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日本音楽協議会 

会長 磯 野 友 一 

 

 北の大地から 響けメロディ！ 今こそ 平和の歌を 生活の歌を 

第47回はたらくものの音楽祭の開催について 
 

 日ごろから日本音楽協議会の活動にご協力・ご支援をいただき、改めてお礼を申

し上げます。 

 第47回はたらくものの音楽祭を、別紙企画書により開催します。日音協各支部、

関係サークル、賛助団体・労働組合・民主団体からの参加に向けた取り組みをよろ

しくお願いいたします。  
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主 催：第47回はたらくものの音楽祭中央実行委員会 

    実行委員長 磯野友一日音協会長 

協 力：第47回はたらくものの音楽祭北海道実行委員会 

    実行委員長 工藤和男連合北海道会長 

会 場：札幌サンプラザ 

    北海道札幌市北区北24条西５丁目 

日 程：2014年６月21日（土）～22日（日） 

テーマ：北の大地から 響けメロディ！ 今こそ 平和の歌を 生活の歌を 

出演申込締切 

  エントリーの締切り：５月６日（火） 

  出演内容の締切  ：５月17日（土） 



2014年２月19日 

 北の大地から 響けメロディ！ 今こそ 平和の歌を 生活の歌を 

第47回はたらくものの音楽祭企画書 
 

日本音楽協議会 

第47回はたらくものの音楽祭中央実行委員会 

第47回はたらくものの音楽祭北海道実行委員会 

 

● 実行体制 

 第47回はたらくものの音楽祭中央実行委員会 

実行委員長 磯野 友一 （日音協会長） 

副実行委員長 金田 光弘 （日音協副会長） 

事務局長 松本 敏之 （日音協事務局長） 

事務局次長 磯野 宏之 （北海道実行委員会事務局長） 

実行委員 佐藤 和弘 （日音協北海道支部長） 

実行委員 佐藤 康弘 （日音協青森県支部長） 

実行委員 村岡 厚史 （日音協秋田県支部長） 

実行委員 豊巻 直子 （日音協岩手県支部長） 

実行委員 佐藤仁一郎 （日音協福島県支部長） 

実行委員 市川 信義 （日音協茨城県支部長） 

実行委員 松本 政夫 （日音協千葉県支部長） 

実行委員 狩野  強 （日音協東京都支部長） 

実行委員 若林  茂 （日音協長野県支部長） 

実行委員 中村 博明 （日音協富山県支部会長） 

実行委員 高田 良徳 （日音協香川県支部長） 

実行委員 塚本 和乃 （日音協九州支部長） 

実行委員 山城 文雄 （日音協沖縄県支部長） 

実行委員 吉田  隆 （日音協幹事・日音協全逓音協支部長） 

実行委員 菊池 正彦 （日音協幹事） 

実行委員 白石 信吾 （日音協幹事） 

実行委員 坂口 美日 （日音協幹事） 

実行委員 大沢 隆男 （日音協幹事） 

監査 磯野 宏之 （日音協監査） 

監査 山城 文雄 （日音協監査） 

 連合、教育文化協会、自治労、日教組、林野労組、私鉄総連、民主党、社会民主党などに

後援を要請します。 

 

第47回はたらくものの音楽祭北海道実行委員会 

実行委員長 工藤 和男 （連合北海道会長） 

副実行委員長 出村 良平 （連合北海道事務局長） 

事務局長 磯野 宏之 （日音協北海道支部事務局長） 

事務局次長 岡島 光行 （連合北海道副事務局長） 

事務局次長 渡辺 直志 （連合北海道副事務局長） 

実行委員 緑川 義昭 （連合北海道道民運動局長） 

実行委員 林  秀彦 （連合北海道会長代行 北教組） 

実行委員 勘川  敏 （連合北海道副会長 電力総連） 

実行委員 辻田 一浩 （運輸労連） 



実行委員 浪岡  努 （情報労連） 

実行委員 添田 昭史 （連合北海道副会長 ＪＰ労組） 

実行委員 畑山 忠生 （連合北海道副会長 自動車総連） 

実行委員 森  澄男 （連合北海道副会長 ＵＡゼンセン） 

実行委員 服部 雅欽 （国公連合） 

実行委員 渡部 裕幸 （自治労） 

実行委員 佐藤 和弘 （日音協北海道支部会長） 
実行委員 的場 芳男 （日音協北海道支部副会長） 
実行委員 桑野  功 （日音協北海道支部事務局次長） 
実行委員 榊原 隆子 （日音協北海道支部副会長） 
実行委員 北山 清喜 （日音協北海道支部理事） 
実行委員 村雲  孝 （日音協北海道支部監査） 
実行委員 吉田 雅人 （日音協北海道支部理事） 
実行委員 枝澤 則幸 （日音協北海道支部理事） 

