
大阪大学男声合唱団・大阪男声合唱団演奏会データベース　演奏会詳細 2019年7月8日

大阪男声合唱団 38演奏会数＝合同定期演奏会

1982 大阪森ノ宮ピロティホール

昭和57年5月15日（土)

主催は5つの合唱団、第1回は「四つのＯＢ合唱の夕べ」
（1981年5月.9日、大阪男声は出演せず）

開演18:3042（6、8、11、17）人

五つのＯＢ男声合唱の夕べ（第２回）

2 指揮：本城 正博大阪男声合唱団　男声合唱組曲「雪明りの路」

1-6 春を待つ、梅ちゃん、月夜を歩く、白い障子、夜まわり、雪夜 多田武彦 伊藤　整

6 指揮：今西 弘一合同演奏　男声合唱組曲「柳河風俗詩」 今西弘一は南澪会

1-4 柳河、紺屋のおろく、かきつばた、梅雨の晴れ間 多田武彦 北原白秋

1983 森之宮ピロティホール

昭和58年5月14日（土) 開演18:00

第３回　五つのＯＢ男声合唱の集い

3 指揮：本城 正博大阪男声合唱団　シー・シャンティ

1 Haul Away，Joe

2 Shenandoah

3 What Shall We Do With The Drunken Sailor

4 Lowlands

5 Spanish Ladies

6 指揮：松井 義知合同演奏　A.ブルックナー　Motetten

1 Locus iste A.ブルックナー

2 Tantum ergo No.2

3 Tantum ergo No.5

4 Tantum ergo No.4

5 Ave Maria
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1984 森之宮ピロティほ―ル

昭和59年5月20日（日) 開演15:00

第４回　五つのOB男声合唱の集い

4 指揮：望月 和彦男声合唱組曲「海鳥の詩」 ピアノ：新藤　朋

1-4 オロロン鳥、エトピリカ、海鵜、北の海鳥 広瀬量平 更科源蔵

6 指揮：島田 誠合同演奏 ピアノ：為重文恵

1 アルプスの歌(In der Alpen) F．ヘーガー 萩谷　納　訳詩

2 歌劇「タンホイザー」から　巡礼の歌 R．ワーグナー

1985 森之宮ピロティホール

昭和60年5月19日（日) 開演15:00

第５回　五つのOB男声合唱の集い

1 指揮：望月 和彦大阪男声合唱団　喜歌劇「メリーウィドー」から ピアノ：新藤　朋

1 メリーウイドーワルツ F．レハール

2 ヴィリアの歌

6 指揮：本城 正博合同演奏　男声合唱組曲「富士山」

1-3 作品第壹、作品第肆、作品第拾陸 多田武彦 草野心平

4-5 作品第拾捌、作品第弐拾壹

1986 森之宮ヒロティホール

昭和61年5月17日（土) 開演18:00

第６回　五つのOB男声合唱の集い

3 指揮：望月 和彦大阪男声合唱団　五つの男声合唱曲「やさしい魚」 ピアノ：新藤　朋

1-2 感傷的な唄、ジョギングの唄 新実徳英 川崎　洋

3-5 天使、鳥が、やさしい魚

6 指揮：野村 透合同演奏　シューベルト男声合唱曲集 ピアノ：小野田冨美子

1 Jünglingswonne(若者の歓喜)Op17 No1 シューベルト

2 Nachtmusik(夜のうた)　Op.156

3 Widerspruch(迷い)Op.105

4 Schlachtlied(戦いの歌)Op.151
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1987 森之宮ピロティホール

昭和62年5月9日（土) 開演18:00

第７回　五つのOB男声合唱の集い

5 指揮：望月 和彦大阪男声合唱団　フランスの詩による男声合唱曲集「月下の一群」

1-3 小曲、輪踊り、人の言うことを信じるな 南　弘明 堀口大学　訳詩

4-5 海よ、秋の歌

6 指揮：今西 弘一合同演奏　黒人霊歌

1 DEEP RIVER

2 SET DOWN SERVANT

3 GOING HOME

