
希望パート
キッズ（小学生）　・　ソプラノ　・　アルト　・　テナー（男性）

希望パート
キッズ（小学生）　・　ソプラノ　・　アルト　・　テナー（男性）

希望パート
キッズ（小学生）　・　ソプラノ　・　アルト　・　テナー（男性）

希望パート
キッズ（小学生）　・　ソプラノ　・　アルト　・　テナー（男性）

お問合せ

お申込みについて

応募締切 11月9日（金）必着
当選結果は11月中旬頃、代表者の住所へ郵送します。

10月18日（木）受付開始

港区役所 地域振興課 文化芸術振興係
TEL：03-3578-2584 （平日8:30～17:00）
FAX：03-3438-8252

TEL:03-3578-2584 (Weekday 8:30～ 17:00）
FAX:03-3438-8252

■ はがきに①～⑦の必要事項を明記の上、
　下記までお送りください。

団体お申し込みが可能です

■ 電話での申し込みはこちら

■ FAXでの申し込みはこちら

港区文化芸術フェスティバル出演申し込み 10th Minato Performing Arts Festival application form

①演目：ゴスペル（希望パート：キッズ［小学生］・ソプラノ・アルト・テナー［男性］）、またはダンス
②氏名（ふりがな）　③郵便番号・住所（在勤・在学の場合はその旨記入）
④電話番号　⑤年齢　⑥保育人数・年齢（月齢）　
⑦希望グループ（A・B・どちらでも）

〒105-8511
港区役所 地域振興課 文化芸術振興係

地域振興課 文化芸術振興係 宛

9：00～17:00  (10/18のみ15:00～17:00）
9:00～17:00  [ Only on Oct. 18  15:00～17:00 ]

（住所不要）

03-3438-8252
03-3438-8252

03-5472-3710
03-5472-3710

ABOUT APPLICATION

Deadline to submit 
the application

申込方法
How to apply

■ To submit your application by phone: 

■ To submit your application by postcard: 

■ To submit your application by FAX: 

YOU CAN SEND IN YOUR APPLICATION AS A GROUP.

Fri. November 9

Contact

①Program: Gospel (Participants desired for <Kids, 
Soprano, Alto or Tenor(Men)>) or Dance, ②Name, 
③Address, ④Phone number,  ⑤Age(Months of 
age), ⑥If babysitting services are required, please 
specify the number of children, 
⑦Preferred group(A or B or Either)

- If you submit your application as a group,  lots will be drawn for the group 
as a whole. (All members in the group will either be selected, or not selected.)
- We accept up to three members per group. 

Send the postcard to 
Promotion of Art and Culture Subsection, 
Community Promotion Section, Minato City Office, Zip: 105-8511.

Promotion of Art and Culture Subsection, 
Community Promotion Section, Minato City Office, 

個
人・団
体
代
表
者

代 人 ／          才
氏名

住所

フリガナ

港区在住以外の場合 （ 在勤 ・ 在学 ）
〒

年齢 電話番号 保育人数・年齢（月齢）

Individual / Group Leader

Name

Age Phone Number # of children for day nursery (Months of age)

Address

□ 個人 Individual     □ 団体 Group　  ※どちらかをチェックしてください   Please check one of the two.

□ ゴスペル Gospel □ ダンス Dance

A      ・      B     ・    どちらでも

希望グループ
Preferred Group

演目
Program

The representative will be informed by post by
the middle of November.

・団体でお申し込みをされた場合、抽選も団体で行います。（全員当選か、全員落選）
・団体お申し込みは4名までです。

ファクス

FAX

電話

TEL

はがき

POSTCARD

Oct. 18 START

To  Promotion of Art and Culture Subsection, 
        Community Promotion Section, Minato City Office,

※両方の申し込みはできません。
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第10回港区文化芸術フェスティバル

応募締
め切り

11月9日
必着

CALL

FOR MEMBERS

出演者
募集

10th Minato Per forming Ar ts Festival

Where everyone can shine, and present the gif t of song and dance.Where everyone can shine, and present the gif t of song and dance.

歌とダンスで贈る、みんながかがやくステージ

2019

SUN

2019

SUN

2019

SUN2/172/17
ゴスペル指導

有坂美香有坂美香
ダンス指導

SATOMI-NSATOMI-N

会場：サントリーホール ブルーローズ会場：サントリーホール ブルーローズ
共催：KISSポート財団主催：港区

ゴスペル指導 ダンス指導ゴスペル指導

有坂美香
ダンス指導

SATOMI-N
ゴスペル指導 ダンス指導ゴスペル指導

有坂美香
ダンス指導

SATOMI-N


