
男声合唱団「昴」 公演記録 

2002 年 09月 29(日） 合唱発表会 大阪市内南部地域予選  

2002 年 10月 20(日） 合唱発表会 大阪予選  

2002 年 11月 29(金） 
合唱発表会 全国 福岡祭典 

A 部門  第 1 位 
 

2003 年 06 月 01(日） レインボコーラスコンサート・ゲスト出演  

2003 年 07 月 21(日） 合唱発表会 大阪市内南部地域予選  

2003 年 09 月 14(日） 合唱発表会 大阪予選  

2003 年 11 月 15(土） 
合唱発表会 全国 長野祭典」 

A 部門  第 3 位 
 

2004年 02 月 22(日） ファーストコンサート クレオ中央 

 

2004年 04月 03(土） 全松下革新懇のつどい  

2004年 04月 25(日） 
第 22 回ジョイントフェスティバル（大阪労連・北河内地

区協議会） 
 

2004年 08月 22(日） 南千里サマーフェスティバル  

2004年 09 月 19(日） 合唱発表会 大阪市内南部地域予選  

2004年 10 月 11(日） 合唱発表会 大阪予選  

2004年 11月 21(日） 
合唱発表会 全国 沖縄祭典 

B 部門  第 1 位 
 

2004年 12月 04(土） 平野文化フェスティバル  

2005年 02 月 05(土） 高齢者新春のつどい  

2005年 02 月 26(土） 
社会保障改悪阻止 2005 総決起集会（全国保険医団

体連合会他） 
 

2005年 08月 18(木） みんなで考える平和展  

2005年 08月 21(日） あべの平和フェスティバル  

2005年 08月 21(日） 合唱発表会 大阪市内南部地域予選  

2005年 09 月 04(日） 医療生協かわちの 34 周年  

2005年 09 月 23(金） 合唱発表会 大阪予選  

2005年 11月 04(金） 
合唱発表会 全国 広島祭典 

B 部門  第 1 位次席 
 

2006 年 04月 23(日） セカンドコンサート クレオ中央 

 

2006 年 06 月 30(金） 北区労働共済 10 周年のつどい  

2006 年 07 月 30(日） 
憲法九条を守る納涼のつどい（大阪医科歯科九条の

会） 
 

2006 年 08月 20(日） 合唱発表会 大阪市内南部地域予選  

2006 年 09 月 03(日） 新婦人全大阪コーラス大会 ゲスト出演  

2006 年 09 月 17(日） 合唱発表会 大阪予選  

2006 年 10 月 08～10 
佐渡公演 アミュズメント佐渡 はまなすホール ９

日 
 

2006 年 11 月 04(日） 
合唱発表会 全国 福井祭典 

B 部門  第 2 位次席入賞 
 

2006 年 11 月 19(日） 永吉中学校第１０回卒業生同窓会箕面グランドホテル  

2006 年 11 月 23 日(祭） 京橋共同法律事務所友の会  

2007 年 02月 02 日

（金） 
3rd 春を呼ぶコンサート 阿部野区民センター 

 

2007 年 04 月 14(土） 合唱団 TERRA ミュージカルに友情出演 2 回公演  
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2007 年 0５月 0６（日） 東淀川九条の会 大阪経済大学フレアホール  

2007 年 0５月１４（月） 千里九条の会 千里市民センター大ホール  

2007 年 0９月 合唱発表会 大阪市内南部地域予選 ・死んだ男の残したものは・華厳経 

2007 年 10月 6 日 阿倍野平和フェスティバル 
・日々草・白樺・林道人夫 ・故郷の四季より 

・死んだ男の残したものは ・華厳経・川の流れ

のように 

2007 年 10月 08(日) 合唱発表会 大阪予選 
・死んだ男の残したものは 

・華厳経 

2007 年 11月 18(日) 城東区 高本診療所公演 
・浜辺の歌・淀川三十石舟唄・道・アムール河の波 

・日々草・林道人夫 

・死んだ男の残したものは 

2007 年 11月 25(日） 合唱発表会 全国 in 奈良 銀賞  ・死んだ男の残したものは ・華厳経 

2008年 04月 27（日） 4th コンサート ザ・シフォニーホール 

 

