
 

 

 

 

第３８回沖縄県吹奏楽祭 
 

 

 

実 施 要 項 

 

 

 

 

 ●提出書類の締切や申込受付時間は、厳守して下さい。受付時間に遅れた団体は大会への 

出場を認めません。 

 

   ●吹奏楽祭に関する問い合わせは、下記の吹奏楽連盟事務局にお願いします。大会会場への 

お問い合せは、ご遠慮ください。 

 

●代表者会議を中止し、郵送での申込及び本部抽選といたします。 

 

メール送信・書類郵送締切・・・令和４年５月１２日（木） １４時必着 

メール送信先 okinawa.suiren@gmail.com 

書類郵送先  〒904-0032 沖縄市諸見里 1-17-12 1F  沖縄県吹奏楽連盟宛 

 

 

 

 

 

《大会事務局》 

  

 〒904-0032 沖縄市諸見里１－１７－１２ １Ｆ 

   TEL 098-932-4222  FAX 098-932-4222 

沖縄県吹奏楽連盟 



大会の開催について 

   

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、今大会は感染予防対策を優先し、開催致します。下記の 

内容を確認ください。 

 

  （１）大会会場（換気等の感染予防対策） 

＊出演者・入場者（観客）の入口と出口を分けて設置 

＊入口へ手指の消毒用のアルコールを置きます。 

    ＊団体の入替時及び休憩時の会場内の換気 

 

（２）出演者全員の健康観察（大会当日の５日前より検温等） 

 

 （３）入場者（観客） 

   ＊来場者は、必ずマスクの着用をお願いします。 

    ＊入場時に手指の消毒及び体温測定をお願いします。 

＊チケット半券の裏面へのご連絡先の記入をお願いします。（名前・住所・電話番号・座席番号） 

   万が一に備え、入場者全員の追跡が可能なように連絡先を控えます。 

    ＊ご記入いただいた情報は感染防止対策以外の目的では使用いたしません。提出頂きましたご連 

     絡先は、１ヵ月後に破棄いたします。個人情報の取り扱いには、適正な管理を徹底いたします。 

    ＊当日券販売・・・当日会場の集客状況により販売 

（大会開催時の県内の感染状況によっては、当日券の販売を中止する場合もあります。） 

  

    ※万全な対策を講じて大会を実施致します。また、今後県内の感染状況等に応じて大会の開催 

内容を変更する場合があります。ご理解とご協力の程よろしくお願い致します。 

 

   沖縄県吹奏楽連盟事務局 

〒904-0032 沖縄市諸見里１－１７－１２ １Ｆ 

TEL 098-932-4222  FAX 098-932-4222 

 

   郵便振替口座 

    口座番号  ０１７６０－６－１５２１５８ 

    加入者名  沖縄県吹奏楽連盟 

 

 



Ⅰ 開催要項 

１．目  的  吹奏楽の普及と技術の向上を図り、音楽教育の発展に寄与する 

 

２．主  催  沖縄県吹奏楽連盟 

 

３．共  催  沖縄県中学校文化連盟・沖縄県高等学校文化連盟 

         

４．後  援  沖縄県教育委員会 沖縄市教育委員会（予定） 

 

５．日  時  令和４年６月１１日（土）午前１０：００開演（予定） 

              １２日（日）午前１０：００開演（予定） 

 

６．会  場  沖縄市民会館大ホール 

〒904-0006  沖縄県沖縄市八重島 1-1-1 TEL 098-939-0022 

 

７．参加人員  自由（但し、ステージに収容可能な人員） 

 

８．参加資格  令和４年度 沖縄県吹奏楽連盟に加盟登録した団体 

 

９．参加方法  ２団体以上の合同出演も可能（１団体で２チーム以上の参加は不可） 

 

１０．参 加 料  出演者×１，０００円（指揮者は出演者数に含みません） 

 

１１．入 場 料  一般 １，５００円   学生 １，０００円（小学生～高校生） 

          

１２．プログラム ２００円 

 

１３．出場経費  参加に必要な諸経費は、すべて参加団体の負担になります。 

 

１４．演奏時間  ８分以内・２曲まで  

と曲 数  ＊演奏開始から終了までの時間（曲間のインターバルも含む） 

         ＊演奏時間や曲数を守ってください。超過した場合は、次年度吹奏楽祭の申込の際に 

演奏時間を短縮いたします。尚、２年以上連続して超過した場合は累積で時間を短 

縮します。 

         



Ⅱ 参加申込の方法 

１．参加申し込みの手順（以下の手順で参加申し込みをお願いします。） 

 

