
 

T1：山本直一さん 

お言葉に甘えて、駄文を書きました。 

  四十年の作業帽生活を終えた私は、「もう

帽子なんか被らない」と思ったにもかかわら

ず、しばらくしてから、「鳥打帽で俳句を」

というケッタイな生活が始まった。というこ

とで私の第一句集「鳥打帽」を 2014 年に発

行した。ところがなぜか、最近「鳥打帽」が

嫌いになってきた。 

 夏日のウオーキングなら「鳥打帽」よりも

と思い「登山帽」を買ってきた。もちろん、

登山とは無縁の「登山帽」であるが、これが

けっこう気分が良い。どうしてかな？と考え

ているうちに、次の結論に至った。 

 「鳥打帽」には、若さへの未練が残るが、

私にとっての「登山帽」は若さの未練への決

別なのだ。ということで、「登山帽」をのせ

てノコノコ歩く日々である。 

「なぜ    

 

反 

  
 

５月レッスンも休止中！  昴へ朗報・ 

出演依頼届く！ コロナワクチン接種も 

始まる！ 
「皆様  

緊急事態に伴う団活動の停止が再び出されました。合唱できない日々が益々長くなります。 

皆さんがどのように日々過ごされているか、暮らしの工夫はどんなものがあるか、みんなで共有し

ませんか。 

どうか近況、日々の想いをお寄せください。  ２０２１年４月３０日    山本宏司  」 

 

皆様  

先日、皆さんからの近況をお願いしたところ 3 名の方からメッセージを頂きました。 

第 1 弾をお送りします。 

どんどん思いを寄せてください。     2021.5.7 山本 

➀昴メンバーの今、思い、これから 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 年 5 月 

緊急事態宣言の真っ只中でも    

我らここにあり 

 男声合唱団 

Subaru 

 

 

 

 

 

 

ニュース７５６ 

‘２１.５.２６ 

指揮者：本並先生 
いつもありがとうございます。 

 4 月、本来なら心地よい季節、奏でる音楽に人生の生

きがいを謳歌する季節でしたね。 

次に来る 5 月「あふれる思い出よ、五月、5 月、働く

者の５月」のはずだった。 

新緑は萌え、花は咲き、人の心は愛と平和に燃える。 

だけど人は、人類は、いずれブラックホールに吸い込

まれていくのかな？  

人類史、宇宙史、宇宙学的に見たら人類は欲望の末に

絶滅するのかな！ 

ここ何世紀か、対人ウイルスは周期的に襲ってきてい

ますね。 

今世紀、科学でもって（ワクチンでもって）解決でき

るのかわからない。 

変わって、我が家では紫金草が咲き誇っています。 

男声合唱団「昴」新たな企画でもって人生を謳歌しま

しょう！委縮していた本並   

（アチコチ体力衰え）も 

頑張ります。 

新しい企画案を画策にあたります。    
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Br 山口重光さん 

「私の日常」 

    皆さん、こんにちは。私は仕事の始まる 15分位前に朝の発声練習をしてます。 

ピアノが無いのでハ長調のド音が日によって安定してませんが。 

日によって高音部が出やすい日とそうでない日があるのは不思議です。その後、１０分間のスト

レッチをやります。これをやると階段を軽く上がれます。また、記憶力が衰えないように、出勤途

中、電車を待つ間に一分間の漢字テストをしてます。 

    最近は金を稼ごうと思い、株を勉強しようと証券会社に口座を開きました。GW明けから売買し

たいと銘柄を調べています。 

    また、昔から続けている書の地方展もボチボチ始まります。力強く、若さを失わない文字を目

指しています。 

    冒険心旺盛な私は、今年こそは夏には北海道をバイクで走りたいと思っております。２年ぶり

です。 

    では、一日も早く団員の皆さんに元気にお会い出来ますように。     

  ②昴メンバーの今、思い、これから  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
皆さん、 

なかなか厳しい日が続きますがいかがお過ごしですか。 

立川さんからエッセーが送られてきました。２０２１．５．９ 
 

メンバーの今、思い、これから ③ 
2021 年 5 月   緊急事態宣言の真っ只中でも   我らここにあり 

 

