45 ∼ 16:00 合同合唱 西山 西山

　挨拶　終演

出演時間

きみつコーラルフェスト2022　出演順

9.17作成



きみつコーラルフェスト２０２２　リハーサル

9.１４作成

開始 入替含 団　　名 開始 入替含 団　　名 開始 入替含 団　　名

∼ 10:55 大ホール以外の団並び確認 ∼ 11:00 　使用可 ∼ 11:15 使用可

10:55 ∼ 11:10 　君津フィオーリカンタート 11:00 ∼ 11:15 　君津市民合唱団 11:15 ∼ 11:30 　小糸ハーモニー

11:10 ∼ 11:25 　アンサンブルコローレ 11:15 ∼ 11:30 　日本製鉄君津合唱同好会 11:30 ∼ 11:45 　ブルーハーモニー

11:25 ∼ 11:40 　響の会 11:30 ∼ 11:45 　さくらコーラス 11:45 ∼ 12:00 　ウイングコーラス

11:40 ∼ 11:55 　アンサンブルうさぎとかめ 11:45 ∼ 12:00 　すさいハーモニー 12:00 ∼ 　更衣室

11:55 ∼ 12:10 　そよかぜ合唱団 12:00 ∼

12:10 ∼ 12:30 　全体演奏 12:30 ～12:00 使用可

12:30 ∼ 12:50 　換気　（20分） 12:35 ∼ 12:50 　きみつ少年少女合唱団 ～12:00 使用可

更衣室 （大ホール側）＊飲食禁止　マスク着用　距離を保つ  更衣室　　（中ホール側）＊飲食禁止　マスク着用　距離保つ

楽屋１（女性）：君津市民合唱団　　ピアニスト 　　　　　楽屋４（女性）：アンサンブルコローレ　　すさいハーモニー　　響の会

楽屋２（女性）：指揮者 　　　　　楽屋５（男性）：指揮者　　ピアニスト

楽屋３（男性）：指揮者　　ピアニスト 12:00～練習室２（女性）：さくらコーラス

12:00～ 練習室１ ：男性　

12:00～リハーサル室（女性）：小糸ハーモニー　　ブルーハーモニー　

和室（女性）：うさぎとかめ　　そよかぜ合唱団　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ウイングコーラス　　君津フィオーリカンタート

　日本製鉄君津合唱同好会

練習室２

　使用不可
練習室１

大ホール 中ホール リハーサル室



＾


