あなたもAOIのステージで

演奏してみませんか！

静岡

室内楽フェスティバル2022

アマチュア･
アンサンブルの日♪
12回

第

参加者募集！

静岡の室内楽をより豊かにするために、
静岡音楽館AOIはアマチュアのアンサンブルを応援します。
締

切

2022年4月22日（金）必着

参 加 費

無料

募集定数

24組（無審査･多数抽選）

開 催 日

2022年11月23日（水･祝）

［主催］静岡音楽館AOI 指定管理者（公財）静岡市文化振興財団

コンサートの概要
①日
時：2022年11月23日
（水･祝）12：00 開演 ※20：00 終演予定
②会
場：静岡音楽館AOI・ホール
（8階）静岡市葵区黒金町1-9
③入 場 料：無料（申込不要）※ただし定員によりご入場をご遠慮いただく場合があります。

参加について
①募集定数：24組（無審査･多数抽選）
②参 加 費：無料
③演奏曲目：自由。原則としてクラシック音楽の室内楽曲、
または邦楽の合奏曲。1組15分以内。
※演奏時間が15分以内であれば複数曲の演奏も可。
※組曲や複数の楽章から成る作品からの抜粋は可能ですが、曲の途中からの演奏はできません。自作品や即興なども可。

応募資格
①趣味で室内楽を愉しむアマチュアのアンサンブル。
※プロとして演奏活動を行う方、音楽高校･音楽大学･音楽専門学校･それらに類する教育機関に在学中、及び指導されている方はご応募いただけません。

②2名から17名までのアンサンブル
※独唱、重唱、合唱などの声楽を除く。声楽を含むアンサンブルは可。
※エレキギター、
エレクトーンなどの電気楽器、電子楽器およびマイクやピックアップなどの拡声装置はご使用いただけません。

③静岡県を拠点に活動するアンサンブル。
メンバーの半数以上が、静岡県内に在住、通勤、通学中の方、
もしくは、静岡県
出身者（本籍のある方、もしくは1年以上居住していたことのある方）。
④2022年11月23日
（水･祝）第12回 アマチュア･アンサンブルの日♪ に必ず参加できる方。
※2022年10月1日
（土）18：00より静岡音楽館AOIにて説明会を行います
（1時間程度）。当選団体は必ず1名ご出席ください。

応募方法
参加申込書を記入の上、静岡音楽館AOIへ郵送、
またはご持参ください。

ピアノ（スタインウェイD-274、A＝442）2台
チェンバロ（フレンチ･タイプ、2段鍵盤（E～G、64鍵）、A＝392、415、440）1台
ティンパニ（ペダル･チューニング）4台（30”、28”、25”、22.5”）
マリンバ（A～C、51音、A＝442）1台
チャイム（C～F、18音、A＝442）1台
大太鼓（36”、打面水平不可）1台
椅子
ピアノ椅子（5脚まで）
譜面台 ※ただし原則持参
折りたたみ譜面台（17本まで）※ただし原則持参

留意事項
①出演の順番、時間などの指定はできません。
②「静岡音楽館AOIが用意する楽器」以外の楽器はご用意ください。
③交通費・宿泊費及びリハーサルにかかる経費はご負担ください。
④駐車場はありません。楽器搬入等で一時的に必要な場合は、申込書備考欄にご記入ください。
⑤当日の施設及び備品の使用料は不要です。
また、
ピアノ、
チェンバロの調律料、音楽著作権使用料は静岡音楽館AOIが負担します。
⑥静岡音楽館AOIの楽器の特殊奏法（ピアノの内部奏法等）
はできません。
⑦譜めくり等は各自でご手配ください。
⑧楽器の配置などは参加者のご希望に添えない場合があります。
⑨当日のリハーサルはリハーサル室で行います。
⑩参加者には写真･録音を有償でご提供いたします。
⑪お申込み後の編成、曲目の変更はできません。予めご了承ください。
⑫新型コロナウイルス感染症の状況等によっては無観客ライヴ配信で実施させていただく場合があります。

り

静岡音楽館AOIが用意する楽器、備品

と

結果は5月31日
（火）
までに郵送にて通知します。

り

締切：2022年4月22日
（金）必着

き

※提出書類は返却いたしません。
※記入漏れや不備は参加対象外となる場合があります。
※静岡音楽館AOIにご持参いただいた場合は、受理のみ行います。その場での提出物の点検、確認等はいたしません。
※記入事項はチラシ、
プログラム等のための重要なデータとなりますので、遺漏のないよう正確に記載してください。
※ひとつの団体からの複数のお申込みはご遠慮ください。

静岡

室内楽フェスティバル2022

受付

第12回 アマチュア･アンサンブルの日♪ 参加申込書

※ＡＯＩ記入

/

/

No.

