
FINAL LIVE 2016

アコースティック専用ステージが登場 !!

中ホールホワイエにて特設ステージを用意！

これまで FINAL LIVE に出場できなかった

グループも参加可能に！

プラグドの演奏に負けないライブを !!

高校生の出演料を半額に !!

今年から若手育成の為

高校生の出演料を

1人￥1,000 円へ

値下げします !!

飲食ブースが充実 !!

館内ホワイエ

大アトリエにて

飲食ブースを大きく展開。

出演者も来場者も

お祭り気分で

楽しみましょう♪

楽器屋オープン !

ミュージックルーム１に

一夜限りの楽器屋 OPEN!!

普段見られないような

名器と出会えるかも !?

物販ブース設置！

出演者が自由に

音源やグッズを

販売できるブースを

ホワイエに用意！

より多くのファンを

獲得する為に

活用してください !

会場もうんと飾り付けて盛り上げます！

出演 ・ 参加の詳しい内容は、 次ページの

FINAL LIVE 2016 出場者募集要項をご覧ください！

持ち時間が最大 25 分 ( 転換込 ) に延長 !!
昨年より一曲多く演奏できます !!

また、最大 25 分ですので、まだ多くの曲を

演奏できないグループも、エントリー OK!

1 曲入魂のグループも大歓迎です !!



  

FINAL LIVE 2016 
岩手で一番 “熱いライブ” 決定戦！ 

□  イベント概要 

■ 会場 ／ 北上市文化交流センターさくらホール 中ホール  

■ 日時 ／ 2016 年 12 月 31 日（土）  

■ OPEN 10:30  START 11:00 FINISH  21:00（予定） 開始・終了時間は前後する場合があります。 

■ チケット料金 / 一般 前売 \1,000  当日 \1,500 高校生以下 前売 \600 当日 \800 

 

※申込いただいたバンドの皆様には、上記チケットを 10 枚（学生・一般合計）以上委託いたします。 

 販売いただいたチケット 1 枚につき、前売料金の 10%（一般 100 円・学生 60 円）を販売手数料として 

 当日ご精算いたしますので、たくさんのお客様へ販売をお願いいたします。 

 なお、前回申込人数に応じてお渡ししていた招待チケットは、今回発行いたしません。 

 

募集要項 (アコースティックステージの募集要項は次ページに記載。) 

 

●募集期間 平成 28 年 10 月 2 日（日）～ 平成 28 年 11 月 30 日（水）※１ 

●定  数 募集数 先着 20 組  

●募集対象 2 人以上で音楽活動をする、ステージに危険なく上がれる人数・年齢であるグループ。 

       大晦日が楽しくなるようなパフォーマンスであればジャンルはまったく問いません。 

 ●参加費  2,000 円／1 人 (高校生以下\1,000／1 人) 

         ※1 人 1 回につき、出演料を頂きます。複数出演する場合はその都度頂きます。 

●持ち時間 出入り、機材セッティングを含め 最大 25 分以内。（ 25 分以内であれば何分でも可 ） 

●ミーティング 12 月 4 日（日）10:00～ 会場：2Ｆ 会議室 ※２ 

参加者が集合し出演時間などを決めるミーティングを行います。 

       グループから必ず 1 人以上出席して下さい。（代理の方でも構いません。） 

●リハーサル 前日の 12 月 30 日（水）にリハーサルを行いますのでご参加をお願い致します。 ※２ 

●当  日 スタッフと一緒に進行などを確認する「オリエンテーション」を出演時間に分けて開きます 

（休憩時間を挟み、3部構成になっています。各部ごとに開催します。）。 

●未成年  保護者の許可が必要です。別紙承諾書に署名、捺印のうえ未成年の人数分提出してください。  

●申込方法 以下のものを用意し、出演料を添えて窓口へお届け下さい。（郵送・メール可） 

        ①エントリーシート ②ＰＲシート ③写真（全員の写っている物、データ歓迎。） 

 

                                                   

 

 



