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全日本吹奏楽コンクール第５２回岩手県大会

第37回岩手県高等学校総合文化祭吹奏楽部門

２次案内（北上会場分）

１ 期 日 平成２６年 ８月 ９日（土） 高等学校小編成の部、中学校小編成の部

８月１０日（日） 小学校の部、職場・一般の部

２ 会 場 北上市文化交流センター

３ 主 催 岩手県吹奏楽連盟 岩手県高等学校文化連盟 岩手県中学校文化連盟 朝日新聞社

４ 共 催 岩手県教育委員会

５ 後 援 盛岡市教育委員会 北上市教育委員会 岩手県芸術文化協会 岩手県音楽教育研究会

岩手日報社 岩手日日新聞社 ＮＨＫ盛岡放送局 ＩＢＣ岩手放送 テレビ岩手

岩手朝日テレビ めんこいテレビ エフエム岩手

６ 主 管 岩手県吹奏楽連盟北上支部

７ 申込手続 申込手続きは完了していますが、次の事項についてご確認をお願いします。

(1) チケットの予約販売は終了しました。今後は当日券をお買い求め下さい。

(2) ＪＴＢ盛岡支店に宿泊・弁当を申し込んだ団体は、直接ＪＴＢと協議して下さい。

詳細は一次案内同封の書類をご確認下さい。当日は会場内にＪＴＢカウンターを設置します。

なお、大会当日、指定業者（ＪＴＢ）以外の弁当業者などは会場内への立ち入りを禁じます。

８ 納 金 未納団体は、以下の参加料・負担金・入場券代金を、必ず県吹連の指定口座に振り込

んでください。

(1) 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

※上記金額には音楽著作物使用料を含んでいます。

(2) 運営負担金 参加（出演）人員 １名につき ５００円 （ただし、指揮者は除く）

(3) 入場券代金 小 学 生 ５００円 ※未就学児は入場できません。

中学生以上 １，０００円

(送金口座) 岩手銀行 本店営業部 ２０５５０６１

岩手県吹奏楽連盟 事務局長 似内 聖

〒028-0525 遠野市六日町3-17 TEL 090-7563-8585

代金未納の団体は直ちに振り込みお願いします。（参加料と一括して構いません）

大会当日の現金払(差額精算)は受け付けません。事前の振り込みをお願いします。

※ 大会受付でのチケット数の変更（交換等）はできません。

９ 審査員（五十音順）

＊依頼中

10 部屋割り及び参加（出演）者導線

【部屋割り】

大会本部･････････ 多目的室

リハーサル室A･･････ 中ホール

リハーサル室B･･････ 小ホール

更衣室 男性は(小)第１楽屋、女性は(小）第２楽屋

楽器置場･･････････ 中ホールホワイエ・ステップホワイエ

打楽器ケース置き場･･････・大アトリエ
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【導線】詳細は、別紙の「会場導線図」を参照してください。

団 体 受 付 －参加団体受付(Ｃ)（エントランス）で受付時刻までに完了してください。

↓ ※バスからの降車は、会館正面入口で行って下さい。

↓ ※バスは会場内の駐車場には駐車できません。団体ごとに手配した場所か、展勝地第３

↓ 駐車場に移動してください。

楽 器 搬 入 －管楽器、会館正面(Ａ)から搬入して下さい。会館正面へのトラック駐車・搬入開始時

↓ 刻は受付時刻とします。管楽器搬入後、トラックはホール搬入口（Ａ'）に移動し打

↓ 楽器を搬入してください。ホール搬入口への入構時刻は打楽器搬入開始時刻とします。

↓ ※楽器運搬車両（トラック等）は、会館駐車場に駐車することはできません。団体ご

↓ とに手配した場所か、展勝地第３駐車場に移動してください。

↓ ※管楽器は、中ホールホワイエ・ステップホワイエに各団体ごとに置いて下さい。

↓ ※打楽器は大アトリエに搬入し、組立を行って下さい。打楽器のケース・ふた等は大ア

↓ トリエにおいて下さい。チューニングが必要な打楽器のみ音を出す事ができます。そ

↓ れ以外の打楽器の音だしは絶対に行わないで下さい。

集 合 －エントランスロビー 集合場所(Ｄ) ここから誘導係がつきます。

↓

チューニング －中ホール(ﾘﾊｰｻﾙＡ)(Ｅ)、または小ホール（ﾘﾊｰｻﾙＢ)(Ｅ’)

