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�募�項

主  �� 平井�三郎声�コンクール�⾏�員�（���平井丈⼀� �⾏�員��平井��）
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 ⽣�に⽣み�した�曲は、⼤作から⼩品まで、�わせて５千曲�。��を�くあらゆるジャンルに、�しい�の
�曲を�した超�的作曲�平井�三郎（���保喜∕1910〜2002）の��界への�⼤な貢�を�念して、この度
声��のためのコンクールが��されました。

⽣前、平井�三郎は「��というものは、作曲と�裏⼀体をなすものだ��どんな�曲も優れた��なくして�価

を発揮することはできない。」と�り、各�⾯からの��を受けて⾃らマスタークラスの指�等も精⼒的に⾏って

いました。�回「声�コンクール」という形になったことと決して��ではありません。

平井作品は��曲、声�曲（�くの�唱曲を�む）の��野で�界的に�気の�い作品が���在しますが、�に

�曲については「⽇��による��のリート（���曲）」との��があります。�前、畑中良輔�が�⽶の��

��者に「⽇�の⼀��しい�曲は�」と尋ねると、「�異⼝同�に“NARAYAMA（平城�）”と�える」とテレ
ビで�されていたことなど�え�わせ、コンクールの�向性も固まっていったと�えます。

�コンクールの�⼤の��は、��な声�の⼒量と�かな��性、�しい⽇��の�現などをベースにしつつ「平

井�曲をいかに�⼒的に�うか」を�うところにあり、そうしたプロセスを�て、�に�⼒ある声��を�に�り

�すことにあります。このプロジェクトが、ひいては⽇��曲の更なる��と�盛に�がることを願ってのもので

ある点もここで��しておかねばなりません。

この��を�すことなく、ぜひとも�への��と�い�を持った��の�さんの�募を�より期待しています。

                平井�三郎声�コンクール�⾏�員� �� 平井 丈⼀�（チェリスト∕作曲�）
                  Takeichiro Hirai, President (Cellist / Composer)     http://www.takeichiro-hirai.com
                  The Kozaburo Hirai Vocal Competition Executive Committee

＊�コンクールは当�「平井�三郎⽣�110年」に当たる2020年を⽬指して��されましたが、コロナ�により⼀年�期   

    して開�されることになりました。

■平井�三郎声�コンクール�⾏�員�

��               平井 丈⼀�（チェロ独��∕作曲�∕�と��の���等を歴任）

�⾏�員�    平井 �� （指揮者∕作曲�∕ニューヨーク�����団����）

�⾏�員        �川 立� （声��∕⼆期��員）

■�査�員�

�査�員� 平井 丈⼀�

�査�員        �  ��       ⽵� ��          �川 立�         平井 �� （50�順）
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開�⽇�・�場

【�⼀�予�】��開�査 
《⽇�》

令和3年9⽉27⽇（⽉） 
令和3年9⽉28⽇（�）
令和3年9⽉29⽇（�）

《�場》���立⾓筈��ホール

〒160-0023 ���⻄��4丁⽬33�7�
https://shinjuku.hall-info.jp/tsunohazu/access.html
《���内》

・WEバス(旧�都���バス）���⻄⼝�王デパート前21�バスのりば「パークハイアット東�前」下⾞
・�王バス ���⻄⼝�王デパート前20�バスのりば中野⾏ または 中野⾞�⾏「⼗⼆�池の上」下⾞
・地下���王� 「��」東⼝より徒�10�
・都�⼤江戸�「都�前」A5�⼝より徒�10�

【�⼆�予�】��開�査

《⽇�》

令和3年10⽉6⽇（�）

《�場》めぐろパーシモンホール ⼩ホール 
〒152-0023 東�都⽬黒���1-1-1 めぐろ��キャンパス内
https://www.persimmon.or.jp/access.html
《���内》

・東�東��【都立⼤��】より徒�7�
・東�バス【めぐろ��キャンパス】バス�を下⾞してすぐ

 ��川��⾯より�  【��01】��川�→東��療センター
 ⽬黒��⾯より�   【黒07】⽬黒�→���業�
 成城��前��⾯より�【都立01】成城��前�→都立⼤��北⼝

