
2021年 3月 

合唱団 各位 

（社）全日本合唱連盟 

北海道支部釧路合唱連盟 

理事長  石田  憲一 

 

第 60回合唱祭の開催について 

 

 表記の大会について下記のとおり開催しますので、各団体は積極的に参加してください。 

今回は、新型コロナウイルス感染リスクを抱えながら開催するため、お客様を呼ばず加盟団体

員のみが客席に着き、「観客」になり「出演者」にもなるという方法で実施いたします。 

なお、当日は感染予防対策を徹底して進めていきます。詳しくは出演要項をご覧ください。 

 

開 催 要 項 

 

1． 主  催 （社）全日本合唱連盟北海道支部釧路合唱連盟 

2． 後  援  釧路市教育委員会・中標津町教育委員会・釧路市文化団体連絡協議会・北海道

新聞釧路支社・釧路新聞社・朝日新聞釧路支局・NHK 釧路放送局・(株)FM く

しろ 

3． 協  賛  ㈱藤プリント・エルム楽器㈱釧路支店・(医）明眸会カケハシ眼科内科・ 

㈱イー・ワークス 

4． 日  時  2021年 7月 11日（日）開場 12:00開演 12:30～16:30（予定） 

5． 会  場  コーチャンフォー釧路文化ホール(釧路市民文化会館)大ホール 

          〒085-0055  釧路市治水町 12-10 TEL (0154)24-5005  

6． 参加資格  全日本合唱連盟に加盟していること。（加盟準備中の団体を含む） 

「当日来場者名簿」に氏名、連絡先電話番号が記載されていること 

原則マスク着用のこと 

7． 参 加 料   ①小・中学生を主体とする団体は参加１名につき７００円 

②高校生は参加１名につき１,４００円 

③大学生及び一般を主体とする合唱団は、出演団員１名につき２,１００円 

※出演者が登録団員数を超えた場合は その人数分を加算する。 

※複数合唱団に出演する団員は、出演する団体が増える毎に 700円加算される 

（メインの所属団体を明記のこと） 

④未加盟団体が合唱祭に出演したい場合は、前記①②③に準じた扱いとする 

8. 不参加団体について 

例年通り不参加団体員も鑑賞可能です。是非来場ください。 

別紙「参加確認書」に必要座席人数を記入提出の上、当日は「当日来場者名簿」 

を提出のこと 

9. DVD販売   一般の観客を呼ばずに実施するので DVD撮影をして販売する 

参加団体には 1セットは贈呈、2セット目以降購入 

不参加団体については最低 1セット（3,000円）購入 

10．演奏時間  演奏時間は、１０分程度とする。ただし団体の紹介はこの時間に含まない。 

11．伴  奏   伴奏は自由。ピアノ１台は主催者で用意をするが、その他は使用する団体で 

用意をすること。 

  

(予定) 



 

12．申込締切  別紙「参加確認書」を 2021年 5月 30日（日）まで必着のこと。 

万が一、新型コロナウイルスの感染が発覚した場合に備え、当日来場者の 

正確な名簿が必要です。「当日来場者名簿」は保護者や付き添いの方も含めて 

連絡先電話番号も必ず明記して当日提出すること 

    申込先：木戸宛   郵送）〒085-0816 釧路市貝塚 2-16-15 

           TEL & FAX）186-0154-42-0973 

  E-mail）v0.0v8413yo@gmail.com 

 

釧路合唱連盟ホームページ URL http://946chorus.wix.com/946chorus        



2021年 3月 

高等学校長 各位 

（社）全日本合唱連盟 

北海道支部釧路合唱連盟 

理事長  石田  憲一 

 

全日本合唱コンクール北海道支部大会[中学・高校部門]釧根地区大会（合唱祭）の開催について 

および 

合唱連盟年会費の納入 

 

 陽春の候、皆様におかれましてはますますご清祥のこととお喜び申し上げます。また、日頃よ

り当連盟の活動にご理解とご協力をいただき感謝申し上げます。 

さて、表記の大会につきまして下記のとおりご案内いたします。貴校合唱部の積極的な参加を

期待しております。 

今回は、新型コロナウイルス感染リスクを抱えながら開催するため、お客様を呼ばず加盟団体

員のみが客席に着き、「観客」になり「出演者」にもなるという方法で実施いたします。 

なお、当日は感染予防対策を徹底して進めていきます。詳しくは出演要項をご覧ください。 

 

開 催 要 項 

 