↓ ※打楽器の大ホールへの移動開始時刻は、リハーサル開始時刻とします。なお、ステ

↓ ージの進行状況により、移動時刻が前後することがあります。運搬係の指示にした

↓ がって各団体で移動させて下さい。

ステージ袖 －管楽器・打楽器ともに上手袖(Ｆ)に待機。搬入係が演奏前後協力します。

↓

演 奏 －演奏(Ｇ)

↓

退 場 －写真の撮影がありますので、急いで移動してください。

↓ ※管楽器・打楽器ともに下手から退場。打楽器はステージ裏を移動して、大ホール搬出

↓ 口（Ａ’）に移動します（運搬係が移動します）。参加者（出演者）は、下手から写

↓ 真撮影場所（Ｈ）移動して下さい。

写 真 撮 影 －写真撮影(Ｈ) （ここで誘導は終了となります）

※打楽器は係がホール搬出口まで搬出します。

※演奏者は写真撮影終了後、打楽器搬出時刻にホール搬出口（Ａ'）から打楽器のみ搬出

してください。また、管楽器積込時刻になりましたら、会館正面（Ａ）から管楽器を

トラックに積み込んでください。

★中学校小編成１９・２０番と職場一般の７・８番の団体の管楽器の積み込みは、打楽

器の積み込みに続き、ホール搬入口で行ってください。

※打楽器のケースなどを大アトリエから移動して梱包を行って下さい。

※打楽器運搬補助用タスキを使用した団体はこの段階で返却してください。

11 表 彰

(1) 各団体に金賞・銀賞・銅賞のいずれかを贈ります。

審査結果は「代表者親展」として厳封の上、表彰の際に賞状と一緒にお渡しします。

(2) 金賞受賞団体の中から以下の通りに(カッコ内の数の団体を)東北大会へ推薦します。また、推薦

された団体にトロフィーを授与します。

全日本吹奏楽コンクール第57回東北大会
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9月13日(土)小学校の部(3)、高等学校小編成の部(2)、大学の部(1)：秋田県民会館

