
　その主なコンセプトは、「プロの音楽家であれば、自分の実力で世に認められるよう、自分で

　道を開きましょう」「演奏に専念できるよう、煩雑な業務等の障害は取り除き、私たちや行政

　ができるかぎり支援をします」というものです。

　したがって、出演者には出演料は支払われません。チケットも自分で売って聴衆を集め、自分

　の手で音楽会を作り上げてください。私たちは、演奏会に係るマネージメントを受け持ち支援

　をいたします。出演者と市民とによる手作りの素晴らしい音楽祭を創り上げよう、という狙い

　です。音楽家の皆さんが勇気を持って、湧き上がるように現れて、多くの演奏会が開かれるも

　のと期待します。

　ジュニア部門・指揮者部門（コンチェルト演奏会）やオーケストラ演奏会を設け、全国的にも

　稀少な機会を提供しております。奮ってご応募ください。

　どうぞ、皆さんの力でより良い音楽祭にしていきましょう。

　　　　　　　　　　　　　■　コンチェルト演奏会　　

プロの演奏家、専門的に学ぶ学生による

第11回

　

　この音楽祭は、意欲と実力がありながら自力で演奏会を開くことが困難な音楽家や音楽を学ぶ

　学生の方々にその機会を提供しようとするものです。

　　　湧 き 上 が る 音 楽 祭
in　北九州

　　　　　　　　　　　　　■　独創企画演奏会　　

　　　　　　　　　　　　　■　室内楽演奏会　　

北九州国際音楽祭市民企画委員会

主　催

　　　　　　　　　　　　　■　オーケストラ演奏会　　



Ⅰ 湧き上がる音楽祭in北九州　実施規定
■　コンチェルト演奏会　　
　主旨

その才能を広く紹介するとともに、この舞台経験を生かした活動や今後

の飛躍が期待される人材の育成を目指します。

　開催期日 　　　２０２０年８月１０日(月・祝）

　開催会場 　　　北九州市立響ホール（客席約７００）

　リハーサル 　　　２０２０年８月６日（木）〜８月９日（日）

　　　　　 ※リハーサルは、1人(組)につき２回（２コマ）〜です。

　ソリスト部門 　　　応募者の中から選出されたジュニアを含む３名程度

　　　ピアノ・弦楽器・管楽器および声楽の独奏・独唱者

　指揮者部門 　　　応募者の中から選出された１名程度（4,5頁Ⅱ出演者募集の項を参照）

  管弦楽 　　　北九州グランフィルハーモニー管弦楽団

　演奏会の構成 　　　協奏曲・交響曲/山下一史指揮、管弦楽曲／公募指揮者

　ゲネプロ 　　　本番当日のゲネプロは、部分リハーサルとなる場合があります。

　参加料 　　　マネージメント料として、ソリストおよび指揮者：７万円（重奏、重

　　　唱は１０万円）、その他にチケットを１２０枚を買い取り、販売して

　　　いただきます。

　　　なお、出演者は、販売手数料としてチケット１枚につき、入場料金の

　　　７０％を取得できます。（事務局に３０％を納入）マネージメント料

　　　は出演決定後に、規定枚数１２０枚を含むチケット販売料金は公演終

　　　了後に納入していただきます。　※オーディション料金は別途必要。

　入場料 　　　３，０００円

　主旨 日頃から研鑽に励む優れた地元音楽家にその実力に相応しいステージを提供

して成果を披露していただき、今後の活動の弾みとなるよう支援いたします。

　開催期日 　　　２０２０年８月１６日(日）,１８日(火）,１９日(水）

　開催会場 　　　戸畑市民会館中ホール［ウェルとばた内］（客席約３００）

　演奏会の形式 　　　リサイタル形式でおこなう室内楽の演奏会

　演奏会の構成 　　　３日間３公演。１日１公演、１公演は１〜２組で構成されます。

　演奏形態 　　　器楽(和楽器を含む)・声楽のソロ、またはアンサンブル

　公演時間 　　　１公演約２時間（１組40〜60分）　１公演１組の場合は90〜120分

　演奏曲目 　　　自由。ただし、クラシックまたはクラシックに準ずる曲。

　リハーサル 　　　８月１５日(土）および本番当日、ステージリハーサルができます。

　舞台設備条件 　　　調律済ピアノ１台(スタインウェイ)を用意します。ピアノ使用料は不　

　　　要です。ピアノ２台使用する場合、２台目のピアノに関して使用料は

　　　要りませんが、調律代は出演者負担となります。ＰＡ機器使用不可。

　出演者 　　　応募者の中から選出された個人・団体（6頁Ⅱ出演者募集の項）  

　参加料 　　　マネージメント料として、１組１万円を納入していただきます。

　　　その他にチケット１２０枚を買い取り、販売していただきます。

　　　出演者は、販売手数料としてチケット１枚につき入場料金の７０％を

　　　取得できます。（事務局に３０％を納入）　マネージメント料は出演決定後に、

　　　規定数１２０枚を含むチケット販売料金は公演終了後に、それぞれ納

　　　入していただきます。

　入場料 　　　公演ごとの出演者間で自由に設定します。ただし、１，０００円以上。
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■　室内楽演奏会　　

