コロナに負けるな！歓喜よ響け！

日本語で歌う リモート「第九」2020

合唱団員募集

鎌倉芸術館では、”新しい生活様式”の中で、リモートによる日本語で歌う「第九」
（第 4 楽章のみ）に
挑戦します！ソリスト、オーケストラ、合唱団員それぞれの演奏を個別に収録し、プロによる編集で
皆さんの演奏と思いをひとつの映像作品に仕上げます。完成作品は、ホール上映とオンライン配信の
2 種類で公開します。離れていても心はひとつ！これまでにない、新たな「歓喜の歌」に一緒に挑戦し
てみませんか？

参加条件
●ご自身のパソコンやスマートフォンで YouTube 視聴ができる方
●メールアドレスをお持ちの方（必要事項はすべてメールでご連絡いたします）
●指定の収録日に参加できる方（「参加方法と手順」STEP2 参照）

8 月 3 日（月）〜 9 月 3 日（木）必着

受付期間

2020 年

参加費

リモート合唱団員 一般 4,000 円（税込）

※ただし、定員（150 名）に達し次第、受付を終了いたします。

学生(小学生〜24 歳以下) 3,000 円（税込）

※レッスン動画視聴のみ希望の方は一律 2,000 円（税込）

楽譜代

500 円（税込）

※購入希望者のみ。

申込・支払方法 【インターネット】

鎌倉芸術館ホームページ「第九」公演詳細ページよりご登録ください。
〔支払方法〕 銀⾏振込 または クレジットカード決済

【FAX・郵送】

申込書に必要事項をご記入の上、FAX か郵送でご提出ください。
窓口での申込受付はいたしません。
申込書は、鎌倉芸術館・鎌倉市役所・鎌倉市内の各支所に設置のほか、
鎌倉芸術館ホームページからもダウンロードできます。

〔支払方法〕

＜公演概要＞

メール受信確認が必須のため、お支払い方法の詳細は、
お申込み後、メールにてお知らせいたします。

◆曲目 ベートーヴェン
交響曲 第９番 ニ短調 「合唱付き」作品 125 より 第４楽章（なかにし礼 日本語詩版）
◆出演 富澤 裕（指揮） 鎌倉交響楽団（管弦楽）
大隅智佳子（ソプラノ） 德永桃子（アルト） 鈴⽊ 准（テノール） 飯田裕之（バリトン）
日本語で歌うリモート「第九」2020 合唱団（合唱）
◆主催 鎌倉市芸術館指定管理者 サントリーパブリシティサービスグループ

＜リモート合唱団＞

参加方法と手順
STEP

1

レッスン動画で個別に練習
9 月〜10 月に YouTube 配信する全８回のレッスン動画（限定公開）を、ご自身の
パソコンやスマートフォンなどで視聴して練習してください。配信日や動画 URL 等
の詳細は、メールでお知らせします。動画は、参加者に限り配信日から 11 月末日
まで何度でもご覧いただけます。「レッスン動画視聴のみ」の参加も可能です。

練習内容(予定)
①
②
③
④

＜講師＞ 富澤 裕、辻端幹彦

発声（呼吸）
、日本語の発音（ D と M を用いて）
D E G
M
595〜654 小節

Andante maestoso

⑤
⑥
⑦
⑧

655 小節〜 Fuga
同上
S 795〜832 小節
851 小節〜 Prestissimo

♪各回最初に範唱があり、その部分の歌い方・練習方法等をアドバイスしていきます。

STEP

２

鎌倉芸術館で撮影
10 人 1 組ずつ、オーケストラの演奏と指揮者の映像を⾒ながら歌い、その様子を
プロのスタッフが撮影いたします。撮影日時は、以下の中から当館より指定させて
いただき、8 月末までにお知らせします。

撮影日程
時間帯

11 月の第 1 週（11/1(日)〜7(土)）予定（うちいずれか 1 日にご参加いただきます）
10:00〜20:00 の間で 1 時間程度

撮影場所

鎌倉芸術館 3 階 集会室 もしくは リハーサル室

＊日時の詳細は当館より指定させていただき、8 月末までにお知らせいたします。
人数制限やパート配分などを考慮する必要があるため、原則、日時はお選びいただけ
ませんが、やむを得ない事情がある場合は応相談。

※ただし、今後の状況により鎌倉芸術館での撮影が難しくなった場合は、各自演奏をスマートフォンやビデオで撮影して
投稿・提出していただく可能性もございます。

STEP

3

ホール上映

ｵﾝﾗｲﾝ配信
DVD

完成映像の鑑賞
STEP2 で撮影した合唱団の映像を、別途撮影するオーケストラとソリストの映像と
合わせて、プロの編集で映像作品を制作します。完成した映像は、以下日時にホール
上映および YouTube にて期間限定配信いたします。また、リモート合唱団参加者に
は後日、記念 DVD を制作し進呈いたします（DVD は販売も予定）。
2020 年 12 月 20 日（日）15:00 上映（14:15 開場） 鎌倉芸術館 大ホール
2020 年 12 月 24 日（木）〜 31 日（木）＜YouTube で期間限定公開＞
2021 年 1 月下旬〜 リモート合唱団参加者に発送

日本語で歌う リモート「第九」2020

※必ず全項目をご記入ください。

合唱団参加申込書

ご記入いただきました個人情報は、本事業の目的以外には使用いたしません。

フリガナ

（⻄暦）

氏名

生年月日

年

月

日

〒
住所
TEL

FAX

携帯電話
メールアドレス （※必須。メールアドレスをお持ちでない方はご参加いただけません。）

＊必要事項はすべてメールにてご連絡いたします。迷惑メール防止のため受信設定をされている場合は、あらかじめ

〔配信元アドレス： member@kamakura.jp 〕の指定受信設定を⾏ってください。

◆参加形態（ご希望の参加方法に○をつけてください）
リモート合唱団員

レッスン動画の視聴のみ

（参加費 4,000 円／映像出演・記念 DVD 付き）

（参加費 2,000 円／映像収録･出演なし）

◆パート（ご希望のパートに○をつけてください）

◆楽譜（いずれかに○をつけてください）

ソプラノ ・ アルト ・ テノール ・ バス

要（500 円） ・

不要

◆撮影日時
以下日程のうち 1 日、当館より日時指定の上、8 月末までにお知らせいたします。原則日時はお選び
いただけませんが、やむを得ない事情で日時に制約がある場合は、
【備考】欄にご記入ください。

撮影日程（予定）

11 月の第 1 週（11/1〜7）予定 ／ 10:00〜20:00 の間で 1 時間程度

【備考】

◆以下ご確認の上、同意のご署名をお願いいたします。

※署名をもって同意いただいたものとみなします。ご署名いただけない場合は参加受付いたしかねます。

私は、本企画のホール上映、オンライン配信（2020 年 12 月 24 日から 31 日までの YouTube 配信）ならびに DVD
制作と販売、および鎌倉芸術館のホームページや活動記事等への掲載を目的として撮影・録音をされることを予め
承諾の上、合唱団に申し込みます。また、本企画で配信されるレッスン動画（YouTube にて限定公開）を第三者に
知らせたり、無断転用しないことを誓います。

記入日

2020 年

◆お申込み･お問合せ

月

日

ご署名

〒247-0056 鎌倉市大船 6-1-2 鎌倉芸術館「第九」係
FAX 0467-48-5600
TEL 0467-48-5500

