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グリークラブ活動の記録. 
 
1948（S.23）年度 

 
※神戸高商（戦時下の要請で「神戸経済専門学校」と校名更新）､学制改革に伴う全国初の公立新制大学･

神戸商大開校時の確かな記録や証言は無いが､当時の方々の記憶を紐解くと､活動の開始時期やクラブ名

などは不明であるが､合唱好きな仲間達が集い､学内文化祭や学生合唱コンクールなどに出場していたと

のことである。この集まりも昭和24年には既に消滅しているようであるが､合唱同好の先輩達の熱い思い

を尊重し､神戸商大開校の1948年（S.23）を「神戸商大グリークラブ」創部の年とした。 

 
1950（S.25）年度 

 
※この年より中城達蔵氏などが中心になり､「神戸商大グリークラブ」としての 

部員の募集が始まりクラブ活動を開始した。 
 

部員数：13 名 

1952（S.27）年度 幹事長：中城達蔵 

指揮者：木村 豊 
 

部員数：26 名 

 

6 22 ○ 神戸商大マンドリンクラブ（第３回）定期演奏会に賛助出演    ［神戸商工会議所ホール］ 

・アメリカ民謡（指揮：木村 豊） ［わが悩みを知り給う、ほか４曲］ 

7 13 ○ 龍野市合宿（～7/19）   ［龍野･仏教会館］ 

7 19 ○ 龍野市発表会   ※賛助出演：（バリトン）秋月直能氏    ［龍野小学校講堂］ 

・四重唱 ほか （指揮：木村 豊） ［黒人霊歌、各国民謡など17曲］ 

11 30 ○ 文化部研究発表会（指揮：木村 豊）  ［神戸商大講堂］  

・［Annie Lourie､白百合､Ole Ark’s a Moverin’､古き箱船は行く､おじいさんの古時計､Dream Tango､夢のタンゴ､U Boj］ 
 

※以降､「学内文化祭」「商大祭･文化公演会」「商大文化３クラブ合同発表会」「商大文化祭」「商大祭･クラブ発表会」 
「商大祭･音楽の夕べ」｢商大祭･前夜祭｣「商大祭クラブ発表会」と企画名を変えながら毎年11月頃に開催された。 

1953（S.28）年度 幹事長：中城達蔵 

指揮者：木村 豊､矢野 昭 

部長：山本英一教授 

 

部員数：約 32 名 

（以降､定期演奏会時の人数） 

5  ○ 新入生歓迎音楽会に出演 （指揮：木村 豊） ［神戸商大講堂］ 
 

※以降､｢新入生歓迎オリエンテーション｣､「新入生歓迎パーティ｣と企画名を変えながら毎年４月か５月に開催された。 

5  ○ 関西合唱連盟（第２8回）春期大合唱祭に出演 （指揮：木村 豊）  ［大阪朝日会館］ 
 

※1983年（昭和13年）に全関西合唱連盟が結成され､同年５月15日に中之島中央公会堂で「愛国大合唱祭」として､翌14年11月
14日に大阪朝日会館で「愛国大合唱の夕」､翌15年２月11日に､橿原神宮野外講堂で国民の戦意高揚､戦勝祈願をこめた奉納
大合唱の集い､同年11月3日に大阪朝日会館で第13回（何時から始まったかは不明）「明治節奉祝愛国大合唱の夕」などの歴
史を経て､1950年（昭和25年）関西合唱連盟主催「第25回春期大合唱祭」が開催された。回数表示は開催年と合わせている
ように思われる。神戸商大グリークラブとしては初出演で､以降､1963年の第38回（最終回）まで連続出場した。指揮者･演
奏曲目･会場など､判明しているものだけを記載する。 

5 23 ○ 創立25周年［開学５周年記念］文化部･姫路公演会に出演 （指揮：木村 豊）  ［姫路市公会堂］ 

※出演：グリークラブ､音楽部､ハワイアン部､尺八部､マンドリン部､演劇部 

・ロシヤ民謡 ［故郷の唄､十二人の盗賊､コサックの悲歌､カチューシャ］ 

・ノン･クラシック曲 ［Moon Light on the River Colorado､Taboo､Dream Tango､In a Little Coffee Shop］ 

・クラシック曲 ［Serenade､The Three Chafers､Grandfather’s Clock､Beati Mortui］ 

7 12 

 

 

18 

 

○ 鳥取合宿（～7/18）  ［鳥取大学農学部寮］ 

※初の遠隔地合宿。合宿参加費：800円（交通費は別）。米３升を各自持参。大阪駅発７時40分､鳥取駅着夕刻５時。 

ステージ衣装は長袖のカッターシャツと黒のスラックス。 

○ 合宿記念･鳥取演奏会  ※賛助出演：鳥取西高等学校合唱団  ［鳥取図書館ホール］ 
・黒人霊歌（指揮：木村 豊） 

［O Mary  don’t y ou weep、Nobody  knows the trouble I’ve had、Swing low sweet chariot､Ole arks a moverin’］ 

・男声四重唱（永福 章、上野 健、田村伸三、中城達蔵）  

［Bingo､The little brown church､Bull-dog on the bank､Grandfather’s clock］ 

・ソヴィエト民謡（指揮：矢野 昭） ［故郷の唄､十二人の盗賊､コサックの悲歌､カチューシャ］ 

・男声合唱（指揮：矢野 昭） ［狐の学校､源兵衛さんの赤ちゃん､小さな喫茶店､三匹の蜂､権兵衛とカラス］ 

・男声四重唱（上野 健、永福 章、田村伸三、中城達蔵） ［Some folks do,Beautiful dreamer,Nellie was a lady,Serenade］ 

・男声合唱（指揮：木村 豊）  ［Beati Mortui､小夜曲､秋の日暮､｢月光とピエロ｣より“月夜”］ 

11 3 ○ 関西合唱コンクール（第８回）に出場 （指揮：木村 豊）  ［大阪朝日会館］ 

  ［課題曲］「海」（詞：富永恒雄、曲：清水 脩）、［自由曲］「ふるさと」（詞：室生犀星、曲：磯部 俶） 

※関西合唱連盟主催。この回が初出場で､1964年（昭和39年）の第19回まで12年間連続出場した。 

11 7 ○ 創立25周年［開学５周年記念］学内文化祭   ［神戸商大講堂］ 
・ロシヤ民謡（指揮：矢野 昭） ［故郷の唄､十二人の盗賊､コサックの悲歌､カチューシャ］ 

・日本の歌（指揮：矢野 昭） ［秋の日暮､ふるさと､｢月光とピエロ｣より“月夜”］ 

11 13 ○ 創立25周年［開学５周年記念］文化部公演会  ［神戸商工会議所ホール］ 
・ロシヤ民謡（指揮：矢野 昭） ［故郷の唄､十二人の盗賊､コサックの悲歌､カチューシャ］ 

・宗教曲 ほか（指揮：木村 豊） ［Gaude a mus､Agnus dei､Beati Mortui］ 
・日本の歌（指揮：矢野 昭）  ［海､秋の日暮､ふるさと］ 
 

※本公演を神戸商科大学グリークラブ［（第１回）定期演奏会］とした。 

６ 
 

 

1954（S.29）年度 部 長：多米俊雄 

指揮者：矢野 昭､福原正浩 

顧問：山本英一教授 

 

部員数：40 名 

 

5  ○ 新入生歓迎音楽会に出演 （指揮：矢野 昭）  ［神戸商大講堂］ 

5 16 ○ 関西合唱連盟（第29回）春期大合唱祭 （指揮：矢野 昭） ［Zum Gloria､Beati Mortui］   ［大阪朝日会館］ 

6 

 

20 ○ 神戸商大マンドリンクラブ（第５回）定期演奏会に賛助出演 （指揮：矢野 昭）  ［神戸商工会議所ホール］ 
・日本の歌［通りゃんせ､青蛙､山の乙女､パリの若者の歌］  