その他  

・観客投票で各賞を GET！ 

  ライブ当日、来場したお客様に１人１枚投票用紙を配布します。審査員とお客様の投票により、各賞の表

彰を行います。グランプリに輝いたグループにはさくらホールのレコーディングスタジオでの本格レコー

ディングをプレゼント。個人賞も用意していますので、ぜひ気合いを入れて狙って下さい！！ 

 【各 賞(予定)】 

●グランプリ さくらホールレコーディングスタジオでの本格レコーディング！ 

  ● U19 賞 19 歳以下で構成されたバンドで獲得票の多いバンド！ さくらホール施設利用券 

  ● 紅白戦 勝利チーム賞（勝者チーム全バンド） さくらホール施設利用券 

 

・スタンプ を集めるとライブへご招待 ！ 

ファイナルライブへのエントリー受付時に登録メンバー１人１枚「ＰＯＩＮＴ ＣＡＲＤ」を進呈。 

  さくらホールの練習スタジオをご利用された時に提示して頂くと、スタッフがスタンプを１回につき１個

押します。３つのポイントを集めて頂くと、ライブ当日の入場券になります。 

  今年は観客投票がありますので、お友達を招待してみてはいかがでしょうか？ 

 ※１、10 月 31 日までに申し込みをされましたグループは、FINAL LIVE のチラシにバンド名が記載されます。 

    また、定数に達し次第、締め切りとさせて頂きます。 

 ※２、本番当日以外に、ミーティングとリハーサルの日程があります。参加できることを確認の上お申し込みください。 

 

 

また、今年もスタッフも拡大募集します。当日の進行やアイデアなどを一緒に考える仲間を増やしたいと思っ

ています。ぜひ一緒にライブを作りたい！という方は誰でもウェルカム！下記までお問い合わせください。(※

参加希望者には別日に事前レクチャーを行います。) 

 
申込み・問合せ先  一般法人北上市文化創造 〒024-0084 岩手県北上市さくら通り二丁目１番１号 

          TEL ０１９７－６１－３３００  FAX ０１９７－６１－３３０１ 

          MAIL yusuke@sakurahall.jp 

          担当 企画事業課：高橋（裕）・吉田・利用サービス課：佐藤（辰） 

 

 

出演者大募集！エントリー期間 10/2 (日)～11/30(水) 

 

 

 

 



アコースティックステージ募集要項 

□  イベント概要 

■ 会場 ／ 北上市文化交流センターさくらホール 中ホール ステップホワイエ 

■ 日時 ／ 2016 年 12 月 31 日（土） 開場時間・休憩時間に開催 

■ 開場時間 10:30 休憩時間 13:40～14:10・17:05～17:35(いずれかの内転換込 15 分 ) 

 

●募集期間 平成 28 年 10 月 2 日（日）～ 平成 28 年 11 月 30 日（水） 

●定  数 募集数 先着 5 組  

●募集対象 ・アコースティック限定で演奏の出来る、個人・グループ。 

      ギター弾き語りや、三味線、民謡、ジャンベ、ウクレレ、二胡、スコップ三味線などなど 

       大晦日が楽しくなるようなパフォーマンスであればジャンルはまったく問いません。 

       キーボード用のスピーカー等、演奏に必要な電子機器は使用可能です。 

       エレキギターやエレキベース等を使用する団体は、中ホールへエントリーください。 

       アコースティックステージでは 1 人での参加も可能です。 

 ●参加費  1,000 円／1 人 (高校生以下\500／1 人)  

         ※1 人 1 回につき、出演料を頂きます。複数出演する場合はその都度頂きます。 

●持ち時間 出入り、機材セッティングを含め 最大 15 分以内。 

●ミーティング 12 月 4 日（日）10:00～ 会場：2Ｆ 会議室 ※２ 

参加者が集合し出演時間などを決めるミーティングを行います。 

       グループから必ず 1 人以上出席して下さい。（代理の方でも構いません。） 

●リハーサル 前日の 12 月 30 日(水)終日ステージが用意されています。 

      リハーサル希望の方は、スタッフまでお申し付けください。 

●当  日 演奏時間前に中ホールステップホワイエ・アコースティックステージへお越しください。 

●未成年  保護者の許可が必要です。別紙承諾書に署名、捺印のうえ未成年の人数分提出してください。  

●申込み方法 以下のものを用意し、出演料を添えて窓口へお届け下さい。（郵送・メール可） 

   ①アコースティックエントリーシート ②ＰＲシート ③写真（全員の写っている物、データ歓迎。） 

 

