
合唱団 第２１期 （'20/7月～10月）  例  会  報  告  （１） 

・体操（立川） ・発声（千秋） ・体操（奥村） ・発声（千秋） ・体操（奥村） ・発声（千秋）

・練習曲　①懐かしのｹﾝﾀｯｷｰの我が家 ・練習曲　第1部演奏予定曲を全曲レッスン ・練習曲　第1部演奏予定曲の中から

18:00～20:30 　　　　　②草競馬　③道　 18:00～20:30 　①日々草 ②草競馬 18:00～20:30 　①草競馬 ②懐かしのケンタッキーの我が家

(指)本並 　　　　　④U-Boj！　⑤見上げてごらん夜の星を (指)本並 　③懐かしのケンタッキーの我が家 (指)本並 　③U-Boj！ ④朝露

(p)門 ・参加者　Ｔ1=6　Ｔ2=3　Ｂr=4　Ｂs=2 伊藤 　④白樺 ⑤道 ⑥母なるボルガをくだりて (p)門 ・10月度定例ﾚｯｽﾝ参加者割り振り表にて

・8月度Ａ班が参加、 参加者合計 17名 (p)門 　⑦U-Boj！ ⑧歓びのナーダム 　T1=5名、T2=4名、Br=4名、Bs=4名、計17名が参加

・今回も練習中の換気休憩は２回だけとなった。 　※「道」のソロは奥村さんを指名(本並指揮者) 　（欠席：Br西村）

　指揮者指導に熱が入ると時間を忘れてしまう。 ・9月度班分け予定表通りにて16名参加(欠席:掽) ・次回16日(金)は城東区民ｾﾝﾀｰ4Fにて全員レッスン

・体操（立川） ・発声（中村聖保） ・体操（奥村） ・発声（千秋） 　城東区民センター4F大会議室にて全員でレッスン

・練習曲　①懐かしのｹﾝﾀｯｷｰの我が家 ・練習曲　第1部演奏予定曲を全曲レッスン ・体操（立川） ・発声（千秋）

13:00～15:00 　　　　　②草競馬　③昴はうたう　 18:00～20:30 　①日々草 ②草競馬 18:00～21:00 ・練習曲

(指)本並 (指)伊藤 　③懐かしのケンタッキーの我が家 (指)本並 　① 懐かしのケンタッキーの我が家

・体操（立川） ・発声（千秋） (p)中村聖保 ・参加者　Ｔ1=5　Ｔ2=3　Ｂr=3　Ｂs=2 本並 　④白樺 ⑤道 ⑥母なるボルガをくだりて 伊藤 　② 草競馬　③ U-Boj！　④ 昴はうたう

・練習曲　①白樺　②母なるボルガを下りて Ｂ班 ・8月度Ｂ班が参加、参加者合計 15名 (p)森 　⑦U-Boj！ ⑧歓びのナーダム (p)森 ・参加者

18:00～20:30 　　③懐かしのｹﾝﾀｯｷｰの我が家　④U-Boj！ 　※但し⑤⑧は時間が足りず、レッスンせず。 ・欠席者  T2：高田・寺脇、Br：仲谷・西村・山口、

(指)本並 ・参加者　Ｔ1=4　Ｔ2=5　Ｂr=6　Ｂs=５ ・9月度班分け予定表通りにて12名参加(欠席:掽)  Bs：岡邑、計6名

伊藤 　　T1とBrは、Ａ班が参加 参加者合計 22名 ・体操（中村聖保）・発声（中村聖保） ・体操（奥村） ・発声（千秋） ・体操（奥村） ・発声（千秋）

(p)門 ・練習曲　①見上げてごらん夜の星を　②U-Boj！ ・練習曲　第3部演奏予定曲を全曲レッスン ・練習曲　第3部演奏予定曲＆フォスター曲を

15:00～17:00 　　　　　③死んだ男の残したものは　④朝露 13:00～15:00 　①見上げてごらん夜の星を　 ②ゆらゆら春 14:00～15:30 　①方正の青い空　 ②地雷ではなく花をください 

・体操（岡邑） ・発声（千秋） (指)伊藤 　③朝露　④死んだ男の残したものは 　③昴はうたう　④見上げてごらん夜の星を

・練習曲　①見上げてごらん夜の星を (p)森二三 ・参加者　Ｔ1=6　Ｔ2=3　Ｂr=6　Ｂs=3 (指)本並 　⑤方正の青い空　⑥地雷ではなく花をください (指)本並 　⑤ 草競馬　⑥懐かしのケンタッキーの我が家

18:00～20:30 　　　②死んだ男の残したものは　③U-Boj！ Ａ班 ・8月度Ａ班が参加、参加者合計 20名 伊藤 　⑦昴はうたう　⑧このみち　⑨昴 伊藤 　⑦ U-Boj！

(指)伊藤 　　　④朝露　⑤歓びのナーダム (p)森 ・9月度班分け予定表+Br奥村・Bs光本、15名参加 (p)森 ・10月度班分け予定表+T1吉岡・山本宏、Br岩崎、

(p)森二三 ・参加者　Ｔ1=4　Ｔ2=5　Ｂr=6　Ｂs=５ (欠席：山口・岡邑) 　　計17名 (欠席：立川・寺脇・春木谷)

　　T1とBrは、B班が参加 参加者合計 22名 ・体操（奥村） ・発声（千秋） ・体操（奥村） ・体操（本並） ・発声（本並）

・レッスン曲①②③の後で、換気休憩を実施。 ・練習曲　①見上げてごらん夜の星を　②U-Boj！ ・練習曲　第3部演奏予定曲を全曲レッスン ・練習曲　第3部演奏予定曲＆フォスター曲を

