
全日本吹奏楽コンクール第４７回岩手県大会

第３２回岩手県高等学校総合文化祭吹奏楽部門発表会

参 加 要 項
１ 期 日 平成２１年８月 １日（土） 高等学校小編成の部、中学校小編成の部

８月 ２日（日） 小学校の部、職場・一般の部

８月 ８日（土） 中学校の部、大学の部

８月 ９日（日） 高等学校の部

２ 会 場 奥州市文化会館(前期) 岩手県民会館(後期)

３ 主 催 岩手県吹奏楽連盟 朝日新聞社

岩手県高等学校文化連盟 岩手県中学校文化連盟

４ 共 催 岩手県教育委員会

５ 後 援 盛岡市教育委員会 奥州市教育委員会 岩手県芸術文化協会 岩手日報社

岩手日日新聞社 盛岡タイムス社 ＮＨＫ盛岡放送局 ＩＢＣ岩手放送

テレビ岩手 岩手めんこいテレビ 岩手朝日テレビ エフエム岩手

６ 主 管 岩手県吹奏楽連盟盛岡支部 岩手県吹奏楽連盟奥州支部

７ 審 査 員 前期 （８月 １日～ ２日 ： 奥州市文化会館）

（交渉中）

後期 （８月 ８日～ ９日 ： 岩手県民会館）

（交渉中）

８ 実施部門 （１）小学校の部（人数制限なし）（２）中学校の部（50名以内）(３）中学校小編成の部（25名以内）

（４）高等学校の部（55名以内）（５）高等学校小編成の部（25名以内）（６）大学の部（55名以内）

（７）職場・一般の部（65名以内）

９ 参加資格 各地区大会において地区代表となった団体

10 参加人員、演奏曲、演奏時間、審査・表彰、県代表（東北大会推薦数）

全日本吹奏楽コンクール岩手県大会実施規定に基づいて行います。各団体に配布して

いる資料集の実施規定を熟読の上、参加してください。特に、参加人員については、各

地区予選の参加申込書に記載した人員を超えて申し込むことはできません。ただし、小

学校の部で地区予選の参加人員を超過するやむを得ない事由がある場合に限り、認める

ことがあります。この場合、県大会申込締め切りより前に、県事務局への事前連絡を必

要とします。ご注意下さい。

※註］東北大会「中学校小編成の部」「高等学校小編成の部」へは、中学校・高等学校

ともに小編成の部から代表を選出します。この東北大会小編成の部は、東日本学

校吹奏楽大会の中学校・高等学校の部の予選を兼ねて実施されます。また、東北

大会において東日本学校吹奏楽大会に推薦された小学校は、全日本バンドフェス

ティバル東北大会において全国大会に推薦されません。予めご注意下さい。

※上部大会の日程（カッコ内の数字は推薦数）

■第52回全日本吹奏楽コンクール東北大会

8月29日(土)高等学校の部(4)、30日(日)中学校の部(4):岩手県民会館

9月12日(土)小学校の部(3)・高等学校小編成の部(2)・大学の部(1)

9月13日(日)中学校小編成の部(2)・職場の部(2)・一般の部(2):山形県県民会館

■第９回東日本学校吹奏楽大会

10月10日(土)小Ｆ・中Ｆ・中Ｃの部 11日(日)小Ｃ・高Ｆ・高Ｃの部

＊Ｆ=ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ、Ｃ=ｺﾝｸｰﾙ :札幌コンサートホールkitara（北海道)



