
第34回泉南地区合唱フェスティバル

開　催　要　項

開催日時　2019年11月23日（土■祝）

会　　場　エブノ泉の森ホール大ホール　℡　072－469－7101

開　　演　13時（開場12時30分）

終　　演　16時05分

1受付と出演手続きについて

受付と精算は、地下1階の楽屋ロビーで10時～11時までに済ませてください。

参加人数に変更のない団は受付のみ、変更のある団は、精算をお願いします。

2　控室、リハーサル圭、客席の割り振りは別紙をご参照ください。

3　控室は施錠しないので、貴重品は各自管理してください。

控室には椅子が無いので、各団ごとに敷物を用意してください。

4　昼食は楽屋ロビー、控室をご利用ください。ゴミは各自お持ち帰りください。

512時45分には、全員ステージ衣装でご着席ください。

6　開演時には、出演順1番の団はステージ蓑下手に待機、2番の団は楽屋ロビーに待機、

3番の団は理事長挨拶後、練習室大より楽屋ロビーにお集まりください。

誘導は係員が致します。その後は4つ前の団が退場する時に速やかに練習室大の

方に移動してください。そこからは係員が誘導します。

7　ひな段は2段です。

1段目　高さ20センチ、幅11メートル、奥行き90センチ

2段目　高さ40センチ、幅11メートル、奥行き120センチ

8　演奏終了後は、そのまま静かに自席に戻り衣装のまま最後まで聴き合いましょう。
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出演順と出演人数　（2019年度）

出演順 俘x����㈱����&8����kﾂ�人　数 

1 �4x5(�ｸﾛｹ�ﾂ�22 

2 ��)>ﾈ�8��ｨﾘx№&2�35 

3 俥9>ﾈﾚﾉ�ｨﾘx№&2�30 

4 �7h6ﾘ8�8ﾘ�ｸ5��21 

5 �4ﾈ886(5�8ｸ7H8ﾈ985亊ﾙ��62�17 

6 ��)>ﾈ�8ﾚﾉ�ｨﾘx№&2�40 

7 �6�7�984��X6��ｸ6��23 

8 �5(�ｸ8�5����(,ﾈ薰�17 

9 �4x9H4�4�8ｨ�ｸ92�26 

10 �5(�ｸ8ｸ�X9H7ﾘ�ｸ7X8ｲ�13 

11 冕h5(�ｸ8ｸ4�5ｸ8ｨ4��18 

12 �6�&��GF��7 

13 �&ｩ�ｨﾘx№&8ﾞ9>ﾈ8�986ﾈ8ｸ5(�ｸ8ｲ�16 

14 �8ﾘ�ｸ5�6��ｸ8(6ｨ�ｲ�9 

15 �&ｩ�ｨﾘx№&87X�ｸ98�X8�4862�20 

16 傚y�ｨ5(�ｸ8�5�+X*謁�*"�15● 

17 俑ﾉ�ｨ5(�ｸ8�5�+ｸ.h*�+｢�30 

18 俑ﾉ�ｨﾘx№&85(�ｸ8ｸ�X8ｸ9H4�4X�ｸ8ｲ�50 

19 �5(�ｸ8ｸ��+ｸ.h*�+｢�23 

20 ��(,ﾉ�ф�&ﾖ���42 

21 �69�ｹ*ﾈﾚﾉ�ｨﾘx№&2�28 

計 �502 
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製トサル時間割（練習室大・マルチスペース）＿＿

