
70周年記念日本のうたごえ祭典 Festa チケット申込み＆出演登録書
いのちをうたおう！

こころをつなごう！

2019年1月19日（土）
汐文社刊「えほん障害者権利条約」より里圭：画 川崎市とどろきアリーナ

Festaチケット 領収書／申し込み書（控え）

様 団体名：

★大人 3000円／高校大学生 2000円／障害者と中学生以下 1500円／通し券 5000円

金額： 円（現金受領の方） ★障害者の方で介助者のチケットが必要な場合は介助者にも○をつけて下さい。

1500円のチケットを2枚ご購入いただき、2席確保します。

コンサート名 チケット種類（該当のチケットに○をつけてください） メインの参加企画

Human Festa 出演券・鑑賞券

通し券
大人・学生・小人

Peace Festa 出演券・鑑賞券 障害者・介助者

上記（受領・受付）しました。2018年 月 日 （受領者）団体： 担当

キリトリ

70周年記念日本のうたごえ祭典 Festa チケット申込書＆出演登録書( 初回・変更 ）
（Fax：03－6801－7399）

様 パート：Ｓ・Ａ・Ｔ・Ｂ・子ども 団体名：
（○をつけて下さい）

住所： 携帯： ｱﾄﾞﾚｽ：

Human Festa Peace Festa

参加企画： ／

★メインの参加企画を、Human Festa、Peace Festaそれぞれにご記入ください

金額： 円（現金を添えて申込む方） 参加企画がまだ決まっていない方は後日お知らせ下さい

コンサート名 チケット種類（該当のチケットに○をつけてください） チケット管理番号

Human Festa 出演券・鑑賞券
通し券

大人・学生・小人

Peace Festa 出演券・鑑賞券 障害者・介助者

□特別賛同金の通し券の申込みをする方（□にチェックを入れ、出演か鑑賞か選択し、上記をご記入下さい）

□鑑賞券（全席指定）をお申し込みの方は入金確認後、発券致します。＊指定席がなくなり次第締め切ります。

□出演券をお持ちの方で鑑賞券へ変更希望の方（□にチェックを入れ、上記にお持ちのチケットの管理番号を記入して下さい）
＊指定席がなくなり次第締め切ります。

2018年 月 日 （取扱者）団体： 担当

★ 記 入 例 ★
◎出演の方は、メインの参加企画を、下記より選択して下さい。まだ決まっていない方は、後日お知らせ下さい。

（歌って参加の方は、メインの参加企画の演奏場所がご自分の座席となります。）

Human Festa ～いのちをうたおう
①青年のうたごえⅠ 「ＨＥＩＷＡの鐘」
②女性のうたごえ 「どこかで春が」「いとし子よ」
③スクラムステージ 「お父さんの背中」「翼よ高く輝け」「私はここに立つ」「平和のおたより」「Let’s Go」
④築地の闘い 「私は築地の女将です」
⑤高齢者のうたごえ 「母なる故郷」「世直し音頭」
⑥70周年記念作品・無言館を歌う 「こわしてはいけない」「抱きしめよう」
⑦障害者とその仲間たち 「そのまんま」「この歌を」
⑧青年のうたごえⅡ 「つなぐ」
⑨全国郷土合同 「にぎわい江戸楽」

Peace Festa ～こころをつなごう～
⑩全国アコ合同 メドレー「愛しき人に」
⑪戦争反対 「燃える川・序章」「ノーパサラン」
⑫ぞうれしゃがやってきた 「本物のぞうがみたい」他祭典バージョン
⑬基地・沖縄 「帰れ帰れ」「タンポポ」「沖縄を返せ」「赤田首里殿内（エイサー）」
⑭原発・福島 「ふくろうの独り言」「福島は終わっていない」「子どもの大空」
⑮核兵器のない世界へ 「原爆を許すまじ」「母親のうた」

