
 

 

 

第２４回 うつのみやジュニア芸術祭 学校音楽祭 

開 催 要 項 

 

 

 

 １．趣 旨  宇都宮市および上三川町の小中学校児童・生徒が一堂に集まり，日頃の練習の成果を 

発表し，学校音楽教育の振興に資するとともに広く市民・町民に公開することにより， 

児童・生徒の音楽活動に対する関心と理解を深めてもらうことを目的とします。 

２．主 催  うつのみやジュニア芸術祭実行委員会 （事務局：宇都宮市教育委員会文化課内） 

 ３．後 援  宇都宮市民憲章推進協議会，宇都宮市文化協会，（株）下野新聞社，（株）栃木リビング新聞社 

（予 定） （株）とちぎテレビ，ＮＨＫ宇都宮放送局，宇都宮ケーブルテレビ（株），（株）栃木放送 

（株）エフエム栃木，タウン情報もんみや， 宇都宮コミュニティＦＭ「ミヤラジ」 

（公財）うつのみや文化創造財団 

４．期日及び日程 

  （１）期 日 令和４年９月２２日（木）・２４日（土） 

  （２）日 程 令和４年９月２２日（木）小学校合唱・合奏（9:30開場 10:00開演） 

令和４年９月２４日（土）中学校合唱・合奏（9:30開場 9:50開演） 

※開場・開演の時刻は，参加校数により若干の変更がある場合もあります。 

 

５．会  場  宇都宮市文化会館 大ホール 

 

６．参加資格  宇都宮市および上三川町の小学校・中学校の児童・生徒 

 

７．種目・曲目及び部門 

  （１）種目は合唱・合奏の２種類とします。 

  （２）Ａ・Ｂの２部門をもうけます。 

Ａ部門：審査を行い，優秀校は県学校音楽祭中央祭に出場する資格が与えられます。 

     Ｂ部門：審査は行いません。 

        （クラブ活動や学年・学級単位等の発表の場として，お気軽にご出場ください。） 

  （３）曲目は合唱・合奏とも自由曲１曲とします。（組曲及びその抜粋も１曲とみなします。） 

     ただし，Ｂ部門はこの限りではありません。 

 

８．出場資格・参加費・演奏時間 

   ※参加費・交通費（バス代）の徴収 

    小学校は，音楽祭当日に受付にて徴収します。 

    中学校は，プログラム編成会議で徴収します。 

学校音楽祭  

新型コロナウイルス感染症対策のため，変更点がございますので十分ご確認

ください。 



 

 