4 SOON-A WILL BE DONE

1988 大阪国際交流センター大ホール

昭和63年5月14日（土) 開演18:00

第８回　五つのOB男声合唱の集い

1 指揮：高木 善之大阪男声合唱団　男声合唱組曲「四月の顔」

1-2 木製の人魚、冷たい春の憂鬱 林　宏太郎 大手拓次

3-4 湖上をわたる狐、香爐の秋

6 指揮：松井 義知合同演奏　メンデルスゾーン　男声合唱曲集から

1 DER FROHE WANDERSMANN

2 DAS LIED VON BRAVEN MANN

3 ZINGEUNERLIED

4 TÜRKISCHES SCHENKENLIED
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1989 大阪国際交流センター

平成01年6月3日（土) 開演18:0022（4、6、6、6）人

第９回　五つのＯＢ男声合唱の集い

4 指揮：小川 立夫大阪男声合唱団　男声合唱組曲「木下杢太郎の詩から」

1-3 両国、こほろぎ、柑子（こうじ） 多田武彦 木下杢太郎

4-5 雪中の葬列、市場所見

6 指揮：吉田 哲朗合同演奏　懐かしのミュージカルから

1 Ｏｋｌａｈｏｍａ Richard Rodgers

2 Ｓｏｍｅ　Ｅｎｃｈａｎｔｅｄ　Ｅｖｅｎｉｎｇ Richard Rodgers

3 Serenade Sigmund Romberg

4 Ol' Man River Ｊｅｒｏｍｅ　Ｋｅｒｎ

1990 大阪国際交流センター大ホール

平成02年6月3日（日)

五つのOB男声合唱の集い--オーケストラとともに--

開演14:0023（6、6、5、6）人

ANCORの会第１０回記念演奏会

1（3） 指揮：小川 立夫大阪男声合唱団　男声合唱組曲「わがふるき日のうた」から

1-4 いしのうえ、湖水、郷愁、鐘鳴りぬ 多田武彦 三好達治

2 指揮：朝比奈 千足4本のホルンでうたう男声合唱　 ホルン：川西正明、高久壮太郎、前田敬子、牧野清治

1 森の夜の歌 シューベルト

3 指揮：朝比奈 千足オペラの男声合唱曲を集めて オーケストラ：大阪シンフォニカー

1 「魔笛」から「僧侶の合唱」 モーツァルト

2 「フィデリオ」から「囚人の合唱」 ベートーベン

3 「トラバトーレ」から「兵士の合唱」 ヴェルディ

4 「さまよえるオランダ人」から「水夫の合唱」 ワーグナー
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1991 大阪国際交流センター大ホール

平成03年5月25日（土)

ＡＮＣＯＲの会（Ａ アルマ・マータ・クワィア、Ｎ南澪会合唱
団、Ｃコール・アカデミー関西ＯＢ会、Ｏ大阪男声合唱団、Ｒ
六甲男声合唱団）開演18:0025（6、6、6、7）人

第１１回 五つのＯＢ男声合唱の集い

2 指揮：小川 立夫大阪男声合唱団　男声合唱組曲「北斗の海」

1-5 Bering-Fantasy、窓、風景、海、エリモ岬 多田武彦 草野心平

6 指揮：小川 立夫合同演奏「日本民謡」 小川立夫は大阪男声

1-4 最上川舟唄、音戸の舟唄、そうらん節、播磨の鯛網曳き唄

1992 大阪国際交流センター 大ホール

平成04年6月7日（日) 開演14:0036（10、10、8、8）人

第12回 五つのＯＢ男声合唱の集い

4 指揮：小川 立夫大阪男声合唱団　男声合唱組曲「中　勘助の詩から」

1-4 絵日傘、椿、四十雀、ほほじろの声 多田武彦 中　勘助

5-7 かもめ、ふり売り、追羽根

6 指揮：吉村 信良男声合唱組曲「海鳥の詩」 ピアノ　三宅美恵子、吉村信良は京都産業大学グリークラブ音楽監督常任指揮
者

1-4 オロロン鳥、エトピリカ、海鵜、北の海鳥 広瀬量平 更科源蔵
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1993 大阪国際交流センター大ホール