1． 主  催 （社）全日本合唱連盟北海道支部釧路合唱連盟 

2． 後  援  釧路市教育委員会・中標津町教育委員会・釧路市文化団体連絡協議会・北海道

新聞釧路支社・釧路新聞社・朝日新聞釧路支局・NHK 釧路放送局・(株)FM く

しろ 

3． 協  賛  ㈱藤プリント・エルム楽器㈱釧路支店・(医）明眸会カケハシ眼科内科・ 

㈱イー・ワークス 

4． 日  時  2021年 7月 11日（日）開場 12:00開演 12:30～16:30（予定） 

5． 会  場  コーチャンフォー釧路文化ホール(釧路市民文化会館)大ホール 

          〒085-0055  釧路市治水町 12-10 TEL (0154)24-5005  

6． 参加資格  全日本合唱連盟に加盟していること。（加盟準備中の団体を含む） 

「当日来場者名簿」に氏名、連絡先電話番号が記載されていること 

原則マスク着用のこと 

7． 参 加 料   ①小・中学生を主体とする団体は参加１名につき７００円 

②高校生は参加１名につき１,４００円 

8. 不参加団体について 

例年通り不参加団体員も鑑賞可能です。是非来場ください。 

別紙「参加確認書」に必要座席人数を記入提出の上、当日は「当日来場者名簿」 

を提出のこと 

9. DVD販売   一般の観客を呼ばずに実施するので DVD撮影をして販売する 

参加団体には 1セットは贈呈、2セット目以降購入 

不参加団体については最低 1セット（3,000円）購入 

10．演奏時間  演奏時間は、１０分程度とする。ただし団体の紹介はこの時間に含まない。 

11．伴  奏   伴奏は自由。ピアノ１台は主催者で用意をするが、その他は使用する団体で 

用意をすること。 

  

(予定) 



 

12．申込締切  別紙「参加確認書）を 2021年 5月 30日（日）まで必着のこと。 

万が一、新型コロナウイルスの感染が発覚した場合に備え、当日来場者の 

正確な名簿が必要です。「当日来場者名簿」は保護者や付き添いの方も含めて 

連絡先電話番号も必ず明記して当日提出すること 

 申込先：木戸宛   郵送）〒085-0816 釧路市貝塚 2-16-15 

TEL & FAX）186-0154-42-0973 

E-mail）v0.0v8413yo@gmail.com 

釧路合唱連盟ホームページ URL http://946chorus.wix.com/946chorus 

 

13．全道大会 2021年 ９月１８日（土）・１９日（日）札幌市 

全国大会 2021年１０月３０日（土）・３１日（日）大分県 

 

 

合唱連盟年会費の納入 

  以下の年会費をお支払いください 

①全日本合唱連盟 ５,０００円  ②北海道支部 ６,０００円 

③釧路合唱連盟  ５,０００円     計  １６,０００円 

  



2021年 3月 

中学校長 各位 

（社）全日本合唱連盟 

北海道支部釧路合唱連盟 

理事長  石田  憲一 

 

全日本合唱コンクール北海道支部大会[中学・高校部門]釧根地区大会（合唱祭）の開催について 

および 

合唱連盟年会費の納入 

 

 陽春の候、皆様におかれましてはますますご清祥のこととお喜び申し上げます。また、日頃よ

り当連盟の活動にご理解とご協力をいただき感謝申し上げます。 

さて、表記の大会につきまして下記のとおりご案内いたします。貴校合唱部の積極的な参加を

期待しております。 

今回は、新型コロナウイルス感染リスクを抱えながら開催するため、お客様を呼ばず加盟団体

員のみが客席に着き、「観客」になり「出演者」にもなるという方法で実施いたします。 

なお、当日は感染予防対策を徹底して進めていきます。詳しくは出演要項をご覧ください。 

 

開 催 要 項 

 

1． 主  催 （社）全日本合唱連盟北海道支部釧路合唱連盟 

2． 後  援  釧路市教育委員会・中標津町教育委員会・釧路市文化団体連絡協議会・北海道

新聞釧路支社・釧路新聞社・朝日新聞釧路支局・NHK 釧路放送局・(株)FM く

しろ 

3． 協  賛  ㈱藤プリント・エルム楽器㈱釧路支店・(医）明眸会カケハシ眼科内科・ 

㈱イー・ワークス 

4． 日  時  2021年 7月 11日（日）開場 12:00開演 12:30～16:30（予定） 

5． 会  場  コーチャンフォー釧路文化ホール(釧路市民文化会館)大ホール 

          〒085-0055  釧路市治水町 12-10 TEL (0154)24-5005  

6． 参加資格  全日本合唱連盟に加盟していること。（加盟準備中の団体を含む） 

「当日来場者名簿」に氏名、連絡先電話番号が記載されていること 

原則マスク着用のこと 

7． 参 加 料     ①小・中学生を主体とする団体は参加１名につき７００円 

②高校生は参加１名につき１,４００円 

8. 不参加団体について 

        例年通り不参加団体員も鑑賞可能です。是非来場ください。 

        別紙「参加確認書」に必要座席人数を記入提出の上、当日は「当日来場者名簿」 

を提出のこと 

9. DVD販売    一般の観客を呼ばずに実施するので DVD撮影をして販売する 

参加団体には 1セットは贈呈、2セット目以降購入 

        不参加団体については最低 1セット（3,000円）購入 

10．演奏時間  演奏時間は、１０分程度とする。ただし団体の紹介はこの時間に含まない。 

11．伴  奏  伴奏は自由。ピアノ１台は主催者で用意をするが、その他は使用する団体で 

用意をすること。 

(予定) 