① 沖縄県吹奏楽連盟ホームページより（A）【入力シート】（Excel）をダウンロードする。 

http://www.ajba.or.jp/okisuiren/ 

＊「入力シート」のダウンロードが出来ない場合は、メールにて、ご連絡ください。事務局より 

「入力シート」のデータを送信いたします。 

メール送信先・・・okinawa.suiren@gmail.com 

＊「入力シート」は、毎年変更があります。昨年のデータは破棄してください。 

 

②「入力シート」に必要事項を入力後、団体名でファイルを保存する。 

 

③Word で、（B）プログラム原稿データを作成し、団体名でファイルを保存する。 

 

④（A）と（B）を 添付したメールを本連盟事務局へ送信 

〈データ送信先〉 okinawa.suiren@gmail.com 

 

⑤【参加料納入】 

郵送いたしました「郵便振替用紙」を使用し、郵便局から参加料の払い込みをお願います。 

「払込票兼領収書」のコピーを提出下さい。 

   出演者（人数）×１，０００円 ＝ 参加料  

  ＊吹奏楽祭より郵便局の払込手数料は各団体へご負担をお願いします。 

  ＊払込手数料 ✚ 窓口・ＡＴＭにて現金でお支払いの場合には、１件ごとに１１０円の 

   加算料金がかかります。 

    

⑥（A）入力シート（Excel ファイル）内の以下の書類をプリントアウトし、郵送ください。 

＊（C）参加申込書 

＊（D）アナウンス原稿 

＊（E）ステージ配置図（３部） 

 ＊（F）前売チケット申込書・・・・・ 必要な団体のみ 

＊（G）出演順調整申請書（押印）・・・申請団体のみ 

＊（H）参加料振込確認書（参加料領収書（振込用紙）コピー） 

＊プログラム原稿のプリントアウト 

申込書類は、郵送での提出をお願いします。直接、事務局への提出（持参）はご遠慮ください。 

 



※申込締切（メール・郵送） 

メール送信・書類郵送締切・・・令和４年５月１２日（木） １４時必着 

 

メール送信先  okinawa.suiren@gmail.com 

書類郵送先   〒904-0032 沖縄市諸見里 1-17-12 1F  沖縄県吹奏楽連盟宛 

 

※提出書類（データ）・提出方法一覧 

提出書類（データ）名 提出方法 

（A） 

 

（B） 

入力シート（Excel）データ ＊必要な項目を入力しメール送信 

※プリントアウトした書類は、申込受付時に提出 

プログラム原稿（Word 作成） 

 

 

＊メール送信 

＊郵送締切 

５月１２日（木） 

１４時締切 

 

 

（C） 

（D） 

（E） 

（F） 

（G） 

（Ｈ） 

（Ｂ） 

参加申込書（押印） 

アナウンス原稿 

ステージ配置図（３部） 

前売りチケット申込書・・・・・ 必要な団体のみ 

出演順調整申請書（押印）・・・・申請団体のみ 

参加料振込確認書 

プログラム原稿のプリントアウト 

    

＊締切に遅れた場合 

    ・プログラム原稿のデータのメール送信が遅れた団体は、プログラムへの掲載内容が空白に 

なる可能性があります。 

    ・書類郵送の締切（申込）時間に遅れた場合、その団体の出場を認めません。 

 

２．データ・書類作成上の注意点 

 

（A）入力（参加申込）データのメール送信 

・沖縄県吹奏楽連盟ホームページより（A）【入力シート】（Excel）をダウンロードし、必要事項を 

入力してください。ご入力の際は、シート内の注意事項を必ずご確認ください。 

・ファイルの名及びメール件名は団体名（例：○○中学校）とします。 

  ・ファイルを開くためのパスワードが必要な場合、必ずパスワードも送信して下さい。 

・（B）プログラム原稿データと一緒に送信してください。 

 

※メール受信後、事務局より返信メールを送信致します。正常に送受信されたかを必ず確認下さい。 

・返信メールは、自動配信ではありません。 



（B）プログラム原稿を作成 

《入力例》 Ａ４サイズ横置き横書き 

沖縄県立○○高等学校（５０名）                         指揮 比 嘉 健一郎 

エル・クンバンチェロ                              作曲 Ｒ．フェルナンデス 

宇宙戦艦ヤマト                                 作曲 宮 川   泰 

                                        編曲 金 山   徹 

 

