第 32 回 昭和楽器ピアノコンクール

ピアノフェスティバル 2021
実施要項

■主催 株式会社 昭和楽器
■後援 埼玉新聞社
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ピアノフェスティバル 2021 実施要項
■主催
■部門

株式会社 昭和楽器

A 部門
小学校低学年の部（小学１・２年生）
B 部門
小学校中学年の部（小学３・４年生）
C 部門 小学校高学年の部（小学５・６年生）
D 部門 中学生の部
E 部門
高校生の部
連弾部門
■参加資格
昭和楽器の運営する音楽教室の生徒及び昭和楽器 PTC・昭和楽器 jet 各会員の自宅生徒。但し、E 部門（高校生の部）
に限り、どなたでも参加できます。
（※課題曲説明会を除く）
■参加費・受講料はすべて税込表示です。
1.

課題曲説明会
埼玉ピアノコンクール課題曲説明会（昭和楽器ピアノフェスティバル課題曲もこれに準じます）
２０２１年４月１１日（日）
（要申込/部門別入替制）
日時
A 部門 10:00～11:00 B 部門 11:20～12:20 C 部門 13:20～14:20
D 部門 14:40～15:40 E 部門 なし
会場
昭和楽器春日部店 5 階ミニホール （感染予防対策を講じて行います）
定員

各部門 30 名 （定員になり次第締め切らせていただきます）

講師

参加費

岡本愛子先生（元東京藝術大学講師・ピアノフェスティバル審査員長）
1,650 円/１名 在籍生・講師・PTC 会員・Jet 会員及び生徒保護者様
2,200 円/１名 一般（上記以外の方）

申込（支払）期間

２０２１年４月１日（木）10:30～４月７日（水）17:00（お支払い〆切同日）

申込方法
支払方法

昭和楽器ホームページより （PF 専用サイトよりお申込みください）
春日部店・岩槻店・川越店・各レッスン会場で受け付けます。
・未就学児は入場不可 ・お支払い後の返金はできませんので予めご了承ください。
・チケットはありませんので、領収書は開催日まで大切に保管してください。
・情勢により YouTube 限定公開とさせていただく場合がございます。その場合、お申込みの
メールアドレスへ URL を送付させていただきます。

その他

2. 公開レッスン
昭和楽器ピアノフェスティバル課題曲より（埼玉ピアノコンクール課題曲に準じます）
２０２１年６月６日（日）
（要申込/部門別入替制）
日時
A 部門 10:00～11:00 B 部門 11:20～12:20 C 部門 13:20～14:20
D 部門 14:40～15:40 E 部門 なし
会場
昭和楽器春日部店 5 階ミニホール
（感染予防対策を講じて行います）
入場者

一般非公開

定員

各部門 30 名 （定員になり次第締め切らせていただきます）

講師
参加費

岡本愛子先生（元東京藝術大学講師・ピアノフェスティバル審査員長）
1,650 円/１名 在籍生・講師・PTC 会員・Jet 会員及び生徒保護者様

申込（支払）期間

２０２１年 5 月 10 日（月）10:30～６月２日（水）17:00（お支払い〆切同日）

申込方法

昭和楽器ホームページより （PF 専用サイトよりお申込みください）
春日部店・岩槻店・川越店・各レッスン会場で受け付けます。
・未就学児は入場不可 ・お支払い後の返金はできませんので予めご了承ください。
・チケットはありませんので、領収書は開催日まで大切に保管してください。
・情勢により YouTube 限定公開とさせていただく場合がございます。その場合、お申込みの
メールアドレスへ URL を送付させていただきます。
各部門・課題曲ごとに 1 名ずつモデルを募集いたします。
締切日までにお申し込みください。希望者多数の場合は抽選といたします。
〆切：5 月 16 日（日） 昭和楽器 HP より（PF 専用サイトよりお申込みください）

支払方法
その他

楽曲演奏モデル
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3.

予選会
（兼ヤマハジュニアピアノコンクール/YJPC 選考会）
予選通過者には翌年 3 月開催の YJPC 埼玉地区予選への参加資格が与えられます。但し、本選会への出場が条件です。

日時

２０２１年６月２０日（日）10:00～18:00（予定）※部門別入替制

会場

審査員

昭和楽器春日部店 5 階ミニホール（感染防止対策を講じて行います）
一般非公開／入場は出演者・ご家族 1 名・担当講師（予定）
※情勢により変更となる場合があります
審査員長 岡本愛子先生（元東京藝術大学講師）/審査員 堺康馬先生（武蔵野音楽大学教授）

参加費
申込（支払）期間

4,950 円
４月 13 日（火）10:30～5 月 25 日（火）17:00

申込方法

昭和楽器ホームページより （PF 専用サイトよりお申込みください）

支払方法

春日部店・岩槻店・川越店・各レッスン会場で受け付けます。

課題曲
講評

埼玉ピアノコンクール予選曲に準じます。
後日配布

選考枠

各部門 10 名程度 合計 40 名程度が本選会に出場の権利が与えられます ※増減あり
当社ホームページにて発表致します。お電話でのお問い合わせはご遠慮ください。
6 月２０日（日）
）18：30 予定

入場者

審査結果

4.