・黒人霊歌 ほか［Steal Away､I Got Shoes､Zum Gloria､Beati Mortui］ 

7 
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○ 岐阜市合宿（～7/18）  ［長良･専応寺］ 

○ 合宿記念･岐阜演奏会  ※賛助出演：NHK岐阜放送合唱団､加納高等学校楽友会  ［岐阜市公会堂］ 
・日本の歌（指揮：矢野 昭） ［ふるさと､青蛙､通りゃんせ､ゆりかご］ 
・黒人霊歌 ほか（指揮：福原正浩） ［Steal Away､I Got Shoes､Zum Gloria､Beati Mortui］ 

・（加納高校楽友会との合同演奏/指揮：長坂 隆氏） ［O Sanctissima､Ave Maria］ ※伴奏：立川のぶみ 
・ポピュラーミュージック（指揮：矢野 昭） ［夢のタンゴ､コロラドの月､小さな喫茶店］ 
・ロシヤ民謡（指揮：福原正浩） ［故郷の唄､カチューシャ､コサックの悲歌､十二人の盗賊］ 
・愛唱曲（指揮：矢野 昭）  ［山の乙女､パリの若者の歌］ 

・組曲「月光とピエロ」（指揮：矢野 昭） ［月夜､秋のピエロ､ピエロ､ピエロの嘆き､月光とピエロとピエレットの唐草模様］ 
・弦楽四重奏（飯田 存､奈良節雄､加藤陽一郎､矢野 昭） F.J.Haydn曲：「鳥」（Op：33･No.3･C-major） 

11 3 ○ 関西合唱コンクール（第９回） （指揮：矢野 昭） 30名   ［大阪朝日会館］ 
 ［課題曲］「家路の歌」（詞：武井つたひ、曲：平井康三郎） 

［自由曲］「月光とピエロ」より“秋のピエロ” （詞：堀口大学、曲：清水 脩） 

11 

 

4 ○ 商大祭･文化公演会に出演  ［神戸商工会議所ホール］ 

・（指揮：矢野 昭） ［プラトフの歌､パリの若者の歌､家路の歌､組曲「月光とピエロ」より“月夜･秋のピエロ”］ 
・弦楽四重奏（飯田 存､奈良節雄､加藤陽一郎､矢野 昭） F.J.Haydn曲：「鳥」（Op：33･No.3･C-major） 

12 5 

 

 

 

 

○（第２回） 定期演奏会   ［兵庫県庁内 欽松ホール］ 
・日本歌曲（指揮：矢野 昭） ［青蛙､赤とんぼ､ゆりかご､家路の歌］ 
・ヨーロッパ民謡 ほか（指揮：福原正浩） ［希望の島､スオミの歌､山の乙女､パリの若者の歌］ 

・黒人霊歌（指揮：木村 豊/OB） ［Baby lon’s Falling､Swing Low Sweet Chariot､Steal Away､Deep River］ 
・ロシヤ民謡（指揮：福原正浩）  ［プラトフの唄､おうちの前で､コサックの悲歌､ステンカラーズィン］ 
・ドイツ諧謔曲（指揮：矢野 昭） ［クランバンブーリ､楽隊屋､酒宴の歌､親方と弟子］ 

・組曲「月光とピエロ」（指揮：矢野 昭） ［月夜､秋のピエロ､ピエロ､ピエロの嘆き､月光とピエロとピエレットの唐草模様］ 

195５（S.30）年度 部 長：奈良節雄 

指揮者：福原正浩､矢野 昭､大塩 浩 

顧問：山本英一教授 部員数：３６名 

5  ○ 新入生歓迎音楽会に出演 （指揮：福原正浩）  ［神戸商大講堂］ 

5 15 ○ 関西合唱連盟（第30回）春期大合唱祭 （指揮：福原正浩） ［O Bone Jesu Christe､’Tis Morn］   ［大阪中央公会堂］ 

7 2 ○ 商大祭･文化公演会に出演 （指揮：福原正浩）  ［神戸海員会館］ 

【昼の部】 

・学歌（新編曲の発表） 

・宗教曲 ほか（指揮：福原正浩） ［Cantate Domine､O Domine Jesu Christe､Hospodi Pomilui､Das Testament､Lezginka］ 
・器楽演奏（飯田 存､奈良節雄､多米俊雄､加藤陽一郎､矢野 昭､ほか音楽部部員３名） 

［Deep Purple､Over The Rainbow､Blue Moon Siboney］ 
・男声四重唱（北田 俊､田中勇二郎､福原正浩､奈良節雄､神戸商大ハワイアンクラブ） 

［Viya Condios、Somebody  Bad Stole the Wedding Bell、Sweet Violet、Sweet Hawaiian Moonlight］ 
【夜の部】 
・愛唱曲（指揮：福原正浩） ［Battle O’Jerico､Wade in de Water、街の音は聞えず、Those Evening Bells］ 

7 
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○ 長崎市合宿（～7/19）  ［寺町･晧台寺］ 
○ ラジオ長崎/録音･放送   ［ラジオ長崎放送局］ 

○ 鎮西学院高校･校内演奏会（指揮：福原正浩、矢野 昭）  ［鎮西学院高校講堂］ 
○ 学生のためのコンサート（小･中･高校生対象） （指揮：福原正浩、矢野 昭）  ［諫早小学校講堂］ 

※賛助出演：諫早高校音楽部、諫早小学校合唱クラブ 
○ 合宿記念･諫早演奏会   ※賛助出演：諫早高校音楽部、諫早小学校合唱クラブ   ［諫早小学校講堂］ 

・ロシヤ民謡（指揮：福原正浩） ［街の音は聞えず､プラトフ将軍のコサック兵歌､レズギィンカ］ 
・男声合唱／小編成（指揮：矢野 昭） ［小さな喫茶店､コロラドの月､かえろかえろ､源兵衛さんの赤ちゃん、権兵衛と田吾作］ 

・黒人霊歌（指揮：福原正浩）  ［The Battle of Jerico、Deep River、Wade in de Water］ 
・日本童謡（指揮･編曲：矢野  昭）  ［證城寺の狸囃子､鈴なし鈴虫､雨ふりお月､黄金虫､赤とんぼ､ゆりかご］ 

・組曲「月光とピエロ」より （指揮：矢野 昭） ［月夜､ピエロ､月光とピエロとピエレットの唐草模様］ 
・ロシヤ民謡（指揮：福原正浩） ［夕べの鐘､緋色のサラファン］ 

・男声合唱／小編成（指揮：福原正浩） ［Begin the Beguine､Medley  from the South］ 
・宗教曲（指揮：福原正浩） ［Cantate Domine､O Domine Jesu Christe､O Bone Jesu､Das Testament］ 

 

 

17 

 

 

18 

○ 合宿記念･長崎演奏会     ［長崎国際文化会館ホール］ 

※賛助出演：長崎合唱団､長崎大学経済学部グリークラブ､長崎女子短期大学合唱団 
※曲目･指揮者は「諫早演奏会」と同じ。但し小編成の｢源兵衛さんの赤ちゃん｣｢権兵衛と田吾作｣は割愛。 

○ 賛助合唱団とバス･リクリエーション ［雲仙］ 



７ 
 

9  ○ 垂水小学校同窓会音楽会に出演   ［垂水小学校講堂］ 

10 14 ○ 姫路演奏会  ※賛助出演：Chor Selestina（指揮：中城達蔵/OB）､姫路市民合唱団､姫路労音合唱団  ［姫路市公会堂］ 

・黒人霊歌（指揮：福原正浩） ［Go Down Moses､Wade in de Water､The Battle O’Jerico､Deep River］ 
 ・日本童謡（指揮･編曲：矢野 昭）  ［ゆりかご､雨ふりお月､鈴なし鈴虫､赤とんぼ］※ ソロ：梶原光代 

・男声四重唱（田中勇二郎､北田 俊､福原正浩､奈良節雄） ［ゴールデンゲート･カルテット･アルバムより］ 

・宗教曲（指揮：福原正浩）  ［O Domine Jesu Christe､Cantate Domine､Hospodi Pomilui］ 
・ドンコサック･コーラスアルバムより（指揮：福原正浩） 