 

 

Br 清水恭太郎さん 

 

近況です 

連れ合いがいなくなり今月で１０年、早いものです。 

 

年金者組合奈良県本部の副会長をして一番嫌な機関誌紙の発行の担当や、奈良支部の

執行委員長の活動で結構忙しいです。 

又地域の自治会長等もあり誰かが来たり、メールを送ったり、毎日何かがあります。 

今日は朝から隣の町の精華町の町会選挙の告示が１１日で、その事務所開きで応援。 

明日も奈良市会議員選挙（７月１１日選挙）の事務所開きがあり、一応後援会の会長

も長年やっていて顔見せも必要なので、その他 にちべと、日中、救援、社保協、革新

懇、奈良自治研等の関係もあり動ける間は動いている状態です。 

コロナに負けないよう、気をつけているつもりです。 

舞台に立てるまで、皆様頑張りましょう。 

2021 年 5 月 8 日  清水恭太郎 
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消されたカレンダーに残ったもの―コロナ禍のなかで 
                  昴 立川孝信 

私はいつも１０月位に次の年のカレンダーの手帳を２冊購入する。ねむかホール用と個

人用だ。ねむかホールの方は昨年１２月位から８～９割、キャンセルが続いている。コロ

ナ対策には密にならないことが必然だから、合唱サークルの使用が多いホールがキャンセ

ルになるのは当然だろう。特に大阪は連日１０００人以上の感染者となると普段あまり神

経質ではない私でさえ外出を控えている。 

私個人のカレンダーは常々４つの合唱団・民謡・３つの平和団体・地域活動・コンサー

ト等々の会議や活動でぎっしり埋まっている。それが４～５月へとほとんどの予定が消さ

れている。わが人生においてこれだけ家にいたことがあっただろうか。その証明が２キロ

も太ったことだ。普段からスポーツらしいことはしていないが体重に変化はなかったの

に・・。 

そんな中でちょっと動いたのが十三の第七芸術劇場での映画だ。あの沖縄戦のまっただ

なかで知事に赴任した「島田叡」を描いたドキュメンタリー映画だ。２０人もの人たちの

証言で構成されており、一億玉砕という人の命など虫けらのように扱われていた軍国主義

の時代にあって県民の命を守る使命をもって苦悩した人がいたということを初めて知った。

「人間性に富んだ人・民主主義の人・生きるために頑張れ命どぅ宝と人間の尊厳を言えた

人」と皆証言されている。監督はＴＢＳキャスター出身で映画「カメジロー」を作った佐

古忠彦、主題歌は小椋佳で「生きることを強く進める曲となった」と言っている。今沖縄

支援を創作曲を広げながら続けているが、あの時代にこんな人がいたこと知ったことは大

きな光であった。まともにコロナ対策のできない大阪の知事に見せたいものだ。 

もう一つ映画を見たのは「ひとくず」というタイトルの映画で、くずな人間という意味

だが、このポスターをいつも通っている平和委員会の向かいの劇団にずっと貼ってあった

のでタイトルを覚えていた。そのチラシを第七劇場で見つけたので全く予備知識のないま

まタイトルにひかれて見に行った。主人公は虐待を受けて成長した男で母の愛人を殺し正

にくずの人生を送っていた。たまたま空き巣に入った部屋に虐待を受け監禁されている少

女がいて、その後母の愛人を殺してしまう。しかしこの親子と心が通いかけた時に逮捕さ

れてしまう。少女が何度も男を呼ぶ声に涙が止まらなかった。十数年経ち男が刑務所から

出ると、そこに成長した少女と母が持っていた。エンドロールに合わせて絞り出すかのよ

うな声で生きる切なさを歌った主題歌が流れてきた。もう涙を止めることはできなかった。 

消されたカレンダーの中に二つの映画は人間の尊厳をしっかりと残してくれた。 

 