若き俊英たちにコンチェルト(管弦楽の伴奏つき)演奏の機会を提供して、



■　独創企画演奏会　　
　主旨 クラシックコンサートの既成概念にとらわれない斬新な企画と、同時に制作・

公演を担っていただくことで、地元音楽界のプロデュース力を育成します。
　

　開催期日 　　あ２０２０年８月７日（金）,８月９日（日）

　開催会場 　　　北九州芸術劇場小劇場　（客席約１５０）

　リハーサル 　　あ２０２０年８月６日（木）,８月８日（土）

　演奏会の形式 　　　聴衆参加型、体験型、ダイジェスト型、コラボレーション型など

　演奏会の構成 　　　２日間２公演

　演奏形態 　　　器楽・声楽の演奏を主体とします。

　公演時間 　　　９０分～１２０分程度

　演奏曲目 　　　自由。ただし、クラシックまたはクラシックに準ずる曲。

　舞台設備条件 　　　ピアノ以外の使用楽器、特別な演出（照明、音響など）にかかる経費

　　　は出演者が負担します。舞台スタッフと詳細な打ち合わせを行います。

　出演者 　　　応募者の中から選出された２組（6頁Ⅱ出演者募集の項を参照）

　参加料 　　　マネージメント料として、１組２万円を納入していただきます。

　　　その他にチケット１００枚以上の販売に努めてください。

　　　出演者は、販売手数料としてチケット１枚につき入場料金の７０％を

　　　取得できます。（事務局に３０％を納入）　マネージメント料は出演決定後に、

　　　チケット販売料金は公演終了後に、それぞれ納入していただきます。

　入場料 　　　出演者が自由に設定します。ただし、１，０００円以上。

　公演支援金 　　　チケット販売料金総額の１０％を上限に、適正額を補助します。

■　オーケストラ演奏会　　
　主旨 新生のオーケストラや、幅広く演奏の場、機会を求めるオーケストラを応援

いたします。
　

　開催期日 　　　あ２０２０年８月２２日（土）,８月２９日（土）

　開催会場 　　　戸畑市民会館大ホール［ウェルとばた内］（客席約８００）

　リハーサル 　　　出演決定後、打ち合わせます。

　演奏会の構成 　　　原則として、１日１公演２組（前半、後半の２部構成）

　演奏形態 　　　通常のコンサート形式

　公演時間 　　　１公演１２０分（１団体につき６０分程度）

　演奏曲目 　　　交響曲、協奏曲、管弦楽曲、弦楽合奏曲など。あるいはクラシックに

　　　準ずる曲。

　舞台設備条件 　　　ピアノ及び、反響板、ひな壇、指揮者台、譜面台、奏者椅子、照明等、

　　　通常の演奏会仕様の舞台設備、備品にかかる経費は必要ありません。

　　　但し、特殊な仕様については出演者が負担します。

　出演者 　　　応募団体の中から選出された２団体（6頁Ⅱ出演者募集の項を参照）

　参加料 　　　マネージメント料として、１組５万円を納入していただきます。

　　　その他にチケット２００枚を買い取り、販売していただきます。

　　　出演者は、販売手数料としてチケット１枚につき入場料金の７０％を

　　　取得できます。（事務局に３０％を納入）　マネージメント料は出演決定後に、

　　　規定数２００枚を含むチケット販売料金は公演終了後に、それぞれ納

