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松島パークフェスティバル 2022 

High School Stage 募集要項 
  

 High School Stage は、松島パークフェスティバル第 2 回の 2016 年よりスタート。今年で６回⽬を迎えま

す。2016・2017 年の 2 回は、コンテストでの熱戦が繰り広げられ、⼤いに盛り上がりました。2018 年〜は、

より多くの⾼校⽣に“発表の場“をつくりたいという想いから、コンテストではない形式で、⾼校⽣が切磋琢磨で

きる場を提供。お互いの演奏を⾒合い、学び合う場となりました。 

 今年は未だ続く新型コロナウィルス感染症の中、開催させて頂きますが、私たち松フェス実⾏委員会はこの未

曾有の感染症にもしっかり向き合い、野外⾳楽イベントの新たな⼀歩に踏み出す気持ちで臨みたいと思います。 

 High School Stage の６回⽬を迎える今年も、⾼校⽣のみなさんでつくりあげるステージでお待ちしておりま

す！！  

ー開催概要ー 
1 名称       松島パークフェスティバル 2021  High School Stage 
 
2 期⽇       2022 年 5 ⽉ 29 ⽇(⽇) 10:00〜16:00(予定) 
          ※時間詳細は、参加決定時にお知らせします 
 
3 会場       松島海岸周辺(場所未定) 
 
4 参加対象者    ⾼校⽣(参加者全員) 
 
5 参加料      500 円/1 ⼈(保険代として当⽇徴収させていただきます) 
          ※バンド掛け持ちなど、複数回演奏する場合も、１⼈分のみ徴収いたします 
 
6 演奏時間   15 分（２〜３曲） 
          ※ジャンルやコピー・オリジナル曲であるかは問いません 
          ※掛け持ちの⽅は、時間が重ならないよう出演時間を考慮してスケジュールを組みます 
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ー募集詳細ー 
 
1. 応募資格    次の各号すべてに該当すること     

①	 募集対象    ⾼校⽣(参加者全員)           
②	 ジャンル等    ⾳楽の演奏（ヴォーカルグループも可） 
③	 保護者の承諾 

à 取材等があるイベントにつき、保護者による参加承諾書(メンバー全員分) が必要とな
ります。 

à すべての応募者に出演いただきたいと考えていますが、応募資格を満たしていない場
合は、出演をお断りする場合がありますので、ご了承ください。 

 

2. 応募⽅法 下記をセットにして、郵送でご応募ください。 

①	 参加申込書類  
②	 参加承諾書（メンバー全員分） 
③	 ⾳源（メンバー全員が揃った映像を収めた楽曲１〜２曲の DVD または、 
④	 閲覧可能な動画サイトの URL） 

 

3. 2021 スタートの新企画「どんぐりころころ」チャレンジ！  

童謡『どんぐりころころ』（作詞者が松島出⾝）をアレンジした演奏にチャレンジしてくれ
るグループを募集します！松島をステージに演奏する皆さんに、松島ゆかりのこの曲をアレ
ンジして演奏してもらい、松島での思い出をより⼀層深いものにしていただけたら幸いです。 

①	 チャレンジしてくれたグループには、参加賞（景品等）を⽤意 
②	 演奏は１番のみや１フレーズでも可 
③	 チャレンジするグループは、演奏時間の延⻑を考慮 

 