平成05年6月6日（日) 開演14:0029（9、9、5、6）人

第13回 五つのＯＢ男声合唱の集い

3 指揮：小川 立夫大阪男声合唱団　コダーイ男声合唱曲集から

1 ＪＥＬＩＧＥ　あいことば コダーイ・ゾルタン

2 ＨＵＳＺＴ　廃墟

3 ＥＳＴＩ ＤＡＬ　夕べの歌

4 ＦŌＬＳＺÁＬＬＯＴＴ Ａ ＰÁＶＡ 孔雀が飛んだ

5 KARÁDI NÓTÁK　コラディ地方の歌

6 指揮：今西 弘一合同演奏「トスティ歌曲集から」 ピアノ 大住理恵

1 ANCORA! 今ひとたび トスティ

2 ＬＡ ＳＥＲＥＮＡＴＡ　セレナータ

3 ＩＤＥＦＬＥ 理想

4 L'ULTIMA CANZONE 最期の歌

5 ADDIO! さらば

1994 大阪国際交流センター大ホール

平成06年5月28日（土) 開演18:0021（6、6、4、5）人

第14回 五つのＯＢ男声合唱の集い

4 指揮：鷲見 晋吾大阪男声合唱団　男声合唱組曲「吹雪の街を」

1-3 忍路（おしょろ）、また月夜、夏になれば 多田武彦 伊藤　整

4-6 秋の恋びと、夜のあられ、吹雪の街を

6 指揮：谷田 政隆合同演奏　男声合唱組曲「光る砂漠」 ピアノ　吉田謙吾、谷田政隆は住友金属混声合唱団インスペクター

1-3 再会、恋の詩でも読んだあとのように、早春 萩原英彦、編曲/福永陽一郎 矢澤　宰

6-9 落石、秋の午後、さびしい道、ふるさと
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1995 大阪国際交流センター大ホール