・体操（奥村） ・発声（千秋） 18:00～20:30 　　　　　③死んだ男の残したものは　④朝露 15:00～17:00 　①見上げてごらん夜の星を　 ②ゆらゆら春 15:30～17:00 　①方正の青い空　 ②地雷ではなく花をください 

・練習曲　①懐かしのｹﾝﾀｯｷｰの我が家 (指)伊藤 　③朝露　④死んだ男の残したものは 　③昴はうたう　④見上げてごらん夜の星を

14:00～17:00 　　　②昴はうたう　③死んだ男の残したものは (p)森二三 ・参加者　Ｔ1=4　Ｔ2=4　Ｂr=3　Ｂs=3 (指)本並 　⑤方正の青い空　⑥地雷ではなく花をください (指)本並 　⑤ 草競馬　⑥懐かしのケンタッキーの我が家

(指)本並 ・参加者　Ｔ1=5　Ｔ2=4　Ｂr=7　Ｂs=3 Ｂ班 ・8月度Ｂ班が参加、参加者合計 16名 伊藤 　⑦昴はうたう　⑧このみち　⑨昴 伊藤 　⑦ U-Boj！

伊藤 　　T1とBrは、A班が参加 参加者合計 21名 (p)森 ・9月度班分け予定表通りにて、11名参加 (p)森 ・10月度班分け予定表＋寺脇・吉川・光本　計14名

(p)森二三 (欠席：小西・西村・山口・光本) 　(欠席：吉岡・吉田・奥村・春木谷・山口・岡邑)

　第20回「昴」年次総会 ・体操（奥村） ・発声（千秋）

・体操（奥村） ・発声（千秋） 　新大阪ココプラザ5F 505号室(102㎡)にて開催 ・練習曲　第3部演奏予定曲

・練習曲　①懐かしのｹﾝﾀｯｷｰの我が家　②草競馬 9:30～11:40 　団長挨拶にて開会 18:00～20:30 　① このみち　② 昴はうたう

18:00～20:30 　③昴はうたう 　議長：吉岡、書記：吉川を選出 (指)本並 　③ 方正の青い空　④ 地雷ではなく花をください 

(指)本並 ・参加者　Ｔ1=6　Ｔ2=4　Ｂr=4　Ｂs=3 　団員27名の出席を得て、2時間の総会となった。 伊藤 　⑤ ゆらゆら春　⑥ 死んだ男の残したものは

伊藤 　　T1とBrは、Ｂ班が参加 参加者合計 19名 　事前に議案書を配布,報告短く,討議時間を確保。 (p)森 ・10月度班分け予定表+T1山本宏、吉田、

(p)森

　　計16名 (欠席：立川・山口・はが)

　各議案は承認され、新年度中に第13回コンサート
を開催する方向で進むこととなった。

・練習中、換気を兼ねた休憩は２回のみ実施となっ
た。次回より換気休憩は練習進捗状況を考慮せずに
時間を決めて行なう方式にすべきか。

1６日（金）

昴

７月度 ８月度 ９月度 １０月度

７日（金） ４日（金） ２日（金）
◇ ６月２１日に開催された運営委員会において、新型コロナウ
イルス感染防止対策を十分に行ないながら、昴のすべてのレッ
スンを７月から再開することを決定。前後左右に1.5mの間隔を
空けて歌えるようにすること前提に、ねむかＨに収容可能な歌
い手最大数を２４名と定めた。
◇ 声楽教室＆ＰＬは問題ないが、定例レッスンはこの数を超え
ている。そこで自主的な参加とし、昴メンバー全員から出席希
望or出席見合わせのアンケート調査を行ない、各パート毎に出
席予定者数が６名を超える場合は、Ａ・Ｂ二つの班に分けて、
レッスン参加日を設定することになった。
◇ ７月度の出席予定者数が、T1・Brパートは６名を上回ったの
で、各メンバーの希望を加味した上で、Ａ班・Ｂ班の区分が実
施された。

❶体温を測定37.5℃以上&体調不良の人は参加不可。❷
入退出時に手指の消毒を実施。❸ねむかＨ内の配置を
90°変更し各歌い手の間隔を出来るだけ広く保つ。➍発
声時前方への飛散防止のため全員がマスクなどを着用す
る。➎30分に1回以上の換気を実施する。

1６日（日）
前半

1８日（金）

３1日（金）

１９日（日）

1７日（金）

２０日（日）
前半

２０日（日）
後半

・練習曲が入れ替わる度(適宜)に、しっかりとした
換気をしながら進められた。

T1=鈴木,立川,千秋,山本宏,吉田,若園,T2=伊藤,更家,中谷

Br=榎本,大橋,奥村,春木谷,向井、吉川,Bs=川妻,東尾,光本

３日（金）

1６日（日）
後半

２１日（金）
１８日（日）

後半

１８日（日）
前半

・練習曲が入れ替わる度(適宜)に、しっかりとした
換気をしながら進められた。

T1=小西,立川,千秋,吉岡,吉田,T2=伊藤,大畠,更家,

Br=奥村,春木谷,吉川,Bs=川妻,東尾

 T1=8、T2=5、Br=5、Bs=4、計22名

 休憩時、創作曲「教えられた大切なもの」を披露　

 休憩時、創作曲「教えられた大切なもの」を披露　

３０日（日）

紹介曲：都構想反対・大阪市歌・膝をどけろ

 休憩時、創作曲「膝をどけろ」を披露　

T1=小西,鈴木,立川,千秋,T2=大畠,中谷,米川,本並

Br=奥村,春木谷,吉川,Bs=川妻,東尾,光本

３０日（金）