2019／9／16

刀練習重大♪

合　唱　団　名 倬���ｭB�

エコー砂川 祷�c�X����c3��

阪南混声合唱団 祷�c3(����cCr�

キャッスルフレンズ岸和田 祷�cC������c�B�

ハミング・バード ����c�h�ﾈ�｣���c#��

エヴァグリーン ����c#8�����c3��

岬コールアゼリア ����cC��ﾈ�｣���cSR�

男声合唱団阪南メンネルコール ����cSx�����c�"�

男声合唱団　ブーン・メイツ ����c�H�ﾈ�｣���c#��

混声コーラス　そよかぜ ����c3������cCb�

コールそよかぜ ����cC����(�c�2�

混声合唱団コール・ルヴオウール ��(�c�X���(�c#��

♪マルチスペース月

合　唱　団　名 倬���ｭB�

泉南市女声合唱団 祷�c�X����c3��

ブJムローズ 祷�c3(����cCr�
・▼■・…・・ 

泉南市混声合唱団 祷�cC������c�B�

コーラス　山の手 ����c�h�����c#��

コール・ザマーブル ����c#8�����c3��R�

CoroGa仕i ����cC������cSR�

ローズノトモニー ����cSx�����c�"�

女声コーラス　しお乱1 ����c�H�����c#��

田尻町混声合唱団 ����c3������cCb�

泉の森Harmony ����cC��ﾈ�｣�(�c�2�

※リノトサル時間は1団体15分、移動時間は2分。
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リハーサル時間割（ステージし

2019／10／22

合唱　団　名 �784�6ﾘ見'R�時　間 偬�傀r�

エコー砂川 �(b�10：00′〉10：06 ���

泉南市女声合唱団 �(b�10：07～10：13 �"�

阪南混声合唱団 �(b�10：14～10：20 �2�

アJムローズ �(b�10：21～10：27 釘�

キャッスルフレンズ岸和田 �(b�10：28～10：34 迭�

泉南市混声合唱団 �(b�10：35～10：41 澱�

ハミング・ノトド �(b�10：42～10：48 途�

コーラス　山の手 �(b�10：49～10：55 唐�

エヴァグリーン �｢�10：58～11：04 湯�

コール・ザマーブル �｢�11：05～11：11 ����

岬コールアゼリア �｢�11：12～11：18 ����

CoroGatti �｢�11：19′－11：25 ��"�

男声合唱団阪南メンネルコール �｢�11：26～11：32 ��2�

ロースソトモニー �｢�11：33～11：39 ��B�

男声合唱団　ブーン・メイツ �｢�11：40～11：46 ��R�

女声コーラス　しおさい �｢�11：47～11：53 ��b�

混声コーラスそよかぜ �(b�11：56～12：02 ��r�

田尻町混声合唱団 � 中 ��(�c�8���(�c���21 

コールそよかぜ �(b�12：10～12：16 ����

泉の森Harmony �(b�12：17～12：23 �#��

混声合唱団コ「ル・ルヴオウール �(b�12：24～12：30 ����

※リハーサル時間は1団体6分、移動時間は1分。
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リ八一サルタイムスケジュール