2008年 07 月 19 南大阪サークル交流会（ドーンセンター） ・浜辺の歌 

2008年 07 月 21～

22(日） 
合宿練習 神戸しあわせ村   

2008年 07 月 25(日) 全国自治体学校（吹田メイシアター） 
・淀川三十石舟唄 

・アムール河の波 

・まつり 

2008年 08月 24（日） 
合唱発表会 大阪市内南部地域予選 

大阪歴史博物館 

・アムール河の波 

・林道人夫 

2008年 08月 09（日) 全国教育のうたごえ祭典  

2008年 10 月 13(日) 合唱発表会 大阪予選（LIC はびきの） 
・アムール河の波 

・林道人夫 

2008年 11月 23(日） 合唱発表会 全国 in 東京 銅賞 
・アムール河の波 

・林道人夫 

2009 年 03 月 08（日) 5ｔｈ 春を呼ぶコンサート 阿部野区民センター 
・南京公演プロより 

2009 年 04 月 17～ 訪中南京公演（南京理工大学）  

2009 年 04 月 29（日) 新日本歌人協会 関西近県集会 

・淀川三十石舟唄 

・アムール河の波 

・死んだ男の残したものは 

・まつり 

2009 年 05 月 01 守口９条の会 第４回総会  

2009 年 07月 19（日) 合唱発表会 大阪市内南部地域予選 (中央会館） 
・なぜ 

・アンチェインドメロディ 

2009 年 09 月 20(日） 合唱発表会 大阪予選 
・なぜ 

・アンチェインドメロディ 

2009 年 10月 04(日） 奈良のうたごえ祭典 
・ダニーボーイ・ 

・光のエチュード 

2009 年 10月 23(日） 合唱発表会 全国 in 京都 
・なぜ 

・アンチェインドメロディ 

2009 年 11 月 03(日） 2009 北区憲法フェスティバル 

・死んだ男の残したものは 

・人間から 

・なぜ 

・アンチェインドメロディ 

・海よ故郷 

2009 年 11 月 14(日） 
JMIU 日立建機ティエラ５０周年レセプション 

 （門真ルミエール） 

・労働者はいいぞ 

・アムール河の波 

・なぜ 

・アンチェインドメロディ 

・まつり 
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2009 年 11 月 22～23 
合唱団 TERRA コーラスミュージカル 

光と風のカフェテラス 出演 

・人間から・アンチェインドメロディ・海よ故郷・我が

罪 わが愛 わが命 

2010 年 04 月 25（日） 男声合唱団「昴」・関西紫金草合唱団１０周年 

コンサート NHK 大阪ホール 

 

2010 年 08 月 19（日) 合唱発表会 大阪市内南部地域予選  ・ねがい 

2010 年 10月 12(日） 合唱発表会 大阪予選 ・ねがい 

2010 年 10月 15（金） 合唱発表会 全国 in 長崎 銀賞受賞 ・ねがい 

2010 年 10月 20（日） OM９条の会５周年の集い クレオ西 ・埴生の宿・鶴・なぜ・ねがい・Six Pence 

2011 年 01 月 14（日) 大阪市内南部地域うたごえ交流会  ・ねがい 

2011 年 02月 05（土） 門真新婦人後援会 新春の集い 門真民主商工会 
 

2011 年 02月 06（日） がんばろフェスタ 
 

2011 年 03 月 06（土） 奈良紫金草合唱団２nd コンサート ゲスト 
 

2011 年 05月 22（日） 男声合唱団「昴」・７ｔｈ公演 

5 月の風コンサートコンサート 阿倍野区民ホール  

 