平成07年6月10日（土) 開演17:0024（7、7、5、5）人

第15回 五つのＯＢ男声合唱の集い

2 指揮：鷲見 晋吾大阪男声合唱団　合唱による風土記「阿波」

1 たいしめ（鯛締） 三木　稔

2 麦打ち

3 もちつき（餅搗）

4 水取り

5 たたら（踏鞴）

6 指揮：関屋 晋合同演奏 二群の男声合唱とピアノのための「路標のうた」 ピアノ 藤澤篤子、客演指揮の関屋 晋は早稲田大学出身、全日本連盟副理事長

三善　晃 木島　始

1996 大阪国際交流センター大ホール

平成08年5月19日（日) 開演14:3029（8、7、8、6）人

第16回 五つのＯＢ男声合唱の集い

4 指揮：八幡 宏志大阪男声合唱団　男声合唱組曲「海に寄せる歌」

1-4 砂上（さじょう）、仔羊、涙、この浦に 多田武彦 三好達治

5-7 鴎どり、既に鴎は、ある橋上にて

6 指揮：田中 安夫男声合唱とピアノのための「風の中で歌う空っぽの子守唄」 ビアノ　各務敬子、田中安夫は六甲男声

中村茂田隆 蔵原伸二郎

1997 いずみホール

平成09年5月25日（日) 開演14:0029（6、9、5、9）人

第17回 五つのＯＢ男声合唱の集い

1 指揮：八幡 宏志大阪男声合唱団　グノー「第２ミサ」から パイプオルガン 久保田真矢

1-4 Ｋｙｒｉｅ、Ｇｌｏｒｉａ、Ｓａｎｃｔｕｓ、Ａｇｎｕｓ Ｄｅｉ グノー

6 指揮：金丸 七郎合同演奏　男声合唱組曲「水のいのち」から ピアノ 粟田清隆、金丸七郎は声楽家・南澪会指揮者

2,3 水たまり、川 髙田三郎 高野喜久雄

5 海よ
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1998 いずみホール

平成10年5月24日（日) 開演14:0034（7、6、10、11）人

第18回 五つのＯＢ男声合唱の集い

4 指揮：八幡 宏志大阪男声合唱団 男声合唱組曲「五つのラメント」から

2-3 さようなら一万年、天のベンチ 広瀬量平 草野心平

4-5 オーボエの雲、Volga

6 指揮：多田 武彦合同演奏 男声合唱組曲「三崎のうた・第二」

1-3 後朝 三曲、片浦千鳥、遠樹 多田武彦 北原白秋

4-6 遠い岬、墓、鰤網（ぶりあみ）

1999 大阪国際交流センター大ホール

平成11年5月30日（日) 開演14:3029（9、7、6、7）人

第19回 五つのＯＢ男声合唱の集い

2 指揮：中川 知哉大阪男声合唱団 男声合唱組曲「草野心平の詩から・第三」

1-3 原子、地球、猛烈な天 多田武彦 草野心平

4-5 宇宙線驟雨のなかで、夜の海

6 指揮：桂 豊合同演奏　男声合唱組曲「枯れ木と太陽の歌」 ピアノ　吉田謙吾

1-2 枯木は独りで唱う、花と太陽の会話 石井　歓 中田浩一郎

3-4 冬の夜の木枯しの合唱、枯木は太陽に祈る

2000 大阪音楽大学 ザ・カレッジ・オペラハウス

平成12年5月28日（日)

五つのＯＢ男声合唱の集い－オーケストラとともに－

開演14:0036（12、10、7、7）人

ＡＮＣＯＲの会第20回記念演奏会

4 指揮：中川 知哉大阪男声合唱団　男声合唱組曲「三崎のうた」

1-2 丘の三角畑、白南風黒南風（しろばえくろばえ） 北原白秋 多田武彦

3-5 海雀、雨中小景、鮪組（まぐろぐみ）

6 指揮：井上 和雄合同演奏　ケルピーニ「レクイエム」ニ短調から 管弦楽　オペラハウス管弦楽団、井上和雄は六甲男声指揮者（神戸商船大教
授）

1 Introitus et Kyrie ケルビーニ

3 Dies Irae

5 Sanctus

7 Ａｇｎｕｓ　Ｄｅｉ
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2001 大阪国際交流センター大ホール

平成13年5月26日（土) 開演14:0035（10、5、11、9）人

第21回 五つのOB男声合唱の集い

2 指揮：中川 知哉大阪男声合唱団 コダーイ男声合唱曲

1 Ａ Szbadság（自由の讃歌） コダーイ・ゾルターン

2 Huszt (廃墟)

3 Hej Büngözsdi Bandi (やあ、バンディ君)

4 Fölszallott （孔雀が飛んだ）

6 指揮：平林 陽合同演奏 ミュージカル「ラ・マンチャの男」より ピアノ　山本有紀希子

1 MAN OF LA MANCHA（Ｉ，Ｄｏｎ　Ｑｕｉｘｏｔｅ）
ラ・マンチャの男（我こそはドン・キホーテ）

Michi Keigh、編曲　福永陽一郎、平林 陽 Joe Darion

2 Dulcinea （トルネシア）

3 Little Bird, Little Bird （小鳥よ小鳥）

4 Golden Helmet of Manbrino （マンブリーノの黄金の兜）

5 Ｔｈｅ　Ｉｍｐｏｓｓｉｂｌｅ Ｄｒｅａｍ （見果てぬ夢）

2002 大阪国際交流センター大ホール

平成14年5月19日（日) 開演14:0034（7、8、9、10）人

第22回 五つのＯＢ男声合唱の集い

3 指揮：中川 知哉大阪男声合唱団　男声合唱曲「永訣の朝」 ピアノ 武知朋子

鈴木憲夫 宮澤賢治

6 指揮：野村 透合同演奏 清瀬保二 男声合唱曲集から ピッコロ 西川一也、ティンパニー 小谷康夫、ピアノ 福島久仁子

1 球根 清瀬保二 岡本廣司

2 原體剣舞連 宮澤賢治
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2003 大阪国際交流センター大ホール