2021.5.24 

明るいニュースが一つ入りました。 

昨日の千秋団長からのメッセージです。 

『日曜検診に協立診療所に行ったら、医療生協理事の友人から、「総代会に昴を

呼ぼうかと思う。」 10 月 9 日土曜日とのこと。まだこれからの話ですが、よろ

しく頼むと言って来ました。』 

との内容でした。 

まだ正式決定ではないとのことですが、ありがたいことです。 

実現することを祈って、日々発声に、歌練習に励みましょう。 

山本宏司 KOJI YAMAMOTO  
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いつもありがとうございます。 

男声合唱団「昴」、これで一転突破したいですね。 

このころには皆さんワクチン接種終了かな。 

マスクなしで歌えること！待ち焦がれて！ 

ふさわしい春の予感を、わくわくさせながら、練習再開と！ 

疫病に打ち勝って、晴れて、人間の勝利となればいいね！ 

 

                 本並美徳 2021.5.25 

朗報！ 

ワクチン２回接種した人の９割に、変異型の感染予防効果…英国・南ア・

インド型  

2021/05/13 00:58 「読売新聞オンライン」より 

• 新型コロナ  

 横浜市立大の研究チームは１２日、米ファイザー製の新型コ

ロナウイルスワクチンを２回接種した日本人の９割に、英国型な

どの変異ウイルスの感染を防ぐ可能性がある抗体ができると発

表した。日本人を対象に、変異型に対するワクチン効果を調べたのは初めて。 

新型コロナウイルスワクチンの変異型に対する効果について発表する横浜市立大の研究チ

ーム（１２日、東京都内で） 

 現在、国内外で使われているワクチンは、流行初期のウイルスをもとに作られており、変

異型への効果が議論となっている。チームは、３～４月に接種を受けた同大付属病院の医師

や看護師ら１０５人（２４～６２歳）に協力を呼びかけ、接種前後の血液に含まれる抗体を

解析した。 

その結果、２回目の接種から１週間後で、英国型に対して接種者の９４％の抗体が十分な感染予

防効果を示した。南アフリカ型には接種者の９０％、インド型には９７％、従来型（欧州型）には９

９％と、いずれも高い効果が見込まれた。 

 １回目の接種後２週間の時点では、従来型に対して接種者の６割で効果がみられたが、英国型

や南ア型には２割、インド型には４割にとどまった。 

 チームは今後、効果の持続期間や、他のワクチンの効果についても調べるという。山中竹春・同

大教授（臨床統計学）は同日の記者会見で、「ウイルスの変異が更に進まない限り、現状のワクチ

ンで感染予防効果は十分に期待できるのではないか」と語った。 

投稿 2021.5.25 

【忘れられない合唱曲】 

 

◇ ウ・ボイ ◇ 

 

みなさま おはようございます。 

今週からしばらくは日本の曲から離れて、外国曲の中で著名な作曲家の作品ではないのですが

忘れられない曲をご紹介して行きたいと思います。 
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https://www.yomiuri.co.jp/feature/titlelist/%E6%96%B0%E5%9E%8B%E3%82%B3%E3%83%AD%E3%83%8A/


 

 

この曲は男声合唱をしておられる方にはもうおなじみの曲でしょう。 

 

私が関西学院大学に入学したのは 1966 年でした、歳が分かりますね (^^; 

関学に入学したらグリークラブに入って歌うというのが合唱をする男子にとっては憧れですが、私

は捨てがたい魅力を感じながらも京都エコーに入団してしまったのでグリーに入る事は叶いませ

んでした。 

 

しかし幸いなことにグリーには友人がいて、彼のおかげで時々練習を覗かせてもらっていました。

当然演奏会にも足を運んだのですが、アンコールに大合唱で高らかに歌われたこの曲に私は鮮

烈な印象を受けたのです。 

 

