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第１号議案 ２０２１年度事業報告および２０２２年度事業計画  

大阪男声合唱団（大阪本部）の活動 

１．２０２１年の活動実績 

新型コロナの感染拡大が２０２１年に入っても止まるところ知らず、演奏会を予定どおり開催できるか、

また開催すべきか否かをめぐって苦渋の決断を迫られた。結果的に、ＡＮＣＯＲの会演奏会は参加団体

の足並みが揃わず２年連続の延期を余儀なくされた。一方、第２０回記念定期演奏会は、団員減少で

危機的状況にある現役団に演奏機会を提供する意義もあり、緊急事態宣言中の開催を断行した。 

その後、感染状況は小康状態にあり、２０２２年の演奏会に向けて１０月から練習を再開し、参加者が

徐々に増えつつあるが、常時マスク着用の練習が続いている。 

 

（１） 演奏会 

【中止・延期した演奏会】 

■「四つの男声合唱の集い 第４０回記念演奏会」（ＡＮＣＯＲの会） 

日時 ２０２１年５月１６日（日） 13：15 開場、14：00 開演 

場所 あましんアルカイックホール（１，８２０席）、入場無料 

出演 アルマ・マター・クワイヤ、南澪会合唱団、大阪男声合唱団、六甲男声合唱団 

曲目 単独ステージ：髙田三郎「水のいのち」 指揮：萩原寛明 ピアノ：内藤菜穂子 

合同ステージ：各団の愛唱曲を各団の指揮者が指揮（当団の指揮は坂田裕二、曲は「柳河」） 

 

【開催した演奏会】 

■「第２０回記念 大阪男声合唱団定期演奏会」 

日時 ２０２１年８月２９日（日）12:00 開場、13:00 開演 

場所 住友生命いずみホール 
出演 大阪男声合唱団、大阪大学男声合唱団（阪大男声） 
曲目 髙田三郎「水のいのち」 指揮：萩原寛明 ピアノ:内藤菜穂子 

上田真樹「そのあと」 指揮:中西将司、演奏:大阪大学男声合唱団 

源田俊一郎編曲「みゆき歌曼荼羅」 指揮：坂田裕二 ピアノ:内藤菜穂子 

廣瀬量平「海鳥の詩」  指揮:本城正博 ピアノ:内藤菜穂子、現役・ＯＢ合同ステージ 

（S.ロンバーグ「学生王子」 指揮：甲和伸樹は都合により割愛) 

出演者  大阪男声 ４０名（団員３３名、賛助７名）、阪大男声２２名（現役２０名、ＯＢ２名） 

来場者  １５４名（コロナ対策で３００席に制限） 

 

（２） 練習 

年間を通じて原則毎週土曜日、ムジークシューレ大阪で実施する計画であったが、２０２０年１１月２８

日から３月末までと、５月から６月１２日までは練習を中止せざるをえず、定演が近づいた 7 月、8 月は

練習時間・回数を増やして補った。 

 



大阪大学男声合唱団ＯＢ会 ２０２２年（第４３回）定例総会 

2 
 

（３） 運営委員会 

原則毎月 1 回、ＯＢ会常任委員会と同時に開催、団の運営方針、活動内容、役割分担等について

協議・決定した（暦年間１０回のうち５回はメール方式開催）。 

 

（４） 団員総会 

定時団員総会を１０月２３日（土）に開催し、活動報告・決算報告、活動計画・収支予算・役員選任

案の審議を行った。役員改選により、新団長に本城正博(74)が就任した。 

 

（5） その他 

定期練習の時間の見直しを行った（１時間繰り上げ）。 

団費の集金を銀行振込方式に変更し、三井住友銀行豊中支店に団名義の口座を開設した。 

休団中も月額 500 円の団費負担を求めることにした。 

 

