
□ 会場のごあんない □

■周辺アクセス■

●電車をご利用の場合
＊大阪方面から
 京阪「淀屋橋」駅または京阪「京橋」駅より準急に乗車。
「守口市」駅で普通に乗換、3つ目「古川橋」駅で下車。（約15分）
※区間急行の場合、そのまま「古川橋」駅に停車します。

＊京都方面から
 京阪「枚方市」駅より準急に乗車。
「萱島」駅で普通に乗換、2つ目「古川橋」駅で下車。（約20分）
※普通または区間急行しか止まりません。

●できるだけ公共交通機関をご利用ください。
　お車でのご来場の際は、会場もしくは近隣の有料駐車場をご利用ください。
　会場駐車場の料金など詳細につきましては、会場事務所へお問い合わせください。
　電話 06-6908-5300 （9：00-18：00 門真市民文化会館ルミエールホール）

産経新聞社と産経新聞開発(株)では、10月に第13回Osaka Prix キッズバレエフェスティバルを開催します。
本フェスティバルは、バレエを習っている小さな子供達にスポットをあて、日頃の練習の成果を成績や得点にと
らわれず、大きな舞台で「楽しく」そして「元気」に踊っていただける発表会形式です。習い始めの方やバレエ
シューズの方でも、中学３年生以下なら誰でも参加できます。日頃味わえない緊張、その上で得た大きな感動
はこれからの成長に必ず役立つと確信しております。ぜひこの機会に、もう1歩踏み出してみませんか。
皆様方のご参加をお待ちしております。

［募集要項］

開催日時 2022年10月9日（日） 15時30分スタート（予定）
受 付 期 間 2022年5月9日（月）～7月29日（金）

会 場 門真市民文化会館ルミエールホール
  門真市末広町29番1号

主 催 産経新聞社、産経新聞開発

後 援 大阪府教育委員会（申請中）
  公益社団法人日本バレエ協会 関西支部
  サンケイスポーツ、夕刊フジ、
  
  

第 13回Osaka Prix キッズバレエフェスティバル
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受付規定 ○所属教室の指導者に承認を受けてください。
○お申し込み受け付け後、原則として曲目の変更はできません。
○本番当日の受け付け時は、出場者本人と指導者（または出場内容を熟知している代理人）
が立ち会ってください。
○本番当日のオリエンテーションには、出場者および指導者ともに参加してください。

出 場 順 出場順は受け付け締め切り後、事務局内で抽選のうえ決定します。出場順が決定
しましたら各教室に発送いたします。

入 場 料 1,500円（当日券のみ発売）
リハーサル 当日は本番の出場順でリハーサルを行います。（希望者のみ。申込書に参加の有無を○してください。）
申込方法 下記の手順で申し込み手続きをお願いします。

これで、仮受付が終了です。

口座番号：00910-6-303198 加入者名：産経新聞開発（株）
出場料の入金確認をもって正式に受付が完了します。

申 込 先 Osaka
オオサカ

Prix
プリ

キッズバレエフェスティバル事務局（お問い合わせ）

〒556-0017 大阪市浪速区湊町2-1-57 産経新聞開発（株）内

06-6633-6804 （土・日・祝を除く10:00～18:00）

FAX. 06-6633-2709

Osaka Prix 全国クラシックバレエ・コンペティション2023のご案内 （予定）
と き 2023年　3月27日（月） ／ 28日（火）

3月29日（水）

ところ サンケイホールブリーゼ （大阪市北区梅田）

予 告

　8月上旬に、 出場内容確認書および、各種資料をお送りする予定です。

１週間以内に出場料を最寄りの郵便局から出場者本人の氏名でご送金ください。同一教室で複数名の
出場者がいる場合、指導者が代表して一括送金していただいても結構です。なお、通信欄には代表者名、
教室名と出場者全員の氏名を必ずお書きください。
※郵便局備え付けの用紙でお振り込みください。

開 催 日 ２０２2年10月9日（日）

会 場 門真市民文化会館ルミエールホール〈門真市末広町29番1号 TEL06-6908-5300〉
※地図は裏表紙参照開演時間 15時30分スタート（予定）

出場定員 個 人 部 門：120名程度
グループ部門：10組程度

出 場 料 個 人 部 門 ：18，000円 (入場券7枚と公式プログラム1冊を含む) ※公式プログラム：500円
（下表参照） グループ部門：基本料33,000円（3分以内2名の場合）（入場券10枚と公式プログラム2冊を含む）

