第 16 回 JAS カラオケコンテスト（NHK 杯）
予選参加申込用紙 Audition Enytry Form
The 16th JAS KARAOKE Contest (NHK Cup)
本選 2019 年 11 月 23 日（土）、Final Contest on 23 Nov 2019
氏名
Name

申込日
Application Date

電話番号
Tel

Home
HP

住所
Address

Email
Address
性別 Sex
会員番号
JAS
membership
No

Male / Female

年令 Age

* 15 歳以上（但し中学生は不可）
* Over 15 years old only

* 日本人会非会員の方もお申込みいただけます
* Non-member may also apply

エントリー曲（昨年と同じ曲でのエントリー不可）Song Entry (Must not be the same song as last year)
曲目
Song title

歌手名
Name of Singer

対象曲 『日本の歌』に限ります。
ご自分の歌われる曲の CD（カラオケバージョン）を 9 月 30 日（月）21：00 までに、日本人会フロント
オフィス（1F）または郵送にてご提出をお願い致します。CD にはお名前、曲名、歌手名、携帯電話番号を
記入してください。必ず CD Player で再生できるフォーマット(mp3 フォーマット、DVD 不可)の CD をご
提出くださいます様、お願い致します。お申し込み後の曲目の変更は出来ません。

予選
10 月 12 日(土) 15:00 ～オーディション開始 日本人会オーディトリアム(3 階)
受付時間 14：45～15：00 受付時間を過ぎますとオーディションを受けられなくなります
申込期間 7 月 15 日(月) ～ 9 月 30 日(月) 21:00 必着
問い合せ 日本人会 山内 masami_yamauchi@jas.org.sg Tel: 6591 7629 / 6468 0066（内線 4218）
＊この申込書にご記入の上、日本人会フロントオフィスにご持参ください。
郵送およびメール(masami_yamauchi@jas.org.sg)でのお申し込みも可能です（9 月 30 日必着）
＊音源の準備ができない場合は、カラオケ同好会（野村ジェイネット jfook@hotmail.com）にご相談
ください。コンテスト用の音源を実費（$10）にて手配いたします。
＊お申し込みをされた方は、直接予選会場にお越しください。時間厳守でお願いします。
Song selection
Japanese song only.
*Please submit your CD by 30th Sep. 21:00 at Front office (1F) or by post.
The CD must be playable with CD player and please put your full name, song title, name of singer
and your mobile contact number on the CD. Mp3 format or DVD is not acceptable. Kindly be
informed that you are not allowed to change the song title once you have submitted this application
form. Please contact Karaoke Group Jaynet Nomura jfook@hotmail.com if you need to help for
preparing CD. Sound source can be prepared by them with a charge of $10.
Audition 12 Oct (Sat) 15:00~ @ JAS Auditorium (3F)
Registration: 14:45~15:00 Latecomers will not be allowed to the audition. Please be punctual.
Term of Application 15th Jul (Mon ) ～ 30 Sep (Mon ) 21:00
Enquires Ms Yamauchi masami_yamauchi@jas.org.sg Tel: 6591 7629 / 6468 0066 (Ext.4218）
＊ Please proceed to the Auditorium (3F) for Audition.
＊ Contestants may apply in person at JAS Front Office (1F), by post or e-mail.
JAS address: 120 Adam Road S(289899) , e-mail: masami_yamauchi@jas.org.sg