　　　入していただきます。

　入場料 　　　出演者間で自由に設定します。ただし、１，５００円以上。
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Ⅱ 出演者募集要項
　各演奏会は、以下の規定に則り、出演者を募集いたします。

　後ろ頁の「申込書」にて、お申し込みください。

■　コンチェルト演奏会　　

ソリスト（オーケストラとの共演者）の募集

　応募資格 ①　一般　　：年齢不問。但し、開催主旨にそったものであること。

　　ジュニア：小学校４年〜・中学校・高等学校生(2020年7月1日時点）

②『湧き上がる音楽祭登録音楽家』の条件を満たしていること。（Ⅲ参照）

　募集種別 一般　　：　独奏（ピアノ、弦楽器、管楽器）・独唱　２名(組)程度

ジュニア：　独奏（ピアノ、弦楽器、管楽器）　１名(組)程度

　演奏曲目 一般：ベートーヴェン以前の作曲家の協奏曲全楽章の演奏。

　　　声楽は、モーツァルト［フィガロ、ドン・ジョヴァンニ、魔笛］から

ジュニア：ベートーヴェン以前の作曲家の協奏曲より一つの楽章。

　　　（緩徐楽章を除く）

選曲に際しては、以下の点に留意してお申し込みください。

①　第３希望曲まで提出できる。

　②声楽は管弦楽伴奏付の楽曲１０～２０分、２曲以上可。②　声楽は１０～２０分、２曲以上可。本番の組み合わせで提出すること。

　　他の楽曲については、④に従う。

③　独奏者、独唱者が２人以上の楽曲可。(２台ピアノは除く）

④　オーケストラ２管編成の楽曲。楽譜が入手困難なものは除外すること。

　　５頁下段の※楽譜、※除外曲、※オーケストラ編成を参照ください。

オーディション 以下の手順でオーディションを行い、出演者を決定いたします。

　(実技審査） 日程　　 ２０２０年５月７日(木）

会場 北九州市立響ホール

※ 前日の５月６日(水）にステージリハーサルができます。

①提出した曲の中から１曲を選択し、演奏していただきます。

　演奏曲は、２０２０年３月２７日（金）までに事務局へ申告してください。。

②オーディションと演奏会本番は同一曲です。

③オーケストラパートはピアノで行い、伴奏者は各自で同伴してください。

　それにかかる経費は当事者が負担してください。

④演奏は視奏可。伴奏トゥッティはカット可。

⑤受験料は、一般１人(組）30,000円、ジュニア１人（組）20,000円。

　うち10,000円は、応募時に※欄の銀行口座へお振込みください。　

　残りは、当日、受付にてお支払いください。

⑥審査結果は、即日郵便にて通知いたします。

　審査員 山下一史 指揮者　東京藝術大学指揮科招聘教授

第10回、第11回湧き上がる音楽祭コンチェルト演奏会指揮者

楠本隆一 ピアニスト　大分県立芸術文化短期大学非常勤講師

第1回〜第９回湧き上がる音楽祭コンチェルト演奏会指揮者

上野美科

ほかに応募種に応じて、審査員を委嘱します。
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北九州グランフィルハーモニー管弦楽団コンサートマスター



