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202１年 新年おめでとうございます。 

昴１月レッスン再開！「13回コンサート」 

開催にむけて、昴は今年も頑張ります！ 

 
「2019 日本のうたごえ祭典・京都」合唱発表会での「昴」演奏・銅賞受賞！ 

 
「群青 －福島に想いを寄せて－」400 名の大合唱 指揮：山本恵造 ピアノ：門 万沙子（大阪のうたごえ祭典 2020） 
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新年のご挨拶 

 

2021年新しい年が始まりました。 

新型コロナウイルス感染が拡がる中、昨年にも増して人の命の大切さが問われる年となってきま

した。 

アメリカでも大統領が変わり、日本でも首相が変わる変革の年だと思います。 

コロナ禍で見えてきた政治の矛盾を大きく解決していく、変革させていく年であると思います。 

国民の声が高まり、うねりとなり、政治を未来に向け拓いていく年であると思います。 

昴は人生経験の豊かさを発揮し、昴の持つ声の響きで歌い交しましょう！ 

本年もよろしくお願いいたします。 

2021年1月   男声合唱団昴 団長 千秋昌弘 

 

2021年1月からの練習等について(2020年12月28日(月) 昴運営委員会討議後３役決定) 
昴団員並びに関係者の皆様へ 

12月の練習等を自粛して、本日28日に来年の活動について判断するとしておりました。  

昨日から今日にかけて、運営委員会メンバーのLINE会議を行い様々な意見をいただき、最終的

に3役（団長＋副団長＋事務局長）で方針を決定いたしました。  

結論として、来年1月4日からの昴行事をすべて再開いたします。  

ただし、飲食店等への自粛要請が1月11日まで出されていることに鑑み、1月12日に 改めて状況

確認と活動継続の可否を判断することとします。  

なお、コロナの感染状況は決して気を許すことのできないものであることから、レッスン等への参

加の判断は、各人でしっかりしていただくようにお願いします。不安な方は躊躇なくお休みくださ

い。  

練習参加を見送られる団員は各パートのＰＭまたはＰＬへ連絡をお願いします。  

念のため、1月の昴行事は以下のとおりです。  

１/４ 14：30 中村教室➀  

１/８ 13：45 中村教室② 16：00 Ｔ１パートレッスン  

１/１２ 16：00 昴推進委員会 18：00 Ｂｒ・Ｂｓパートレッスン  

１/１４ 18：15 千秋教室➀  

１/１５ 16：15 技術部会 18：00 定例レッスン  

１/１７ 10：00 運営委員会、13:00定例レッスン前半、15:00 定例レッスン後半 ねむかホール  

１/１９ 18：00 Ｔ２パートレッスン  

１/２１ 18：15 千秋教室②  

１/２９ 18：00 定例レッスン  

１/３１ ＡＭ時間未調整 団コン・ピアノ合わせ ねむかホールにて  

１/３１ 14：00～17：00 全員での定例レッスン 会場は桃谷教会（桃谷駅から徒歩数分）  

以上よろしくお願いします。 

良い年末・年始をお過ごしください。  

追伸:メールの届かない団員への対応をよろしくお願いします。  

※ 1月日程の補足をいたします。  

1月17日（日）は、予定していた羽曳野市民会館が使えなくなりましたので、ねむかホールにて、前

半／後半に分かれての練習となります。  

また、1月31日午後は、「桃谷教会」にて全員での練習を行います。  

時間は、１４：００～１７：００です。お間違え無いようにお願いします。 
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「昴」臨時運営委員会報告 
コロナ感染拡大に対する今後の団活動