例：Human Festaは鑑賞、Peace Festaを歌って参加する、通し券を購入の歌声夢子さんの場合は。。。

歌 声 夢 子 ○○○○合唱団

5000

（上記の企画の番号と企画名を記入）

⑫ぞうれっしゃがやってきた

歌 声 夢 子 ○○○○合唱団

×××× ××× ×××

⑫ぞうれっしゃがやってきた

5000

303456（お渡しするチケットの管理番号）

上記に該当する方は□にチェックを入れてください。 変更の方はこの二つを必ず記入のこと！



70周年記念日本のうたごえ祭典 Festa チケット申込み＆出演登録書
いのちをうたおう！

こころをつなごう！

2019年1月19日（土）
汐文社刊「えほん障害者権利条約」より里圭：画 川崎市とどろきアリーナ

Festaチケット 領収書／申し込み書（控え）

様 団体名：

★大人 3000円／高校大学生 2000円／障害者と中学生以下 1500円／通し券 5000円

金額： 円（現金受領の方） ★障害者の方で介助者のチケットが必要な場合は介助者にも○をつけて下さい。

1500円のチケットを2枚ご購入いただき、2席確保します。

コンサート名 チケット種類（該当のチケットに○をつけてください） メインの参加企画

Human Festa 出演券・鑑賞券

通し券
大人・学生・小人

Peace Festa 出演券・鑑賞券 障害者・介助者

上記（受領・受付）しました。2018年 月 日 （受領者）団体： 担当

キリトリ

70周年記念日本のうたごえ祭典 Festa チケット申込書＆出演登録書( 初回・変更 ）
（Fax：03－6801－7399）

様 パート：Ｓ・Ａ・Ｔ・Ｂ・子ども 団体名：
（○をつけて下さい）

住所： 携帯： ｱﾄﾞﾚｽ：

Human Festa Peace Festa

参加企画： ／

★メインの参加企画を、Human Festa、Peace Festaそれぞれにご記入ください

金額： 円（現金を添えて申込む方） 参加企画がまだ決まっていない方は後日お知らせ下さい

コンサート名 チケット種類（該当のチケットに○をつけてください） チケット管理番号

Human Festa 出演券・鑑賞券
通し券

大人・学生・小人

Peace Festa 出演券・鑑賞券 障害者・介助者

□特別賛同金の通し券の申込みをする方（□にチェックを入れ、出演か鑑賞か選択し、上記をご記入下さい）

□鑑賞券（全席指定）をお申し込みの方は入金確認後、発券致します。＊指定席がなくなり次第締め切ります。

□出演券をお持ちの方で鑑賞券へ変更希望の方（□にチェックを入れ、上記にお持ちのチケットの管理番号を記入して下さい）
＊指定席がなくなり次第締め切ります。

2018年 月 日 （取扱者）団体： 担当

★ 記 入 例 ★
◎出演の方は、メインの参加企画を、下記より選択して下さい。まだ決まっていない方は、後日お知らせ下さい。

（歌って参加の方は、メインの参加企画の演奏場所がご自分の座席となります。）

Human Festa ～いのちをうたおう
①青年のうたごえⅠ 「ＨＥＩＷＡの鐘」
②女性のうたごえ 「どこかで春が」「いとし子よ」
③スクラムステージ 「お父さんの背中」「翼よ高く輝け」「私はここに立つ」「平和のおたより」「Let’s Go」
④築地の闘い 「私は築地の女将です」
⑤高齢者のうたごえ 「母なる故郷」「世直し音頭」
⑥70周年記念作品・無言館を歌う 「こわしてはいけない」「抱きしめよう」
⑦障害者とその仲間たち 「そのまんま」「この歌を」
⑧青年のうたごえⅡ 「つなぐ」
⑨全国郷土合同 「にぎわい江戸楽」

Peace Festa ～こころをつなごう～
⑩全国アコ合同 メドレー「愛しき人に」
⑪戦争反対 「燃える川・序章」「ノーパサラン」
⑫ぞうれしゃがやってきた 「本物のぞうがみたい」他祭典バージョン
⑬基地・沖縄 「帰れ帰れ」「タンポポ」「沖縄を返せ」「赤田首里殿内（エイサー）」
⑭原発・福島 「ふくろうの独り言」「福島は終わっていない」「子どもの大空」
⑮核兵器のない世界へ 「原爆を許すまじ」「母親のうた」

例：Human Festaは鑑賞、Peace Festaを歌って参加する、通し券を購入の歌声夢子さんの場合は。。。

歌 声 夢 子 ○○○○合唱団

5000

（上記の企画の番号と企画名を記入）

⑫ぞうれっしゃがやってきた

歌 声 夢 子 ○○○○合唱団

×××× ××× ×××

⑫ぞうれっしゃがやってきた

5000

303456（お渡しするチケットの管理番号）

上記に該当する方は□にチェックを入れてください。 変更の方はこの二つを必ず記入のこと！