指揮者の募集

　応募資格 専門的に指揮の指導を受けている方、或いは指揮の研修・勉強をしている方。

またはプロの指揮者。『湧き上がる音楽祭登録音楽家』条件を満たしていること。

出身地、居住地などは問いません。（Ⅲ参照）

　募集人数 １名程度

　演奏曲目 １５分程度の管弦楽曲（交響曲の任意の楽章も可）

ただし、選曲に際しては、以下の点に留意してお申し込みください。

①　第３希望曲まで提出できる。

②　ベートーヴェン以前の作曲家の作品

③　オーケストラ２管編成の楽曲。楽譜が入手困難なものは除外すること。

　　５頁下段の※楽譜、※除外曲、※オーケストラ編成を参照ください。

③　②以外に希望曲があれば、③に従う。

オーディション 日程　　２０２０年５月７日(木）　　

　(実技審査） 会場　　北九州市立響ホール

①提出した曲の中から一曲を選択し、演奏していただきます。

　演奏曲は、２０２０年３月２７日（金）までに事務局へ申告してください。

　伴奏用の２台ピアノ譜を用意し、４月３日（金）必着で郵送してください。

②オーディションと演奏会本番は同一曲です。

③オーケストラパートは２台ピアノ（事務局負担）で行います。

④受験料は１人(組）30,000円とします。

　うち10,000円は、応募時に※欄の銀行口座へお振込みください。　

　残りの20,000円は、当日、受付にてお支払いください。

⑤審査結果は、即日郵便にて通知いたします。

　審査員 ソリストオーディションと同様。

　音楽祭リハーサル 指揮山下一史氏によるリハーサル立ち会いとコーチングを受けることができ

ます。音楽祭期間中、他のすべてのリハーサルに立ち会うことができます。

　奨学金 遠方からの出演者、特に学生は、他団体からの給付型奨学金を受けることが

できます。内容については、事務局にお問い合わせください。

以下、ソリストおよび指揮者部門ともに共通です。

※楽譜 一般に市販された楽譜でも入手が難しいもの、またはレンタルに限られる楽

（オーケストラ譜） 譜など様々ございますので、お申し込みされる前に予め楽譜について確認を

お願いいたします。入手経路、納期などが不明の楽曲は除外してください。

レンタル譜の場合は、レンタル料金は事務局と折半となります。

※除外曲 提出された曲に、オーケストラ編成などの観点から除外していただく曲があ

る場合は、申し込み受付後、速やかにご連絡いたします。

※オーケストラ編成 トロンボーン、チューバを除く弦５部２管編成を予定しています。

ご希望の曲で、上記の編成に不足の楽器がある場合は、ご出演の当事者でエ

キストラ料金をご負担していただくことで公演可能となります。ソリスト、

指揮者で同じ楽器のエキストラ奏者を必要とされる場合は、その料金を折半

することができます。エキストラは、事務局が手配いたします。

　オーディション料振り込み
振込先／西日本シティ銀行　小倉金田支店　(店番号)０３９　

普通預金　(口座番号)１３８６６０３　　

北九州国際音楽祭市民企画委員会委員長　清原雅彦
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ご出演が決まりましたら、事務局とで楽譜手配の打ち合わせをいたします。



■　室内楽演奏会　　

　応募資格 　　①『湧き上がる音楽祭登録音楽家』の条件を満たしていること。（Ⅲ参照）

　募集数 　　数組　　１組の編成は、最大で１０名程度　　

　募集種別 　　器楽(和楽器を含む)の独奏・重奏、声楽の独唱・重唱

　演奏会内容 　　１組４５分～６０分の楽曲演奏。原則として、２組で１公演とします。

　選考方法 　　提出書類を審査して、出演者を決定します。

　選考基準 　　プログラムの構成、観客動員見込み数など一定の審査基準を設けます。

　選考結果 　　選考結果は、２０２０年３月３０日（月)までに通知します。

　選考委員

　演奏会議 　　事前に全出演者による合同打ち合わせを行います。(日時・場所未定)