【� �】�開�査∕�場料 2,000円
《⽇�》

令和3年10⽉12⽇（�）14:00 開�

《�場》めぐろパーシモンホール ⼩ホール 
〒152-0023 東�都⽬黒���1-1-1 めぐろ��キャンパス内

�１回 平井�三郎声�コンクール
THE FIRST KOZABURO HIRAI VOCAL COMPETITION

3



�募⼿�き

◎�募��

令和3年9⽉27⽇（⽉）時点で、�20歳�上の年�に�している者。
国籍、��歴は不問。予�から�賞�念コンサートまで�⽇���可�な者。

◎提�書�

①��申�書/�査曲⽬�    
②����

③����書�

④��⽤の84円切⼿

◎申�期間

令和3年6⽉15⽇（�）〜7⽉30⽇（金）必�
※郵�・宅配便のみ
※未�や�失の責任は負いかねます。配���が�る��（����郵便、宅配便等）をご利⽤ください。
※先�順、�員になり���め切らせていただく場�がございます。
※提�書�や��は��いたしません。

◎申�み先

「平井�三郎声�コンクール�⾏�員�」事�局 
〒107-0062 東�都��南⻘�2-15-5 FARO 1F アリオーソLLC 内
TEL：03-6403-9846    FAX：03-6403-9847

◎��料

13,000円（⼀�）
10,000円（25歳�下＊）  ＊令和3年9⽉27⽇（⽉）時点
※�則として、��料の�金はいたしません。
但し、政�や�場の��により、コンクールが中⽌となった場�は�金いたします。

◎��料��期間

令和3年8⽉16⽇〜31⽇
※�⾏��のみとします。
※��⼿�料はご負担ください。
※上�期間内に��が�い場�は��を�めません。

◎�場⽇と�査順の�知

（当⽇受付時間など）

※8⽉中旬までに郵�にて、��料���内と併せて�知いたします。
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�査��

※����、および��事項を必ずお�みください。

【�⼀�予�】

◎下�の�題曲から、��2曲

■�題曲�

�曲�『⽇�の笛』より、「びいでびいで」  （北� ⽩秋  作� 平井 �三郎 作曲）
平城�                   （北⾒ �保� 作� 平井 �三郎 作曲）
�曲『�の�』三�より、「I. ��の野は」  （由� 晋   作� 平井 �三郎 作曲）
ゆりかご                  （平井 �三郎 作�   平井 �三郎 作曲）
わがうた                  （林  古渓  作� 平井 �三郎 作曲）

【�⼆�予�】

◎�題曲AおよびBから各1曲、��2曲

■�題曲A�下�より１曲
�⽉                    （林  古渓  作� 平井 �三郎 作曲）
⽉（その⼀）                （�� 暮⿃  作� 平井 �三郎 作曲）
⼤き�                   （�� 茂吉  作� 平井 �三郎 作曲）

■�題曲B�下�より１曲 
ふるさとの                 （⽯川 �⽊  作� 平井 �三郎 作曲）
甲�の�                  （北⾒ �保� 作� 平井 �三郎 作曲）
�唱                    （⻄� �⼗  作� 平井 �三郎 作曲）
�曲�『⽇�の笛』より、「あの�この�」  （北� ⽩秋  作� 平井 �三郎 作曲）

【��】

◎�題曲AおよびBから各1曲、��2曲

■�題曲A�下�より１曲
ヴェスヴィアス               （�  �夫  作� 平井 �三郎 作曲）
友                     （川上 ⼩�� 作� 平井 �三郎 作曲）
しぐれに�する抒情                 （��  �夫    作� 平井 �三郎 作曲）

■�題曲B�下�より１曲 
うぬぼれ�                 （⼩黒  恵� 作� 平井 �三郎 作曲）
�曲『みだれ�』 より                                 （��野 晶� 作� 平井 �三郎 作曲）
   �⼀曲「�こひし」、 ��曲「�きわが」、 ��曲「�はただ」 (   左�の３曲をまとめて�題曲１曲とみな
す）

�⼗�⾥�                 （北⾒ �保� 作� 平井 �三郎 作曲）
のうぜんかづら               （�伯 �夫  作� 平井 �三郎 作曲）

※当コンクールの�題曲の��は下�にてお�り�いしております。
《ARIOSO MUSIC SHOP》 https://arioso-shop.myshopify.com/ 