ふりがな

団

体

名
代表者名：
住所：〒

連

絡

先

TEL：
（

）

−

FAX：
（

）

−

携帯電話：
E-mail：
編成

き

編成

り

（最大17名）

と

※楽器と人数を記載

※PCメールアドレス（携帯メール不可）

※楽器と人数を記載

※使用する楽器、備品なども記載してください。
※「静岡音楽館AOIが用意する楽器」で実際に使用する楽器に○をご記入のうえ、数をご記入ください。
※使用する椅子や譜面台の数をご記入ください。なお、持ち込みの場合は空欄でお願いいたします。

数量
台

ピアノ

数量
台

大太鼓

り

チェンバロ

台

椅子

脚

ティンパニ

台

ピアノ椅子（5脚まで）

脚

マリンバ

台

チャイム

台

持ち込み楽器等

※①メンバーの氏名 ②それぞれのパート ③音楽歴（学歴、演奏歴、賞歴）
④応募者資格に該当する静岡県内市町村名、及び出身・在学･通勤・通学を明記のこと。
（ 欄内に書き込めない場合は別紙添付も可。）

団体の
プロフィール
（合計

名）

演奏曲目
作曲者名

作品名（楽章明記）

調性

作品番号

編曲者名

演奏時間

1

分

秒

2

分

秒

3

分

秒

4

分

秒

5

分

秒

備考
〈個人情報の取扱いについて〉ご記入いただいた個人情報は、本事業の目的および静岡音楽館AOIのご案内以外には使用しません。

コンサートシリーズ 2022-23
1期

2022 第

3/5（土）より発売（静岡音楽館倶楽部会員先行発売 2/26（土）より）

3期

2023 第

10/15（土）より発売（静岡音楽館倶楽部会員先行発売 10/8（土）より）

5/26（木）11:30開演（10:45開場）※12:30終演予定

2023

梯剛之･プレイズ･ゴルトベルク変奏曲

ディオティマ弦楽四重奏団

ランチタイム･コンサート

1/14（土）15:00開演（14:15開場）

6/8（水）19:00開演（18:15開場）

1/21（土）15:00開演（14:15開場）

諏訪内晶子 ヴァイオリン･リサイタル
6/26（日）16:00開演（15:15開場）

オーケストラを聴こう

フランス音楽の色彩、ロマン、そしてモデルニテ

～C.フランク 生誕200年～

7/9（土）14:00開演（13:15開場）※16:30終演予定

義太夫･鶴澤藤蔵 三味線の世界

2期

2022 第
静岡

6/18（土）より発売（静岡音楽館倶楽部会員先行発売 6/11（土）より）

日本歌曲の系譜Ⅱ

～橋本国彦、平井康三郎、伊福部昭とその周辺～

2/4（土）15:00開演（14:15開場）
子どものためのコンサート

サクソフォン･ワンダーランド

～アニメ映画音楽とミュージカルの名曲をサクソフォン四重奏で綴る～

2/16（木）11:30開演（10:45開場）※12:30終演予定

ランチタイム･コンサート

三村梨紗 トランペットの輝き

室内楽フェスティバル2022

9/3（土）15:00開演（14:15開場）

アルディッティ弦楽四重奏団 ＆ 野平一郎（ピアノ）

～Ⅰ.クセナキス 生誕100年～

新型コロナウイルス感染症予防措置の徹底を前提として定員の

9/10（土）18:00開演（17:15開場）

発売後、状況により指針が厳しくなった場合、条件によっては払

「静岡の名手たち」オーディション合格者によるコンサート

100％の座席を使用しての発売を予定しております。

第26回

戻を伴う販売のやり直しをさせていただく場合がございます。

10/15（土）15:00開演（14:15開場）

ご不便をお掛けし誠に恐縮ですが、
ご理解ご協力の程宜しくお願

吉野直子（ハープ）池田昭子（オーボエ）福田進一（ギター）
ジョイント･コンサート

いいたします。

11/12（土）18:00開演（17:15開場）

AOI･レジデンス･クヮルテット
11/23（水･祝）12:00開演（11:30開場）※20:00終演予定
第12回

アマチュア･アンサンブルの日♪

10/22（土）15:00開演（14:15開場）
JAZZ LIVE

木住野佳子 トリオ
12/10（土）15:00開演（14:15開場）

クリスマス★コンサート

森麻季 & 鈴木優人 デュオ・リサイタル
お申込み･お問合せ先

静岡音楽館AOI

「アマチュア･アンサンブルの日♪」係
〒420-0851 静岡市葵区黒金町1-9

TEL.054-251-2200 FAX.054-253-3322
E-mail：info＠aoi.shizuoka-city.or.jp
9：00～21：30

（月曜日休館、
ただし祝日開館、翌平日休館。年末年始12/28～1/4）

静岡音楽館AOI 公式ホームページ

https://www.aoi.shizuoka-city.or.jp

※募集要項がダウンロードできます。

静岡

室内楽フェスティバル2022

第12回

アマチュア･アンサンブルの日♪
2022年11月23日
（水･祝）
12：00 開演（11：30 開場）※20:00 終演予定
入場無料 申込不要

※ただし定員により入場をお断りする場合があります。
※託児サービスはありません。
※このコンサートは未就学児でもご入場いただけます。
※都合により内容を変更する場合があります。

主催：静岡音楽館AOI 指定管理者（公財）静岡市文化振興財団