2011 年 06 月 19（日) 団内声楽発表会 ・シルクロード・歓びのナーダム 

2011 年 08月 6(土） からほりピースフェスタ 常勝寺 
・死んだ男の残したものは 

・シルクロード・歓びのナーダム 

2011 年 08月 14（日) 絵手紙コンサート  西宮プレラ  ・シルクロード・歓びのナーダム 

2011 年 09 月 19（日) 合唱発表会 大阪市内南部地域予選  ・シルクロード・歓びのナーダム 

2011 年 09 月 25（日) 奈良高齢者大会 ・シルクロード・歓びのナーダム 

2011 年 10 月 1(日） 長沼さんを偲ぶ会 
・同志は倒れぬ 

・死んだ男の残したものは 

2011 年 10 月 16(日） 合唱発表会 大阪予選 
・シルクロード・歓びのナーダム 

2011 年 11 月 9(水） 中央区 9 条の会 大阪社会福祉指導センター 
・「シルクロード・死んだ男の残したものは・ねが

い・林道人夫・歓びのナーダム・フィンランディア」 

2011 年 11 月 20（日） 合唱発表会 全国 in 千葉 ・シルクロード・歓びのナーダム 

2011 年 11 月 21（月） 東北復興支援 陸前高田 ・私の好きなこの街他 

2011 年 11 月 22（火） 東北復興支援 大船渡 ・私の好きなこの街他 

2011 年 12 月 04 都島憲法９条の会 7 周年の集い 都島民主商工会 
・シルクロード・なぜ・死んだ男の残したものは・百

万本のバラ・ねがい・歓びのナーダム・フィンラン

ディア 

2012 年 01月 15（日） 「大阪自治労連うたごえ祭典」  クレオ大阪北  

2012 年 01月 28（日） 「市内南部サークル交流会」  ドーンセンター  

2012 年 02月 05（日） 「がんばろフェスタ」  ヴィアーレ大阪  

2012 年 06 月 09（土） 「昴ってどんなとこコンサート」 阿倍野区民センター  

2012 年 06 月 09（日） 「保険医協会５０周年のつどい」 

・私の好きなこの街・林道人夫・死んだ男の残した

ものは・ねがい・百万本のバラ・歓びのナーダ

ム、・フィンランディア 

2012 年 08月 19（日） 東北復興支援 陸前高田  ・私の好きなこの街他 
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2012 年 08月 20（日） 東北復興支援 大船渡 ・私の好きなこの街他 

2012 年 08月 26（日） 市内南部地域合唱発表会 東成区民センター 「天の火」「おらぁこごがいい」 

2012 年 09 月 09（日） 戦争はいやや第 30 回記念西区平和展  

こども文化センター 

・私の好きなこの街・ゆらゆら春・おらぁこごが

いい・歓びのナーダム・天の火 

・なぜ？・ねがい・フィンランディア 

2012 年 09 月 26（水） 大阪市役所職員を励ます集い大阪グリーン会館 私の好きなこの街、おらぁこごがいい、炭坑ば

やし仲間のうた、フィンランディア 

２０１２年１０月 0７（日） 原発０の会１周年のつどい  エルおおさか 「こころつなごう」、「We Shall Overcome」 

２０１２年１０月１４（日） 「２０１２大阪のうたごえ合唱発表会」ＬＩＣはびきの 「天の火」「おらぁこごがいい」 

２０１２年１０月２２（月） 高槻市年金者組合総会高槻市民会館 

 

＜東北支援合唱団＞・私の好きなこの街  

＜昴＞・歓びのナーダム・林道人夫または・炭

鉱ばやし・仲間のうた・百万本のバラ・ねがい・

天の火 

＜支援合唱団＞・海に生きたあなたよ・気仙大

工・左官伝承館の歌 ・いつだってスタートライ

ン・おらぁこごがいい ・フィンランディア 

２０１２年１１月１１（日） 大東・四条畷医療生協第１１回健康まつり 

「男声合唱団昴・愛と平和のコーラス」 

大東市末広公園 

・私の好きなこの街 ・歓びのナーダム  ・淀

川三十石舟うた   ・仲間のうた ・天の

火 ・おらぁこごがいい 

2012 年１１月２３(金）～

２５（日） 

日本のうたごえ全国交流会 in 広島 「天の火」「おらぁこごがいい」 

2012 年１２月 0８（土） かどま 9 条の会 6 周年記念講演会 

門真市民会館ルミエールホール 

・私の好きなこの街・歓びのナーダム・淀川三十

石舟唄（千秋ソロ）・仲間のうた・天の火・おらぁ

こごがいい 

2013年 01 月 17（木） 檀美知生 66th 第 5 回テノールソロリサイタル：私の

好きなこの街コンサート IN 関西  

兵庫県立芸術文化センター小ホール 

 