 合唱Ｂ部門においては，マスク着用の有無によって参加人数制限が異なりますのでよくご確認ください。 

  合唱Ａ 合唱Ｂ 合奏Ａ 合奏Ｂ 

出場資格 
1団体のみ  

（学校単位） 
制限なし 

1団体のみ   

（学校単位） 
制限なし 

マスク着用 無 有 無 無 無 

人数 40人以内 
１００人

以内 

５４人 

以内 
５０人以内 ５０人以内 

人と人の間隔（前後左右） １．５ｍ １ｍ １．５ｍ － － 

参加費       
（１プログラムあたり） 

小学校 ５，０００円 ５，０００円 ５，０００円 ５，０００円 

中学校 ７，０００円 ７，０００円 ７，０００円 ７，０００円 

時間 
小学校 ４分以内 ６分以内 ６分以内 ６分以内 

中学校 ４分３０秒以内 ５分以内 ７分以内 ７分以内 

教職員・生徒以外の      

指揮者・伴奏者* 
可 可 可 可 

審査 有 無 有 無 

※参加校増加に伴う，バス費用増加のため，バスを利用される学校につきましては，交通費（バス代）として，児童・ 

生徒１人あたり１００円のご用意をお願いいたします。 

※合唱Ｂ部門において，参加人数制限を超える場合には，人数を分けて参加する等，各学校にて調整ください。 

（但し，参加費は別途お支払いください。） 

※県学校音楽祭中央祭に推薦され出場する場合には当音楽祭と異なる制限がありますので，下記の表を参考にしてください。 

また，今年度の県学校音楽祭中央祭【小学校】は１０月２４日，２５日に栃木県教育会館にて，【中学校】は１０月２４日，

２５日に宇都宮市文化会館にて開催される予定です。 

【参考】県学校音楽祭中央祭（教職員及び児童生徒以外出場の可否） 

  中学校 

指 揮 者 可 

ピアノ伴奏者 可 

 
９．表 彰 
 （１）Ａ部門の出場校に対して，小・中学校の種目別に『うつのみやジュニア芸術祭賞・ 

準うつのみやジュニア芸術祭賞・優秀賞・優良賞』の表彰を行います。 

     表彰式：令和４年１１月２６日（土） 宇都宮市役所１４階大会議室 

     ※感染状況により変更がある場合がございます。 

 （２）小・中学校の各種目で，優秀と認めたものを県学校音楽祭中央祭に推薦します。 

 （３）審査はうつのみやジュニア芸術祭実行委員会が委嘱した審査員があたります。 

 （４）Ｂ部門に参加したすべての団体について，奨励賞を授与します。 



 

 

10．申し込み 

 （１）申し込み期日 

小学校：７月２５日（月）～７月２９日（金） 

     中学校：８月１７日（水）～８月２２日（月） 

（２）申し込み先 

  小学校（合奏） 

 

   （合唱） 

 

中学校 

宇都宮市立 明保 小学校内 学校音楽祭事務局  （ 手塚 正道 宛） 

                                        E-mail: meiho-e@ueis.ed.jp 

宇都宮市立 泉が丘 小学校内 学校音楽祭事務局 （ 神野 敬正 宛） 

                                             E-mail: izumi-e@ueis.ed.jp 

宇都宮市立 泉が丘 中学校内 学校音楽祭事務局 （ 森下 円佳 宛） 

                                             E-mail: izumi-j@ueis.ed.jp 

※小学校の申込みは原則，ミライムで上記担当者宛に送ってください。 

※中学校の申込みは，後日，泉が丘中学校 森下先生より各校に回収ボックス付きのメールが送付されます

ので，そちらの回収ボックスに提出ください。 

※ミライムを利用できない学校は，上記学校代表宛メールに送ってください。 

（３）提出物 

※申込書はプログラム枠ごとに提出してください。また必ず学校長の了解を得るようお願いします。 

・申込書 １部 ※必要事項を必ず記載し，記入もれがないようにお願いします 

・合奏の配置図 

 提出部数 提出時期 

小学校 １部 申込時に提出 

中学校 ２部 プログラム編成会議時に提出 

  ※合唱Ｂ部門で伴奏に合奏を使用する学校は配置図に楽器名，位置(図)等を必ず記載してく 

ださい。 

・バス申込書 １部（希望する学校のみ） 

  ※台数には限りがあり，ご希望に添えない場合がありますのでご了承ください。 

  ※小学校の配車については，事務局で決定させていただきます。 

・小学校の参加校は，観覧希望者（保護者・関係者）名簿を作成し参加人数のみをミライムで９月１２日 

（月）までに担当者（清原北小学校 菅谷 則子 宛）へお知らせください。 

 

 11．その他 

  （１）台風等の影響によるイベント中止の場合は，前日の１２時までに決定し，市ＨＰに掲載すると

ともに，市内公立小中学校については，ミライム掲示板にて周知，その他の小中学校においては

，電話連絡等により参加校あて伝達します。なお，原則として参加料の返金はいたしません。 

※ 一部返金が可能な場合には，後日参加校に連絡いたします。 

※ バス代については，返金いたします。 

県学校音楽祭中央祭への推薦校決定につきましては，各参加校から事務局へ音源媒体を提出い 

ただき，同じ審査員による審査を行い，推薦校を決定するものとします。 

（２）中学校のプログラムは，９月５日（月）に開催するプログラム編成会議で決定しますので，該 

当する中学校顧問は必ず出席をお願いします。また、抽選会後，バス配車計画を行いますので， 

バス申込書を提出された中学校顧問は必ず出席をお願いします。 



 

 

