
中学－１ 

第46回滋賀県アンサンブルコンテスト 

中学校の部地区大会 実施要項 

 

１．日   時  ①北部地区大会 平成29年12月26日(火) 10:00開演 

②中部地区大会 平成29年12月27日(水) 11:00開演 

③南部地区大会 平成29年12月24日(日) 11:00開演 

 

２．会   場  ①ひこね市文化プラザ 

         ②守山市民ホール 

         ③大津市民会館 

３．主   催  滋賀県吹奏楽連盟・朝日新聞社 

４．後   援  滋賀県教育委員会、彦根市教育委員会・守山市教育委員会・大津市教育委員会 

５．参 加 料    800円（当日受付でお支払い下さい） 

６．入 場 料  700円（当日券のみ） 

７．申 込 先   

◎エントリー 

 方法① 滋賀県吹奏楽連盟事務局宛にFAXまたは郵送(Wordに限る) 

        〒520-2131  大津市神領三丁目18-1 瀬田工業高等学校内  井口 憲一 

                TEL 077-545-2510    FAX 077-543-4872 

 方法② shigakensuiren@zeus.eonet.ne.jp宛に送る(Excelに限る) 

  ①、②いずれかの方法でお願い致します。 

 

◎演奏曲目報告 

方法① 滋賀県小・中学校吹奏楽連盟事務局にFAXまたは郵送(Wordに限る) 

        〒525-0034  草津市草津二丁目16-8  草津中学校内   脇  克憲 

                TEL 077-562-2125  FAX 077-562-5126 

 方法② shigakensuiren@zeus.eonet.ne.jp宛に送る(Excel、画像データに限る) 

  ①、②いずれかの方法でお願い致します。 

８．締 め 切 り  ◎エントリー   11月10日(金) 17:00 

◎演奏曲目報告  12月 6日(水) 17:00 

９．問い合わせ  滋賀県吹奏楽連盟事務局 

          〒520-2132  大津市神領三丁目18-1 

  瀬田工業高等学校  井口 憲一 

                TEL 077-545-2510    FAX 077-543-4872 

          または、滋賀県吹奏楽連盟ＨＰのお問い合わせフォームより 
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中学－２ 

第46回滋賀県アンサンブルコンテスト 

参加申し込みについて 

（中学校の部） 

 

１． 参加申し込みに当たっては、滋賀県アンサンブルコンテスト参加規定を熟読の上、間違い

のないようにお願いいたします。 

２． 出場を希望される学校は11月10日(金)の17:00までに「参加申込書」によってエントリーし

てください。その後、12月6日(水)の17:00までに「演奏曲目等報告書」によって編成やメ

ンバーを報告していただきますが、事前のエントリーがないと出場できません。 

３． 編成の欄は、次の例を参考にしてわかりやすく記入して下さい。(３重奏～８重奏) 

例；フルート３重奏、木管５重奏、金管８重奏、管楽７重奏、管打６重奏 

また、楽譜に指定された人数以上での演奏は認められません。 

４． 曲目は、原題(原語)と邦訳の両方を、作曲者・編曲者は、スペリングと邦名両方を記入し

て下さい。著作権協会への申請、事務局でのプログラム作成の関係上必要ですのでご協力

下さい。 

５． 「演奏曲目等報告書」提出後の曲目の変更は認められません。 

６． 「演奏曲目等報告書」提出の際に、演奏曲の編成が明記された部分の「楽譜のコピー(例え

ばスコアの1ページ目)」も併せて提出して下さい。(PDF等、画像のデータでも可) 

７． 著作権の保護期間にある楽曲の編曲作品で、編曲楽譜が未出版の場合は、編曲・演奏の許

諾を得ていることが証明できる文書（コピー可）を、参加申込書に添えて提出して下さい。 

８． 参加料は800円です。当日受付でお支払い下さい。 

９． 各書類の提出先及び締め切りは次の通りです。 

 

◎「参加申込書」  提出締め切り 11月10日(金) 17:00 

 方法① 滋賀県吹奏楽連盟事務局宛にFAXまたは郵送(Wordに限る) 