2019／9／16

出演順 俘x№&9kﾂ�ピアノ �ｸ���R�マルチスペース �5�6X�ｸ5r�

1 �4x5(�ｸﾛｹ�ﾂ�中 祷�c�X����c3�� ����c�������c�b�

2 ��)>ﾈ�8��ｨﾘx№&2�中 ��9：15′）9：30 ����c�x�����c�2�

3 俥9>ﾈﾚﾉ�ｨﾘx№&2�中 祷�c3(����cCr� ����c�H�����c#��

4 �7h8ｨ8�8ﾘ�ｸ5��中 ��9：32～9：47 ����c#������c#r�

5 �4ﾈ886(5�8ｸ7H8ﾈ985亊ﾙ��62�中 祷�cC������c�B� ����c#������c3B�

6 ��)>ﾈ�8ﾚﾉ�ｨﾘx№&2�中 ��9：49～10：04 ����c3X�����cC��

7 �6�7�984��X6��ｸ6��中 ����c�h�ﾈ�����c#�� ����cC(�����cC��

8 �5(�ｸ8�5����(,ﾈ薰�申 ��10：06～10：21 ����cC������cSR�

9 儘�9H4�5�6x92�下 ����c#8�����c3�� ����cS������c�B�

10 �5(�ｸ8ｸ�X5X7ﾘ�ｸ7X8ｲ�下 ��10：23′〉10：38 ����c�X�����c���

11 冕h5(�ｸ8ｸ4�5ｸ8ｨ4��6�&��襷��下 ����cC��ﾈ�｣���cSR� ����c�(�����c���

12 刮ｺ ��10：40～10：55 ����c�������c#R�

13 �&ｩ�ｨﾘx№&8ﾞ9>ﾈ8�986ﾈ8ｸ5(�ｸ8ｲ�下 ����cSx�����c�"� ����c#h�ﾈ�｣���c3"�

14 �8ﾘ�ｸ5�6��ｸ8(6ｨ�ｲ�下 ��10：57～11：12 ����c38�����c3��

15 �&ｩ�ｨﾘx№&8��7X�ｸ98�X8�4862�下 ����c�H�����c#�� ����cC������cCb�

16 傚y�ｨ5(�ｸ8�5�+X*謁���下 ��11：14′）11：29 ����cCx�����cS2�

17 俑ﾉ�ｨ5(�ｸ8�5�+ｸ.h*�+｢�中 ����c3������cCb� ����cSh�ﾈ�｣�(�c�"�

18㌔ 俑ﾉ�ｨﾘx№&8��5(�ｸ8ｸ�X8ｸ9H4�8��ｸ6ﾒ�中 ��(�c�X���(�c#�� ��(�c#H���(�c3��

19 �5(�ｸ8ｸ��+ｸ.h*�+｢�中 ����cC��ﾈ�ﾃ�(�c�2� ��(�c�����(�c�b�

20 ��(,ﾉ�ф�&ﾖ�鳴�中 ��11：48～12：03 ��(�c�x���(�c#2�

21 �69�ｹ*ﾈﾚﾉ�ｨﾘx№&2�中 ��11：31～11：46 ��(�c�8�ﾈ�#�(�c���
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本　番　タ　イ　ム　テ　ー　ブ　ル

2019年度

12‥55　　　　予ベル影アナ「まもなく開演いたします。ロビー　日、携帯電話・HJ

開演2分30秒前影アナ「開演に先立ちまして、…」

開演2分前　　　理事長あいさつ

13‥00　本ベル　司会者、舞台袖で、始まりのあいさつ～

出演順 偬��&9�ﾂ�ピアノ ��H��H鳧ｭB�出演時間（午後） 

1 �*���*(��+8��,"�中 �9Zｨ�����V"�1時00分00秒 エ　コ　　　＿＿攣　一山 �(h�����7分　　0秒 ��鱚�IZ｣��V"�

2 ��(��>ﾈ���8������ｨ��ﾘx��㈱��&2�中 土Zｨ�����V"�1時12分00秒・ 

3 俥8��>ﾈ��ﾚﾈ���ｨ��ﾘx��㈱��&2�中 土%X���V"�1時20分00秒 

4 �7h��8ｨ����8�����8ﾘ�����ｸ����5��中 妬Zｨ��3�V"�1時28分00秒 

．5 �4ﾈ886(5�8ｸ7H8ﾈ985亊ﾙ��62�中 妬Zｨ����V"�1時35分30秒 

6 ��(��>ﾈ���8��ﾚﾈ���ｨ��ﾘx��㈱��&2�中 土Zｨ�����V"�1時42分40秒 

7 �6���7���98��4��X6����ｸ��6��中 妬Zｨ��CYV"�1時50分40秒 

8 �5(�X8���5����(��,ﾈ��薰�中 土Zｨ�����V"�1時58分25秒 

9 儘���9H����4�����4�8ｨ���ｸ��92�下 妬Zｨ��S鰻"�2時06分25秒 

10 �5(���ｸ��8ｸ�X5X��7ﾘ��?���7h8ｲ� 土Zｨ�����V"�2時15分23秒 

11 冕h��5(���ｸ����8ｸ��4���5ｸ8ｨ��4��下 妬Z｣�YV"���Z｣3�V"�2時23分23秒 

2時30分38秒 

12 �6�&��GF��下 妬Zｨ��3�V"�2時40分38秒 

13 俘x����������8�98��6ﾘ5(�ｸ8ｲ� 度��������������2　48　08、 

14 �8ﾘ���ｸ��5���6����ｸ��8(��?��下 ��ｨ�����������������"�2時56分08秒 

15 �&ｩ�ｨﾘx№&8��7h�ｸ98�X8�4862� 妬Zｨ�����V"�3時04分03秒 

16 傚x���ｨ5(���ｸ8�5���+X*�+8��*"�下 妬Zｨ��C�V"�3時11分03秒 

17 俑ﾉ�ｨ5(�ｸ8�5���+ｸ.h*�+｢�中 妬Zｨ���YV"�・3時18分43秒 

18 俑ﾉ�ｨﾘx№&85(�ｸ8ｸ.�8ﾈ9H4�4X�ｸ8ｲ� 土Zｨ�����V"�3時26分58秒 

19 �5(���ｸ��8ｸ����+ｸ��.h��*���+｢�中 土Zｨ�����V"�∠　　　　　ヽ 

20 �8ﾈ��,ﾈ��ｪﾙ?���?ｦ�&ﾖ���中 土Zｨ�����V"�3時42分58秒 

21 �68���ｸ��*ﾈ��ﾚﾈ���ｨ��ﾘx��㈱��&2� 塗�ｨ�H��C�V"�3時50分58秒 

全員合唱とあいさつ ��7コ 5分　0秒 �8鱚S瓜｣3鰻"�

終　演 劔4時03分38秒 

開始時間＋合計時間
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控・室
2019年度

控室名 俶yw�&9�ﾉkﾂ�人数 兀H夊ﾘxﾇi�ﾉ�B�

第1楽屋 �69�ｹ*ﾈﾚﾉ�ｨﾘx№&8�傚y�ｸ�｢�19 ����

第2楽屋 �4x5(�ｸﾛｹ�ﾂ�22 �#"�

第3楽屋 �6�&��GF��7 鼎��

泉南市女声合唱団 �3B�

第4楽屋 俥9>ﾈﾚﾉ�ｨﾘx№&8�傚y�ｸ�｢�21 鉄b�
阪南メンネルコール（女性） �"�

女声コーラスしお乱l ��R�

岬コールアゼリア ����

第5楽屋 �4x9H4�4�8ｨ�ｸ92�26 ���"�

ハミング・ノトド �#"�

コールそよかぜ �#2�

混声合唱団］－ル・肌ド〃トル（女性） �3��

男性合唱団ブーン・メイツ（女性） ���

第6楽屋 冏ｹYB� ��

地下控室1（右手前） �69�ｹ*ﾈﾚﾉ�ｨﾘx№&8��&ｩ�ｸ�｢�9 湯�

地下控室2（右手奥） ��)>ﾈ�8ﾚﾉ�ｨﾘx№&8��&ｩ�ｸ�｢�13 ��2�

地下控室3（左手） �5(�ｸ8ｸ�X5X7ﾘ�ｸ7X8ｲ�13 ��2�

練習室小 ��)>ﾈ�8ﾚﾉ�ｨﾘx№&8�傚y�ｸ�｢�27 �#r�

マルチスペース（裏） ��(,ﾉ�ф�&ﾔ���傚y�ｸ�｢�32 �3"�

大会議室（2階） �&ｩ�ｨﾘx№&8ﾞ9>ﾈ8�986ﾈ8ｸ5(�ｸ8ｲ�14 塔R�

男声合唱団　ブーン・メイツ ����

混声コーラスそよかぜ（男性） ����

泉の森Harmony（男性） ����

混声合唱団コール・ルヴオウール（男性） �#�?��

阪南混声合唱団（男性） 湯�

ハミング・バード男性指揮者 ���

キャッスルフレンズ岸和田男性指揮者 ���

泉南市女声合唱団の男性指揮者 ���

中会議室（2階） 俑ﾉ�ｨ5(�ｸ8�5�+ｸ.h*�+｢�20 鉄��プリムローズ �#��

ローズハーモニー 湯�

小会議室（2階） �5(�ｸ8�5����(,ﾈ薰�17 �32�

キャッスルフレンズ岸和田 ��b�

合　計 剴S�"�

※マルチスペース（裏）へは地下1階第4楽屋の先の階段をご利用下乱l。
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率奈落
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舞 台

花

道

2階　344席
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