安慶田 景太郎  宜野湾 恵 子  比 嘉 麻衣子  上 原 正 敏  糸 数   聡  西   香 織 

東     誠  佐々木 知 実  大 城 翔 太  上 倉 真一郎  金 城 絵里子  佐 敷 孝 治 

佐久間 聖 子  伊良部 長 純  鈴 木 一 郎  田 中 花 子  名 護 さおり  石 原   健 

 

（人数終了まで） 

 １．入力内容 

   ①団体名 

   ②演奏人数（指揮者は人数に含みません） 

   ③指揮者名（氏名の幅は７文字（姓３文字＋スペース１文字＋名３文字）を基本） 

④１曲目の曲名・作曲者名・編曲者名 

⑤２曲目の曲名・作曲者名・編曲者名 

⑥登録者名簿（氏名の幅は７文字（姓３文字＋スペース１文字＋名３文字）を基本） 

 

外国の曲は、カタログやインターネット検索を利用して曲名･作曲者･編曲者・出版社等の 

日本語読みを確実にご記入下さい。 

 

２．入力・提出方法について 

 ・使用ソフトウエアは、マイクロソフト『ワード』を使用ください。 

 ・用紙はＡ４サイズ、横置き横書き フォントは、明朝体１０．５ポイントとします。 

   ・１行６名入力して改行して下さい。縦列は人数終了までとします。  

   ・旧字体、特殊文字については★にし、プリントアウトした用紙に手書きで記入頂き、提出下さい。 

   ・漢字圏以外の外国人の表記は、カタカナでお願いします。 

・１人の氏名の幅は全角７文字（姓３文字＋スペース１文字＋名３文字）を基本とします。 

・人名と人名の間には全角２スペースを入れて下さい。 

・データをプリントアウトしたＡ４用紙１枚を参加申込書と共に提出してください。 

・名前に均等割り付けを使用しないで下さい。 

＊プログラムへの掲載を原稿とは異なる表記をする場合もあります。予めご了承ください。 

    



３．提出（メール送信・参加申込書郵送） 

・メール件名、ファイルの名は団体名（例：○○中学校）とします。 

  ・ファイルを開くためのパスワードが必要な場合、必ずパスワードも送信して下さい。 

・プログラムへ名簿の掲載を希望しない団体も登録名簿は提出（送信）します。 

・プログラムへ名簿を掲載しない団体は、申込書へチェックして下さい。 

   データ送信先  okinawa.suiren@gmail.com  

 

※メール受信後、事務局より返信メールを送信致します。５/１３（金）12 時までに 

返信メールが届かない場合は、事務局までお問合せください。 

・返信メールは、自動配信ではありません。 

  

  （C）参加申込書（押印） 

    

（D）アナウンス原稿 

    

（E）ステージ配置図・・・・・簡潔に、正確に記入し、コピーして３部提出してください。 

   ＊ステージ配置図に、変更がある場合は６／８（水）までに事務局へＦＡＸ送信ください。 

 

（F）前売りチケット申込書・・・・・ 必要な団体のみ 

＊今大会は、学校職員チケット（御招待券）の発行は、いたしません。ご了承ください。 

＊出演団体の学校長のみご招待状を郵送させていただきます。 

 

（G）出演順調整申請書（押印）・・・・申請団体のみ 

 

（H）参加料振込確認書（郵便局払込票領収書コピー）・・・参加料１，０００円×（参加人数） 

 

   ＊プログラム原稿のプリントアウト 

   

※合同出演する団体 

①各団体でそれぞれ提出する物 

・入力シート（Excel データ）送信  ・参加申込  ・参加料 

②代表団体でまとめて提出する物 

・プログラム原稿（名簿）送信  ・アナウンス原稿  ・ステージ配置図 

・プリントアウト（プログラム原稿） 

 



Ⅲ 入場券に関する事項 

一般券  １，５００円 

学生券  １，０００円（小学生～高校生） 

※客席で鑑賞された方は、チケットの裏面へ氏名・住所・連絡先・座席番号をご記入頂きます。 

 

◆当日券販売・・・当日会場の集客状況により販売 

（大会開催時の県内の感染状況によっては、当日券の販売を中止する場合もあります。） 

◆外出証は発行いたしません。 

＊一度ホールから出られての再入場には、再度チケットをご購入いただきます。 

◆出演証の発行はいたしません。 

   ◆リボン入場は出来ません。ロビー及び客席への入場にはチケットが必要です 

   ◆入場券をお忘れになられた場合は、いかなる事情であっても入場できません。 

◆入場券の払い戻し、再発行はいたしません。ただし、新型コロナウイルス感染拡大防止のため 

    来場を自粛された方は、各団体の顧問の先生（責任者）を通して、吹奏楽連盟事務局へご連絡く 

ださい。チケット代金の返金対応をいたします。 

＊チケット購入後の体調不良や濃厚接触者と接触のあった方また、保健所より濃厚接触者と判断 

された場合など 

   