２．２０２２年の活動予定 

（１） 演奏会 

■「四つの男声合唱の集い 第４０回記念演奏会」（ＡＮＣＯＲの会） 

日時  ５月１日（日） 開演１４：００（開場１３:１５） 

場所  あましんアルカイックホール（兵庫県尼崎市） 

出演  アルマ・マター・クワイヤ、南澪会合唱団、大阪男声合唱団、六甲男声合唱団 

曲目  単独：木下牧子「アンファンス・フィニ」 指揮：萩原寛明 ピアノ：内藤菜穂子 

合同：男声合唱愛唱曲「希望の島」「上を向いて歩こう」「富士山 作品第肆」「柳河」 

指揮：井上和雄、宮内泰、上床博久、坂田裕二 

■「第２１回大阪男声合唱団定期演奏会」 

日時 ７月１７日（日）開演時刻未定 
場所 第一生命ホール（東京都中央区晴海） 
曲目 （演奏順序は未定） 

木下牧子「アンファンス・フィニ」 指揮：萩原寛明 ピアノ：内藤菜穂子 

佐藤 眞「旅」 指揮:本城正博 ピアノ:内藤菜穂子 

S.ロンバーグ「学生王子」 指揮：甲和伸樹 ピアノ：坂田百合子 

J.G.ラインベルガー「ミサ曲 ヘ長調 ｏｐ.１９０」 指揮：坂田裕二 オルガン:内藤菜穂子 

 

（２） 練習・運営委員会・団員総会 

練習は年末年始等を除き、毎週土曜日１７:３０～２０:００、ムジークシューレ大阪にて実施。 

運営委員会は原則毎月１回、団員総会は２０２２年９月に開催する予定。 

 

３．団員数                                    ２０２２年１月現在、（ ）はうち休団中 

Top Tenor Second Tenor Baritone Bass 計 

１０（２） １４（１） １２（７） ９（１） ４５（１１） 
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東京支部（ＯＢ会、大阪男声）の活動 

１．OB 会東京支部新年懇親会の開催 

２０２２年１月１６日（日）に恒例の東京支部新年懇親会を学士会館（千代田区神田錦町）にて１３時

より開催しました。東京都の新型コロナ感染者数も年末年始は比較的落ち着いており会場の感染予防

対策も厳重にされていたので予定通り開催することにしました。 

直前になり変異型オミクロン株による都内の感染者数が急増したため、参加者数が減り１４名での開

催になりました。大阪本部から本城団長に出席いただき、ピアニストの坂田百合子先生にも参加いただ

きました。懇親会は冨田支部長による活動方針の説明の後、本城団長発声の乾杯でスタートしました。

会食開始後しばらくして「学生歌」の合唱を終えたあと、サプライズの演奏（木田さん・アリア：大いなる主、

強き王）が坂田先生の伴奏で始まり拍手喝采で盛り上がりました。長期休団されていた団員や２００５年

入学のＯＢ会若手メンバーのほか全員の近況報告の後、各人の距離をとって「いざたて戦人よ」「最上

川舟歌」「Ｍｕｓｓ ｉ ｄｅｎｎ」を合唱しました。最後に木戸さんの三本締めで７月の定期演奏会の成功を

誓い終了しました。 

昨年はＺＯＯＭでの開催でしたが、マスク着用ながら対面の新年会は盛り上がりＯＢ会東京支部新年

懇親会を絶やすことなく開催できたことは意義深く、これからの活動へのはずみとなりました。今後は関

東在住、在勤ＯＢ会員に対して、支部の情報を定期的に流し新年会参加者の増強と合唱団への参加

勧誘を強化してまいります。 

 
２．大阪男声合唱団東京支部の活動 

新型コロナ第３波により２０２０年１１月より合唱練習を中断していましたが、２０２１年４月１７日に都内

を避け千葉県にて練習を再開しました。その後再度中断し７月３日・４日に大阪本部の坂田指揮者によ

る訪問練習を最後に東京支部としての定演のための練習は中断しました。８月２９日開催の大阪での第

２０回定期演奏会へは東京支部からは自主参加とし、甲和指揮者にはリモートでの指導をお願いし８名

の希望者による練習を７月１７日より実施し本番に参加しました。甲和指揮者による「学生王子」の大阪

での演奏は断念し次年度改めて東京にて演奏することになりました。 

比較的に感染者状況も落ち着いた２０２１年１０月より第２１回定期演奏会（２０２２年７月１７日、東京

開催）に向け順調に練習していましたが、１月中旬より急増した変異型株により一時練習を中断しました。

２０２２年は更に１１月２７日に関西系ＯＢ合唱団によるジョイントコンサート「コーラスの玉手箱２」を予定

しており、参加団員の増強と効率的に練習をするべく取り組んでいます。今後は東京での第２１回定期

演奏会開催の成功に向け全員参加体制にて準備を進めて参ります。 

 
団員数                                    ２０２２年２月現在、（ ）はうち休団中 

Top Tenor Second Tenor Baritone Bass 計 

５（２） ５（１） ５（３） ４（１） １９（７） 
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会報の発行 