12．申込締切  別紙「参加確認書」を 2021年 5月 30日（日）まで必着のこと。 

万が一、新型コロナウイルスの感染が発覚した場合に備え、当日来場者の 

正確な名簿が必要です。「当日来場者名簿」は保護者や付き添いの方も含めて 

連絡先電話番号も必ず明記して当日提出すること 

 申込先：木戸宛   郵送）〒085-0816 釧路市貝塚 2-16-15 

TEL & FAX）186-0154-42-0973 

E-mail）v0.0v8413yo@gmail.com 

釧路合唱連盟ホームページ URL http://946chorus.wix.com/946chorus 

 

13．全道大会 2021年 ９月１８日（土）・１９日（日）札幌市 

全国大会 2021年１０月３０日（土）・３１日（日）大分県 

 

 

合唱連盟年会費の納入 

  以下の年会費をお支払いください 

① 全日本合唱連盟 ３,０００円   

② 釧路合唱連盟  ２,０００円     計  ５,０００円 

  



 

2021年 3月 

合唱部顧問 各位 

（社）全日本合唱連盟 

北海道支部釧路合唱連盟 

理事長  石田  憲一 

 

合唱連盟年会費の納入 

および 

全日本合唱コンクール北海道支部大会[中学・高校部門]釧根地区大会（合唱祭）の開催について 

 

  表記の大会について下記のとおり開催しますので、各団体は積極的に参加してください。 

今回は、新型コロナウイルス感染リスクを抱えながら開催するため、お客様を呼ばず加盟団体

員のみが客席に着き、「観客」になり「出演者」にもなるという方法で実施いたします。 

なお、当日は感染予防対策を徹底して進めていきます。詳しくは出演要項をご覧ください。 

 

 

開 催 要 項 

 

1． 主  催 （社）全日本合唱連盟北海道支部釧路合唱連盟 

2． 後  援  釧路市教育委員会・中標津町教育委員会・釧路市文化団体連絡協議会・北海道

新聞釧路支社・釧路新聞社・朝日新聞釧路支局・NHK 釧路放送局・(株)FM く

しろ 

3． 協  賛  ㈱藤プリント・エルム楽器㈱釧路支店・(医）明眸会カケハシ眼科内科・ 

㈱イー・ワークス 

4． 日  時  2021年 7月 11日（日）開場 12:00開演 12:30～16:30（予定） 

5． 会  場  コーチャンフォー釧路文化ホール(釧路市民文化会館)大ホール 

          〒085-0055  釧路市治水町 12-10 TEL (0154)24-5005  

6． 参加資格  全日本合唱連盟に加盟していること。（加盟準備中の団体を含む） 

「当日来場者名簿」に氏名、連絡先電話番号が記載されていること 

原則マスク着用のこと 

7． 参 加 料     ①小・中学生を主体とする団体は参加１名につき７００円 

②高校生は参加１名につき１,４００円 

8. 不参加団体について 

        例年通り不参加団体員も鑑賞可能です。是非来場ください。 

        別紙「参加確認書」に必要座席人数を記入提出の上、当日は「当日来場者名簿」 

を提出のこと 

9. DVD販売 一般の観客を呼ばずに実施するので DVD撮影をして販売する 

参加団体には 1セットは贈呈、2セット目以降購入 

        不参加団体については最低 1セット（3,000円）購入 

10．演奏時間  演奏時間は、１０分程度とする。ただし団体の紹介はこの時間に含まない。 

11．伴  奏  伴奏は自由。ピアノ１台は主催者で用意をするが、その他は使用する団体で 

用意をすること。 

  

(予定) 



 

12．申込締切  別紙「参加確認書」を 2021年 5月 30日（日）まで必着のこと。 

万が一、新型コロナウイルスの感染が発覚した場合に備え、当日来場者の 

正確な名簿が必要です。「当日来場者名簿」は保護者や付き添いの方も含めて 

連絡先電話番号も必ず明記して当日提出すること 

 申込先：木戸宛   郵送）〒085-0816 釧路市貝塚 2-16-15 

TEL & FAX）186-0154-42-0973 

E-mail）v0.0v8413yo@gmail.com 

 

13．全道大会 2021年 ９月１８日（土）・１９日（日）札幌市 

全国大会 2021年１０月３０日（土）・３１日（日）大分県 

 