■第57回全日本吹奏楽コンクール

10月17日(土)大学の部(1) 18日(日)職場(1)・一般の部(2):名古屋国際会議場

10月24日(土)中学校の部(3) 25日(日)高等学校の部(3) :普門館

11 参 加 料 小学校、中学校小編成、高等学校小編成 ２０，０００円

中学校、高等学校、大学、職場、一般 ２５，０００円

12 運営負担金 参加（出演）者１名につき５００円。ただし、指揮者は除く。

※入場料収入に頼ることなく、大会運営を円滑に行うための負担です。ご協力お

願いします。なお、この負担金には傷害保険の掛け金が含まれます。

13 入 場 券 小学生 １枚 ５００円

中学生以上 １枚 １，０００円

※未就学児童の入場はできません。（保護者にも徹底願います）

※入場券では、リハーサル室等のバックステージに入ることはできません。

※入場券の事前販売は出演団体のみに行います。下記の「15 参加料・

負担金・予約入場券」の項目をご覧下さい。

（１）団体長、学校長あてに招待券１枚を２次案内に同封して贈呈します。ご本人様のみ

有効とさせていただきます。

（２）参加団体には、参加（出演）者リボン(参加者＋指揮者＋３)を受付時にお渡ししま

す。リボンは参加(出演)者、及び楽器運搬補助で参加する団員用で、出演当日のみ

入場できます。必ず左肩に付けて下さい。

（３）打楽器の運搬補助として別に付添人を必要とする団体は１０人まで許可します。参

加者とは別なリボンを団体受付で渡しますので必ず左肩に付け、運搬終了後は団体

の責任者(学校においては引率教員）が速やかに団体受付に返却してください。

なお、運搬補助用のリボンでは客席には入ることができません。

14 プログラム １部 ５００円

（１）参加（出演）者には、１部ずつ贈呈します（指揮者は含みません）。また各参加団

体に２部贈呈いたします。原則として受付時に領収書と一緒にお渡ししますが、参

加者贈呈用のプログラムについては、事前にお渡しすることもできます。手続き方

法については２次案内でお知らせします。

（２）プログラムの購入予約は行いません。販売部数は十分用意しますが、万が一売り切

れの場合はご容赦下さい。

15 参加料・負担金・予約入場券（久慈・県北支部とそれ以外の支部で期日が異なります）

参加料などの送金は下記の指定口座に ７月９日（木）までに振り込み（久慈・県

北支部は７月１５日(水)まで）、「入場券申込書兼送金報告書（様式３－２）を作成

して下さい。下記、確認・注意事項および入場券申込書および送金報告書の注意事項

をよく読んで、手続きを行ってください。

【確認・注意事項】

① 振込依頼書の依頼の名前は、団体名略称を記入してください。

例）盛岡西高等学校 → 盛岡西高校 （個人名は不可）

※個人名での振込みは、確認作業ができません。必ず団体名でお願いします。

② 入場券申込書兼送金報告書は、振込金受取（振込受付）書のコピーを貼付し、連

絡責任者は必ず押印して下さい。

③ ７月１０日(金)以降、入場券の枚数の変更や返金はできません。

(久慈・県北支部は７月１６日(木)以降）

・購入者の自己都合（主催者側の事情以外）に伴う返金はできません。

・追加で入場券を購入したい場合は、大会当日、各会場でお買い求め下さい。



④ ７月１０日（金）以降、参加負担金（出演者数）の変更はできません。

(久慈・県北支部は７月１６日(木)以降）

・参加（出演）者リボン発注、保険料納付（参加者数で加入）等、手続きの都合が

あります。病気、怪我などにより参加（出演）数に変動が生じた場合でも返金で

きません。予めご了承下さい。

★送金指定口座

銀 行 名 岩手銀行 本店営業部 （イワテギンコウ ホンテンエイギョウブ）

口座番号 （普） ２０５５０６１

名 義 岩手県吹奏楽連盟 事務局長 似内聖

（イワテケンスイソウガクレンメイ ジムキョクチョウ ニタナイセイ）

16 提出書類

次の①～⑤の書類を ７月１０日(金)必着で大会事務局宛提出して下さい。

（注：郵便速達に限り７月９日(木)の消印があれば受け付けます。また、持参する場

合は１０日(金)１６時までとします。窓口は盛岡四高事務室。）

ただし、久慈・県北支部は７月１６日（木）必着（１５日(木）消印有効）となります。

① 参加申込書（様式３ー１）２部（原本１部、コピー１部）

注)印は代表者印（学校においては公印）とします。

② 自由曲の指揮者用総譜から、以下の３点が確認できる部分のコピー １部

・曲名原題Spelling、作曲者・編曲者Spelling、楽譜の© Copyright＝著作権所有者

以上３点が確認できるものをＡ４判にコピーし添付してください。

③ 演奏利用明細書 １部

・開催日（参加（出演）する月日を記入）

・会場名（盛岡会場は 岩手県民会館、奥州会場は 奥州市文化会館 と記入）

④ 入場券申込書兼送金報告書（様式３－２）２部（原本１部、コピー１部）

⑤ 編曲許諾書のコピー １部 (該当する団体のみ添付して下さい)