14日(日)中学校小編成の部(2)、職場・一般の部(2):秋田県民会館

(3) 各賞については、発表終了後大ホールロビーに掲示します。

12 演奏者の皆様へ ＝特によくお読みください＝

(1)ステージ … 詳細は一次案内に同封した「ステージセッティング」をご覧ください。

ステージはフロア、山台低（1.8m幅）、山台高(2.7m幅）で、フロアを含めず２段です。

各団体の演奏条件をそろえるため、山台（既設ひな壇）及び反響板の設営の変更は認めません。

(2)椅子・譜面台・ピアノ

ピアノはA=442Hzで調律してあります。通常の椅子・ピアノ用椅子（４脚まで）は用意します。

それ以外の特殊な椅子(コントラバス椅子など) については各団体でご用意ください。奏者の譜面

台の撤去は進行のたいへん手間がかかりますので、ご遠慮いただきます（暗譜で演奏する場合でも、

譜面台をステージ配置図に記入してください）。また、ステージの安全および進行の観点から、楽

器に直接触れて共鳴させたり、間接的に音の方向性を変化させるような、楽器や演奏者の下に置く

台の持ち込みは認めません。不明な部分は、事前に県事務局に必ず相談して下さい。

(3)セッティング

ステージセッティング票（配置図）について、８月５日（火）までに下記宛、ＦＡＸ送信

してください。ステージ進行の事前打ち合わせのために使用しますのでご協力をお願いします。

ＦＡＸ送信先：県吹連事務局 似内 聖 宛 番号：050-3488-2868（※添書は不要です）

当日も受付にステージセッティング票（配置図）を５部提出してください(厳守)。

打楽器等のセッティングについては、係もお手伝いしますが、団員の皆さんで主体的に配置くだ

さいますようお願いします。また、規定審査の都合上、楽器持ち替え等による演奏中の演奏者の移

動は、原則ステージ内で行って頂きますよう、あわせてお願い申し上げます。

(4)指揮者

指揮台・指揮者用譜面台はステージ上に出したままとします。指揮者は板付き(指揮台脇待機)で

す。団体名、指揮者名のアナウンス後、一礼して速やかに演奏を開始してください。

演奏者を起立させる場合は、演奏終了後とします。

(5)参加者（指揮者・演奏奏者）等の識別

受付時に、参加（出演）者リボン(参加（出演）数＋指揮者＋３)をお渡しします。必ず左肩に付

けて下さい。リボンは参加（出演）数＋教員・楽器運搬等で参加する団員用（３枚）で、出演当日

のみ会場(ホール)に入場・鑑賞できます。参加（出演）者数とは、出場申込用紙に記載された指揮

者をのぞく参加人員数です。ステージコートや制服姿でも、リボンを付けていない方は一般入場者

と見なし、入場券を購入していただきます。

13 連絡事項

(1) 駐車について［会場周辺図、バス・トラック待機場所参照・タイムテーブル参照］

楽器の搬入・搬出は原則として出演順に行いますので、早めに到着した場合はお待ちいただく

ことがあります。バス・トラックはＢ４判の紙に大きく出演順、団体名を掲示してください。

＜楽器運搬車両＞出演順と団体名を掲示しているトラック車両１台のみ会館第１駐車場に入場でき

ます。入場は必ず駐車場正面入口からとします。大ホール楽屋口方面からの入場は運営の都合

上絶対に許可いたしません。係の指示にしたがって停車し搬入するよう,トラック業者（運搬担

当者）にお伝え下さい。また、搬入搬出後は速やかに各団体で手配した場所か、展勝地レスト

ハウス第３駐車場に移動してください。

＜バス＞出演順と団体名を掲示しているバスは、会館正面入口で参加者を降車させて下さい。

会館駐車場への駐車待機はできませんので降車後は速やかに各団体で手配した駐車場または展

勝地レストハウス第３駐車場に移動願います。
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また、高校小編成、中学校小編成、小学校の部の表彰式終了後のバスへの乗車は、会館正面

入口とします。係の指示に従って停車し、乗車させて下さい。会館周辺道路（会館駐車場周辺

も含む）での駐車や停車は許可しません。

★トラック・バス（団体名を掲示）の駐車場（待機場所）について

※別紙（バス・トラック待機場所）を必ず業者に渡し、念入りな打ち合せを行って大会に参加

してください。各団体の責任者はバス・トラックの運行に関しても責任者であり、業者任せ

にはしないで下さい。運転手と連絡が取れる体制を取って参加して下さい。

＜一般車両＞会場には約６８０台程度の一般車両の駐車場もありますが、満車になることが予定さ

れます。相乗りもしくは公共交通機関を利用したご来館をお勧めします。なお、運営の都合に

より、第一駐車場内への入場は駐車場正面入口からのみとします。また、会館周辺道路は駐車

禁止です。また、近隣の店舗などの駐車場への駐車につきましても、絶対にお止め下さい。

(2) 受付について [団体受付]

会館１階エントランスに設置した団体受付で、受付時刻までに受付を行ってください。

★受付時には、ステージ配置図５部を必ず提出して下さい。

★また、以下①～④を配布しますので、団体責任者がその場でご確認ください。受付後に不足を申

し出られても対応しかねます。

①リボン・ピン(参加（出演）者+指揮者+３)

②プログラム２部（団体贈呈用）

③プログラム（参加（出演）者贈呈用）

④領収証(参加料・運営負担金・入場券予約分)