Ⅳ 出演順調整 

          出演順の調整を希望する団体へ 

出演順は、本部抽選で決定します。 

但し、学校行事や検定試験等で出演日の調整を希望する団体は、 

所属長・学校長名の文書を ５月１２日（木）１４時までに「入力シート」へ 

必要事項を入力し、事務局へメール送信ください。 

※原本は、押印し参加申込書と一緒に郵送ください。 

＊申し出のあった団体については常任理事会にて検討し、出演順の調整を行います。 

   ①各団体の所属長から「沖縄県吹奏楽連盟 会長 宮里  哲」宛の文書にすること。 

   ②出演順調整を希望する理由を明記すること。 

   ＊時間の指定は受付出来ません。（○○時頃、○○時以降等の希望は受付致しません） 

   以上のことを遵守して下さい。 

   ※詳しくは入力シート（G）の（出演順調整申請書）をご確認ください。 

※出演順は、決まり次第出演団体へ郵送いたします。 

※本連盟ホームページでもご確認いただけます。 



Ⅴ その他 ≪必ずお読み下さい≫ 

１．新型コロナウイルス感染拡大防止のため、チューニング室や舞台裏へ出入が出来るのは、 

指揮者１名と演奏者、引率者１名です。（リボンを２名分お渡しします） 

＊大会当日、名簿の確認を行います。 

 

  ２．チューニング場は、調整中です。 

 

３．打楽器は固定とします。 

    ＊スネア、シンバル、小物、ステック、マレット等は各団体の物を使用ください。 

 

※次の打楽器については本連盟にて用意します。 

※打楽器の配置は固定（舞台下手側のフロア）になります。打楽器の多少の移動は可 

 

※ご注意：各楽器の専用マレットを使用下さい。 

     グロッケンやシロフォンのマレットを、マリンバに使用する等が無いようにお願いします。 

 

  ４．打楽器が固定のため、打楽器運搬補助員は配置いたしません。小学校の出演団体のみ移動等で 

＊保護者のお手伝いが必要な場合は、事務局へ連絡ください。（事前に連絡） 

 

５．ピアノ使用料の納入について（使用団体のみ） 

    ＊ピアノ使用を希望する団体は、参加申込書の【ピアノ使用について】の欄に「ある」「なし」 

     でご記入ください。尚、ピアノは上手奥に固定致します。（多少の移動は可） 

    ＊大会当日になって、ピアノ使用を申し出ても許可することは出来ません。 

＊ピアノを使用する団体は、使用料をご負担いただきます。（使用団体で均等割り）。大会当日郵

便局の払込用紙をお渡ししますので、後日のお支払いをお願いします。 

 

６．吹奏楽祭出演について、１名２団体までの出演となります。尚、指揮者は回数に含みません。 

    ＊一般団体の責任者は、出演者へ必ずお伝えください。 

 

 

①ティンパニー４台  ②バスドラム  ③ドラムセット  ④ゴング（銅鑼）   

⑤チャイム ⑥グロッケン  ⑦シロフォン  ⑧マリンバ  ⑨ビブラフォン 

※楽器のピッチはＡ＝４４２Ｈｚ 



７．変更届について 

     

    ①曲目変更 ⇒ 申込書・アナウンス原稿を提出下さい。 

（所属長印（学校長）を押印し、原本を事務局へ郵送下さい。） 

 

 ②登録人員変更 ⇒ プログラム原稿を提出下さい。（ＦＡＸ送信） 

     ＊吹奏楽祭のみメンバーを増やすことができます。６月１日（木）までに変更届を 

      提出頂いた団体は、プログラムへ氏名掲載が可能です。６月１日（木）を過ぎますと 

      出演は可能ですが、プログラムへの氏名掲載は出来ません。 

     ＊人数が増えた団体は大会当日、団体受付で追加出演料の払込用紙を受け取り郵便局より 

お支払いをお願いします。 

 

変更届の締め切：６月１日（木）１４時必着 

 

提出書類は、沖縄県吹奏楽連盟ホームページよりダウンロードできます。 

沖縄県吹奏楽連盟ホームページ http://wｗw.ajba.or.jp/okisuiren/ 

 