「ほんとの勇者の物語」、「アモーレテラ」「おら

ぁこごがいい」、「気仙大工・左官伝承館の歌」、

「いつだってスタートライン」、「海に生きたあ

なたよ」と「フィンランディア」「私の好きなこの

街」 

2013年 0３月 0８（金） 「２０１３年国際婦人デー大阪集会」 

エル大阪大ホール 

「おらぁこごがいい」「君死にたまふことなか

れ」 

２０１３年 0５月２６（日） 千秋昌弘テノールソロコンサート  

東成区民センター 

「淀川三十石舟唄」「シルクロード」「星よお前

は」、「桜横町」、「紫陽花」、「初恋」、「わが母の

うた」、「魔王」、「星は光りぬ」、「誰も寝てはな

らぬ」「さとうきび畑」、「にんげんをかえせ」、

「アメイジング グレイス」 

昴賛助出演：「おらぁこごがいい」「地底のう

た」、「フィンランディア」 

２０１３年 0６月 0９（日） 市内南部地域合唱発表会 阿倍野区民センター 「母なるヴォルガを下りて」「音戸の舟唄」 

 

２０１３年 0９月２２（日） 医療法人此花博愛会創立６０周年記念レセプション 

此花会館梅花殿 

・天の火・母なるヴォルガを下りて・白樺・放射

能・街を返せ・ナーダム・川の流れのように 

２０１３年 10 月 14（月・

祝） 

世界９条会議（大阪のうたごえ） 

市立中央体育館 

おらぁこごがいい 花は咲く  

２０１３年 10 月 26（土） 原水協世界軍縮会議 グリーン会館 ・天の火・放射能・街を返せ・白樺・ゆらゆら春・

SixPence 

2013年 11月 02（土）

～0４（月・祝） 

日本のうたごえ祭典・おおさか大音楽会  

大阪城ホール 

「人間のうた」、男声合同の「おらぁこごがい

い」 

２０１３年１１月 0３（日） 合唱発表会 藤井寺市立市民総合会館パープルホ

ール 

母なるヴォルガを下りて」「音戸の舟唄」 

 

２０１３年１２月 0６（金） 大阪府北部コミュニティカレッジ１年を迎えて 

・講演と音楽のつどい 茨木市福祉文化会館 

 

独唱 千秋昌弘 テノール:  

松島音頭・星よお前は・わが母のうた・魔王 

誰も寝てはならぬ・島唄・さとうきび畑・人間を

かえせ・アメイジンググレイス 

合唱 男声合唱団「昴」: 



歓びのナーダム・林道人夫・母なるヴォルガを

下りて・春なのに・ねがい・川の流れのように 

白樺（アンコール） 

２０１３年１２月 0８（金） 昴第３回団内コンサート   

２０１３年１２月１６（月） せんちゅうバード・クリスマス会 

千里文化センター 

・歓びのナーダム・白樺・母なるヴォルガを下り

て・春なのに・ねがい・死んだ男の残したもの

は・わが母のうた（千秋ソロ）・ゆらゆら春・川の

流れのように・I’ve Got Sixpence（アンコール） 

２０１４年 0２月 0２（日） がんばろおおさかフェスタ 港区民センター 「花は咲く」 

2014 年 03 月 22（土） 交野年金者組合「長寿を祝う会」 

交野市健康福祉センター（ゆうゆうセンター） 

千秋ソロ「わが母のうた」「アメイジンググレイ

ス」 昴・美しく碧きドナウ・母なるヴォルガを下

りて・林道人夫・放射能・街を返せ・歓びのナー

ダム・川の流れのように ・I’ve Got Six pence 

2014 年 0４月 0６（日） 男声合唱団昴第９回コンサート 

～よき春よ立ちあがれ～ クレオ大阪中央 

 

2014 年 0５月１０（土） 和泉九条の会８周年のつどい  

和泉市コミュニティセンター 

「天の火」「降りつむ」「街を返せ」「死んだ男の

残したものは」「ゆらゆら春」「川の流れのよう

に」「歓びのナーダム」 

2014 年 09月 15（月

祝） 

市内南部地域合唱発表会 東成区民センター 「降りつむ」「街を返せ」 

 

