ご来場の皆様ヘ
〜録音・録画1写 真撮影等の禁止および一般的な注意事項とお願い〜

東京都中学校吹奏楽違盟
理事長

秦 明彦

ご来場の皆様には平索より生徒の吹奏楽活動にご理解・ご協力を賜り,誠 にありがとうございます。
さて,本 大会は多数め団体による演奏が長時間llわ たり実施されます。円滑に運営するため,ま た演奏者,鑑
賞される方等,す べての皆様が気持ちよくご参加いただくため,以 下の点につきましてご協力いただきますよう
,

よろしくお願い申し上げます。

マ ー
や
笙
嶽ぬ 配 と
ユ…
三ゴ左L」轟 L」 鍵画機饉
蟹望
多くの演奏会では,全勤 生
ヒ
2≦笙
整菫
鍾i葦二憂画iは 基世ょなっております。
塑】
奎:L:」:こと
と:聾 ょI変 豊!睡生:∠1こ」
本大会におきましても以下の趣旨をご理解いただき,録 音・録画等の禁上につきまして,ご 協力いただき
ますよう,お 願い申し上げます。

1・

生徒の肖像権の保護
過去の大会に於いて,不 審な人物がカメラやビデオで撮影を試みているところを阻止した事実が
あります。近年ネット等で個人の映像が無断で公開されるなど,犯 罪への関与が問題になっておりま
す。もし我が子の映像が不正に流用されたら,こ れは許せないことではないでしょうか。このような事
故を未然に防止するために,録音・録画等を禁止させていただいております。

2作 申家の著作権の保護

全ての作品には著作権が存在し,作 曲家や出版社,著 作権協会に無断で録音・録画することは
著作権法の違反に相当します。また本大会における生徒の演奏にも著作権が発生いたします。
連盟が管理するこれらの情報におきましては,連 盟が認可した業者による写真・映像等の記録を
販売しております。参加校には販売の案内が送付されますので,そ ちらをご活用ください。
なお,各 学校が演奏するにあたり,連 盟が一括して著作権料を著作権協会に支払つております。
,

3良 好な発表口鑑賞の場の醸威

機械の操作音,液 晶画面の光,フ ラッシュ等,録 音・録画に伴う種々の現象は,演 奏者にはもちろ
んのこと,審 査にも多大な影響を与えます。すべての参加者による良好な演奏・鑑賞の場を醸成する
ため,ぜ ひともご協力をお願い申し上げます。

ホール外でスナップ写真等を撮影するため,各 種撮影・記録機器 (携 帯・スマホを含む)を ご持参される
場合があるかと存じます。上記の趣旨により,ホ ール内でのご使用はご遠慮ください。
ホ…ル内でのご使用が懸念される場合は,係 の者がお声をかけさせていただく場合があります。あらか
じめご了承ください。

1出 演時間。
会場の確楓
①本大会の特性上,演 奏開始時刻は予定よりも並螢することがあります。あらかじめご了承ください。
出演時間をご確認の上,余裕をもつてお出かけください。
②一会場に設置される三,五匪のホールで会が進行します。お子様はどのホールにご出演されるか
必ず顧間の先生にご確認の上,お 間違えのないようお願いいたします。
(ホ ールの間違いが多発しており
ます。)
,
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大会が行われております。

2コ ンサ…トホ…ルにおけるマナー
①速菫整塑整曖並は演奏・審査の妨げとなります。ご遠慮ください。
②時計のアラーム盤除,通 信端末の電源生フをお忘れのないようお願いいたします。
③ホール内での飲食」裂囲送:二鯉禁上です。アメ
・ガム等菓子類も同様です。水分補給,飲 食はロビ
ーにてお願いいたします。
なお、感染症予防の観点から、今年度は水分補給以外の目的の飲食ができませんので、
食事場所は設けません。
④重W墜量量芭にご協力ください。出演者もご来場のお客様も入れ替わりますので,通 常の演奏会
に比べ数倍の人数が会場を利用することになります。処理しきれないゴミの量になります。
3 コンサートホ…ル害席へ0入 場についてのお■い
①l乳 地児2塞虚全2△盪雌
せん。
②,今 年度は、感染症予防の観点から、密閉空間である親子室は使用いたしません。乳幼児を