        〒520-2131  大津市神領三丁目18-1 瀬田工業高等学校内  井口 憲一 

                TEL 077-545-2510    FAX 077-543-4872 

 方法② shigakensuiren@zeus.eonet.ne.jp宛に送る(Excelに限る) 

  ①、②いずれかの方法でお願い致します。 

 

◎「演奏曲目等報告書」「楽譜のコピー」  提出締め切り 12月6日(水) 17:00 

方法① 滋賀県小・中学校吹奏楽連盟事務局にFAXまたは郵送(Wordに限る) 

        〒525-0034  草津市草津二丁目16-8  草津中学校内   脇  克憲 

                TEL 077-562-2125  FAX 077-562-5126 

 方法② shigakensuiren@zeus.eonet.ne.jp宛に送る(Excel、画像データに限る) 

  ①、②いずれかの方法でお願い致します。 

 

  締め切り後の申し込みは一切受け付けませんので、余裕をもって申し込んで下さい。 
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第46回滋賀県アンサンブルコンテスト 

実施要項 

 

１．日   時  平成30年1月13日(土) 10:00開演 

               中学校の部 

1月14日(日) 9:30開演 

小学校の部、高等学校の部、大学の部、職場・一般の部 

２．会   場  守山市民ホール 

          守山市三宅町125 TEL077-583-2532 

３．主   催  滋賀県吹奏楽連盟・朝日新聞社 

４．後   援  滋賀県教育委員会、守山市教育委員会 

５．参 加 料    800円（当日受付でお支払い下さい） 

６．入 場 料  700円（当日券のみ） 

７．申 込 先   

◎エントリー  〔全団体〕 

 方法① 滋賀県吹奏楽連盟事務局宛にFAXまたは郵送(Wordに限る) 

        〒520-2132  大津市神領三丁目18-1 瀬田工業高等学校内  井口 憲一 

                TEL 077-545-2510    FAX 077-543-4872 

 方法② shigakensuiren@zeus.eonet.ne.jp宛に送る(Excelに限る) 

  ①、②いずれかの方法でお願い致します。 

◎演奏曲目報告 

〔小学校〕 

方法① 滋賀県小・中学校吹奏楽連盟事務局にFAXまたは郵送(Wordに限る) 

        〒525-0034  草津市草津二丁目16-8  草津中学校内   脇  克憲 

                TEL 077-562-2125  FAX 077-562-5126 

〔高等学校〕〔大学・一般・職場〕 

方法① 滋賀県高等学校吹奏楽連盟事務局にFAXまたは郵送(Wordに限る) 

          〒520-3231  湖南市針1 甲西高等学校内  藤井 京介 

                TEL 0748-72-3611    FAX 0748-72-5549 

〔全団体〕 

 方法② shigakensuiren@zeus.eonet.ne.jp宛に送る(Excel、画像データに限る) 

  ①、②いずれかの方法でお願い致します。 

８．締 め 切 り  ◎エントリー   11月10日(金) 17:00〔全団体〕 

◎演奏曲目報告  12月28日(水) 12:00〔中学校以外の団体〕 

９．問い合わせ  滋賀県吹奏楽連盟事務局 

          〒520-2132  大津市神領三丁目18-1 

  瀬田工業高等学校  井口 憲一 

                TEL 077-545-2510    FAX 077-543-4872 

          または、滋賀県吹奏楽連盟ＨＰのお問い合わせフォームより 

 



第46回滋賀県アンサンブルコンテスト 

参加申し込みについて 

（小学校の部、高等学校の部、大学の部、職場一般の部） 

 

１． 参加申し込みに当たっては、滋賀県アンサンブルコンテスト参加規定を熟読の上、間違い

のないようにお願いいたします。 

２． 出場される場合は11月10日(金)の17:00までに「参加申込書」によってエントリーしてくだ

さい。その後、12月28日(木)の12:00までに「演奏曲目等報告書」によって編成やメンバー

を報告していただきますが、事前のエントリーがないと出場できません。 

３． 編成の欄は、次の例を参考にしてわかりやすく記入して下さい。(３重奏～８重奏) 