（小学校のプログラム編成は事務局で行いますので，小学校の先生方の出席の必要はありません。） 

この会議以降に，詳細を出場校あてに送付します。 

 ◇中学校プログラム編成会議  

    日程：令和４年９月５日（月）時間：１４時３０分～（受付：１４時～１４時３０分） 

場所：宇都宮市役所１４階 １４Ｂ会議室 

（３）当日使用の楽器はピアノを除き，出場校で準備してください。 

ただし，譜面台６０本は事務局で用意します。 

（４）マイクの使用は，Ｂ部門のみ（ナレーション・朗読等）認めます。 

ワイヤレスマイクを２本用意してあります。舞台配置図に使用の有無を記載してください。 

（５）舞台配置図 

小学校：記入者は，必ず指導者と共通理解を図った上で記載し，配置等の変更のないようにして 

ください。 

中学校：変更する場合は，当日２部提出してください。 

（６）当日は専門業者によるビデオ・写真撮影が入りますので，ご了承ください。 

個人による撮影は肖像権に関わりますので，固くお断りします。万が一，係員の指示に従って 

いただけない場合は，退場していただく場合があります。 

（７）自校分のプログラムの印刷は各学校で行ってください。 

（８）その他不明な点は，下記までお問い合わせください。 

 

小学校（合奏） 

   （合唱） 

中学校 

宇都宮市立明保小学校内 学校音楽祭事務局   （担当者 手塚  電話 648- 2200 ） 

宇都宮市立泉が丘小学校内 学校音楽祭事務局  （担当者  神野  電話  661- 2255 ） 

宇都宮市立泉が丘中学校内 学校音楽祭事務局 （担当者 森下  電話 661- 2508 ） 

 （９）バス運行に関するお問い合わせは，下記にお願いいたします。 

    うつのみやジュニア芸術祭実行委員会事務局 電話 632-2763 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

新型コロナウイルス感染症対策 

（１） 大ホール入口，舞台袖，リハーサル室にアルコール消毒液を準備しますので，適宜ご使用くだ

さい。 

（２） 大ホール入口にて関係者（出演者・顧問・指導者・引率者）及び観客は，非接触型検温器によ

る体温測定を行います。３７．５度以上の場合には入場できません。 

（３） 中学校の関係者は，本番２週間前から検温にご協力ください。３７．５度以上の日がある場合

や，体調が悪い場合には，参加・来場を見合わせてください。（詳細はプログラム編成会議で

お知らせします。） 

（４） 小学校は，各校へ事前申請を行った観覧希望者は，自校の発表のみ観覧可とします。 

ただし，各校で保護者・関係者の観覧希望者名簿を作成してください。 

 (一校ごとに観客の総入れ替えを行います) 

中学校は，各校へ事前申請を行った関係者と一般の方も観覧可とします。(休憩時間を午

前と午後それぞれ複数回設けますので，休憩時間に観客の入れ替えを行います。) 

（５） リハーサル室は，小学校は２箇所，中学校は３箇所を予定しています。常時，機械空調による

換気を行い，未使用時には扉を開けて換気します。 

但し，各部屋とも収容人数の制限がありますので，場合によっては，リハーサルは学校内で行

ったうえで会場入りをお願いする場合があります。 

（６） 舞台雛壇の設営に関しては，飛沫感染防止のため下記のとおりとします。 

小学校（合唱・合奏）：設営なし 

中学校（合唱・合奏）：２段使用可能 

（７）合唱の並び方は，雛壇削減に伴い，市松状に並ぶようにし，下記のように並んでください。 

〔合唱Ａ部門〕 最大８人/列 × ５列まで 

〔合唱Ｂ部門〕 マスク着用時 ：最大１３人/列 × ８列 

        マスク未着用時：最大９人/列 × ６列 

〔合奏Ａ・合奏Ｂ〕演奏に支障がでない範囲で間隔をあけてください。 

（８） 本番時における，出演者のマスク着用は各学校の判断とします。但し，マスク着用の有無によ

り参加人数等に制限がある部門がございます。開催要項をよくご確認ください。 

（９） ピアノ伴奏者は必ず，出演直前に手の消毒を行ってください。 

（10） 本番・リハーサル以外ではマスクの着用を徹底してください。 

（11） バスの利用については，１人１席座れるよう配車します。運行中は機械空調による換気，未使

用時には窓を開けて換気を行います。また，随時バス会社による消毒を実施します。 

(12) 本市の感染発生・拡大状況によっては，開催の方法の変更や中止も検討します。県や市の指針

等を踏まえ，事務局及び運営委員で協議の上，決定します。 

  (13) 参加申込後に参加校から感染者（音楽祭参加者に限らず）が確認された場合は，事務局にご報

告ください。参加については，学校長が判断ください。 

 

 

 

 

 

 

 