お連れの方は、各ホールのホワイエまでしか入れませんのでお気をつけください。

4会 場内についてのお願い
①一人でも多くのお客様にご鑑賞いただくため,壼物藍里塑性笠コロ堅塵幽堡はぉ断りします。
②A盪査多数の場合は,消 防法の規定により入場を許可されない場合があります。あらかじめご了
承ください。
③会場内での非常識な行動,学 校間でのト
ラブル等が発生した場合,そ の学校の出盪主主壺l豊 査
2取 2主金につながる場合があります。生徒のみならず,保 護者,卒 業生,そ の他関係者等へのご
指導をよろしくお願いいたします。

5生 徒の帰宅時間に伴うお願L

ヽ

演奏団体が多いため,出 演順番によっては生徒のい
了承いただきますよう,お願いいたします。
なお,出 演日,出 演時間は適量によつて決定しております。

ことがあります。あらかじめご

裏面もご覧ください。→
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右 の文章 を よくお読 み の上 のご鑑 賞
をお願 い 申 し上 げます。
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広 場 で の ミー

テ ィングは、近隣にお住 まいの方 の迷
惑 とな ります ので、厳 に慎 んで頂 きま
す よ うく特 によろ しくお願 い 申 し上 げ
ます。
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ホール客席内の動きについてのお願 い
東京都中学校吹奏楽連盟
理 事 長
秦 明彦

ご来場の皆様方には平素より生徒の音楽活動にご理解・ご協力を賜り、誠にありが
とうございます。2年 ぶ りとなりましたアンサンブル コンテス トに、本 日出演 される
生徒の皆 さんの演奏が素晴らしいものであることを期待 しています。
さて、本大会は夏のコンクールの時と違い、再び客席に保護者の皆様や応援の生徒
たちをお迎えしての開催 となりました。しかし新型 コロナ ウイルス感染症の蔓延防止
は、依然、心掛けなければなりません。また、コンテス トのスムーズな進行と公正な
審査は以前と変わらず必要です。そこで、下記の内容についてご理解・ ご協力をお願
いいたします。

1.府 中の森芸術劇場の 3つ のホールともに、該当ホール出演校の関係の方のみの
鑑賞 とさせて頂きます。ホール間の移動はできません。

2.長 時間客席にい るのではなく、自校 の演奏 の前後数団体を目安 に鑑賞す るよう
にお願 いいた します。
3. 来場 された方 が確実 に客席 に座れるように、物 を置いて等 の座席 の確保は厳禁
させて頂きます。
4. 隣の人 との間は、なるべ く一席空けてお座 りください。
5. 防災上の理由もあり、ふるさとホール 0ウ イーンホールでは入場 口・ 退場 口を
めさせていただきます。ホールの掲示 に合わせて出入 りをお願 いします。
6。

各校 の演奏 の間隔は、30秒 ほどしかありません。 スムーズな進行 のため、
の演奏 のアナ ウンスが流れ ました ら、直 ちにその場に腰を下ろ してください。

に

お会場 には 、スムーズ な進行 のために会場係 を配置 して い ます。係 の指示・ 誘導
って動 い て くだ さい。

に ヘ

点をご理解いただき、本大会が安全かつ生徒一人一人に とって実 り多きもの
「
りま す よ う、なにとぞ ご協力をお願いいた します。また、裏面の ご来場の皆様
・録画、写真撮影の禁止及び一般的な注意事項 と願い〜」につ きま しても、
円 滑な運営のためにご留意いただきます よう、重ねてお願い 申 し上げます。