(3) 打楽器の運搬補助員の特例

打楽器運搬のための付添人（保護者等）を必要とする団体は、当日受付で申し出て下さい。10

人まで許可します。参加（出演）者とは別なリボン（たすき）をお貸しします。このリボン（た

すき）の方は常に打楽器とともに行動していただくため打楽器導線にしたがった進入のみ許可し、

客席に入ることはできません。演奏終了後、ただちに館外に退去願います。

引率教諭は責任をもって枚数（本数）を揃え、団体受付に返却してください。

(4) プログラムについて

大会当日、参加団体贈呈用プログラム２部および参加（出演）者贈呈用のプログラム（参加人

員分）を、団体受付をした代表者(顧問教諭等)にお渡しします。

(5) 楽器の保管について

楽器ケース等に団体名を明示してよりコンパクトにまとめて置いて下さい。また、盗難防止た

め各団体とも整理整頓のうえ、団体名を明示し必ず１人以上見張りをつけてください。楽器の忘

れ物・紛失については一切責任を負いません。

(6) 音出しについて

チューニング室ＡＢ（打楽器は大アトリエ：ただし、チューニングが必要なティパニなどの楽

器のみ）以外での音出しは、会館の内外を問わず出来ません。

(7) 練習場及びステージ・会場の下見

練習場は大会事務局では準備・斡旋いたしません。必要であれば各団体で手配願います。会場

周辺での音出しは周辺住民への迷惑を鑑み、厳禁とします。大会前日（準備日及び１日目の大会

日程終了後）の下見は許可しません。

(8) 更衣室について

男性は小ホール第１楽屋、女性は小ホール第２楽屋です。会館サービスカウンター脇からお進

み下さい。貴重品については各自で管理願います。主催者は一切の責任を負いません。

(9) 表彰式について

各団体１名出席してください。演奏終了後に放送で指示した時刻までに、ステージ下手袖に
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集合してください。

※表彰式に出席できない場合は、あらかじめ本部にその旨を申し出てください。賞状等の受け渡

し方法について確認させていただきます。（賞状の郵送等は手間・経費の都合上、お引き受け

しかねます。近傍で表彰式に出席する団体に依頼するなどしてください。）

(10) 講評用紙・東北大会要項について

① 表彰の際に各団体に金賞・銀賞・銅賞のいずれかを贈ります。東北大会に推薦された団体に

はトロフィーを授与します。

② 講評用紙・審査結果は「代表者親展」とし厳封の上、表彰の際に賞状と一緒にお渡しします。

② 東北大会出場団体には、参加要項等を配布いたします。また、東北大会の出演順も決定しま

すので、各表彰式終了後、各団体２名（学校にあっては顧問と生徒）は、速やかに大会本部

（多目的室）にお集まり下さい。

(11) 大会本部･･多目的室

大会の進行状況及び結果の問い合わせ、個人的な呼び出し・伝言等は一切お断りします。

交通情況の照会・道案内等にも応じません。会館への問い合わせはご遠慮下さい。

(12) 指定旅行業者（ＪＴＢ）カウンター(弁当の引渡場所)