2014 年 10月 22～24 日本のうたごえ祭典 in みやぎ 合唱発表会一般

の部Ｂ 銀賞受賞 日立システムズホール仙台 

「降りつむ」「街を返せ」 

 

2014 年 11 月 02(日)  みやぎ祭典連帯コンサート クレオ大阪東  スクラムひろげて こころひとつに 私の好

きなこの町 

2014 年１２月２３日(火・

祝) 

ロシア民謡合唱団コスモス 第 4 回コンサート 

クレオ大阪中央大ホール 

「昴」友情出演：「白樺」「降りつむ」「百

万本のバラ」(アンコール曲・合同) 

2015 年 0１月１９(月) パナソニック争議支援集会 大阪国労会館 「人間の歌」「がんばろう」 

2015 年 0２月 0８(日） がんばろおおさかフェスタ  東成区民センター  「降りつむ」「街を返せ」 

2015 年 06 月 24(水) 橋本邦久さんお見舞い演奏 星ヶ丘医療センター

（緩和ケア病棟） 

「ねがい」「白樺」千秋さんのソロで「わが母の

うた」、「川の流れのように」橋本さん作詞の

「労働者はいいぞ」「林道人夫」「歓びのナー

ダム」 

2015 年 0７月 0１（水） 日中友好協会主催「日中不再戦・平和友好のつど

い」 ドーンセンター 

「道」「死んだ男の残したものは」「歓びのナー

ダム」 

2015 年 7月 16 日～7

月 25 日 

第 2 次世界大戦終結 70 周年記念特別企画 

 極東シベリアから旧「満州」合唱交流の旅 

（昴９名参加） 

ロシアで 3合唱団と中国で 1 つの合唱団と平

和友好の合唱交流 

2015 年 0７月 26（日） 市内南部合唱発表会 鶴見区民センター 「道」（前奏短縮）「春を待つ」  

2015 年 08 月 30（日） 第 5 回団内コンサート   

2015 年 09 月２２（火・

祝） 

大阪のうたごえ合唱発表会 LIC はびきの 「春を待つ」「道」 

2015 年 10月 11(日) 「中秋明月祭」史跡難波宮跡 「淀川三十石舟唄」「白樺」「道」「林道人夫」

「ねがい」「ナーダム」 

2015 年 11 月 10(火) 上町中学元気アップ事業「昴」コンサート 

上町中学校音楽教室 

「淀川三十石舟唄」「初心のうた」「美しく碧きドナウ」

「降りつむ」「林道人夫」「ねがい」「街を返せ」「死ん

だ男の残したものは」「Six Pence」「昴」千秋さんの

独唱「誰も寝てはならぬ」 

2015 年１１月２３(月・祝) 「うたごえ祭典 in 愛知 合唱発表会一般の部 B」 

名古屋文理大学文化フォーラム大ホール・銅賞受賞 

「春を待つ」「道」  

2015 年 12月 06(日)  「橋本さんを偲ぶ会」 グリーン会館  「春を待つ」「白樺」「労働者はいいぞ」「昴」 

2015 年 12月 13(日) 「うた新まつり in 大阪」 信愛女学院 男声合同「スクラム広げて」 

2016年 01 月 06(水） 新春関西華人大歌舞音楽会 国際交流センター 「北国の春」「昴」「大海啊,故⺰」「我愛你,中

国！」「I’v got Six Pence」 

2016年 01 月 30(土) 男声合唱団昴第 10 回コンサート  



～つきとめよう！明日への歌・唄・詞～ 

いずみホール 

2016年 0２月 0７(日) 「がんばろおおさかフェスタ」 鶴見区民センター 「春を待つ」「淀川三十石舟唄」 

2016年 04 月 12(火) 「サム・トウ・ソリ公演」 エルおおさか 大阪のうたごえ合同「人間の歌」「並んで歩か

なくても」（指揮：本並） 

2016年 7 月 14 日～ 

7 月 21 日 

戦争を語り継ぐ特別企画 

 バイカル湖とモンゴル合唱交流の旅 

「昴」よりの参加者は１１名 

 

