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復興音楽祭募集要項

１ 趣旨

昨年３月11日の東日本大震災の影響から、被災地では農林水産物に大きな被害

が発生しました。そのため、国産農林水産物の持ち味をもう一度見直して、日

本の価値を立て直す必要があります。

このような中、昨年10月に決定されました「我が国の食と農林漁業の再生のた

めの基本方針」におきまして、海外を含めた消費者、産業界、外国政府等幅広

い層の参加を得た「食と農林漁業の祭典（仮称）」の開催が提言されました。

今回の音楽祭は、平成24年度の本格開催に向けて、震災から約１年を迎える２

月29日に、「食と農林漁業の祭典（仮称）」のキックオフイベントとして、希望

や勇気、そして、生きる活力を生み出すことを目的として実施します。

そこで、被災地に居住している小中高校生や、被災地から避難し東京又はそ

の近郊で暮らしている小中高校生の親子を招待して、本格的な芸術・音楽を身

近に触れる機会を提供します。

２ 実施主体

主催

復興音楽祭実行委員会

共催

農林水産省、社団法人日本フードサービス協会

後援

東日本大震災復興対策本部、外務省、文部科学省、経済産業省、国土交通省、

株式会社日本政策投資銀行、公益社団法人日本青年会議所

３ 実施場所・期日・募集人数

実施場所

Bunkamuraオーチャードホール 東京都渋谷区道玄坂２－24－１

期日

平成24年２月29日（水）19時～21時

募集人数

400名

４ 対象

震災時に特定被災地方公共団体（別紙参照）に在住し、現在、小学１年生～

高校３年生及びその保護者

なお、当選された方の居住地の確認のため、当選後に、住民票又はそれに代

わる書類（例えば、保護者の免許証の記載内容によりその居住地が判別できる

ものなど）を確認させていただきます。あらかじめご了承ください。

※なお、当選された方の居住地の確認のため、2 月 20 日（月曜日）までご応

募頂いた方は 2 月 24 日（金曜日）までに、住民票又はそれに代わる書類を確認

させていただきます。また、21 日以降にご応募され方につきましては、2 月 28
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日（火曜日）までに住民票又はそれに代わる書類を確認させていただきます。