　応募資格 　　①『湧き上がる音楽祭登録音楽家』の条件をみたしていること。（Ⅲ参照）

　　②プロの演奏家、または演出家を必ず１名含むこと。

　募集数 　　２組

　募集種別 　　器楽・声楽（邦楽を含む）

　募集内容　　 　　音楽普及のための独創的な企画・製作による芸術性の高い公演

　演奏会内容 　　１組９０分～１２０分程度の公演　

　選考方法 　　提出書類を審査して、出演者を決定します。

　選考基準 　　企画の内容・意図やねらい、経費見込額、観客動員見込数等、一定の審

　　査基準を設けます。

　選考結果 　　選考結果は、２０２０年３月３０日（月)までに通知します。

　選考委員

　公演支援金 　　公演企画・経費見積を元に精査し、採用された企画には、適正な経費を

　　算出、決定し、支援します。申込書に経費見積を記入してください。

　　※支援金は、チケット販売料金総額の１０％を上限とします。

　　※採用された場合は、公演後、領収書を提出してください。

　応募資格 　　①『湧き上がる音楽祭登録音楽家』の条件をみたしていること。（Ⅲ参照）

　　②団体の正会員にプロの演奏家、指揮者または演出家を必ず１名含むこと。

　　③北九州市において演奏会、発表の場などを安定的に持たないが、常に研

　　　鑽し、内容的にも高い水準と独自性が認められること。

　　④エキストラなどの賛助奏者が極力少ないことが望ましい。

　　⑤客席数の半数程度の集客が見込めること。

　募集数 　　２団体

　募集種別 　　管弦楽団、弦楽合奏団のなどの約20名以上の団体

　演奏会内容 　　１団体６０分程度の楽曲演奏。 原則として、２団体で１公演とします。

　演奏会運営

　　者側でおこなってください。

　　その他、事務局の定めに従ってください。

　選考方法 　　提出書類を審査して、出演者を決定します。

　選考基準 　　プログラムの構成、観客動員見込み数など一定の審査基準を設けます。

　選考結果 　　選考結果は、２０２０年３月３０日（月)までに通知します。

　選考委員

6

　　スケジュール管理、奏者・楽器手配、運搬など、演奏に関わることは出演

■　オーケストラ演奏会　　

　　北九州国際音楽祭市民企画委員会委員会が委嘱します。

　　北九州国際音楽祭市民企画委員会委員会が委嘱します。

　　北九州国際音楽祭市民企画委員会委員会が委嘱します。

■　独創企画演奏会　　



Ⅲ 登録音楽家制度について
　湧き上がる音楽祭　登録音楽家制度　

　北九州国際音楽祭市民企画委員会は、2010年度より北九州市を中心に活動する演奏家を対象に、

　新たな音楽事業【湧き上がる音楽祭in北九州】を開催しております。

　つきましては、登録音楽家の制度を設けて、この事業の礎にしたいと考えております。

　●登録資格　　　

　　　①　北九州市及び北九州市近郊に在住、または北九州市出身者。

　　　　　上記の地域以外の方は、事務局にお問い合わせください。

　　　　　指揮者、オーケストラに関しては、出身地、居住地、所在地を問いません。

　　　②　プロの演奏家、音楽学校在校生・卒業生、またはそれと同等の実力のある方。

　　※　①②の条件をともに満たしていること、ただし登録資格②の審査はいたしません。

　　※　登録料、会費など一切不要です。登録することで、何ら制約、義務等は発生しません。

　　※　出演申込をすることで、自動的に登録手続きされます。

Ⅳ 出演申込について

申込方法

　　出演希望の方は、出演申込書を事務局に送付してください。（ＦＡＸ不可)

　　各申込書はＡ４サイズです。

　　　　　■　コンチェルト演奏会／ソリスト・指揮者　出演申込書

　　　　　■　室内楽演奏会　　　　出演申込書

　　　　　■　独創企画演奏会　　　出演申込書

　　　　　■　オーケストラ演奏会　出演申込書

申込期間

　２０２０年３月１０日(火)～３月２７日(金）　必着

申込先

　　〒805‐0062　

　　※オモテ面に、朱書きで「演奏会名」を明記してください。

問い合わせ（実施内容・応募要領・演奏・審査・申込等について）

　　北九州国際音楽祭市民企画委員会事務局　　　 TEL ０８０‐２７３２－２５３２（蒲ヶ原）
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           湧き上がる音楽祭in北九州  係

　　北九州市八幡東区平野1丁目1-1　響ホール内　