★書類提出先

〒０２０－０８３５ 盛岡市津志田２７－１６－１ 県立盛岡第四高等学校内

岩手県吹奏楽連盟 似 内 聖

※９日（１５日）までに入金が無い場合、あるいは、１０日（１６日）までに書類が提出されな

い場合、参加を認めないことがあります。

17 宿泊・弁当について････添付「宿泊及び弁当申込のご案内」をご熟読下さい。

JTB盛岡支店( tel:019-651-7474 fax:019-623-4425)が担当します。

18 練習場について

大会事務局では準備いたしません。なお、会場周辺での音出しは厳禁です。

19 駐車場について

（盛岡会場）：駐車場はありますが、バス・トラックの駐車はできません。各団体毎

に業者と相談の上、駐車場を確実に確保し、大会に参加してください。

また、団員のバスの乗降、楽器の積み降ろしは、２次案内で示された

場所で行ってください。

（奥州会場）：駐車場はありますが満車になることが予想されます。大会事務局では

バス・トラックの駐車場の確保を行っていますが、各団体毎に業者と

相談の上、駐車場を確保することをお薦めします。なお、詳細につき

ましては、２次案内でお知らせします。

20 録音・撮影の禁止について

本大会は録音、写真撮影、ビデオ収録は禁止とさせていただきます。あらかじめ保護者

にも連絡を徹底しておいてください。なお、当日は本連盟指定業者が録音、写真撮影を

いたします。



〔指定業者〕録音(CD) マスターレコード

写真撮影 フォトライフ（盛岡・奥州）

エーコー・フィルム（奥州）

ステージフォト（盛岡）

録画 ビジュアル・コースト

21 ２次案内の送付について

全団体の諸手続きが完了し次第、２次案内(タイムテーブル・会場図・ステージ配置記

入用紙他)を送付いたします。１団体でも期限を過ぎますと、２次案内の送付が遅れま

すので、期限は必ずお守り下さい。

22 注意事項（特に児童生徒の保護者に予め徹底していただきたいこと）

保護者徹底事項 岩手県吹奏楽連盟

(1) 未就学児童の入場はお断りします。

（親子室の存在その他ホールの構造に関わらず）

(2) 入場券事前購入は、必ず顧問教諭を通して行ってください。

(3) 写真撮影・録音・録画は禁止します。

(4) 打楽器運搬補助（付添）としての入場には人数制限があります。顧問教諭と入念

な打合せをしてください。

(5) 大会会場までは公共交通機関をご利用ください。駐車場には限りがありますので

駐車の際には係員の指示に従ってください。

(6) ホール内での飲食は厳禁とさせていただきます。

(7) 大会実行委員・大会係員の指示・連絡は必ずお守りください。

23 大会事務局 ［大会総括（参加申込）]

岩手県吹奏楽連盟事務局 事務局長 似内 聖（にたない せい）

〒020-0835 盛岡市津志田26-17-1

事務局電話090-7563-8585 事務局FAX050-3488-2868

e-mail : suireniwate1963@gmail.com
[大会主管（盛岡会場）]

岩手県吹奏楽連盟盛岡支部 事務局長 村 井 真 人

(盛岡大学付属高等学校）

[大会主管（奥州会場）]

岩手県吹奏楽連盟奥州支部 事務局長 伊 藤 嘉 祐

(奥州市立水沢南中学校）

※ 大会前々日までの問い合わせはＦＡＸまたはＥメールでお願いします。

→記録に残りますし、双方の意思の齟齬を回避するうえでも、活用をお願いします。

→電話でのお問い合わせは、夏季休業直前の多忙期につきお控え下さい。

→会場(ホール)あて問い合わせはお控え下さい。

→申込状況や二次案内送付状況など、参加団体への連絡事項は、公式サイト上でも

随時行います。必ずご確認下さい。

★岩手県吹奏楽連盟公式サイト http://www.ajba.or.jp/iwate/

※ 大会前日・当日は、電話でお問い合わせ下さい。

→ただし、８月８日～９日の参加団体は、７月３１日～８月２日までの期間中、

ＦＡＸ、メールを含め事務局への問い合わせはお控え下さい。

→岩手県吹奏楽連盟事務局携帯電話090-7563-8585