［はるかなる北の町､プラトフ将軍のコサック兵歌､街の音は聞えず､レズギィンカ､ヴォルガの舟唄､ 

黒い瞳､淋しい夕べの鐘､緋色のサラファン］ 

10 15 ○ 鳥取演奏会    ［遷喬小学校講堂］ 

・黒人霊歌（指揮：福原正浩） ［Wade in de Water､The Battle O’Jerico､Deep River］ 
・日本童謡（指揮：矢野 昭）  ［ゆりかご､雨ふりお月､鈴なし鈴虫､赤とんぼ］ ※編曲:矢野 昭 

・組曲「月光とピエロ」より（指揮：矢野 昭） ［月夜､ピエロ､月光とピエロとピエレットの唐草模様］ 

・男声四重唱（田中勇二郎､北田 俊､福原正浩､奈良節雄） ［ゴールデンゲート･カルテット･アルバムより］ 

・宗教曲（指揮：福原正浩）  ［Hospodi Pomilui､O Domine Jesu Christe､Cantate Domine］ 

・ドンコサックコーラスアルバムより（指揮：福原正浩） ［街の音は聞えず､プラトフ将軍のコサック兵歌､レズギィンカ､ 

ヴォルガの舟唄､黒い瞳､淋しい夕べの鐘､緋色のサラファン］ 

10 16 ○ 倉吉演奏会   ［明倫小学校講堂］ 

※曲目･指揮者は｢鳥取演奏会｣と同じ。男声四重唱は､奈良節雄の代わりに中城達蔵/OBが出演。 

10 23 ○ 垂水小学校育友会「音楽観賞会」に出演   ［垂水小学校講堂］ 

・日本童謡 （指揮：矢野 昭） ［ゆりかご､雨ふりお月､鈴なし鈴虫､赤とんぼ］ ※編曲:矢野 昭 

・ロシヤ民謡 ほか（指揮：福原正浩）［O Domine Jesu Christe､Cantate Domine､Deep River､ヴォルガの舟唄､緋色のサラファン］ 

11 3 ○ 関西合唱コンクール（第10回） （指揮：福原正浩）37名   ［大阪朝日会館］ 
 ［課題曲］「船」（詞：猪狩満直、曲：清水 脩）、［自由曲］「緋色のサラファン」（ロシヤ民謡 編：セルゲイ･ヤーロフ） 

11 19 ○ 西脇演奏会  ※賛助出演：西脇高校音楽部    ［西脇中学校講堂］ 

・黒人霊歌（指揮：福原正浩） ［Wade in de Water､De Battle O’Jerico､Deep River､Go Down Moses］ 

・日本童謡（指揮：大塩 浩） ※編曲：矢野 昭  ［ゆりかご､雨ふりお月､鈴なし鈴虫､赤とんぼ］ ※ソロ：鈴木紀子､来住五月 

・男声四重唱（田中勇二郎､北田 俊､福原正浩､奈良節雄） ［ゴールデンゲート･カルテット･アルバムより］ 

・ポピュラーソング（指揮：大塩 浩） ［小さな喫茶店､コロラドの月､夢のタンゴ］ 

・宗教曲（指揮：福原正浩） ［Ave Maria､O Domine Jesu Christe､Cantate Domine］ 
・ドンコサック･コーラスアルバムより（指揮：福原正浩） ［街の音は聞えず､プラトフ将軍のコサック兵歌､レズギィンカ､ 

ヴォルガの舟唄､黒い瞳､淋しい夕べの鐘､緋色のサラファン］ 

11 26 ○（第３回）定期演奏会 ※賛助出演：神戸女子短期大学ひなぎく会､神戸松蔭女子学院フェロ･シップ･コーラス ［神戸海員会館］ 

・黒人霊歌（指揮：福原正浩） ［Go Down Moses､Wade in de Water､De Battle of Jerico､Deep River］ 

・日本童謡（指揮：矢野 昭） ［雨ふりお月､鈴なし鈴虫､赤とんぼ､船］ ※編曲:矢野 昭 ※ソロ：倉田初子 

・男声四重唱（田中勇二郎､北田 俊､福原正浩､奈良節雄） ［ゴールデンゲート､バーバーショップソングより］ 

・宗教曲（指揮：福原正浩） ［Ave Maria､O Domine Jesu Christe､Cantate Domine］ 

・ドンコサック･コーラスアルバムより 

［街の音は聞えず､プラトフ将軍のコサック兵歌､レズギィンカ､ヴォルガの舟唄､黒い瞳､淋しい夕べの鐘､緋色のサラファン］ 

12  ○ レコード（VG盤）初収録 （指揮：福原正浩） ［神戸商大講堂］ 

＜収録曲目＞ 黒人霊歌［深い河］、宗教曲［O Domine Jesu Christe］､ロシヤ民謡［緋色のサラファン､淋しい夕べの鐘］ 

2  ○ ラジオ神戸/録音･放送 

195６（S.31）年度 部 長：桝田健司 

指揮者：大塩 浩､福原正浩 

顧問：山本英一教授 部員数：51 名 

 

4 25 ○ 新入生歓迎オリエンテーションに出演   ［神戸商大講堂］ 
・（指揮：大塩 浩）［Deep River､Wade in de Water､ヴォルガの舟唄､夕べの鐘､紅いサラファン､夢のタンゴ､小さな喫茶店］ 

5 6 ○ 星陵高校音楽部ＯＢ主催コンサートに賛助出演   ［垂水小学校講堂］ 
・（指揮：大塩 浩） ［ヴォルガの舟唄､夢のタンゴ､小さな喫茶店］ 

5 27 ○ 関西合唱連盟（第31回）春期大合唱祭   ［大阪府立体育会館］ 

・（指揮：大塩 浩） ［はるかなる北の街､栄光のラッパは高らかに鳴りわたる］ 

6 17 ○ 京阪神YMCA合唱交歓会（第８回）に出演 （指揮：福原正浩）   ［神戸栄光教会］ 

6  ○ 星陵高校演奏会に賛助出演  

7 4 ○ 商大文化３クラブ（グリークラブ、マンドリンクラブ、演劇部）合同発表会  ［神戸商大講堂］ 

・（指揮：大 塩 浩） ［De Animals A-Comin’､Let My  People Go!､Home on the Range､モンパパ］ 
・（指揮：福原正浩） ［荒城の月､五つ木の子守唄､栄光のラッパは高らかに鳴りわたる､ヴォルガの舟唄､緋色のサラファン］ 

7  ○ 関西学生懇談会に出演  ［神戸商大講堂］ 

7 13 

18 

21 

 

 

○ 高知市合宿（～７/23）  ［高知市･永福寺］ 

○ 追手門高校にて演奏会 （指揮：福原正浩、大塩 浩） 
○ 合宿記念･高知演奏会  ※賛助出演：高知大学音楽部   ［高知市中央公民館］ 

・黒人霊歌（指揮：大塩 浩） ［De animals a-comin’､Keep in the middle of the road､Swing low sweet chariot､Let my  people go］ 
※高知大音楽部との合同演奏 

８ 
 

 

  ・宗教曲（指揮：福原正浩） ［Lead me,Lord､Christ is risen､O Domine Jesu Christe］ 
・ポピュラーソング（指揮：大塩 浩）  ［小さな喫茶店､峠の我家､モンパパ］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 

23 

・日本曲（指揮：福原正浩）  ［初恋､砂山､汽車､荒城の月］ 
・男声四重唱（田中勇二郎､大塩 浩､福原正浩､奈良節雄） 

     ［Leaning on the ever lasting arms､Abide with me､Hawaiian Warchant､Hoop-dee-doo］ 
・ロシヤ民謡（指揮：福原正浩）   ［遙かなる北の街､栄光のラッパは高らかに鳴りわたる､ヴォルガの舟唄､ 