平成15年5月18日（日) 開演14:0026（7、5、8、6）人

第23回 五つのＯＢ男声合唱の集い

1 指揮：中川 知哉大阪男声合唱団 男声合唱のための「マザー・クースのうた」 ピアノ 武知朋子

- 間奏曲 ばらはあかい

0 序曲のかわりに ゆくゆくあるいて 青島宏志 谷川俊太郎

1 ミルクよバータに

2 ソロモン・グランディ

4 くぎがふそくで

5 ほねとかわのおんながいた

6 ゴーダムむらの

6 指揮：森 啓一合同演奏　シーシャンティ ピアノ 石幸千照

1 Swansea Town スワンシー・タウン 編曲 ロバート・ショウ&アリス・パーカー

2 Good-Bye,Fare ye Well さらなら、さよなら

3 Whup! Jamboree ワップ！ジャンボリー

4 Shenandoah シェナンドー

5 Spanish Ladies スペインのレティ―たち

2004 大阪国際交流センター大ホール

平成16年5月30日（日) 開演14:0039（8、11、11、9）人

第24回 五つのＯＢ男声合唱の集い

5 指揮：中川 知哉大阪男声合唱団　シベリウス男声合唱曲から

1 Till havs （海へ） Jeam Sibelius

2 kuutamolla （月光に寄せて）

3 Terve kuu （月よ、ようこそ）

4 Unsnaalaisten laulu （ウースマーの人々の歌）

Unsnaalaisten laulu

5 Finlandia-hymni （フィンランディア讃歌）

6 指揮：根津 昌彦合同演奏 男声合唱とピアノのための ゆうやけの歌

湯山　昭 河崎 洋
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2005 大阪国際交流センター大ホール

平成17年5月29日（日) 開演14:0029（7、7、8、7）人

五つの男声合唱の集い 第25回記念演奏会

3 指揮：中川 知哉大阪男声合唱団 無伴奏男声合唱による日本名歌集「ノスタルジア」
から

1-5 花、村の鍛冶屋、この道、箱根八里、故郷 信長貴富編曲

6 指揮：斉田 好男25回記念 合同演奏 弦楽アンサンブルとともに 弦楽 アンサンブル・ラシーヌ(ヴィオラ8、チェロ4、コントラバス3)

1 晩祷 メンデルスゾーン

2 水の上の精霊の歌 シューベルト

2006 大阪国際交流センター大ホール

平成18年5月28日（日)

ピアノ 武知朋子

開演14:0036（9、9、9、9）人

第26回 五つの男声合唱の集い

3 指揮：萩原 寛明大阪男声合唱団 男声合唱組曲 Enfance finie (アンファンス・フィニ)
～過ぎ去りし少年時代～

ピアノ　武知朋子

1-4 Enfance finie、物語、毀れた窓、乳母車 木下牧子 三好達次

6 指揮：田中 安夫合同演奏 ロシア民謡

1 ヴォルガの舟曳き歌 S.シャーロフ編曲

2 カリンカ 国本一平編曲

3 鐘の音は短調に鳴り響く 加藤磐郎編曲 合唱団白樺訳詩

4 コサックの子守唄 福永陽一郎編曲 津川主一訳詩

5 オレグ公 ジュピター・コール編曲 ジュピター・コール訳詩

6 カチューシャ 福永陽一郎編曲 石丸 寛訳詩
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2007 大阪国際交流センター大ホール

平成19年5月27日（日) 開演14:0040（8、12、11、9）人

第27回 五つの男声合唱の集い

4 指揮：萩原 寛明大阪男声合唱団 寺山修司の詩による6つのうた 思い出すために ピアノ 武知朋子

1-3 かなしみ、てがみ、世界のいちばん遠い土地へ 信長貴富 寺山修司

4-6 ぼくが死んでも、思い出すために、種子(たね)

6 指揮：梶田 慶太合同演奏 男声合唱組曲「心の四季」から ピアノ 福島久仁子

1-2 風が、みずすまし 高田三郎、編曲須賀敬一 吉野　弘

5-7 愛そして風、雪の日に、真昼の星

2008 大阪国際交流センター大ホール

平成20年5月11日（日) 開演14:0032（7、9、9、7）人

第28回 五つの男声合唱の集い

5 指揮：萩原 寛明大阪男声合唱団　無伴奏男声合唱のための「わたしはカメレオン」

1 わたしはカメレオン 木下牧子 有馬　敲

2 蝉 三好達治

3 ひきがえる ロベール・デスノス(二宮フサ訳詩)

4 きりん 天野 忠

5 かっぱ 谷川俊太郎

6 うみつばめ H.H.ドラックマン（佐藤俊彦訳詩）

6 合同演奏　シー・シャンティ

2009 大阪国威交流センター大ホール

平成21年5月23日（土) 開演14:0029（6、6、10、7）人

第29回 五つの男声合唱の集い

4 指揮：萩原 寛明大阪男声合唱団 男声合唱組曲「水のいのち」 ピアノ 武知朋子

1-5 雨、水たまり、川、海、海よ 高田三郎 高野喜久雄

6 指揮：岩城 拓也合同演奏 ベルリオーズ 劇的物語「ファウストの劫罰」より ピアノ 喜多光三

1-3 復活祭の歌、酔っ払いの合唱、アーメン ベルリオーズ

4-5 兵士と学生の合唱、悪魔の合唱
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2010 兵庫県立芸術文化センター大ホール