について（２０２０年 12 月 11 日の臨時

運営委員会の報告もあわせて掲載いた

します） 

  昴団員の皆さん 

 大阪ではコロナ感染にかかる「赤信

号」の点灯に伴い、12 月 4 日から 15 日

までの自粛要請が出され、昴においても

緊急に今月（12 月）初めの活動を中止

とし、11 日に臨時運営委員会を開いて

今後の活動について判断することとし

ました。 

12 月 11 日夜、団長以下 11 名が参加

して、予定どおりねむかホールで会議を

開催しましたのでご報告します。 

会議ではいろんな情報を出し合い、

今後のコロナの状況について議論しま

したが、大阪府域においては、緊急の自

粛が要請されたにも関わらず、日ごとの

感染者は増え続けており、人口 10 万人

当たりの感染者数で見ると、北海道と並

んで東京都を上回っている状況です。今

月末はもとより年が明けたらどう推移

するか全く見通せないのが現状です。 

6 月 20 日に予定されているコンサートについても、実施したいという意見と再延期が望ましいと

いう意見などが出て大変難しい議論ともなりました。 

今後の判断については、国や府の指標等にのみ頼るのではなく、可能な限りの情報をもとに、昴

独自の判断が重要だという一致をみました。 

２時間の議論の末、運営委員会として以下のことを決定しました。 

１ 12 月中のレッスンについて 

12月中のレッスン等の一切の行事を中止します。 

２ 来年 1 月からのレッスン等について 

来年 1 月以降の活動については、12 月 28 日に、ねむかホールで会議をするのではなく、運

営委員が LINE を活用して意見交換をし、判断することとしました。 

1 月 4 日から早速、昴の練習日程が入っているため、年内に次の判断が必要と考えることに

よります。 

３ 第 13 回コンサートについて 

次回コンサートについては、3 月から練習が再開できる状況であれば予定どおり実施すると

いうことを基本に、来年 2 月 28 日に改めて判断することとしました。 

 そのため、予約済みの豊中市文化芸術センターは解約しないこととしました。 

４ 団内コンサートについて 

2 月 7 日に予定されている団内コンサートは、可能な限り実施することとしました。 

場合によっては 1 月も練習ができないかもしれないが、それまでの練習の成果を披露するとい

う考えで、団内コンサートに臨んでいただきたいという思いです。 

 ピアニストの先生方の可能な限りのお付き合いをお願いいたします。 
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定例レッスン 参加者割り振り表  2021 年 1月           （敬称略） 

パート 1月 15日（金） 
1月 17日（日）

前半 

1月 17日（日）

後半 

1月 29日

（金） 

1月 31日

（日） 

Ｔ１ 千秋 吉岡 鈴木 吉岡  

 鈴木 吉田 立川 吉田  
全 

 

 立川 山本 小西 山本  
員 

 

 小西 （千秋）  （千秋）  レ  

      ッ

ス 

 

Ｔ２ 
大畠 大畠 大畠 大畠  ン 

桃 

 

 更家 更家 更家 更家  谷  

 中谷 中谷 中谷 中谷  教

会 

 

 米川 米川 米川 米川    

 伊藤 伊藤 伊藤 伊藤  1  

      4 

時 

 

ＢＲ 奥村 大橋 奥村 奥村  か  

 向井 岩崎 向井 大橋  ら  

 春木谷 仲谷 吉川 向井    

  春木谷 （春木谷） 春木谷    

    吉川    

ＢＳ 岡邑 岡邑 光本 岡邑    

 川妻 川妻 東尾 川妻    

 光本 光本  光本    

 はが 東尾  はが    

    東尾    

計 16 18 1４ 19    

 



 今後のコロナ感染の拡大については全く予断を許しません。一部の報道では年末には大阪ではさ

らに広がるという予想もされているくらいです。 

団員の皆さん 万全の感染予防対策のもとに、日々の自主練習をベースに充実した毎日を送られ

ますようお願いいたします。 

2020 年 12 月 12 日            運営委員一同 

 

 

 

 

(投稿) 作曲家 信長貴富さんの「母の思い」2020.12.27 朝日新聞より 
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(参考資料) 「ＰＣＲ検査 なぜ大事？」（無症状感染とコロナ対策）2021.1.5「しんぶん赤旗」より 
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