街の音は聞えず､黒い瞳､夕べの鐘､紅いサラファン］ 
○ ラジオ高知/録音･放送 

○ バス･リクリエーション    ［桂浜 ほか］ 
○ 合宿記念･徳島演奏会  ※賛助出演：徳島大学音楽部    ［徳島市教育会館］ 

※曲目･指揮者は「高知演奏会」と同じ｡但し､黒人霊歌は単独ステージ。 

10 28 ○ 関西合唱コンクール（第11回） （指揮：大塩 浩）45名   ［大阪朝日会館］ 

 ［課題曲］「風」（詞：北川冬彦、曲：高田三郎）、［自由曲］「Let my  people go」（黒人霊歌 編：Tom Scott） 

11 8 ○ 県立６大学連合体育大会（第７回）「ソフトボールの部」に出場 【優勝】   ［明石総合グラウンド］ 

11 17 

昼 

○ 宮津演奏会  ※賛助出演：宮津高校合唱団   ［宮津高校講堂］ 
・黒人霊歌（指揮：大塩 浩）  

［De animals a-comin’､Keep in the middle of the road､､Couldn ’t hear nobody  pray､Let my  people go］ 
・日本曲（指揮：福原正浩） ［砂山､ペチカ､荒城の月］ 

・男声四重唱（田中勇二郎､大塩 浩､福原正浩､奈良節雄） ［かえろかえろ､赤とんぼ､ウェディングベルが盗まれた ほか］ 
・ポピュラーソング（指揮：大塩 浩） ［小さな喫茶店､虹の彼方に､モンパパ］ 

・ロシヤ民謡（指揮：福原正浩） 
［街の音は聞えず､栄光のラッパは高らかに鳴りわたる､ヴォルガの舟唄､ステンカラーズィン､   

遙かなる北の街､十二人の盗賊､プラトフ将軍のコサック兵歌､黒い瞳､夕べの鐘､紅いサラファン］ 

11 17 

夜 

○ 舞鶴演奏会  ※曲目･指揮者は「宮津演奏会」と同じ。  ［舞鶴東公会堂］ 

11 24 

 

○（第４回）定期演奏会  ※賛助出演：淡水会合唱団､神戸女子短期大学ひなぎく会    ［神戸海員会館］ 
・黒人霊歌（指揮：大塩 浩）  

［De animals a-comin’､Keep in the middle of the road､Couldn’t hear nobody  pray､Let my  people go!］ 
・日本曲（指揮：福原正浩） ［風､砂山､ペチカ､荒城の月］ 

・ポピュラーソング（指揮：矢野 昭/OB） ［峠の我家､虹の彼方に､モンパパ］ 
・男声四重唱（田中勇二郎､大塩 浩､福原正浩､奈良節雄） 

・ロシヤ民謡（指揮：福原正浩） 
［栄光のラッパは高らかに鳴りわたる､遙かなる北の街､ステンカラーズィン､街の音は聞えず､淋しい夕べの鐘､､黒い瞳］  

（淡水会合唱団との合同演奏） ［十二人の盗賊､ヴォルガの舟唄､紅いサラファン］ 
 

※グリークラブＯＢ有志による「淡水会合唱団」が結成され、初出演となった。 

12  ○ レコード（VG盤）第２回収録（指揮：福原正浩） 

＜収録曲目＞［神戸商大学歌］､ロシヤ民謡［十二人の盗賊､ステンカラーズィン］ 

3 28 ○ ラジオ神戸･番組「学園放送局」/録音･放送  （指揮：福原正浩） 

・宗教曲 ［O Domine Jesu Christe､Cantate Domine］  ・黒人霊歌［Deep River］ 
・ロシヤ民謡  ［街の音は聞えず､レズギィンカ､ヴォルガの舟唄､プラトフ将軍のコサック兵歌､夕べの鐘､紅いサラファン］ 

1957（S.32）年度 部 長：坂田達哉 

指揮者：大塩 浩､白岡 敕､佐藤和男、藤本保輔 

顧問：山本英一教授 

 

部員数 

：44名 

5 12 ○ 関西合唱連盟（第32回）春期大合唱祭（指揮：大塩 浩） ［婆やのお家,ねずみ］    ［神戸国際会館･大ホール］ 

7 
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21 

○ 松山市合宿（～7/21）   ［松山市/道後温泉･寺院］ 

○ 合宿記念･松山演奏会  ※賛助出演：松山商科大学グリークラブ    ［松山市庁ホール］ 
・組曲「月光とピエロ」より（指揮：大塩 浩） ［月夜､ピエロ､ピエロの嘆き］ 

・ロシヤ民謡（指揮：白岡 敕） ［街の音は聞えず､ヴォルガの舟唄､紅いサラファン］ 

・ポピュラーソング（指揮：藤本保輔） ［煙が眼にしみる､カプリの島､虹の彼方に］ 

・黒人霊歌（指揮：大塩 浩） ［John Henry､Couldn’t hear nobody  pray､Norah！］ 

・日本新曲（指揮：大塩 浩） ［風､精霊の歌､ねずみ］ 

・「柳河風俗詩」（指揮：大塩 浩） ［柳河､紺屋のおろく､かきつばた､梅雨の晴れ間］ 

○ 合宿記念･新居浜演奏会 ※賛助出演：新居浜東高校音楽部 ※曲目･指揮者は「松山演奏会」と同じ。 ［新居浜市公会堂］ 

11 9 ○ 関西合唱コンクール（第12回） （指揮：大塩 浩）42名   ［尼崎市文化会館］ 

 ［課題曲］「旅路」（詞：津川主一、曲：ツェルナー）、［自由曲］「Norah」（黒人霊歌 編：Tom Scott） 

11 

 

16 ○ 鳥取演奏会  ※賛助出演：鳥取大学フィルコール  ［遷喬小学校講堂］   

・若者の唄（指揮：白岡 敕） ［旅路､土耳占の酒唄､踊りの唄］ 

・日本曲（指揮：佐藤和男） ［通りゃんせ､からたちの花､ねずみ､精霊の歌］ 

・黒人霊歌（指揮：大塩 浩） ［John Henry､Norah！､Couldn’t hear nobody  pray］ 

・ポピュラーソング（指揮：白岡 敕）  ［Over the rainbow､The Isle of Capri､Smoke gets in your eyes］ 

・男声合唱組曲｢柳河風俗詩｣（指揮：大塩 浩） ［柳河､紺屋のおろく､かきつばた､梅雨の晴れ間］ 



９ 
 

11 22 ○（第５回）定期演奏会  ※賛助出演：神戸女子短期大学ひなぎく会    ［神戸海員会館］ 

・若者の唄（指揮：白岡 敕） ［旅路､土耳占の酒唄､踊りの歌］ 

・男声四重唱（田中勇二郎/OB､大塩 浩､福原正浩/OB､奈良節雄/OB） 
 ・ポピュラーソング（指揮：白岡 敕） ［Isle of Capri､Over the rainbow､Smoke gets in y our eyes］ 

・黒人霊歌（指揮：大塩 浩） ［Couldn’t hear nobody  pray､ John Henry､Norah！］ 

・日本曲（指揮：佐藤和男） ［通りゃんせ､からたちの花､精霊の歌､ねずみ］ 
・男声合唱組曲｢柳河風俗詩｣（指揮：大塩 浩） ［柳河､紺屋のおろく､かきつばた､梅雨の晴れ間］ 

11 23 ○ 商大文化祭に出演   ［繊維会館］ 

・（指揮：白岡 敕） ［土耳占の酒唄､ねずみ､カプリの島､煙が眼にしみる］ 
・（指揮：大塩 浩） ［John Henry､Norah！、「柳河風俗詩」より“柳河･梅雨の晴れ間”］ 

1958（S.33）年度 部 長：炭竃峯男 

指揮者：香川 睦､佐藤和男  

顧問：山本英一教授 
 

部員数：４７名 

4 5 ○ 春期合宿（～４/７）  ［部室］ 

5 25 ○ 関西合唱連盟（第33回）春期大合唱祭 （指揮：香川 睦） ［平右衛門､Wade in de Water］  ［大阪府立体育会館］ 

6 2 ○（第１回）神戸五大学交歓合唱音楽祭    ［神戸新聞会館･大劇場］ 
※神戸商大､甲南大学､神戸大学､神戸医科大学､神戸外国語大学グリークラブ 

・黒人霊歌（指揮：香川 睦） ［Wade in de Water､Same Train､Soon-a will be done､Sometimes I feel like a motherless child］ 

