
第 11回 「フランク永井 歌コンクール」開催要

1、 趣 旨

松山の宝、大崎の宝、日本歌謡界の宝であるフランク永井の歌コンクールを開催する。

今なお多くの人々に愛され続けている、日本歌謡界が誇る低音歌手フランク永井の歌を歌い、

聞き、歌い継 ぐことを通じて大崎市の地域づくりに大きく貢献し、フランク永井の存在と歌を末

永く記憶されていくようにする事。

2、 主 催

大崎市松山まちづくり協議会、フランク永井歌コンクール実行委員会

3、 後 援

大崎市、大崎市教育委員会、ビクターエンタテインメン ト、日立市吉田正音楽記念館、吉田事務

所、大崎市松山文化協会、大崎市松山観光協会、大崎商工会、鳴子温泉郷観光協会、大崎タイム

ス社、河北新報社、石巻 日日新聞社、朝日新聞仙台総局、産経新聞社東北総局、毎日新聞仙台支

局、読売新聞東北総局、KHB東日本放送、仙台放送、TBC東北放送、ミヤギテレビ、大崎ケー

ブルテレビ (順不同)

4、 協 賛

(株)一 ノ蔵、仙台味噌醤油 (株 )、 新やぎ農業協同組合、 (株)プロスパイン (1贋不同)

5、 主 管

フランク永井 歌コンクーィレ実行委員会、大崎市松山まちづくり協議会教育文化部会

6、 日 時

○ 予選会  : 令和元年 10月 19日 (土)午前 ■0時

○ 決勝大会 : 令和元年 10月 20日 (日 )午後 ■2時 30分

ア、会 場

大崎市松山体育館 (住所 :〒 987-1304 大崎市松山千石字松山 34-1)

8、 第 11回フランク永井歌コンクール予選会、決勝大会

(1)応募方法

フランク永井の曲 (オ リジナル曲)を歌唱する方は、どなたでも参加出来ます。

お申込みは、申込み用紙に歌唱曲名、住所、氏名他必要事項を記入し、現金書留に参加料、

自前で用意したカラオケテープまたは CDを添えて事務局まで申込んで下さい。

(申込後の曲目変更はプログラム編成の都合上認められませんのでご留意下さい。)

(2)審査選考

予選会  :フランク永井の曲 2番までを歌唱審査 し、30組を選びます。

決勝大会 :予選会と同じ曲を 2番まで歌唱審査し、入賞者を選びます。歌唱時の楽譜の準

備は致 しません。



(3)参加料  4′000円 (デュエットの場合は、5,000円 )

1名   賞状 トロフィー 副賞

1名   賞状 トロフィー 副賞

1名   賞状 トロフィー 副賞

3名   賞状 トロフィー 副賞

出場者全員

令和元年 7月 ■日～令和元年 3月 31日 (必着)

※締切日8月 31日 に限らず、先着 130組で締め切りとします。

(6)申込み先 (事務局)

〒987-■304 大崎市松山千石字広田 30 松山総合支所第二分庁舎内

フランク永井 歌コンクール実行委員会事務局

TEL:090-■ 492-0438(松元)

9、 審査員の先生方 (予選会から決勝大会まで)

審査員長 : 井上博雄先生 (ビクター歌謡音楽研究会本部講師)

審査員  : 大森一夫先生 (県内在住 作曲・編曲家)

: 千葉有一先生 (日 本音楽著作権協会員)

10、 入場券

◇ 予選会券 500円
◇ 決勝大会 1′000円 (当 日■,200円 )

◇ 共通券 (予選会&決勝大会まで)1′ 300円

11、 その他

。参加申込者には、応募締め切 り後 9月 15日 頃 (予定、多少前後する可能性有 り)に案内

状 (連絡事項)をお送 り致 します。

・審査結果に関してのお問い合わせについては、一切お受け致しませんのでご了承願います。

(4)表 彰

優 勝

準優勝

第 3位

特別賞

参加賞

(5)応募期間



第 11回 「フランク永井歌コンクール」出場申込書

1.フ ランク永井の歌は、 (オ リジナル曲)予選会・決勝大会とも 2番まで歌唱します。

2.カ ラオケテープ 。CDは、原則自前で用意 してもらいますが、テープや CDでの審査は行いま

せんので、カラオケテープ 。CDに歌を吹き込まないようにして下さい。

3.予選会・決勝大会とも歌唱の際、歌詞カー ドの準備は致しませんのでご留意ください。

また、カラオケテープ 。CDの郵送での返却も致しません。大会終了後に持ち帰 りでの返却は

可能ですのでお申し出ください。

4.申込書の項 目に全て記入の上、現金書留にて出場料 4,000円 (デュエットの場合には 5,000

円)を添えて、予選当日に歌 うカラオケテープもしくは CDと 一緒に下記事務局まで郵送して

下さい。直接事務局へご持参の申し込みも可能です。

5.出場申し込みされた方々への詳細案内は、9月 末頃に郵送にてご連絡いたします。

6.出場者の個人情報はコンクール以外には使用致しません。

7。 フランク永井の由のカラオケは、フランク永井の歌数ほど数多く市販されてはいませんが、16

曲はカラオケになっています裏面に 16曲名を記載 しています。

歌唱希望曲がこの 16由の中にありかつ原曲のキーで歌唱可能な方は下記伴奏用音源のモ ころ

で “事務局用意"を○で囲んで下さい。また、購入希望の場合はレコー ドショップでお求め下

さい。 (ビ クター発売 CD名称「歌カラヒット」01～ 04)
★ 出場申し込みは、令和元年 7月 1日 ～ 8月 31日 まで必着で申込み下さい。但 し、先着 130組  ｀

になりしだい締め切 りとさせて頂きます。

*事務局へのお問合せ、電話連絡は、午後 2時から午後 5時まで。(土・ 日・祝 目を除く)

フランク永井歌コンクール実行委員会 担当 松元 孝

事務局 :〒 987-1304 大崎市松山千石字広田 30 松山総合支所 第 2分庁舎内

TEL090-1492-0438
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フランク永井のカラオケ 10曲

1、 有楽町で逢いましょう     2、 西銀座駅前

3、 夜霧の第二国道

5、 俺は離 しいんだ

7、 公轟の手晶師

9、 東京ナイ ト・クラブ

11、 大阪ろまん

13、 おまえに

15、 露子吟タンゴ

4、 東京午前三時

6、 夜霧に消えたチャコ

8、 羽圏発 7時 50分

豊0、 君恋し

12、 こいさんのラブ 。コール

14、 妻を恋 うる唄

16、 ラブ・ レター

上記 16由がプランク永井のカラオケlllと して市販されています。

歌ヨンクール実行委員会事務局にも在 ります。

※歌コンクールの歌唱希璽感がこの 16曲のなかにあり、かつキーの変

更なく歌唱可能であれば伴奏用のテープ・ cDは事務局で用意しますの

でご自身での準備は不要です。その際は表面の「事務局」を○で囲ん

でください。