団体受付付近に設置します。

(13) リペアコーナー･････中ホールホワイエ

楽器の緊急の故障に対し、応急措置を施すことができるようプロを手配してあります。

(14) 大会当日までに運営に関連して大きな変動があった場合

岩手県吹奏楽連盟公式サイトおよびＦＡＸにて出演団体に連絡致します。

微細な変更や連絡・指示に関しては団体受付で行いますので、時間に余裕をもって参加なされる

よう、よろしくお願い致します。

14 注意事項

(1) 写真撮影・録音・録画について

本大会はコンクールですので、厳正な審査のためにも録音、写真撮影、ビデオ収録は禁止

とさせていただきます。機材の持ち込みもお断りします。あらかじめ保護者にも厳守させて

ください。当日は連盟指定業者が録音、録画、写真撮影いたします。

〔連盟指定業者〕録音録画 ビジュアル・コースト

写真撮影 フォトライフ、ステージフォト

(2) ゴミについて

弁当の空箱等、各団体で出したゴミは持ち帰るか、業者に依頼して引き取ってもらう等、

その団体が責任を持って処理してください。

(3) 鑑賞態度について…下記項目15・16を、保護者・大会出場者にも徹底願います。

近年、鑑賞マナーの著しい低下傾向が見受けられます。出演者はもとより、保護者にも予め演

奏時の鑑賞態度について注意を促してください。

(4) 緊急事態について

万が一の場合、大会事務局並びに会館職員の指示に従って下さい。火災・天変地異・テロリズ

ム等の事件事故についても、不可抗力とは申せパニック状況に陥らぬよう極力冷静に対応して戴

きたくよろしくお願い申し上げます。

（5) 出演者（参加者）の昼食は、中ホールホワイエ・ステップホワイエなどを利用して下さい。昼

食時のゴミは各団体の責任において確実に持ち帰るようにして下さい。

(6) バス・トラック・一般鑑賞者車輌･････会館の駐車場はありますが、満車になることが予想され

ます。別紙にしたがって、それぞれ駐車して頂きますとともに、駐車違反などは絶対にしないで

下さい。また、会館正面にはバス・トラックなども進入します。安全に大会が進行するためにも

駐車場内の通行に一部制限がございます。ご協力下さい。
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15 保護者注意事項（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。（親子室の有無、ホールの構造に関係なく）
(2) 前売入場券の一般販売は行いません。

(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及び行動範囲に制限があります。顧問教諭と

入念な打合せをお願いします。

(5) 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。満車の場合駐車

はお断りします。大会会場までできるだけ公共交通機関をご利用ください。

(6) ホール内での飲食は厳禁とさせていだだきます。

(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。

16 一般的注意事項（入場券の裏面にも印刷されています）

お願い － 厳正かつ公正な審査の為に － 気持ちよく鑑賞するために －

●未就学児童は入場できません。

●演奏は着席してご鑑賞いただだきます。演奏中の立ち歩き、座席の移動、ホール内への出入りは禁止しま

す。荷物等による座席の確保については、会場係が荷物を撤去します。

●携帯端末・ＰＨＳの電源は、お切り下さい。電子音を発する時計等は音が出ないように設定願います。ま

た、客席でのコンピューター・ゲーム機器・携帯端末等の操作は、お止め下さい。

●連盟指定業者以外の録音、録画、写真撮影は厳禁とさせていただきます。いかなる理由でも許可しません。

会場に持ち込まれた録音・撮影機器は会場係がお預かりし、演奏終了時まで大会本部で保管します。

●ホール内での飲食は厳禁です。ロビー・ホワイエでの飲食によるゴミは各自お持ち帰りください。

●呼び出し・伝言・進行状況及び成績の問い合わせ等には応じません。

●大会会場係・会館職員の指示は厳守してください。緊急事態には落ち着いて担当者に耳を傾けてください。

●一旦お買い求めになった入場券の払い戻しには応じられません。ご了承ください。

17 大会事務局 ［大会総括]岩手県吹奏楽連盟事務局 事務局長 似内 聖（にたない せい）

〒028-0525 遠野市六日町3-17 遠野高等学校内

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

e-mail : suireniwate1963@gmail.com

[大会主管（北上会場）]岩手県吹奏楽連盟北上支部 事務局長 安藤拓也

(専修大学北上高等学校）

※ 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。

→会場(ホール)あて問い合わせはお控え下さい。

→参加団体への連絡事項は、公式サイトでも随時行います。ご活用下さい

★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。

→岩手県吹奏楽連盟事務局携帯電話090-7563-8585

(上記、電話がつながらない場合の連絡先 090-8781-4656 ★大会当日のみ)
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◎一般鑑賞者用の車両は第一・二駐車場をご利用いただきますが、満車となる可能性がご
ざいます。公共交通機関などをご利頂きご来場下さいますようお願い申し上げます。
なお、近隣の大型店舗等の駐車場や周辺道路への違法駐車は絶対にお止め下さい。

◎会館裏への車両の進入は、出演団体トラック（Ｂ４版の用紙に団体名を掲示した車両）の
みとします。また、出演者のバスなどの乗降はすべて会館入口で乗降して下さい（係の指
示に従って下さい。）なお、関係者駐車場入口は「出口専用」となります。ご協力ください。
バスおよびトラックは、各団体で手配した場所か展勝地レストハウス第三駐車場に必ず移
動して下さい。