・（五大学合同演奏･指揮：吉田哲朗/神戸大学､田辺恒夫/甲南大学） [Oklahoma､U boj]  ※伴奏：肥塚禎夫 
 

※以降毎年､1966年(S.41)の第９回まで続けられた。 

7 10 

19 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

○ 岐阜市合宿（～7/20）  ［岐阜市/天理教岐阜大教会］ 
○ 合宿記念･岐阜演奏会   ※賛助出演：ムンテルコール    ［岐阜市公会堂］ 

・童謡（指揮：佐藤和男） ［夕やけの歌､ちんちんちどり､待ちぼうけ､砂山］ 

・黒人霊歌（指揮：香川 睦） ［I got shoes､Deep River､Set down servant］ 

・フランス民謡 ～八つのフランスの唄より～ （指揮：香川 睦） ［マルゴトン､塔の乙女､木靴の踊り､もしも私が］ 

・男声四重唱（武田俊彦､香川 睦､吉久 宏､上田隆昭､ギター/川上 孝） 
［When moses smotes the water､Hush､Oh! Happy  day､In the middle of an island］ 

・日本曲（指揮：佐藤和男）［男声合唱組曲「富士山」より“作品第肆･作品第拾陸” 

｢柳河風俗詩｣より“柳河･梅雨の晴れ間”］ 

・黒人霊歌（指揮：香川 睦） ［Wade in de water､Same train､Sometimes I feel like a motherless child､Soon-a will be done］ 

○ 合宿記念･名古屋演奏会  ※賛助出演：金城学院グリークラブ､すずかけ合唱団   ［名古屋･豊田ホール］ 
※曲目･指揮者は「岐阜演奏会」同じ。 

10  ○ 朝日放送/録音･放送 

11 3 ○ 関西合唱コンクール（第13回） （指揮：佐藤和男）46名   ［大阪朝日会館］ 

 ［課題曲］「月夜」 （詞：小林 知、曲：平井康三郎） 

［自由曲］男声合唱組曲「富士山」より“作品第拾陸”（詞：草野心平、曲：多田武彦） 

11 10 ○ 神戸商大創立30周年記念文化祭に出演   ［神戸新聞会館］ 

・（指揮：香川  睦） ［カチューシャ､もしも私が､Deep River､Soon-a will be done］ 

・（指揮：佐藤和男） ［ちんちんちどり､柳河､作品第拾陸］ 

12 6 ○（第６回）定期演奏会（神戸商大創立30周年･グリークラブ創部10周年記念）  ［神戸新聞会館･大劇場］ 
※賛助出演：淡水会合唱団（単独ステージでの初出演）､神戸女学院大学文学部コーラス部 

・世界民謡（指揮：香川 睦） ［カチューシャ､ペトルスとマルーシャ､木靴の踊り､げんこつ節］ 
・童謡（指揮：佐藤和男） ［夕やけの歌､ちんちんちどり､待ちぼうけ､砂山］ 

・男声四重唱（武田俊彦､香川 睦､吉久 宏､上田隆昭） 
［Behold the bridegroom cometh､Hush､Oh! Happy  day､You are my  destiny］ 

・（神戸女学院大コーラス部との合同演奏･指揮：香川 睦） 宗教曲［Ave Maria､Agnus dei､O Magnum mysterium］ 
・日本曲（指揮：佐藤和男）  

［組曲｢富士山｣より“作品第拾陸･作品第肆” 
組曲「月光とピエロ」より“月夜･月光とピエロとピエレットの唐草模様”］ 

・黒人霊歌（指揮：香川 睦） ［Set down servant ､I got shoes､Sometimes I feel like a motherless child､Soon-a will be done］ 
・（淡水会合唱団･指揮：木村 豊/OB） ［コロラドの月､South of the border､Home on the range］ 

 
※グリークラブＯＢ有志による｢淡水会合唱団｣は､以降1967年(S.42)の第15回定期演奏会まで賛助出演した。 
※定期演奏会の会場を｢神戸海員会館｣から｢神戸新聞会館｣に移した。 ※収益金で中古ピアノを購入した。 

1959（S.34）年度 

 

部 長：北原滋男 

指揮者：香川 睦､佐藤和男 

顧問：山本英一教授 

 

部員数：50名 

4 3 ○ 春期合宿（～4/10）   ［垂水公会堂］ 

4 10 ○ 入学式に参列して学歌を歌う。   ※以降､毎年のグリークラブの役割となった。 

4 20 ○ 新入生歓迎オリエンテーションに出演 （指揮：佐藤和男）  ［神戸商大講堂］  

5 24 ○ 関西合唱連盟（第34回）春期大合唱祭 （指揮：香川 睦）  ［大阪府立体育館］ 
・［Swing Low,Sweet Chariot､Little Innocent Lamb］ 
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6 1 ○（第２回）神戸五大学交歓合唱音楽会   ［神戸国際会館･大ホール］ 
※神戸商大､甲南大学､神戸大学､神戸医科大学､神戸外国語大学グリークラブ 

・（指揮：佐藤和男） ［「毛銭の三つの詩」より “約束･ぶらんこ･野原”､まつりの娘､焚火､おてもやん］ 
・（五大学合同演奏･指揮：香川 睦､中山雅之/神戸医大）  [巴里の若者の唄､兵士の合唱] 

7 

 

 

 

 

 

 

 

10 

17 

17 

18 
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○ 豊橋市合宿（～7/19）  ［豊橋市･臨済寺］ 

○ 桜丘女子高校･校内演奏会 
○ 藤乃花女子高校･校内演奏会  

○ 合宿記念･豊橋演奏会  ※賛助出演：フレンド･コーラス、コール･バッカス、コール･コメット   ［豊橋市公会堂］ 

・世界民謡（指揮：佐藤和男） ［Londondery  Air､Shenandoah､I’m a poor lonesome cowboy､Down the Volga､おてもやん］ 

・宗教曲（指揮：香川 睦） ［Miserere､O Sacrum convivium､Surrexit Pastor Bonus］ 

・Richard Rodgers集（指揮：香川 睦） ［Where or When､Oh,What a beautiful mornin’､Bali Ha’i､Oklahoma］ ※ 伴奏：岡本茂秋 
・邦人作品（指揮：佐藤和男） ［「毛銭の三つの詩」より “約束･ぶらんこ･野原”､ふるさと､まつりの娘､焚火］ 

・黒人霊歌（指揮：香川 睦）  ［Water Boy､Swing Low Sweet Chariot､Load, if I got my  ticket, can I ride?､Little Innocent Lamb］ 
○ 合宿記念･長浜演奏会  ※賛助出演：彦根混声合唱団   ［長浜北高校講堂］ 

※曲目･指揮者は｢豊橋演奏会｣と同じ。 ※伴奏：岸田寿子 

11 1 ○ 商大文化祭に出演   ［農業会館ホール］ 

・（指揮：佐藤和男） ［I’m a Poor Lonesome Cowboy､Nobody  knows the trouble I’ve seen］ 

｢毛銭の三つの詩｣より “約束･ぶらんこ･野原”］ 
・（指揮：香川  睦） ［高原､Kyrie Eleison､Water Boy､ヴォルガの舟唄］ 

11 3 ○ 関西合唱コンクール（第14回） （指揮：香川 睦） 49名   ［大阪朝日会館］ 

 ［課題曲］「高原」（詞：宮沢賢治、曲：清水 脩）、［自由曲］「Kyrie Eleison」（曲：A.Duhaupas 編：林雄一郎） 

11  ○ 秋期合宿   ［再度山・大龍寺］  

11 28 ○（第７回）定期演奏会  ※賛助出演：淡水会合唱団､神戸女学院大学文学部コーラス部   ［神戸国際会館･大ホール］   

・各国民謡集（指揮：佐藤和男）  ［Loch Romond､Shenandoah､I’m a Poor Lonsome Cowboy､Down the Volga､おてもやん］ 