4. 応募期間  2022 年 4 ⽉ 4 ⽇(⽉)〜4 ⽉ 28 ⽇（⽊）必着 

5. 新型コロナウィルス感染症対策協⼒のお願い 

松島パークフェスティバル 2022 は世界中で蔓延している新型コロナウィルスによる感染症拡⼤防⽌の為、

以下の措置を講じますのでご協⼒をお願いいたします。 

①	 フェスティバル当⽇、出演者及び来場者は必ずマスクを着⽤して会場にお越し下さい。 

②	 フェスティバル当⽇、熱のある⽅の出演、来場をお断りします。 

③	 フェスティバル当⽇、会場内に⼿指消毒⽤スプレーを⽤意しておりますので、ステージ⼊場、

退場他必要に応じて利⽤お願いします。 

④	 出演者の⽅は、演奏中以外はマスクを必ず着⽤下さい。 

⑤	 その他状況により、必要と思われる措置をお願いする場合があります。 

＊童謡『どんぐりころころ』は、松島町出⾝の⻘⽊存義(ながよし)（1879 年・1935 年）が、⽂部省在職中に、松島

で過ごした幼い⽇を想い作詞されたもの。『どんぐりころころ』は、平成 19 年（2007 年）に「⽇本の歌百選」に選

ばれています。（引⽤：松島町 HP） 
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⑥	 フェスティバル当⽇、会場内での松島パークフェスティバル実⾏委員の案内、誘導にご協⼒下

さい。 

⑦	 感染状況によっては中⽌などの措置を講じる場合があります。 

 

6. ご注意点 

①	 参加申込書類・データの返却はいたしませんので、あらかじめご了承ください。 

②	 参加申込書類にご記⼊いただいた情報に不明な箇所があった場合等、代表者のご連絡先にメー

ル・電話等で連絡をさせていただくことがあります。 

③	 出演者は松島パークフェスティバル実⾏委員会、松島町等のホームページやマスコミ取材など

で写真や映像が掲載される可能性がありますので、保護者による参加承諾書を提出ください。 

④	 ⼩⾬の場合はイベントを決⾏しますが、⾬による楽器、機材等の破損、汚損は主催者では責任

を負いかねますので、参加される⽅はこの点をご留意下さい。 

 

7. 個⼈情報について 

参加申込書などにご記⼊いただいた個⼈を特定できる情報については、以下の通り利⽤させ

ていたきます。 

①	 ⼤会の運営およびそれに必要なご連絡、各種資料の送付のため 

②	 新聞、雑誌、テレビ等における紹介、結果報告等のため 

à イベントの内容（学校名・部活名、アーティスト名や写真等）は、松島パークフェスティバルオフィ

シャルウェブサイトをはじめ、各種メディアにて掲載、紹介されることがあります。 

 

8. 申込書類の応募先  締切⽇までに郵送にてお申し込みください。 

〒981-0213 宮城郡松島町松島字三⼗刈 26-21 

松島プチホテルびすとろアバロン 内 

松島パークフェスティバル実⾏委員会 「High School Stage」担当宛 
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9. 参加者と応援者、保護者の⽅等にお願い  
①	 会場に集まったすべての⼈に⾳楽を気持ちよく楽しんでもらうために、マナーを守った演奏・

⾏動をお願い致します。 

②	 ⽤意した楽器、機材等の管理は参加者ごとに責任を持って⾏って下さい。 

③	 主催者では会場内での盗難、事故等に⼀切責任を持ちかねますので、ご了承ください。 

④	 当⽇は取材・報道の可能性があります。保護者承諾書のない⽅は出演できませんので予めご了

承ください。 

10. 選考結果についてのご連絡 2022 年５⽉ 10 ⽇頃まで（郵送にてご連絡） 

申込み代表者様宛に出演決定通知書を送付致します。オフィシャルホームページ上でも公表致します。

出演頂くステージは実⾏委員会の決定に⼀任頂きますようお願いします。 

 

11. 会場と出演アーティストについて 

High School Stage では、10 組程度の出演を予定しております。出演ステージなどの詳細はオフィシャ

ルホームページ上にてご案内致します。（松島パークフェスティバル全体では、松島海岸周辺 12 ステー

ジ程度、約 100 組の出演を予定しております。） 

 

12. 演奏時間 

アーティストのステージ持ち時間は 15 分。ステージの⼊替えは別途 10 分程度⽤意致します。アーテ

ィストの⼊れ替え時間は、実⾏委員会による消毒などの感染症予防処置の時間を含みます。 

また、演奏時の⾳量レベル(バランス)については実⾏委員会にお任せ下さい。松島パークフェスティバ

ルは街なかの屋外ステージである事をご理解下さい。 

 

13. 楽器・機材の準備について 

主催者側では、PA ⼀式、マイク、ドラムセット、イス、ベースアンプ、ギターアンプを⽤意します。

その他必要な楽器・機材はご持参ください。各⾃が管理し、搬⼊出をお願いいたします。 
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High School Stage 2021 のようす  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