�１回 平井�三郎声�コンクール
THE FIRST KOZABURO HIRAI VOCAL COMPETITION

5

*
*



����

・�査員の��で、�中で��の中�をお願いする場�があります。

・��はすべて��となります。

・�題曲2曲の��順�は、��者各⾃が決めることとします。
・��はピアノのみとし、��者は��者各⾃が⼿配するものとします。

・必�に�じて�曲を尊重した����は�めます。

・�則として、曲中の��カットは�めません。

・�め切り�の曲⽬�更は�めません。

・事前��および発声の場としては、マスク�⽤の上で��および指�された��のみとなります。

・その他、曲に�する�問は事�局までお問�せください。

その他の��事項

・�査の⽇時については、ご希�には�えません。指�された⽇時にお�しください。

・同�ピアニストの�更は、FAX またはメールにて�やかにご��ください。
・申�み�に��を��する場�は、コンクール事�局までご��ください。

・申�書�の��順に受付けし、上�を超えた場�には、申�みをお�りする場�があります。

・�場者�の上�については、��⾯や��⾯を�慮し主�者が��します。

・申�書に��された個�情�は、当コンクール事業にのみ利⽤します。

・予�の順�や�査内�については、お�えできません。

・���場者のなかで、希�者には���了�に�査員から��を受けることが�来ます。

・���場者とピアニストの��、申�時の��、�唱予�曲は��プログラムに掲�します。

・各賞受賞�果を各メディアへ情�提供します。

・�コンクールの��、��、��等の�利は、�て主�者に�属します。

・災�の発⽣など不可�⼒により、やむなく開�を中⽌する場�があります。

�査�果発�（発�形式、⽇時）

【�⼀�予�】

令和3年9⽉29⽇（�）の�査�了�、ホームページのみにて��します。
�⼀�予���者には、事�局から郵�にて�⼆�予�の当⽇受付時間等をお知らせします。

【�⼆�予�】

令和3年10⽉6⽇（�）の�査�了�、ホームページのみにて��します。
�⼆�予���者は、ホール内にて����順�の抽�をホームページ指�の時間帯に��しますの

で、�やかにお�まりください。

【��】

令和3年10⽉12⽇（�）の�査�了�、ホール内にて��式を⾏います。
時�は18時を予�していますが、�査等の�⾏状況により�更する場�がありますので、当⽇�場にて
お知らせします。
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�� 
・�⼀�（��状、賞金30万円）
・�⼆�（��状、賞金20万円）
・�三�（��状、賞金10万円）
・��（��状）

※賞金には���得�等を�みます

�賞�念コンサート

渋������センター⼤和⽥ 「��ホール」
2022年（令和4年）3⽉31⽇（⽊）
※�賞�念コンサートへは�則として�賞者（�1〜３�）、および��者が��することとする。

お問�せ

「平井�三郎声�コンクール�⾏�員�」事�局

〒107-0062 東�都��南⻘�2-15-5 FARO 1F アリオーソLLC 内
TEL：03-6403-9846
FAX：03-6403-9847
電�メール�info@arioso.co.jp
※�染�予��策としてリモートワークの場�がございますので、電�メールやLINE�式アカウント（ID：＠arioso)での
お問�せを�奨しております。

�型コロナウィルス�染��策についてのお願い

・�コンクールは、開��場の�型コロナウイルス�策ガイドライン※ にしたがい、�温、消�薬の��、
���気の��など、�染��策を�し開�いたします。�染�⼤�⽌のため、��者⾃�の⾃⼰責任にお

いて���理の��に�め、当⽇は�員の指⽰に従ってください。

・�場内では、��時を�いて、��や���を�めて常時マスクを�⽤してください。

・政�の��に�う、ホールのガイドライン��により、��中もフェイスシールド、マスク等の�⽤が義

�付けられる場�にはご了�ください。

・政�の��（例���事���の発�）などにより、�期や中⽌を�め、開���や内�を�更する場�

があります。

・2 �間�内に、⽇�政�が�国制�、�国�の��期間を�けるべき��国や地域への�問歴がある場�、
もしくは上��当者との����がある場�には、�場いただけません。また、体�不良の場�には、�場

をご��ください。さらに、上�理由により、不��となる場�のご�金も�来ませんので、予めご了�く

ださい。

※�型コロナウイルス�策ガイドラインは、政�等の指�を受けて��を⾏う可�性があります。
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「平井�三郎声�コンクール�⾏�員�」事�局

〒107-0062 東�都��南⻘�2-15-5 FARO 1F アリオーソLLC 内
TEL：03-6403-9846     FAX：03-6403-9847

電�メール�info@arioso.co.jp  LINE�式アカウント�＠arioso
https://www.arioso.co.jp

https://www.facebook.com/AriosoLLC
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