・宗教曲（指揮：香川 睦）  ［Miserere､Kyrie Eleison､Surrexit Pastor Bonus］ 

・Richard Rodgers集（指揮：香川 睦） ［Where or When､Oh,What a beautiful mornin’､Bali Ha’i､Oklahoma］※伴奏：加輪上喜子 

・日本曲（指揮：佐藤和男）  ［「毛銭の三つの詩」より“約束･ぶらんこ･野原”､ふるさと､高原､焚火］ 
・黒人霊歌（指揮：香川 睦） ［Swing Low Sweet Chariot､Water Boy､How long have I got to linger? ､Little Innocent Lamb］ 

・（淡水会合唱団･指揮：木村 豊/OB） ［All through the night､Virginia Lee､Medley  from the South］ 
 
※定期演奏会の開催会場を｢神戸新聞会館｣から｢神戸国際会館｣に移した（「神戸新聞会館」での開催は１回だけとなった）。 

1960（S.35）年度 
 

部 長：高橋 斉 
指揮者：香川 睦､佐藤和男 

顧問：山本英一教授 
ヴォイストレーナー：柳 歳 一氏 

部員数：53名 
 

  ※ヴォイストレーナーﾄして柳 歳一氏（神戸高校教諭）をお迎えした。 

4 2 ○ 春季合宿（～4/5）  ［部室］  

4  ○ 新入生歓迎オリエンテーションに出演  ［神戸商大講堂］ 

5 

 

22 ○ 関西合唱連盟（第35回）春期大合唱祭    [京都会館] 
※神戸五大学（神戸商大､甲南大学､神戸大学､神戸医科大学､神戸外国語大学）合同で出演 

・（指揮：山下道人/神戸外大､明石好弘/甲南大） ［母なるヴォルガ､Onward Christian Soldiers］ 

5 31 ○（第３回）神戸五大学交歓合唱音楽会   ［神戸国際会館･大ホール］ 
※神戸商大､甲南大学､神戸大学､神戸医科大学､神戸外国語大学グリークラブ 

・日本民謡（指揮：香川 睦） ［そうらん節､外山節､小木おけさ､五木の子守唄､最上川舟唄］ 
・（合同演奏･指揮：山下道人/神戸外大､明石好弘/甲南大） ［母なるヴォルガ､Onward Christian Soldiers］ 

6  ○ 商大マンドリンクラブ定期演奏会に賛助出演 （指揮：香川 睦） ［ロシヤ民謡５曲］   ［神戸国際会館･大ホール］ 

7  ○ 西日本経済セミナー・レセプションに協力出演   ［繊維会館］ 

7 

 

 

14 

23 
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○ 福山市合宿（～7/24）  ［福山市/鞆の浦･対潮楼］ 

○ 合宿記念･福山演奏会  ※賛助出演：福山グリークラブ､広島大学音楽科   ［福山市公会堂］        

・日本民謡（指揮：香川 睦） ［そうらん節､外山節､小木おけさ､五木の子守唄､最上川船唄］ 

・クラシック曲（指揮：佐藤和男） ［冬のセレナーデ､ドヴォルザーク曲･交響曲第５番「新世界より」“家路”］ 
・組曲「月夜孟宗の図」より（指揮：佐藤和男） ［竹林幽居､月夜孟宗の図､竹に交りて､かほよどり］ 

・黒人霊歌（指揮：香川 睦） ［This ol’ Hammer! Lawd､I cannot stay  away､I’m goin’ home､､In dat great gittin’ up mornin’］ 

○ 合宿記念･防府演奏会   ※賛助出演：防府合唱団、防府マンドリーノ    ［防府市労働会館］ 
※曲目･指揮者は「福山演奏会」と同じ。  

10 31 ○ 商大祭･前夜祭に出演  ・「軽音楽パレード」 ※ソロ：桂川 武、伴奏：塩島昌子  ［神戸国際会館･大ホール］ 

11 2 ○ 商大文化祭に出演 （指揮：香川 睦） ［Norah､雨の来る前､ワルツィングマチルダ］   ［神戸海員会館］ 

11 3 ○ 関西合唱コンクール（第15回） （指揮：香川 睦）50名   ［大阪朝日会館］ 

 ［課題曲］「雨の来る前」（詞：伊藤 整、曲：多田武彦）、［自由曲］「Norah」（黒人霊歌 編：Tom Scott） 

12 10 ○（第８回）定期演奏会   ［神戸国際会館･大ホール］ 

※賛助出演：淡水会合唱団､商大マンドリンクラブ､神戸女学院大学文学部コーラス部 
・クラッシク曲（指揮：佐藤和男） ［冬のセレナーデ､ドヴォルザーク曲･交響曲第5番「新世界より」“家路”］ 

・組曲「月夜孟宗の図」より（指揮：佐藤和男） ［竹林幽居､月夜孟宗の図､竹に交りて､かほよどり､もくせい］ 
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 ・ロシヤ民謡（マンドリンクラブと共演・指揮：香川 睦） ［ともしび､仕事の歌、黒き瞳､コサックの子守唄､トロイカ］ 
・黒人霊歌（指揮：香川 睦） ［This ol’ Hammer! ､Norah!､I’m Goin’ Home､In dat Great Gittin’ up Mornin’］ 

・（淡水会合唱団･指揮：多米俊雄/0B） 

［I’ve been wukkin ’ on de railroad､Nelly､was a lady､1’ve got six pence､Love’s old sweet song］ 

1961（S.36）年度 

 

部 長：岡本俊郎､副部長：戸田省二 

指揮者：片山邦彦､佐藤和男､升田 肇 

顧問：山本英一教授 

ヴォイストレーナー：柳 歳一氏 

部員数 

：57名 

4 5 ○ 春期合宿（～4/9）  ［再度山･青少年の家］ 

4 22 ○ 新入生歓迎オリエンテーションに出演 （指揮：片山邦彦）  ［神戸商大講堂］ 

4 26 ○ 新入生歓迎コンパ   [舞子･海浜学舎] 

6 1 ○（第４回）神戸五大学交歓合唱音楽会   ［神戸国際会館･大ホール］ 
※神戸商大､甲南大学､神戸大学､神戸医科大学､神戸外国語大学グリークラブ 

・「中 勘助の詩から」（指揮：片山邦彦） ［絵日傘､椿､四十雀､ほほじろの声､かもめ､ふり売り､追羽根］ 

・（合同演奏･指揮：和田 勇/神戸医大） ［ヴォルガの舟唄］   

・（合同演奏･指揮：村上晋一/神戸大学） ［The Lord’s Prayer］ ※ピアノ：鈴木 寛 

6 11 ○ 関西合唱連盟（第36回）春期大合唱祭 （指揮：片山邦彦）   ［大阪朝日会館］   

7 23 

28 
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○ 伊勢市合宿（～7/27） ［伊勢･二見が浦］ 

○ 合宿記念･伊勢演奏会  ※賛助出演：宇治山田高校コーラス部   ［伊勢会館］ 

・「中 勘助の詩から」（指揮：片山邦彦） ［絵日傘､椿､四十雀､ほほじろの声､かもめ､ふり売り､追羽根］ 

・黒人霊歌（指揮：片山邦彦） ［Were you there?､Oh Po’ Little Jesus､Oh Lora Have Mercy  on Me､Listen to the Lambs］ 

・日本の古い唄（指揮：升田 肇） ［山寺の和尚さん､奴さん､箱根馬子唄､春雨､カッポレ］ 

・男声四重唱（若城正博､佐藤和男､上垣 晃､前田 穣） ［赤いサラファン､ジクリー､十二人の盗賊､道］ 

・組曲「月光とピエロ」（指揮：佐藤和男）［月夜､秋のピエロ､ピエロ､ピエロの嘆き､月光とピエロとピエレットの唐草模様］ 

・American Folk Song（指揮：片山邦彦） ［Chisho lm Trail Days､The Yellow Rose of Texas､Dunderbeck］ 