2017 年からは、毎年、松島⾼校
の⾼校⽣実⾏チーム『Fresh ○M  
Factory』 による企画で運営さ
れてます。 
⼿作りの装飾、司会進⾏など、ス
テージを盛り上げます。お互いの
演奏に対してのメッセージを書
き合うコーナーを設置するなど、
⾼校⽣同⼠の交流にもつながっ
ています。 
 
今年も、そんな “⾼校⽣による⾼
校⽣のフェス”空間でお待ちして
います！ 



Matsushima Park Festival Official 

 

                                                    

 松島パークフェスティバル2022 

   High School Stage 参加申込書 

申込⽇    年               ⽉               ⽇ 

フリガナ  フリガナ   

グループ名  代表者名   

代表者住所 

 〒 

電話番号 【⾃宅】                           【携帯電話】 

メールアドレス  

ホームページ  

メンバーリスト 

（※掛け持ちでの

出演予定がある場

合は、もう⼀⽅の

グループ名を記載

してください。） 

 

合計    名 

 

 

№ ⽒  名 楽器または担当 
⾼校名 学年 

性別 
掛け持ち出

演 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

曲名 

どちらかに○ ＊コピーの場合は誰の曲かを記載してください 曲名 

1 曲⽬  オリジナル    

     コピー (誰の             ) 

 

2 曲⽬  オリジナル    

         コピー (誰の             ) 

 

3 曲⽬  オリジナル    

         コピー (誰の             ) 

 

どんぐりころころ

チャレンジ 
チャレンジ  【 する ・ しない ・ 考え中 】 
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■グループＰＲ 

プロフィール、ＰＲ⽂など 100 ⽂字以内でご記⼊下さい。 

 

■グループ情報 

イベントなど出演履歴（年代時期なども⼊れて、可能な限りご記⼊下さい。） 

                                                 

                                        

                                        

■提出⾳源（いずれかに✔を⼊れてください。） 

□ＤＶＤ 

□URL                             
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ステージ配置図 

下記の表の記号を参考に、楽器・アンプ類等の配置、マイク・イス・テーブルの位置を図⾯にご

記⼊下さい。 

 
 

 

 

 

 

 

 

■楽器以外で当⽇使⽤する⾳源があればご記⼊ください。（当てはまるものに✔を⼊れてくださ

い） 

□使⽤しない □ＣＤ □ＭＤ □カセット □ＰＣ  

□その他（具体的に           ） 

AG ｱｺｰｽﾃｨｯｸｷﾞﾀｰ Epi ｴﾚｸﾄﾘｯｸﾋﾟｱﾉ Cho コーラス AS 
アルトサッ

クス 
Hr ホルン 

EG エレキギター Org オルガン VL バイオリン TS 
テナーサッ

クス 
Trp 

トランペッ

ト 

EB エレキベース Dr ドラムス Trb トロンボーン BS 
バリトンサ

ックス 
Fl フルート 

Cb コントラバス Par ﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ BT 
バストロンボ

ーン 
CL 

クラリネッ

ト  マイク 

 アンプ Vo ボーカル SS 
ソプラノサッ

クス 
Tub テューバ  イス 

 テーブル         
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年   ⽉    ⽇ 

 参加承諾書 

 

松島パークフェスティバル実⾏委員⻑ 殿 

 

 

1.（⽣徒⽒名）            が、2022 年 5 ⽉ 29 ⽇(⽇)に⾏われる 

「松島パークフェスティバル」に参加することを承諾します。 

 

   2.写真撮影・取材・放映等について承諾します。 

 

	 3.禁⽌事項・問題⾏動を起こした場合は、パフォーマンスの中断・イベントの中⽌を含む処置

を⾏うことを承諾します。 

 

住所 

⽒名  

保護者名                     印 

                            （保護者名⾃筆であれば印は不要です） 

 

 

（注１） 取材や放映を承諾しない場合にはエントリーができません。 

（注２） この⽤紙を参加⼈数分コピーして記⼊し、全員分を提出してください。 