本選会
（ソロ部門・連弾部門）
ソロ部門
日時

連弾部門

入場者
審査員

２０２１年７月２３日（金・祝）10:00～（開演予定）
春日部市民文化会館 小ホール （感染防止ガイドラインに準じて行います）
※情勢により変更になる場合があります。
一般公開 ※情勢により変更となる場合があります。
審査員長 岡本愛子先生（元東京藝術大学講師）/審査員 堺康馬先生（武蔵野音楽大学教授）

参加費

ソロ/10,450 円

申込（支払）期間

６月２２日（火）10:30～７月２日（金）17:00
「予選会講評用紙」同封の参加申込書に記入の上、 昭和楽器ホームページより
（PF 専用サイトよりお申込みください）
参加費を添えてお申込みください。
・連弾部門で 10 組予定

会場

申込方法

連弾/11,000 円/組

お申込み多数の場合は抽選となります。

課題曲

春日部店・岩槻店・川越店・各レッスン会場で受け付けます。
埼玉ピアノコンクール予選会課題曲に準じます。
連弾/課題曲なし

自由曲

・各部門とも１曲に限る

支払方法

表彰

但し、A・B・C 部門は a 群ないし b 群の中よりどちら
か１曲演奏のこと。
E 部門は課題曲なし

ソナチネや組曲のように数楽章・数曲からなる楽曲
は、1 曲（1 つの楽章）でも全曲でも選曲上は 1 曲に
数えます。

・自由曲のみとする
〔初級部門〕3 分以内
〔中級部門〕5 分以内
〔上級部門〕7 分以内

・課題曲からの選曲も可
〔A 部門〕2 分以内の曲 〔B 部門〕3 分以内の曲
〔Ｃ部門〕5 分以内の曲 〔D 部門〕6 分以内の曲
〔E 部門〕５分以上 10 分以内 ※1
各部門 〔最優秀賞〕1 名 〔優秀賞〕2 名 〔奨励賞〕3 名（受賞人数は最終審査による）
※本選会出場者は全員入選とし賞状を授与。

（※1） 5 分未満の場合は失格としますが、10 分を超えた場合は失格にはなりません。但し、カットさせていただく場合があります。

【予選会・本選会 参加申込の留意事項】
〈本選会〉会館からの中止要請があった場合は、中止又は延期といたします。
1. 本大会（ピアノフェスティバル）は感染予防対策を十分に講じた上で、自治体・ホールからの開催中止要請
がない限り、開催することと致します。又、緊急事態宣言等が発出されている場合、イベント自粛要請の制
限を満たす形にてできる限り開催することと致します。
2. お申込み後の曲目変更はできません。
3. 申込の記載内容は特に訂正せずプログラムに掲載いたします。
４． 未就学児は入場不可とさせていただきます。
５． 領収書は開催日まで大切に保管してください。
６． ご自身の都合で不参加の場合、お支払い後の返金はできませんので予めご了承ください。
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【演奏についての留意事項】
〈ソロ部門〉
１. 全曲、暗譜で演奏すること。
２. 〈予選会〉審査の判定がおおよそ確定できた時点で演奏をストップする場合があります。
３. 同じ楽曲で版による違いがある場合でも、それは審査に影響しません。
４. 特に指定されたもの以外はリピートなし。
（但し、ダ・カーポあり）
５. 2 曲以上弾く課題曲は a.b の順で演奏してください。
６. 本選会の自由曲は「ソナチネ」や「組曲」のように複数からなる楽曲は抜粋してもよいが、変奏曲の一部省略
は認めません。
〈連弾部門〉
１. 楽譜を使用してもよいが、譜めくりが必要な場合は譜めくり者を同伴してください。
２. 複数曲の組み合わせも可
３. 繰り返しは自由とします。
４. 演奏曲は「ソナチネ」や「組曲」のように複数からなる楽曲は抜粋してもよいが、変奏曲の一部省略は認めません。
５. 2 曲以上演奏する場合は、申込用紙の記入順に演奏してください。
６. 楽譜が出版（発表）されている曲に限ります。
〈その他〉
1. 運営側にて足台・補助ペダル・
（HP-705・Ｍ-60）を用意しますが、私物の持ち込みも可能です。
※出演者又は付添者でセッティングを行ってください。
（セッティングは演奏時間に含まれません）
2. 課題曲は時間によりカットすることもあります。
3. 演奏時に不在の場合は失格とさせていただきます。
4. 各講座・ピアノフェスティバルは、お申込み人数により内容が変更になる場合があります。

5. アドバイスレッスンのご案内
昭和楽器ピアノフェスティバル本選会向けアドバイスレッスン
日程
会場

２０２１年７月４日（日）
昭和楽器 春日部西口センター

受講料

13,750 円
春日部店・岩槻店・川越店・各レッスン会場で受け付けます。
2021 年 6 月 21 日（月）10:30～6 月 28 日（月）17:00 まで

支払方法
申込期間
申込受付
担当講師
レッスン形態

昭和楽器春日部店 2F 店頭 TEL／048-737-0300 10:30～19:00/火曜定休日
岡本愛子先生／堺康馬先生／奈良場恒美先生
※堺先生は一週間前後する場合があります
個人／４０分 （保護者 1 名・担当講師は同席可能）

【注意事項】
1. お申込みは電話で受け付けます。
2. お申し込み多数の場合は、抽選とさせていただきます。
3. お申し込みの際に時間の指定はできません。

※検討中
〇壮行コンサート
〇各ピアノコンクール向けアドバイスレッスン

株式会社

昭和楽器

Tel：048-737-0707 Fax：048-737-1001

〒344-0067 春日部市中央 1-44-10
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https://www.showagakki.co.jp