１．会報発行の歩み 

会報は１９８５年１２月の「ＯＢ総会報告」を嚆矢に、約１０年間の試行錯誤を経て、１９９５年から定例

化されるとともに、徐々に内容の充実が図られてきた。１９９９年にはＢ５版からＡ４版に変更され、以後年

２回以上の発行が続いている。２０１６年に印刷会社を変更し、フルカラー印刷となった。 

１９９５年には現役の「銀杏通信」の発行も始まり、ＯＢ会報に同封してＯＢに送付してきた。２０１９年

夏号からはＯＢ会報と「銀杏通信」を一体的な印刷物として製作するように変更した。 

 
２．２０２１年度の発行状況 

２０２１年ＯＢ会報は、夏号（７月）および年末号（１２月）の年２回発行し、現住所が判明しているＯＢ

会員に郵送したほか、ホームページの「会員ページ」に掲載した。なお、従来は郵送料を現役と折半し

てきたが、コロナ禍で現役の財政状況の悪化が予想されたため、全額をＯＢ会の負担とした。 

 
（１） ２０２１年夏号（7 月）・・・１６頁 

◇ＯＢ会 第 4２回総会をメール方式で開催しました 

◇2021 年ＯＢ会東京支部新年懇親会をオンラインで開催しました 

◇大阪男声合唱団からのお知らせとお誘い（活動状況、第２０回記念定期演奏会、団員募集） 

◇ＯＢ会会員 田村坦之さんが受勲 

◇寄稿「５０周年記念事業に熱中し日々」 (59 田口孝人) 

寄稿「浅井敬壹先生、長い間ありがとうございました」 (80 石田 斉) 

寄稿「浅井先生の思い出(1984～1986 年)」 (83 小川立夫) 

◇「銀杏通信」 大阪男声定演賛助出演 直前特集号 （３頁） 

◇ＯＢ会事務局からのお知らせ 

（ＯＢ会会員数、会員訃報、新入会員、新卒ＯＢ代表挨拶、役員名簿、学年幹事名簿、ＯＢ会への

入金、２０２０年度収支決算、会費納入と寄付のお願い） 

【同封物】 「大阪男声合唱団第２０回記念定期演奏会」チラシ、チケット 

 
（２） ２０２１年年末号（12 月）・・・１６頁 

◇第４３回ＯＢ会定例会員総会のご案内 

◇２０２２年ＯＢ会東京支部新年懇親会のご案内 

◇大阪男声合唱団第２０回記念定期演奏会開催の報告 

◇大阪男声合唱団からのお知らせ（団長に本城正博が就任、２０２２年の活動予定、団員募集） 

◇寄稿「恩師・浅井敬壹先生に教わったこと」 （89 根津昌彦） 

寄稿「阪神・淡路大震災、そして２５年後の再会」 (91 吉田篤史) 

◇「銀杏通信」第６９回定期演奏会 直前特集号 （４頁） 

◇ＯＢ会事務局からのお知らせ 

（OB 会会員数、会員訃報、住所不明会員の探索のお願い、ＯＢ会への入金、会費納入と寄付のお願い） 

【同封物】 「大阪大学男声合唱団第６９回定期演奏会」チラシ、チケット 

 

３．２０２２年度の発行計画 

前年と同様、年２回（夏号および年末号）の発行とする。 
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ホームページの運用 

