
　〔主　旨〕国際コンクールを通してサクソフォーンの演奏技術を高め、広く音楽文化の啓蒙に寄与する。
　〔主　催〕くらしき国際サクソフォーンコンクール実行委員会
　〔協　賛〕野中貿易株式会社　株式会社ビュッフェ・クランポン・ジャパン　　　
　〔後　援〕岡山県　倉敷市　岡山県教育委員会　倉敷市教育委員会　倉敷市文化振興財団
　　　　　　  ＲＳＫ山陽放送　株式会社倉敷ケーブルテレビ  玉島テレビ放送株式会社　 ＦＭくらしき
　　　　 　　 岡山県吹奏楽連盟　 日本サクソフォーン協会 （下線は申請中）
　〔日　時〕令和元年10月12日（土）ソロ部門　10:30～20:00予定
　            令和元年10月13日（日）アンサンブル部門　10:00～16:40予定
　〔会　場〕倉敷市芸文館大ホール（ＪＲ山陽本線・倉敷駅より徒歩約15分）

〔募集人員〕ソロ部門（Ａ:小学生の部　Ｂ:中学生の部　Ｃ:高校生の部　Ｄ:大学生・一般の部）…先着60名
　　　　　　   アンサンブル部門（Ｅ:高校生以下の部　Ｆ:大学生・一般の部）…先着24団体

〔参加資格〕小学1年生から高校3年生までの児童・生徒（19歳未満含む）及び、大学生・一般
　　　　　　  ※国籍不問、ソロ部門は30歳未満（平成31年4月1日現在で）、アンサンブル部門の年齢制限はなし

〔審査委員長〕 冨岡 和男　（くらしき作陽大学特任教授、元洗足学園音楽大学副学長・教授、東京藝術大学客員教授）
〔海外招聘審査委員〕 李 満龍 （中国音楽学院教授）
〔審査委員〕　 小串 俊寿（東京音楽大学教授、昭和音楽大学客員教授）
                   田端 直美　（神戸女学院大学、同支社女子大学、徳島文理大学音楽学部・短期大学音楽科各講師）＊12日ソロ部門のみ

＊敬称略　50音順

〔参加料〕ソロ部門　12,000円　　アンサンブル部門 一人につき5,000円　※1団体の参加費上限20,000円
※振込先は、応募手続き完了後、参加者にお知らせします
※ソロとアンサンブルの２部門に参加する人は、アンサンブル部門の参加費を割引（ひとり2,000円割引）

〔課題曲〕
　ソ　ロ　部　門：自由（中学生以下は3～5分程度、高校生以上は3～7分程度、カット可）サクソフォーンの種類も自由。
　　　　　　　　　  ピアノ伴奏を可としますが、伴奏者と譜めくり担当者は参加者でご用意ください。
　　     　　　　   ※伴奏者のご相談がある方は、お早めにお問い合わせください。（8月末日まで）
　アンサンブル部門：自由（10分まで、カット可）サクソフォーン1本を含む三重奏からラージアンサンブルまで。
　                   ※他楽器との混成可、またオーケストラも可、但し50名程度まで。
　　　　　　　　　  　 ピアノ・打楽器（小物は可）・音響機材は使用不可とする。

〔表　彰〕各部門の第一位から第三位に賞状及び副賞（副賞は協賛各社からの提供品、当日発表）
　　　　 　※ソロ部門のみ各1位に賞金1万円と全員に地域の特産品を進呈（内容は随時ホームページに掲載）
　　　　　 ※特別賞：冨岡和男賞10万円（サクソフォーンのみのラージアンサンブル・オーケストラより1団体）

〔お申込〕 申込用紙を参考に必要事項をファックスまたはメールにてお申し込みください。
　　            ＦＡＸ番号：086-426-6244    アドレス：xk95927@ga3.so-net.ne.jp
　             ※個人情報は、本コンクール開催の目的以外に使用されることはありません。
               ※宿泊希望の方は、申込用紙の下部をご確認ください。
〔問い合わせ〕実行委員会 090-8577-2644（井上） ※国外からはメールにて承ります。（日本語または英語のみ）

〔受付時間〕令和元年8月13日(火）から9月13日（金）必着
　 　　　　　　※申し込み順に受け付けますが、多数の場合は期日前に締め切らせていただくこともあります。