早速その友人に頼んで恐らく初版の「関西学院グリークラブアルバム」をこっそりもらって楽譜を眺

めると、そこには作詞作曲不詳としてこの「ウ・ボイ」も載っていました。私はこの曲の題名が「ウ・

ボイ」であり、のちにこの曲が関学グリーが第 1次世界大戦中にチェコ軍の兵士から手に入れた秘

蔵の曲であることを知ったのです。 

 

この曲のルーツが、実は Franjo Marković (1845-1914)が作詞し Ivan Zajc (1832-1914) が作曲した、

オスマン・トルコの軍勢と戦ったクロアチアの愛国者を讃える曲であることを突き止めたグリーメン

の涙ぐましい物語は以下のリンクをご覧ください。 

↓   ↓   ↓ 

http://www.kg-glee.gr.jp/uboj/index.html 

 

では今日はこの曲の三つの演奏をお聴きいただきたいと思います。(いずれもステレオ・動画) 

 

◆ 関西学院グリークラブ & 新月会(OB) ◆指揮 =東 颯介 

https://youtu.be/0n6S4e_HSc0 

 

◆ 歌劇「ニコラ・シュービッチ・ズリンスキー」より ◆ 

( 作曲者イヴァン・ザイツが自身の歌劇に取り入れたもの ) 

https://youtu.be/IZkQToUftJE 

 

◆ 私がぶっ飛んだ VELBIT BAND PROJEKT による演奏 ◆ 

https://youtu.be/OTLZPE-0GRo 

 

yes!we love article 9.  

keep the earth peace & clean to the next 

generation! 

 

aquirra mittsu 
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活動停止の再延長について→→ 新曲譜面について  2021.5.7 伊藤 

昴の皆様へ          

 

練習再開時期が先へ先へと伸びていきますねえ。 

大阪府下の医療体制逼迫状況を見れば６月になってもレッスン再開できないのでは？ 

練習できた最後の定例レッスンが４月２日、４月から新曲レッスン開始予定でした。 

この日は千秋＆森二三コンビの創作曲以外に次の２つの新曲を初めて練習しました。 

 

１、フォスター名曲集より、「草競馬・夢路より・主は冷たい土の中に」（男声２部） 

  今後の練習継続予定は「 草競馬・夢路より」の２曲になるかも。 

２、前線にも春が来た(鶯) 

 （4/2 レッスンへ参加された方は既にこれらの楽譜を受け取っておられると思います。） 

 

この他にもレッスンが再開されたら練習する予定の新曲譜面が 4 つあります。 

 

３、鶴（男声４部）～～印刷済み～～ 

４、いのちの歌（３部合唱 編曲：本並美徳）～～印刷済み～～ 

  印刷配布譜面譜面の 50～54 小節の一部が変更されました。変更頁は未印刷。 

５、春のメドレーより、歌唱部分は５曲を選曲（本並案） 

 「どこかで春が・どじょっこふなっこ・春の小川・花の街・春の唄」（２部合唱 たかしまあき

ひこ編曲） 

６、朧月夜（男声４部 編曲：三善晃） 

 

楽譜５と６は、レッスン再開までに印刷してもらうように、吉田さんにお願いしています。 

家にこもり 持てあます時間があれば、譜読みだけでも進めてもらえるといいなと思いま

す。 

レッスン開始がだいぶん先になりそうなので、 

ご希望の方へはメール添付などの方法にて 前もって個別に楽譜を送ることにします。 

 

譜面送信をご希望の方は、伊藤宛にお知らせください。 

その際、どの譜面を送ってほしいか も書いてください。 

上記の番号か、曲名かどちらかを書いてください。 

 

ちなみに、メール添付で送信する場合のファイルサイズは概ね次の通りとなります。 

１の 1＆2 曲目＝2.4MB、2＝1.8MB、3＝0.6MB、4＝0.8MB、5＝3.3MB、6＝5.7MB 

 

／伊藤 知 
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