１．ホームページの概要 
ＯＢ会ホームページは、2017 年年初から全面リニューアル版の公開を開始している。 

栗山常任委員、上田常任委員、池田会員の３人体制で、新着情報を迅速にアップするとともに、映

像コンテンツの充実などサイトの改善を図っている。 

ホームページのＵＲＬ http://wp.handaidanseiob.com/ 

サイトのタイトル「大阪大学男声合唱団ＯＢ会＆大阪男声合唱団」  

（注）使用ソフト:ＷｏｒｄＰｒｅｓｓ、レンタルサーバー:ロリポップ社、ドメイン取得:ムームードメイン社 

 
２．ホームページの構成                            （前年からの大きな変更はない） 

メインメニー サブメニュー・内容 

ホーム タイトルとロゴ、スライドショー、お知らせ、検索機能、ツイッターへのリンク、ＯＢ会

ライブラリーへのリンク、サイドメニュー 

演奏会案内 大阪男声と阪大男声などの演奏会案内 

団体概要 ◇大阪男声合唱団（沿革、団員募集案内、指揮者プロフィール、団員･賛助出演

者名簿、役員名簿） 

◇大阪大学男声合唱団ＯＢ会（沿革、目的と活動、ＯＢ会行事、ＯＢ数・会員

数、役員名簿、学年幹事名簿） 

◇現役・ＯＢ会・大阪男声の略年表 

大阪男声予定 大阪男声の大阪本部、東京支部の練習・演奏会スケジュール、過年度活動実績 

活動報告 演奏会報告、練習報告(大阪)、練習報告(東京)、ＯＢ会活動報告、フォトギャラリ

ー 

アーカイブ ＯＢ会総会・懇親会、大阪男声合唱団、阪大男声（現役）、演奏会データベー

ス、投稿記事・写真（会員限定）、 

会員ページ 

（ＰＷ必要） 

ＯＢ会会報、常任委員会・総会・会則、ＯＢ総会ビデオ映像・写真、演奏会映像・

写真、大阪男声練習風景、50 周年記念事業、「大阪大学男声合唱団 50 年

史」、全ＯＢリスト、ＯＢ会入金リスト 

団員ページ 

（ＰＷ必要） 

練習用音源ほか、団員・役員名簿、団則・運営細則、委員会・総会、過年度委

員会 

お問合せ ＯＢ会事務局、大阪男声合唱団、大阪大学男声合唱団（現役）、ＷＥＢサイト管

理者あての、それぞれのお問合せフォーム 

（注１）「会員ページ」のＰＷ（パスワード）はＯＢ会報でお知らせしています。「団員ページ」のＰＷは大

阪男声合唱団の団員に限って個別にお知らせしています。 

（注２）音楽著作権保護、肖像権に配慮し、音源データや動画・写真データを、パスワードが必要な

ページに移しています。 

（注３）演奏会の集客向上策の一つとして、２０１８年６月より「大阪男声合唱団＆阪大男声ＯＢ会」の

ツイッターアカウントを開設・運用しています。練習状況や演奏会案内も随時発信しています。 
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阪大男声（現役）への支援と交流 

１．２０２１年の実績 

（１）第６８回定期演奏会の祝い金として５万円を贈呈。 

（２）新人勧誘のための資金援助として２５万円を贈呈。 

（３）大阪男声合唱団の活動への現役団員の参加・協力（現役団員の有志が大阪開催の演奏会に賛助

出演するほか、演奏会の運営スタッフとしても協力を得ている）。本年度は特に、大阪男声合唱団の

第２０回記念定期演奏会の開催に際して、現役合唱団として賛助出演を求め、単独演奏の１ステー

ジとＯＢ・現役の合同ステージに出演をしてもらった。 

（４）現役の演奏会や日常活動のＰＲのため、２０１９年度まで現役が別刷りで作成していた「銀杏通信」を

ＯＢ会報と一体化し、現役演奏会のチラシやチケットも同封して、全ＯＢあてに発送（封入発送作業は

現役に依頼し、郵送費は従来折半であったが、今年度は全額 OB 会負担とした）。 

（５）ＯＢ会員から送金される上記チケット代や現役への寄付をＯＢ会の振替口座や銀行口座で受け入れ。

今年度の実績は収支決算の「預り金受払の部」参照。 

（６）ＯＢ会総会に現役役員、新ＯＢを招待（２０２１年総会はメール開催につき招待をせず。２０２２年総

会には現役団員全員を招待する予定）。 

 

２．２０２２年の予定 

従来と同様の支援と交流を行うほか、次項の「創立７０周年記念事業」の企画・準備にあたって必要

な協議を行い、一層密接に連携する。 

 

 

阪大男声創立７０周年記念事業 

大阪大学男声合唱団は、昨年２０２１年１２月２７日に７０周年の創立記念日を迎えた。ついては、創立

７０周年記念事業を下記のとおり計画・実施するものとする。 

１．大阪大学男声合唱団第７０回記念定期演奏会 

日程 ２０２３年１月２２日（日） （開演時間未定） 

場所 吹田市文化会館 メイシアター 大ホール 

ステージ構成 ①現役アカペラ曲、②現役ピアノ伴奏曲、③ＯＢ単独、④現役・ＯＢ合同 

 

２．大阪大学男声合唱団創立７０周年記念レセプション(仮称) 

日程 ２０２３年１月２２日（日） 現役定演終了後（60 分後か）。 

場所 吹田市文化会館 メイシアター レセプションホール 

以上 