 

● 会  場 札幌サンプラザ 

       北海道札幌市北区北24条西５丁目 

 

● テ ーマ 北の大地から 響けメロディ！ 今こそ 平和の歌を 生活の歌を 

 

● 参加規模 400人×２日 

 

● 日  程 2014年６月21日（土）～22日（日） 

 20日（金） 21日（土） 22日（日） 

午 

前 

 ○リハーサル ●大音楽会２ 

 10：00～13：00 

 支部、単産、音協等 

午 

後 

○仕込み 

 13：00～ 

 

●大音楽会１ 

 13：00～18：00 

 サークル等 

 （６分＋出入２分） 

○あとかたづけ 

 13：30～15：00 

夜 
○仕込み 

    ～20：00 

●全国交流会 

 19：00～21：00 

 

＊ 開始、終了時刻は、出演団体数によって今後変更することがあります。ご了承くださ

い。 

 

● 出  演 日音協支部・単産音協・サークル・ゲスト・ほか 

出演時間は１単位６分としますが、構成上多くかかる場合には中央実行委員会

事務局と協議ください。 

 

● 出演申込 出演申込締切は、５月６日（火）をエントリーの締切りとし、出演内容（曲目、

舞台配置図等）の締切は、５月17日（土）とします。 

      ＊ 出演申込書は別紙のとおりとします。 

 

● 企画もの 北海道実行委員会企画として北海道の音楽組織を築いてきた者にスポットラ

イトと朴保＆矢野敏明のライブを計画します。中央実行委員会企画としては、メ

ーデー合唱団とうたのない日音協ソングをステージ化します。 



スポットライトを例年どおり募集します。日音協支部の推薦が必要です。締切

は５月６日とします。 

 

● 日音協ソング 2014日音協ソングを募集します。締切は５月６日とします。楽譜で応募し

てください。日音協会員以外の方が応募するときは、日音協支部または北海道実

行委員会の推薦が必要です。審査は、音楽祭のステージで演奏していただき、音

楽祭参加者の投票による審査とします。応募曲が多数の場合は、日音協幹事会が

予備選考をして、音楽祭の審査対象は７曲以内になるようにします。大音楽会の

一般演奏で演奏する曲であっても、日音協ソング選考の時間帯にも演奏していた

だきます。 

入選、佳作には入選１篇３万円、佳作５千円を贈ります。 

 

● スタッフ 音響担当 日音協北海道支部 

 照明担当 常盤数行さん 

スタッフ＝北海道実行委員会の協力をいただきながら、日音協幹事会、全国か

らも選出し編成します。 

 

● 予  算 日音協音楽祭特別会計予算によります。 

プログラム冊子については有料（500円）とします。 

実行委員会企画として依頼されたサークル・団体以外は、単位ごとにエントリ

ー料として10,000円を負担していただきます。 

物資販売等については、今後検討することとします。 

 

● 宿  泊 参加者が手配します。なお、中央実行委員会事務局の宿泊は北海道第一ホテ

ルサッポロ（札幌市北区北23条西４丁目２－６）を予定します。 
 

● 全国交流会 全国の仲間の交流を図るため、全国交流会を開催します。６月21日（土）19

時～21時、会場はホテル・サンプラザ。会費はひとり4,000円（小中学生2,500

円、未就学児無料）とします。参加者氏名を明らかにして、６月６日（金）まで

に申し込んでください。 

 

● 感想の集約 今回は合評会は行いませんが、各支部おひとりの感想メモは今回もお願いす

ることにします。 

 

● そ の 他 練習会場を札幌サンプラザホールの北側にある、北区民センターの会議室を押

さえます。６月６日（金）まで使用申込を受け付けます。期限を過ぎても空いて

いる限り受け付けます。ただし全国規模の労働組合・労組音協を除き、ステージ

で演奏していない時間に限ります。 

６月21日の午前中は舞台でのリハーサルが出来る時間帯をとりますので６月

６日（金）までに申し込んでください。申し込みが多い場合には短時間になる場

合もありますので了承下さい。 

発表創作作品の楽譜の提出をお願いします。楽譜を交換します。 