〔諸注意〕
　①お申し込み後の曲目の変更は出来ません。
　②参加希望者のうち未成年については、全員必ず保護者の承諾を得て所定の記入欄に署名捺印をして下さい。
　③当日は、主催者側の指示に従って安全に行動するよう心がけて下さい。万一、不注意による事故があった場合
　　 の責任は負いかねますので、ご理解とご協力のほどよろしくお願いいたします。

◎実行委員会組織 ＊敬称略　50音順
 顧　　問　　　岡 荘一郎（倉敷市文化振興財団理事長） 佐藤 道郎（岡山県吹奏楽連盟理事長） 中桐　實（くらしき作陽大学特任教授）
 会　　長　　　冨岡 和男(日本サクソフォーン協会事務局長）
 実行委員長 井上 有記(おかやま山陽高校音楽コース講師)
 実行委員    赤木 俊祐　 置名 奏詩 　国重 敦史　 佐藤 智香 　馬 琳琳　水川 史織 　　 　　

◎冨岡和男賞とは…(冨岡和男氏よりお言葉）
 サクソフォーンラージアンサンブル、サクソフォーンオーケストラ啓蒙のための賞金です。
 学生から一般まで幅広いＳax愛好者がＳaxオーケストラに参加し、それを生涯の愉しみとして欲しいと思っております。
 どうぞ倉敷Ｓaxコンクールにご参加ください。

第15回くらしき国際サクソフォーンコンクール　募集要項
旧・くらしき（チボリ） ジュニア サクソフォーンコンクール

　　　　　　　 長瀬 敏和  （くらしき作陽大学教授）
　　　　　　　 佐藤 道郎 （岡山県吹奏楽連盟理事長）＊13日アンサンブル部門のみ



＊参加する部門に○印をしてください

学校名
（所属団体）

科・コース

学年

生年月日 年　　　　　月 　　　日

作曲者
（編曲者）

演奏時間 分 秒
アンサンブル部門　総数　　　　　　　　　 名
うち、サクソフォーンは　　　 名

住所　〒　　　　－

※備考欄には、アンサンブル参加者のうち未成年の保護者署名と捺印（上記の代表者以外）、または質問等をご記入ください

第１５回　くらしき国際サクソフォーンコンクール　申込用紙

※２＝宿泊希望の方には、ホール近隣のホテルを優先的にお手配します。
後日、旅行会社様よりご連絡させていただきます。

宿泊お手配が　【　必要　・　不要　】　　〇印をしてください

ご宿泊手配業者様 ： ＪＴＢ総合提携店　全観トラベルネットワーク

携帯メールアドレス

PCメールアドレス

保護者署名 印

備考欄

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※１＝大原美術館の特別貸切ツアーを実施いたします。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

10月11日（金）17～18:30か12日（土）8:00～9:00で、希望される方は日にちと人数を
備考欄にご記入されるか、実行委員会アドレスまでお知らせください。（参加費はお

一人約2,000円）

演奏人数

電話番号  -        - FAX番号  -         -

氏　名

（アンサンブル部門は代表者）

曲目（楽章等、詳細を明記のこと）

アンサンブル部門（Ｅ:高校生以下　Ｆ:大学生・一般）

ふりがな 国籍

ソロ部門（Ａ:小学生　Ｂ:中学生　Ｃ:高校生　Ｄ:大学生・一般）



＊Please circle the relevant department

School 
name/grade

Affiliation

Date of birth

Composer
（Arranger）

playing time

Number of total:

performers saxphone:

Address　〒　　　　－

e-mail①

e-mail②

※Please write your question in the remarks column

※１＝We will carry out a special rental tour of the Ohara Museum of Art.
On Friday, October 11 from 17:00 to 18:30 or 12 (Saturday) from 8:00 to

9:00, please remark the date and number of persons, or inform the

Nationality Sexuality

 -         -

Remarks

Ensemble division（Ｅ：Below highschool F：University and Adults）

Name

（Representatines of the ensemble division）

※２＝Those who wish to stay in kurashiki are available for introduction.
Please information us by e-mail. A travel agency will contact you at a later
date.

Tune name/Movement

phone  -        - fax

1５th Kurashiki Ｉnternational Ｓaxophone Ｃompetition Ａpplication Ｆorm

Ｓolo division（Ａ：Primary Ｂ：Junior highschool Ｃ：High school Ｄ：University and Adults）



　ソ　ロ　部　門：自由（中学生以下は3～5分程度、高校生以上は3～7分程度、カット可）サクソフォーンの種類も自由。