５ 参加費

復興音楽祭の入場料は無料です。会場までは各自の責任でお越し下さい。ま

た、ご自宅等から会場までの間の必要な交通費については各自の負担となりま

す。

岩手県、宮城県及び福島県の各県からは、復興音楽祭実行委員会が（株）み

ちのりホールディングス（岩手県北バス・福島交通）の協力を得てバスを

チャーターし、以下のとおり、送迎バスを運行します。ただし、バスの乗降場

所までの送迎は、保護者の責任でお願い致します。

①岩手県

宮古市（２月29日（水）６時頃）から釜石市（２月29日（水）７時30分頃）、

大船渡市（２月29日（水）８時30分頃）、一関市（２月29日（水）10時30分頃）

経由で送迎バスを運行します。

②宮城県

石巻市（２月29日（水）10時頃）から仙台市（２月29日（水）12時頃）経由で

送迎バスを運行します。

③福島県

相馬市（２月29日（水）11時15分頃）から福島市（２月29日（水）12時45分頃）、

郡山市（２月29日（水）14時頃）経由で送迎バスを運行します。

復路のバスにつきましては翌日朝の出発を予定しており、宿泊は各自負担と

なりますので、あらかじめご了承ください。

６ プログラム

復興音楽祭は以下のプログラムで実施する予定です。（別添参照）

①ラヴェル ：亡き王女のためのパヴァーヌ

②プロコフィエフ：交響曲第１番「古典交響曲」

③シューベルト ：交響曲第８番「未完成」

７ 持ち物

受付にてチケットと交換するための通知番号とともに、住民票又はそれに代

わる書類が必要です。通知番号は、当選の通知の際にお知らせします。

８ 申込み・申込み先

（１）申込み方法

※以下に掲げる方法により個人でお申込みください。ただしお一人様一回

限りとなります。

子どものみ、保護者のみのご応募はご遠慮ください。

当選後に住民票の提出が必要となりますので、住民票の提出の有無を記載

ください。住民票の提出が困難な場合はそれに代わる書類を明記してくだ

さい。
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①インターネットの場合：

【送信先メールアドレス】URL：https://www.contact.maff.go.jp/maff/form/b4b6.html

必要事項を記入し、上記メールアドレスに送信してください。受信完了メ

ールを送信します。

～個人で申し込む場合の必要事項～

氏名（ふりがな）、生年月日、震災時の学校名、学年、保護者氏名、続柄、

郵便番号、住所、電話番号、FAX番号、メールアドレス、家族全員がわかる

住民票又はそれに代わる書類の当選後の提出の有無

②FAXの場合：【FAX番号】03-3502-5336

参加申込書に必要事項を記入し、上記宛に送信してください。送信後に必

ず、農林水産省食品製造卸売課に電話(03-3502-8236)でFAX着信の確認をお

願いします。

（２）申込期間

平成24年２月10日（金）10時から申込みを受け付けます。

申込み締切は２月20日（月）18時２月27日（月）12時までです。

（３）参加決定について

参加決定は抽選先着順により行うこととし、子どもだけ又は保護者だけでの

当選はなく、決定は子ども及びその保護者とします。参加決定の可否につい

ては、２月24日（金）までに参加決定した方のみに通知します。また、21日

以降にご応募された方につきましては、２月28日（火）までに通知します。

記載の通知番号は受付の際に必要になりますので、必ず通知は保存してくだ

さい。

申込み後の参加決定の可否についての問い合わせはご遠慮ください。

（４）問い合わせ先

農林水産省食料産業局食品製造卸売課内

メール：fukko-ongakusai@nm.maff.go.jp

電話：03-3502-8236

問い合わせは、２月９日（木）から20日（月）27日（月）まで、時間は10時

から18時までです。

なお、受付初日や申込み多数の場合は電話及びFAXがつながりにくくなる可

能性がございますので、御容赦下さい。

９ その他

（１）個人情報の取扱いについて

参加申込書等に記載された氏名、住所、電話番号などの「個人情報」は、参

加者との連絡や実施に係る情報提供などのために利用するものであり、本人

の同意を得ず、それ以外の目的に使用したり第三者へ提供したりするもので

はありません。

（２）肖像権などについて

復興音楽祭で撮影された写真や映像及び制作物等は、報道機関での使用や報

告書等に使用することがありますのでご了承ください。
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（別紙）

※特定被災地方公共団体（北海道を除く）

青森県：八戸市 三沢市 上北郡おいらせ町 三戸郡階上町

岩手県：宮古市 大船渡市 花巻市 北上市 久慈市 遠野市 一関市 陸前高田市 釜

石市 奥州市 岩手郡滝沢村 紫波郡矢巾町 西磐井郡平泉町 気仙郡住田町

上閉伊郡大槌町 下閉伊郡山田町 同郡岩泉町 同郡田野畑村 同郡普代村

九戸郡野田村 同郡洋野町

宮城県：仙台市 石巻市 塩竈市 気仙沼市 白石市 名取市 角田市 多賀城市 岩沼

市 登米市 栗原市 東松島市 大崎市 刈田郡蔵王町 同郡七ケ宿町 柴田郡

大河原町 同郡村田町 同郡柴田町 同郡川崎町 伊具郡丸森町 亘理郡亘理

町 同郡山元町 宮城郡松島町 同郡七ケ浜町 同郡利府町 黒川郡大和町

同郡大郷町 同郡富谷町 同郡大衡村 遠田郡涌谷町 同郡美里町 牡鹿郡女

川町 本吉郡南三陸町

福島県：福島市 郡山市 いわき市 白河市 須賀川市 相馬市 二本松市 田村市 南

相馬市 伊達市 本宮市 伊達郡 桑折町 同郡国見町 同郡川俣町 安達郡大

玉村 岩瀬郡鏡石町 同郡天栄村 耶麻郡猪苗代町 河沼郡湯川村 西白河郡

西郷村 同郡泉崎村 同郡中島村 同郡矢吹町 東白川郡棚倉町 同郡鮫川村

石川郡玉川村 同郡浅川町 同郡古殿町 田村郡三春町 同郡小野町 双葉

郡広野町 同郡楢葉町 同郡富岡町 同郡川内村 同郡大熊町 同郡双葉町

同郡浪江町 同郡葛尾村 相馬郡新地町 同郡飯舘村

茨城県：水戸市 日立市 土浦市 石岡市 下妻市 常総市 常陸太田市 高萩市 北茨

城市 笠間市 取手市 つくば市 ひたちなか市 鹿嶋市 潮来市 常陸大宮市

那珂市 筑西市 坂東市 稲敷市 かすみがうら市 桜川市 神栖市 行方市

鉾田市 つくばみらい市 小美玉市 東茨城郡茨城町 同郡大洗町 同郡城里

町 那珂郡東海村 稲敷郡美浦村 同郡河内町 北相馬郡利根町

栃木県：宇都宮市 真岡市 大田原市 矢板市 那須塩原市 那須烏山市 芳賀郡益子

町 同郡市貝町 同郡芳賀町 塩谷郡高根沢町 那須郡那須町 同郡那珂川町

千葉県：千葉市 銚子市 成田市 佐倉市 旭市 習志野市 我孫子市 浦安市 印西市

匝瑳市 香取市 山武市 印旛郡栄町 香取郡神崎町 山武郡大網白里町 同

郡九十九里町 同郡横芝光町 長生郡白子町

新潟県：十日町市 中魚沼郡津南町

長野県：下水内郡栄村