・スタンプ を集めるとライブへご招待 ！ 

ファイナルライブへのエントリー受付時に登録メンバー１人１枚「ＰＯＩＮＴ ＣＡＲＤ」を進呈。 

  さくらホールの練習スタジオをご利用された時に提示して頂くと、スタッフがスタンプを１回につき１個

押します。３つのポイントを集めて頂くと、ライブ当日の入場券になります。 

  今年は観客投票がありますので、お友達を招待してみてはいかがでしょうか？ 

 ※１、10月31日までに申し込みをされましたバンドは、FINAL LIVEのチラシにバンド名が記載されます。 

    また、定数に達し次第、締め切りとさせて頂きます。 

 ※２、本番当日以外に、ミーティングの日程があります。参加できることを確認の上お申し込みください。 

 

出演者大募集！エントリー期間 10/2 (日)～11/30(水) 

 



性別 年齢 連絡先 PART
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2016年10月31日必着で、さくらホールへ提出してください。直接持参・郵送・FAX(0197-61-3301)にて受け付けております。

 FINAL LIVE 2016 エントリーシート

バンド名

フリガナ

ジャンル
内容

※具体的にお願いします。

氏　名 連絡先 職業・学校

代
表

フ　　リ　　ガ　　ナ
住所



性別 年齢 連絡先 PART

2016年10月31日必着で、さくらホールへ提出してください。直接持参・郵送・FAX(0197-61-3301)にて受け付けております。

 FINAL LIVE 2016 アコースティック エントリーシート

ユニット名

フリガナ

ジャンル
内容

※具体的にお願いします。

氏　名 連絡先 職業・学校

代
表

フ　　リ　　ガ　　ナ
住所
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　フリガナ

　Ｑ１ 活動の拠点はどちらですか？

　Ｑ２ 年間に何回くらいイベント等に出演されますか？

　Ｑ３ ファイナルライブ以降でライブの告知はありますか？

　Ｑ４ バンド・グループのコンセプトを教えてください。

　Ｑ５ リリースしている音源がありましたら教えてください。（リリース予定もどうぞ）

Q６ 新年の活動や今後の目標などあれば、お聞かせください。

　Ｑ７ ファイナルライブへの意気込みを聞かせてください。

　Ｑ８ どんなところに注目して音楽を聴いて欲しいですか？

　Ｑ９ 見に来てくれた方に一言お願いします。

　Ｑ１０ ファイナルライブに関してご意見が御座いましたらお聞かせください。

　Ｑ１１ ＰＲを自由にお願いします。　

FINAL LIVE 出演バンドPRシート

バンド
グループ名

　　・北上市　　・盛岡市　　・花巻市　　・水沢市　　・岩手県内　　　　・県外（　　　　　　　　）

日にち・場所・時間・料金等ご記入ください。

ご記入いただきました内容は、館内に掲示する出演者プロフィールにi何項目かを記載させていただきます。

約　　　　　　　回



バンド名

パート

所要時間

分　　秒

コピー

オリジナル

分　　秒

コピー

オリジナル

分　　秒

コピー

オリジナル

分　　秒

コピー

オリジナル

分　　秒

コピー

オリジナル

分　　秒

分　　秒

その他要望等（持ち込み楽器等） ドラム持ち込みパーツ（詳しくお願いします）

ＭＣ、曲間

リハーサル　　　　日

アーティスト／作詞・作曲照明のイメージ曲目

所要合計時間

ＭＣ、曲間

名前パート 名前　　

FINAL　ＬＩＶＥ　2016　出演バンドセットリスト

Ｎo.　　　

本番時間

セッティング時間

分　　秒

分　　秒

ＭＣ、曲間

片付け

分　　秒

分　　秒

分　　秒

” ” ” ”



保護者の同意書

下記参加者のファイナルライブ２０１６への参加に同意します。

参加者氏名

保護者氏名 印

住所

参加者との続柄

保護者の同意書

下記参加者のファイナルライブ２０１６への参加に同意します。

参加者氏名

保護者氏名 印

住所

参加者との続柄

保護者の同意書

下記参加者のファイナルライブ２０１６への参加に同意します。

参加者氏名

保護者氏名 印

住所

参加者との続柄

保護者の同意書

下記参加者のファイナルライブ２０１６への参加に同意します。

参加者氏名

保護者氏名 印

住所

参加者との続柄