平成22年5月4日（火) 開演13:0031（7、9、8、7）人

第30回 五つの男声合唱の集い

1 指揮：萩原 寛明大阪男声合唱団 男声合唱組曲「方舟」 ピアノ 武知朋子

1-4 水底吹笛、木馬、夏のおもひに、方舟 木下牧子 大岡 信

6 指揮：本城 正博　合同演奏 男声合唱組曲「月光とピエロ」

1-4 月夜、秋のピエロ、ピエロ、ピエロの嘆き 清水　脩 堀口大学

5 月光とピエロとピエレットの唐草模様

2011 大阪国際交流センター大ホール

平成23年5月29日（日) 開演14:3032（7、9、9、7）人

第31回 五つの男声合唱の集い

5 指揮：萩原 寛明大阪男声合唱団　男声合唱とピアノのための「花に寄せて」 ピアノ 山口梨紗

1-3 たんぽぽ、ねこじゃらし、しおん 新実徳英 星野富弘

4 つばき・やぶかんぞう・あさがお

5-6 てっせん・どくだみ、みょうが

7 ばら・きく・なずな －母に捧ぐ－

6 指揮：平林 陽合同演奏 男声合唱組曲「御誦」 ピアノ 長澤圭介、打楽器　山縣雅志、光本諭史

1-3 ガラサ道(どう)、アヴェ・マリア、蓑踊(みのよう) 大島ミチル

5 御誦(おらしょ)

2012 大阪国際交流センター大ホール

平成24年5月27日（日)

主催：AＮＣＯＲの会

開演14:3035（9、9、9、8）人

第３２回 五つの男声合唱の集い

1 指揮：萩原 寛明大阪男声合唱団　「永訣の朝」 ピアノ：山口梨紗

1 永訣の朝 鈴木憲夫 宮沢賢治

6 指揮：上床 博久合同演奏 男声合唱組曲「雪と花火」 上床博久はアルマ・マータ・クワイア

1-4 片恋、彼岸花、芥子の葉、花火 多田武彦 北原白秋
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2013 大阪国際交流センター大ホール

平成25年5月26日（日)

主催：ANCORの会

開演14:3035（10、9、8、8）人

第３３回 五つの男声合唱の集い

5 指揮：萩原 寛明大阪男声合唱団　男声合唱組曲「光る刻」 ピアノ：山口梨紗

1 老いたきつね 木下牧子 蔵原伸二郎

2 もぐら 木下牧子 木島　始

3 鹿 木下牧子 村野　四郎

4 象 木下牧子 吉原幸子

6 指揮：山田 稔合同演奏　男声合唱組曲「富士山」 山田　稔は南澪会

1-5 作品第壹、作品第肆、作品第拾陸、作品第拾捌、作品第貳拾壹 多田武彦 草野心平

2014 大阪国際交流センター大ホール

平成26年5月11日（日)

主催：ＡＮＣＯＲの会

開演14:3032（7、8、8、9）人

第３４回 五つの男声合唱の集い

2 指揮：萩原 寛明大阪男声合唱団　無伴奏男声合唱による日本名歌集「ノスタルジア」
から

1 故郷 岡野貞一、信長貴富編曲 高野辰之

2 砂山 中山晋平、信長貴富編曲 北原白秋

3 鉾をおさめて 中山晋平、信長貴富編曲 時雨音羽

4 赤とんぼ 山田耕筰、信長貴富編曲 三木露風

5 みかんの花咲く丘 海沼 実、信長貴富編曲 加藤省吾

6 指揮：萩原 寛明合同演奏　男声合唱組曲「海鳥の詩」 ピアノ：山口梨紗

1-4 オロロン鳥、エトピリカ、海鵜、北の海鳥 広瀬量平 更科源蔵
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2015 兵庫県立芸術文化センターKOBELO大ホール

平成27年5月6日（水)