○ 合宿記念･名古屋演奏会  ※賛助出演：名古屋合唱団   ［愛知県文化会館］    

※曲目・指揮者は「伊勢演奏会」と同じ。 

10 29 ○（第２回）神戸市民合唱コンクールに初参加（指揮：片山邦彦）[Der Eidgenossen Nachtwache]  男声の部【第１位】［農業会館］ 

11 2 ○ 商大文化祭に出演  （指揮：片山邦彦）    ［神戸国際会館･大ホール］ 

［Oh Po’ Little Jesus､Doney  Gal､Drei Lieder fur Mannerchor､Der Eidgenossen､Nachtwache､ Chisholm Trail Days､Dunderbeck］   

11 3 ○ 関西合唱コンクール（第16回） （指揮：片山邦彦）55名   ［大阪朝日会館］ 
 ［課題曲］「波」（詞：奥野椰子夫、曲：石川 清） 

［自由曲］「Der Eidgenossen Nachwache（drei Lieder für Männerより）」 （詞：J.Veichendorff、 曲：Robert Schumann） 

11 23 ○ 秋期合宿（～11/26）   ［再度山･大龍寺］ 

12 3 ○ 西脇演奏会  ※賛助出演：西脇市民合唱団､西脇高等学校音楽部    ［西脇中学校講堂］                

・「中 勘助の詩から」（指揮：片山邦彦） ［絵日傘､椿､かもめ］ 

・メンデルスゾーン「男声合唱曲集」より（指揮：片山邦彦） ［楽しきさすらい人､小夜曲､乾盃の歌､別れの宴］ 

・合唱組曲「山に祈る」（指揮：片山邦彦） 

［山の歌､リュックサックの歌､山小屋の夜､山を憶う､吹雪の歌､お母さんごめんなさい］ 

・日本の古い唄（指揮：升田 肇） ［信濃追分､江差追分､箱根八里､奴さん､春雨､かっぽれ］ 

・組曲｢月光とピエロ｣（指揮：佐藤和男） ［月夜､秋のピエロ､ピエロ､ピエロの嘆き､月光とピエロとピエレットの唐草模様］ 

12 9 ○（第9回）定期演奏会  ※賛助出演：淡水会合唱団､神戸女学院大学文学部コーラス部   ［神戸国際会館･大ホール］    

・組曲「中 勘助の詩から」（指揮：片山邦彦） ［絵日傘､椿､かもめ］ 

・メンデルスゾーン男声合唱曲集より（指揮：片山邦彦） ［楽しきさすらい人､小夜曲､乾盃の歌､別れの宴］ 

・合唱組曲「山に祈る」（指揮：片山邦彦） ※朗読：速水雛子、伴奏：島本マヤ子 

［山の歌､リュックサックの歌､山小屋の夜､山を憶う､吹雪の歌､お母さんごめんなさい］ 

・日本の古い唄（指揮：升田 肇） ［江差追分､信濃追分､箱根馬子唄､春雨､奴さん､かっぽれ］ 

・組曲「月光とピエロ」（指揮：佐藤和男）［月夜､秋のピエロ､ピエロ､ピエロの嘆き､月光とピエロとピエレットの唐草模様］ 

・（淡水会合唱団･指揮：香川 睦/OB） 

［It’s Only  a Paper Moon､He､Memories are made of this､Autumn Leaves］  ※伴奏：松本悠紀子 

12 9 ○ レコード（ＬＰ）第９回定期演奏会のライブ録音 

＜収録曲＞［神戸商科大学学歌］ ［合唱組曲「山に祈る」全曲］（指揮：片山邦彦）、 

［組曲「月光とピエロ」全曲］（指揮：佐藤和男） ［組曲｢中勘助の詩から｣“椿･かもめ”］（指揮：片山邦彦）､ 

［日本の古い唄 “信濃追分･箱根馬子唄･春雨･奴さん”］（指揮：升田 肇） 

1 15 ○ 神戸市の成人式に出演   ［神戸国際会館･大劇場］ 

1 25 ○ 神戸ロータリークラブ例会で演奏   ［神戸オリエンタルホテル］ 

196２（S.37）年度 

 

部 長：塚本光男 

指揮者：升田 肇､若城正博 

顧問：山本英一教授 

渡部浩太郎講師 

部員数：52名 

4 3 ○ 春期合宿（～4/8）  ［再度山･大龍寺］ 

5  ○ グリークラブＯＢとの交歓ハイキング（初めての試み） 

6 1 ○（第５回）神戸五大学交歓合唱音楽会  ※主催担当：神戸商大グリークラブ   ［神戸国際会館･大ホール］ 

※神戸商大､甲南大学､神戸大学､神戸医科大学､神戸外国語大学グリークラブ 

・日本の詩と音楽（指揮：升田 肇） ［泥鼠､亡霊､河童音頭､スカンク･カンク･プー］ 

・（５大学合同演奏･客演指揮：中村仁策氏/神戸中央合唱団指揮者･関西合唱連盟理事） ［悦ばしき逍遥の人､剣の舞］ 
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6 3 ○ 関西合唱連盟（第37回）春期大合唱祭   ［大阪朝日会館］ 

※神戸五大学（神戸商大､甲南大学､神戸大学､神戸医科大学､神戸外国語大学）合同で出演              

6  ○ 神戸女子薬科大学筝曲部演奏会に賛助出演 ［日蓮 ほか］     ［神戸新聞会館］ 

7 9 ○ ラジオ神戸･番組「コーラスアラカルト」に出演（7/9～7/15） 

7 
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○ 舞鶴市合宿（～7/20）  ［舞鶴･神崎］ 

○ 合宿記念･西舞鶴演奏会  ※賛助出演：西舞鶴高校音楽部   ［舞鶴西公会堂］ 

・邦人作品集（指揮：若城正博） ［夕やけの歌､青蛙､秋の日暮､ふるさと］ ※伴奏：松本永子 

・日本の詩と音楽（指揮：升田 肇） ［泥鼠､河童音頭､河童昇天､スカンク･カンク･プー］ 

・子供の四季（指揮：升田 肇） ［春の小川､おぼろ月夜､夏は来ぬ､茶つみ､もみじ､村祭り､冬の夜､スキー］ 

・黒人霊歌（指揮：若城正博）   

［Swing Low､Sweet Chariot､Soon One Mornin’､Let De Heb’n Light Shine on Me､Swing Dat Hammer､Humble］ 

・組曲｢蛙の歌｣（指揮：升田 肇） ［小曲､亡霊､鰻と蛙､蛇祭り行進､秋の夜の会話］ 

○ 合宿記念･東舞鶴演奏会    ※曲目・指揮者は「西舞鶴演奏会」と同じ。   ［舞鶴東公会堂］ 

7 29 ○ 芦屋高校同窓会に出演 （指揮：若城正博）   

11 4 ○ 関西合唱コンクール（第17回） （指揮：升田 肇）52名   ［フェスティバルホール］ 
 ［課題曲］「河童昇天」（詞：神保光太郎、曲：石川 清） 

［自由曲］男声合唱組曲「蛙の歌」より “蛇祭り行進”（詞：草野心平、曲：石川 清） 

11  ○（第３回）神戸市民合唱コンクールに前年第１位であったため､特別出演   ［農業会館］ 

11 23 ○ 垂水中学校同窓会に出演 

11 28 ○ 神戸商大マンドリンクラブ･大阪演奏会に賛助出演 （指揮：升田 肇）  ［「子供の四季」より９曲］ 

11  ○ 秋期合宿   ［再度山･大龍寺］ 

12 2 ○ 加古川演奏会  ※賛助出演：神戸商大マンドリンクラブ   ［加古川小学校講堂］ 

・日本の歌（指揮：升田 肇） ［そうらん節､木曽節､最上川舟唄､秋の日暮､ふるさと］ 

・組曲「木」（本邦初演・指揮：升田 肇） 

・子供の四季（指揮：升田 肇） ［おぼろ月夜､春の小川､茶つみ､夏は来ぬ､海］ 

・黒人霊歌（指揮：升田 肇） ［Swing Low Sweet Chariot､Soon One Mornin’､Humble､Little David Play  On Ya Harp］ 