バス・トラック出口専用

(全車両進入禁止)

一般車両出入口

バス・トラック進入口

＊第二駐車場に向かう場合

のみ右折してください。

第一駐車場に向かう場合、直

進してください。

管楽器搬
出入口

打楽器
搬出入口

バス乗降場所
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＜ウラの出入り口付近は、、関係者および緊急車両の駐車スペースのため、駐車禁止＞

Ⓖ 演 奏

＊楽器搬出入注意事項
①はじめに、会館前から管楽器
を搬入（受付時刻）し管楽器
置き場に置いてください。

②次に、ホール搬入口から打楽
器を搬入（打楽器搬入時刻）
し、打楽器置き場に移動させ

たあと、組み立てて下さい。
③演奏・写真撮影終了後、ホー
ル搬入口で打楽器を解体・梱
包し、搬出時刻からトラック

に積み込んで下さい。
④打楽器積み込み後、会館正面
で管楽器を積み込んで下さ
い。

＊搬入・搬出ともに、指定され
た時間で行う事が出来るよ
う、事前に業者などと打合せ

ておいて下さい。

★打楽器（管楽器）運搬補助用タスキが必
要となる部分は、打楽器置場から先の経路
に付き添って移動する場合となります。打
楽器搬出補助のために、ステージ裏に進入
する場合、必要となります。

★管楽器は、搬入・搬出ともメイ

ンエントランスからとなります。

★打楽器は、搬入・搬出ともにホ

ール搬入口からとなります。

主管支部
控室 救護室

Ⓑ打楽器
置場

Ⓕ
舞
台
袖

ⒺリハーサルＢ

Ⓒ団体受付

Ⓓ
集
合
場
所

Ⓙ打楽器解体

Ⓐ’打楽
器搬入口

係補助員控室

管楽器

打楽器

打楽器

Ⓐ’打楽
器搬出口

通

行

禁

止

・出演者が他団体の演奏を鑑賞するため
に、大ホール客席に入場する場合、必
ず、大ホール２階の出演者出入り口を利
用して下さい。

打楽器

男性更
衣室

女性更
衣室

打楽器

演
奏
者

係補助員控室

管楽器
置場

JTBデスク

ⒺリハーサルＡ

Ⓐ管楽器
搬出入口

★演奏終了後、打楽器は係補助員が解体場所ま
で移動させます。
すべての出演者は、誘導係の指示にしたがい、
撮影場所まで速やかに移動してください。

写真撮影場所へ

係補助員
控室



大会本部
(県役員)

審査員控室

審査集計室

・会館２階は、打楽器関係は使用しません。
・打楽器補助用のタスキでは、大ホールへの入場は
出来ません。入場券をご提示下さい。

出演者入退場口

一般入退場口

当日券売場

全日本吹奏楽コンクール第５２回岩手県大会導線図 ２階

プログラム売場

DVD販売

・出演者が他団体の演奏を鑑賞
するために、大ホール客席に入
場する場合や楽器ケースを大ホ
ール１階ホワイエに移動させる
場合などは、必ず、大ホール２
階の出演者出入り口を利用して
下さい。

出
演
者

●昼食関係について

①連盟指定業者（ＪＴＢ）以

外の業者の昼食の建物内で

の引き取りなどは出来ません。

②昼食は、大ホール１・２階ホワ

イエ、１・２階テラス、中ホー

ルホワイエで取ることが出来ま

す。

●更衣関係

男性用 小ホール第１楽屋

女性用 小ホール第２楽屋

＊ホール１階サービスセンター

脇からお進み下さい。

Ⓑ管楽器置場

Ⓑ
管
楽
器
置
場

リペア

Ⓘ誘導終了

★演奏終了後打楽器は、係補助員が解体場所ま
で移動させます。
すべての出演者は、誘導係の指示にしたがい、
撮影場所まで速やかに移動してください。

Ⓗ写真撮影

打楽器解体場所へ