時間延長：5,000円（1分につき）最大追加7分まで（合計10分まで）
増 員：10,000円（1名につき）最大追加8名まで（合計10名まで）
（1名増員につき入場券5枚と公式プログラム1冊を含む） ※入場券の返券はできません。

※10名以上の場合は、別途ご相談ください。

受付期間 2022年 5月9日 （月）～7月29日（金）
※なお、受付期間中でも定員になり次第締め切ります。
　

出場資格 中学３年生以下で所属教室の指導者の承認を得た方とします。
また、年齢の下限はありませんが、個人部門は一人で演技が完結できる方に限ります。

出場規定 ○出場は、1人（1グループ）1作品とします。
○個人部門の作品は、クラシックバレエのレパートリーの中からヴァリエーションのみを受け付けます。

○グループ部門に関しては、創作バレエも可能です。
○別紙作品名一覧表を参照の上、お申込みください。※出場作品が一覧表にない場合は新たにお書きください。

○個人部門は制限時間を３分とします。３分を超える作品での出場は出来ません。
○伴 奏

○ステージ 間口8間（14 . 4ｍ）×奥行5間（9ｍ） 床面：グレーのリノリウム
○背景・照明 ・ ホリゾント幕に上部ブルー、下部グリーンと生明かり。
○衣 裳 等 ・ 衣裳を着用しメイクをしてください。

・ 小道具は、出場者自身が1回ですみやかに出し入れできるもののみ認めます。
・ バレエシューズでの参加も可能です。

2名 3名 4名 5名 6名 7名 8名 9名 10名
3分 33,000 43,000 53,000 63,000 73,000 83,000 93,000 103,000 113,000
4分 38,000 48,000 58,000 68,000 78,000 88,000 98,000 108,000 118,000
5分 43,000 53,000 63,000 73,000 83,000 93,000 103,000 113,000 123,000
6分 48,000 58,000 68,000 78,000 88,000 98,000 108,000 118,000 128,000
7分 53,000 63,000 73,000 83,000 93,000 103,000 113,000 123,000 133,000
8分 58,000 68,000 78,000 88,000 98,000 108,000 118,000 128,000 138,000
9分 63,000 73,000 83,000 93,000 103,000 113,000 123,000 133,000 143,000
10分 68,000 78,000 88,000 98,000 108,000 118,000 128,000 138,000 148,000

人数
FAXでお申し込みの方は、
下記FAX番号へ。
06-6633-2709

  ホームページよりお申し込みの方は、
下記アドレスの専用フォームへ。
http://www.esankei.com/event/ballet/

  郵送でお申し込みの方は、
下記お申込み先へ。時間

《個人部門・グループ部門共通》
   ・ 伴奏の音源は、オーディオＣＤのみ受け付けます。
   ・ ＣＤは700ＭＢ以下のものに伴奏曲 1曲のみ記録してください。
　　なお、ＣＤは録音後、パソコン以外の機器で再生できるか確認してください。
   ・ 再生時に演目が分かるように題名をTRACK１に必ず書き込んでください。
   ・ 音出しは0分00秒00からスタートしますので、きっかけの場合は特に注意
　　 してください（無音部分があってもそのまま再生します）。
   ・ バックアップのため同じ物をもう１枚用意し、CDはディスクの破損を防ぐため硬い素材で
　  できた角形のCDケースにそれぞれ１枚ずつ入れ、ケースにシールを貼り、CD本体には
　  盤面に直接サインペンで出場番号、出場者名、作品名などの必要事項を記入ください。
   　（CDの盤面にはシールを貼付しないでください。再生できない場合があります）
   ・ また、再生事故防止の為、ＣＤは国内メーカーのハイグレード製品の新品を
        使用してください。また、録音は専門業者に依頼することをお勧めします。
　
　※不明な点があれば事務局にご相談ください。

なお、1週間以内に入金がない場合、お申し込みが無効となる場合があります。

　※出場者の顔写真をプログラムに掲載しますので下記Ｅメールアドレスに顔写真データ
　　（JPEG形式で解像度250dpi以上）をお送りください。
                                                  Eメールアドレス：ballet@esankei.com


