**********************************************************************************

第５回アンハードノート ピアノパラ コンサート
～目指そう 2024 年パリ大会～

2022 年 10 月 28 日(金)
日本代表応募者 選考会及びコンサート
会場 : ベヒシュタイン・セントラム東京ザール
〒100-0006 東京都千代田区有楽町 1-5-1 日比谷マリンビル B1
TEL 03-6811-2925

**********************************************************************************

≪参加要項並びに参加申し込み方法≫
今回の選考会は 2024 年、パリにて開催予定の第５回アンハードノートピアノパラコン
サートに参加する日本人候補の実力養成の為に開催されるものである。

【A 及び B コース演奏当日の会場・日時】
ベヒシュタイン・セントラム東京ザール
〒100-0006 東京都千代田区有楽町 1-5-1 日比谷マリンビル B1 /

2022 年 10 月 28 日(金)
事前動画選考要項・条件は以下をご参照ください。

TEL 03-6811-2925

【A コース】
自由曲
8 分以内のクラシック曲を演奏した動画をメールにてお送りください。動画送信の際は
ギガファイル便をご利用ください。利用方法は下記サイトに記載されています。
https://gigafile.nu/
同メールには、住所・氏名・生年月日・連絡先・障害を明記の上、顔写真 (4×6 サイ
ズ、背景無地・白) を添付し、2022 年 5 月 30 日迄に下記宛に送信ください。
unheardnotes.pianopara@gmail.com

【B コース】
課題曲
《ジャン ジャック ルソー作曲 結んでひらいて》
（右記参照） を 3 分以内に編曲し、自作演奏する。

『結んでひらいて』

3 分以内に編曲し、自作演奏した動画をメールにてお送りください。動画送信の際は
ギガファイル便をご利用ください。利用方法は下記サイトに記載されています。
https://gigafile.nu/

自作した楽譜はスキャンした上、PDF として同メールに添付して送信ください。
尚、同メールには住所・氏名・生年月日・連絡先・障害を明記の上、顔写真 (4×6 サ
イズ、背景無地・白) を添付し、2022 年 10 月 1 日迄に下記宛に送信ください。
unheardnotes.pianopara@gmail.com

※A コース / B コース / A+B コース、いずれでも選べます。
尚、今回ご提出いただいた演奏動画は後日、アンハードノートピアノパラの制作動画
内で利用させて頂く場合がございます。著作権につきましては、ピアノパラとして保有
いたします、その旨ご了承ください。

送信前に項目漏れがないか、下記ご確認ください。
Aコース
2022年5月30日

コース
締切日
演奏時間

A,B共通

共通送信先

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦

自由曲 8分以内のクラシック曲
演奏動画の添付またはYoutubeのリンク
住所
氏名
生年月日
連絡先
障害
顔写真 (4×6サイズ、背景無地・白)

Bコース
2022年10月1日
課題曲 ３分以内の『結んでひらいて』編曲
① 演奏動画の添付またはYoutubeのリンク
② 住所
③ 氏名
④ 生年月日
⑤ 連絡先
⑥ 障害
⑦ 顔写真 (4×6サイズ、背景無地・白)

unheardnotes.pianopara@gmail.com

B コースに於いて楽譜を郵送希望の方は、下記宛に郵送ください。
〒176-0022
東京都練馬区向山 2-10-16
アンハードノートピアノパラ委員会宛

【参加の条件】
1) ピアノソロ、またはアンサンブルいずれも構わないが、必ず本人が中心となり演奏
をすること。
2) 評価については、すべての障害を対象とし、むしろその障害から生まれた独創的
な演奏を評価します。
3) 年齢、国籍は問いません。
4) 参加料 ¥10000
申し込みと同時に下記口座へお振り込みください。但し、いかなる事情であっても返
金はできませんのでお気をつけください。
三菱 UFJ 銀行
練馬支店
口座番号 1006282
口座名 ピアノパラリンピックイインカイサコダトキオ

ご質問などございましたら、下記にお問い合わせください。
アンハードノートピアノパラ委員会
unheardnotes.pianopara@gmail.com
tokiosakoda@nifty.com
http://www.cipfd.com/jpn/
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Let's aim for the 5th UNHERD NOTES piano para in Paris 2024

The 28th of October 2022 at C.Bechstein Centrum Tokyo
A qualification round for selecting the representative pianists in Japan
**********************************************************************************
≪Participation requirements and Participant application form≫
This qualification round is the purpose for promotion of abilities of Japanese
representative in the 5th Unheard Piano Para International Piano Festival in
Paris 2024.
【Course A】
Free choice of classic music programme Up to 8 minutes
You can send your video with your details, such as Your Address, Name, Date of
Birth, Contact details, disabilities and your photo (4×6) to the Email address
below before the deadline the 30th of May 2022.
unheardnotes.pianopara@gmail.com
【Course B】

『Open Shut them』

Compulsory piece
Please refer to the score on the right.

《Open Shut them by Jean-Jacques Rousseau》
You can arrange this piece as much as you want up to 3 minutes.
You can send your video and an arranged scores with your details, such as Your
Address, Name, Date of Birth, Contact details, disabilities and your photo (4×6)
to the Email address below before the deadline the 1st of October 2022. The
Email Address is below.

unheardnotes.pianopara@gmail.com
You can apply to not only each A or B course but also both A and B course.
The videos’ copyright belongs to Piano Para Committee.
If you would like to send it by mail, please use this address below.
〒176-0022
2-10-16 Koyama Nerima-ku Tokyo-to Japan
To Unheard Notes Piano Para committee

【Venue and Date of the concert after video audition】
C.Bechstein Centrum Tokyo
〒100-0006 B1F Main Building 1-5-1 Yuraku-cho Chiyoda-ku Tokyo
TEL 03-6811-2925

The 28th of October 2022

【Regulations】
1) Both piano solo and ensemble will be accepted. Regardless of piano solo or
ensemble, the participant has to perform it as a featured soloist.
2) We will target for all disabilities and showcase the ability to overcome
obstacles. Moreover, we will evaluate unique musical works.
3) For these rounds, any nationality is acceptable.
4) Participation fee ¥10000
The non-refundable application fee can be paid to:
MUFG Bank
Nerima Branch
Account Number 1006282
Account Name PIANOPARALYMPICIINKAISAKODATOKIO