主催：ＡＮＣＯＲの会

開演14:0035（7、9、9、10）人

第３５回 五つの男声合唱の集い

2 指揮：萩原 寛明大阪男声合唱団　男声合唱組曲「明日へ続く道」 ピアノ：山口梨紗

1-4 君影草、もう一度、悲しみの意味、明日へ続く道 千原英喜 星野富弘

6 指揮：平林 陽合同演奏「高田三郎 名曲の泉」 平林　陽は六甲男声、ピアノ：白鷹里衣子

1 ”心の四季”より「風が」 高田三郎、須賀敬一編曲 吉野　弘

2 "内なる遠さ"より「燃えるもの－蜘蛛」 高野喜久雄

3 "啄木短歌集"より「やわらかに」

4 "啄木短歌集"より「不来方の」

5 ”イザヤの預言”より「主である神の霊はわたしの上にある」

6 "確かなものを"より「コスモス」 高野喜久雄

2016 大阪国際交流センター大ホール

平成28年5月22日（日)

主催：ANCORの会

開演14:3040（6、9、12、13）人

第３６回 五つの男声合唱の集い

4 指揮：萩原 寛明大阪男声合唱団　男声合唱曲「島よ」 ピアノ：大野梨沙

大中　恩 伊藤海彦

6 指揮：上床 博久合同演奏　男声合唱組曲「柳河風俗詩」 上床博久はアルマ・マータ・クワイア

1-4 柳河、紺屋のおろく、かきつばた、梅雨の晴れ間 多田武彦 北原白秋
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2017 兵庫県立芸術文化センターKOBELCO大ホール

平成29年5月3日（水)

主催：ＡＮＣＯＲの会
コール・アカデミー関西ＯＢ会は休会

開演14:0045（8、11、13、13）人

第３７回 四つの男声合唱の集い

4 指揮：萩原 寛明大阪男声合唱団　男声合唱とピアノのための「新しい歌」 ピアノ：内藤菜穂子

1 あたしい歌 信長貴富 Ｇ．カルロ、長谷川四郎訳

2 うたを　うたう　とき まど・みちお

3 きみ歌えよ 谷川俊太郎

4 鎮魂歌へのリクエスト Ｌ．ヒューズ、木島始訳

5 一詩人の最後の歌 Ｈ．アンデルセン、山室静訳

5 指揮：山田 稔合同演奏　男声合唱曲集「関白宣言」より ピアノ：石幸千照

1 秋桜（コスモス） さだ　まさし、鈴木憲夫編曲 さだ　まさし

2 案山子（かかし）

3 防人の詩（さきもりのうた）

2018 兵庫県立芸術文化センターKOBELCO大ホール

平成30年5月20日（日)

主催：ＡＮＣＯＲの会

開演13:4551（10、16、14、11）人

第３８回 四つの男声合唱の集い

1 指揮：萩原 寛明大阪男声合唱団　男声合唱による10のメルヘン「愛する歌」から ピアノ：内藤菜穂子

1-3 ひばり、ロマンチストの豚、海と涙と私と 木下牧子 やなせ　たかし

4-7 地球の仲間、雪の街、ユレル、さびしいカシの木

8 誰かがちいさなベルをおす

5 指揮：本城 正博合同演奏　男声合唱曲「永訣の朝」 ピアノ：内藤菜穂子

鈴木憲夫 宮澤賢治
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2019 兵庫県立芸術文化センターKOBELCO大ホール

令和01年5月6日（月) 開演13:45

第３９回 四つの男声合唱の集い

2 指揮：萩原 寛明大阪男声合唱団 男声合唱とピアノのための「くちびるに歌を」 ピアノ 内藤菜穂子

1 白い雲 Wiße Wolken 信長貴富 ヘルマン・ヘッセ（高橋健二訳）

2 わすれなぐさ Vergißmeinnicht ヴィルヘルム･アレント(上田敏訳)

3 秋 Herbest ライナー・マリーア・リルケ(茅野粛々訳)

4 くちびるに歌を Hab' ein Lied auf den Lippen シェザー・フライシュレン(信長貴富訳)

5 指揮：田中 安夫合同演奏 「大中恩作品集」から ピアノ 島崎央子

1 ふるみち 大中恩 三木露風

2 幌馬車 西条八十

3 こんな夜には 土田藍

4 じゃあね 谷川俊太郎

5 草原の別れ 阪田寛夫
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