例；フルート３重奏、木管５重奏、金管８重奏、管楽７重奏、管打６重奏 

また、楽譜に指定された人数以上での演奏は認められません。 

４． 曲目は、原題(原語)と邦訳の両方を、作曲者・編曲者は、スペリングと邦名両方を記入し

て下さい。著作権協会への申請、事務局でのプログラム作成の関係上必要ですのでご協力

下さい。 

５． 「演奏曲目等報告書」提出後の曲目の変更は認められません。 

６． 「演奏曲目等報告書」提出の際に、演奏曲の編成が明記された部分の「楽譜のコピー(例え

ばスコアの1ページ目)」も併せて提出して下さい。(PDF等、画像のデータでも可) 

７． 著作権の保護期間にある楽曲の編曲作品で、編曲楽譜が未出版の場合は、編曲・演奏の許

諾を得ていることが証明できる文書（コピー可）を、参加申込書に添えて提出して下さい。 

８． 参加料は800円です。当日受付でお支払い下さい。 

９．各書類の提出先及び締め切りは次の通りです。 

◎「参加申込書」  提出締め切り 11月10日(金) 17:00 

 方法① 滋賀県吹奏楽連盟事務局宛にFAXまたは郵送(Wordに限る) 

        〒520-2131  大津市神領三丁目18-1 瀬田工業高等学校内  井口 憲一 

                TEL 077-545-2510    FAX 077-543-4872 

 方法② shigakensuiren@zeus.eonet.ne.jp宛に送る(Excelに限る) 

  ①、②いずれかの方法でお願い致します。 

◎「演奏曲目等報告書」「楽譜のコピー」  提出締め切り 12月28日(木) 12:00 

〔小学校〕 

方法① 滋賀県小・中学校吹奏楽連盟事務局にFAXまたは郵送(Wordに限る) 

        〒525-0034  草津市草津二丁目16-8  草津中学校内   脇  克憲 

                TEL 077-562-2125  FAX 077-562-5126 

〔高等学校〕〔大学・一般・職場〕 

方法① 滋賀県高等学校吹奏楽連盟事務局にFAXまたは郵送(Wordに限る) 

          〒520-3231  湖南市針1 甲西高等学校内  藤井 京介 

                TEL 0748-72-3611    FAX 0748-72-5549  

〔全団体〕 

 方法② shigakensuiren@zeus.eonet.ne.jp宛に送る(Excel、画像データに限る) 

① 、②いずれかの方法でお願い致します。 

 

  締め切り後の申し込みは一切受け付けませんので、余裕をもって申し込んで下さい。 



滋賀県アンサンブルコンテスト 
参加規定 

（全日本吹奏楽連盟の規定に準ずる） 

 

１．参 加 部 門       小学校、中学校、高等学校、大学、職場・一般の５部門 

 

 

２．楽器の編成  編成は、木管楽器・金管楽器・打楽器・コントラバスによるものとする。

         但し、コントラバスのみによる編成は認めない。 

 

 

３．参 加 資 格      

 

① 滋賀県吹奏楽連盟の加盟団体の一員であること。 

 

② 人員は３名～８名とする。 

 

③ 出場については、１人１回限りとする。 

 

④ １パートを２人以上で演奏してはいけない。 

 

⑤ 独立した指揮者は認めない。 

 

⑥ 音楽を職業とする者の参加は認めない。 

 

⑦ 同一団体からの出場は１チームとする。 

 

⑧ 演奏曲目は１曲とする。ただし、組曲を除く。 

 

⑨ 著作権の存在する楽曲を編曲して演奏する場合には、事前に著作権者から編曲の許諾

を受けなければならない。この許諾を受けないでコンテストに出場することは認めな

い。 

 

 

４．県 代 表 数  エントリー締め切り後、出場チーム数に基づき関西吹奏楽連盟コンクール

検討委員会によって決定されます。 

 

 

５．演 奏 時 間       ５分以内とし、タイムオーバーは失格とする。 