2016年 08 月 21(日) 市内南部地域合唱発表会 東成区民センター 「白樺」「わしらの朝は海からはじまる」 

2016年 09月 0６（火） 「沖縄に心を寄せる平和のつどい～会沢芽美さんと

ともに～」コンサート ねむかホール 

「白樺」「わしらの朝は海からはじまる」 

 

2016年 09 月１８(日) 大阪うたごえ合唱発表会 リックはびきの 「白樺」「わしらの朝は海からはじまる」 

2016 年１１月１１(金) 

～１３(日)  

日本のうたごえ祭典 in えひめ 松山市 

 一般の部Ｂ 銅賞受賞 

「白樺」「わしらの朝は海からはじまる」 

2016年 12月 10(土) 「ロシア民謡合唱団コスモス」「創立 25 周年記念ミ

ニコンサート」昴賛助出演 大阪グリーン会館 

「道」「白樺」 

２０１７年 0２月 0５(日) がんばろおおさかフェスタ 守口文化センターエナ

ジーホール 

大阪南部地域「人間の歌」 

２０１７年 04 月２２(土) パナソニック裁判勝利闘争支援集会 国労大阪会館 「人間のうた」「がんばろう」 

2017 年 07月 23(日) 市内南部地域合唱発表会 天王寺区民センター  

2017 年 09 月 10（日） 大阪うたごえ合唱発表会 リックはびきの  

2017 年 12 月 03(日) 男声合唱団昴第 11 回コンサート 

―このみちをゆこうよー 

豊中市立文化芸術センター大ホール 

 

2018 年 02月 12(日) がんばろおおさかフェスタ 守口文化センターエナ

ジーホール 

 

2018 年 07月 01(日) 市内南部地域合唱発表会 中央区民センター  

2018 年 09月 09(日) 大阪うたごえ合唱発表会 リックはびきの  

2019年 1 月 10 日(木) 2019 年「吹田摂津地区新春の集い」 吹田市勤労

者会館 

「浜辺の歌」「このみち」「ねがい」「わが母の

歌」(千秋ソロ)「君死にたまふことなかれ」 

2019年 1 月 18 日(金) 日本のうたごえ 70 周年記念祭典 in 東京 渋谷区

文化総合センター大和田さくらホール 

一般の部Ｂにて演奏。 

「君死にたまふことなかれ」 

2019年 1 月 30 日

(水) 

「昴第 1 回うたごえ喫茶(うたう会)」ねむかホール 

「昴」2 曲＆千秋団長ソロ 2 曲を演奏 

昴：「朝露」「橋をつくったのはこの俺だ」 

千秋昌弘：「私は歌う」「方正は戦を物語る」 

2019年 2 月 22 日

(金） 

うたごえ 70 周年 人生 75 年 愛と平和の歌い人 

テノール千秋昌弘 第 2 回リサイタル 

男声合唱団「昴」第 12 回コンサート 

ジョイントコンサート 

=SIYAHAMBA(われらは進みゆく)= 

いずみホール 

 

2019年 8月 25 日 

（日） 

「昴第 2 回うたごえ喫茶(うたう会)」ねむかホール 

「昴」2 曲を演奏、千秋団長ソロ 1 曲を演奏 

昴：「日々草」「朝露」 

千秋昌弘：「未来をかけて」 

2019年 11月 29 日 

（金） 

日本のうたごえ祭典・京都 ロームシアター京都メイ

ンホール、一般の部Ｂにて演奏。 

「日々草」「朝露」 銅賞一位で入賞。 

2019年 11月 30 日 

（土） 

日本のうたごえ祭典・京都 音楽会Ⅲ 

ロームシアター京都メインホール、 

「労働者の合唱」合同演奏へ参加 

2021 年 8月 01 日

(日) 

大阪南部合唱発表会 大阪中央会館ホール 「日々草」「U Boj !」 

2021 年 12 月 05 日

(日) 

日本のうたごえ祭典・in 広島 アステールプラザ大

ホール、一般の部Ｂにて演奏。 

「日々草」「U Boj !」 

 