・「蛙の歌」（指揮：升田 肇） ［小曲､亡霊､うなぎと蛙､蛇祭り行進､秋の夜の会話］ 

12 22 ○（第10回）定期演奏会    ［神戸国際会館･大ホール］ 

※賛助出演：淡水会合唱団、、神戸商大マンドリンクラブ、神戸女学院大学文学部コーラス部 

・日本の歌（指揮：升田 肇､若城正博）※伴奏：佐野由利絵  ［そうらん節､木曽節､最上川舟唄､秋の日暮､ふるさと］ 

・黒人霊歌（指揮：若城正博） ［Swing Low Sweet Chariot､Humble ､Soon One Mornin’､Little David Play  On Ya Harp］ 

・子供の四季（マンドリンクラブと共演・指揮：升田 肇）  

［おぼろ月夜､春の小川､茶つみ､夏は来ぬ､海､もみじ､村まつり，冬の夜､スキー］ 

・男声合唱曲「木」（指揮：升田 肇） ※伴奏：佐野由利絵 

・組曲「蛙の歌」（指揮：升田 肇） ［小曲､亡霊､うなぎと蛙､蛇祭り行進､秋の夜の会話］ 

・（淡水会合唱団･指揮：佐藤和男/OB） ［明るい月は輝く､鐘の音は単調に鳴る､十二人の盗賊､ヴォルガの舟唄］ 

1963（S.38）年度 

 

部 長：島田勝功､副部長：青木正文 

指揮者：若城正博､奥田嘉孝 

顧問：山本英一教授 

渡部浩太郎講師 

部員数：52名 

4 8 ○ 春期合宿（～4/13）  ［再度山･大龍寺］ 

4 17 ○ 新入生歓迎オリエンテーションに出演 

4 27 ○ 新入部員歓迎コンパ 

5 5 ○ 神戸女子薬科大学コーラス部との合同ハイキング  ［六甲山］ 

6 1 ○（第６回）神戸五大学交歓合唱音楽会    ［神戸国際会館･大ホール］ 

※神戸商大､甲南大学､神戸大学､神戸医科大学､神戸外国語大学グリークラブ 

・「多田武彦作品集」より（指揮：若城正博） ［また来ん春､初鮎､飯､花火］ 

・（合同演奏･客演指揮：中村仁策氏） ［ズッペ曲 “桶屋の歌”､「学生プリンス」より”セレナーデ”］ 

（アンコール曲）［「禁じられた遊び」より”ロマンス”］ 

6 16 ○ 関西合唱連盟（第38回）春期大合唱祭 （指揮：若城正博）     ［中之島公会堂］ 

7 

 

 

11 

11 

19 

○ 福井市合宿（～7/20）    ［福井市･青年の家］ 

○ 明里学園慰問 

○ 合宿記念･福井演奏会  ※賛助出演：福井市民合唱団      ［福井市公会堂］ 

・多田武彦作品集（指揮：若城正博） ［花火､また来ん春､飯､初鮎］ 

・ドイツミサ曲（指揮：奥田嘉孝） ［入祭文に､栄光頌に､信経に､奉献文に､聖頌に､聖変化の後に､神羔誦に､終聖歌］ 

・South Pacific Choral Selection（指揮：若城正博） 

 ［Bali Ha’i､A Wonderful Guy､Younger Than Springtime､There is Nothin’ Like a Dame､Some Enchanted Evening］ 

・黒人霊歌（指揮：若城正博） ［My Lord What a Mornin’ ､I Got Shoes､Ezekiel Saw de Wheel､Wade in de Water､Listen to the Lambs］ 

・ロシア民謡（指揮：若城正博） ［収穫の歌､カチューシャ､トロイカ､十二人の盗賊､ステンカラージン､ヴォルガの舟唄］ 

・（福井市民合唱団との合同演奏/指揮：田中滉二氏/福井市民合唱団） ベートーヴェン曲「第７シンフォニー」より［うた］ 
 

※この演奏会からステージ衣装がブレザーになった。 

8 28 ○ ラジオ関西･番組「コーラスアラカルト」/録音･放送 



１３ 
 

8 31 ○ 柏原演奏会  ※曲目･指揮者は｢福井演奏会｣と同じ。     ［柏原町･氷上郡公会堂］ 

9 1 ○ 福知山演奏会  ※賛助出演：甲南大学ハワイアンバンド   ※曲目･指揮者は｢福井演奏会｣と同じ。 ［福知山市厚生会館］ 

9 8 ○ 兵庫県立四大学（神戸商大､神戸医科大学､兵庫農業大学､姫路工業大学）文化祭に出演     ［篠山鳳鳴高校講堂］ 

10 5 ○ グリークラブOBとの交歓ダンスパーティ 

10 27 ○ 関西合唱コンクール（第18回） （指揮：若城正博）49名    ［フェスティバルホール］ 

 ［課題曲］「変なやつ」（詞：関根 弘、曲：宇津木 充）、［自由曲］「Norah」（黒人霊歌 編：Tom Scott） 

11 1 ○ 商大文化祭に出演   ［神戸国際会館･大ホール］  

11 3 ○ 兵庫県大学合同音楽会に出演   ［神戸国際会館･大ホール］ 

11 16 ○（第４回）神戸市民合唱コンクールに出場 （指揮：若城正博） 「柳河風俗詩」より［柳河､かきつばた］【優勝】［農業会館］ 

11 22 ○ 秋期合宿（～11/24）  ［再度山･大龍寺］ 

12 6 ○（第11回）定期演奏会  ※賛助出演：淡水会合唱団     ［神戸国際会館･大ホール］ 

・多田武彦作品集（指揮：若城正博） ［かきつばた､めし､また来ん春､彼岸花､初鮎］ 

・SOUTH PACIFIC CHORAL SELECTION（指揮：若城正博）  ※伴奏:宇草千恵 

［Ba-li Ha’I､A Wonderful Guy､Younger Than Springtime､There is Nothin’ Like a Dame､Some Enchanted Evening］ 
・Missa Brevis（客演指揮：中村仁策氏/神戸中央合唱団指揮者･関西合唱連盟理事） ［Kyrie､Gloria､Agnus Dei］ 

・黒人霊歌（指揮：若城正博） ［My  Lord, What a Mornin’､Ezekiel Saw de Wheel､Listen to the Lambs､Norah!､Wade In de Water］ 
・交声曲「若者の歌」（指揮：若城正博） ［光はどこにあるのか､葦の葉の願い､鳴りとよむ潮騒］ ※ピアノ：土岐雄一郎 

・（淡水会合唱団･指揮：奈良節雄/ＯＢ） ［広きドニェプルの嵐､さらば恋人よ､コサックの子守唄､Doney  Gal､Shenandoah］ 

1964（S.39）年度 

 

部 長：大杉紀生 

指揮者：奥田嘉孝､占部邦彦 

顧問：山本英一教授 

渡部浩太郎講師 

部員数：49名 

4  ○ 春期合宿  ［再度山･大龍寺］ 

5  ○ 神戸女子薬科大学コーラス部と合同ハイキング  ［姫路城］ 

6  ○ 神戸商大創立35周年記念式典に参列し学歌を歌う。 

6 1 ○（第７回）神戸五大学交歓合唱音楽会  ［神戸国際会館･大ホール］ 

※神戸商大､甲南大学､神戸大学､神戸医科大学､神戸外国語大学グリークラブ 
・組曲｢みどりの狂人｣（指揮：奥田嘉孝）［蛙の夜､香料のおどり､夜の時､みどりの狂人］ 

・（合同演奏･客演指揮：中村仁策氏）  ※伴奏：前田直子： 

 ヨーロッパ民謡集［遙かなるサンタルチア､さすらい人の別れの歌､赤いサラファン］ 

6 6 ○ 神戸商大マンドリンクラブ定期演奏会に賛助出演   ［「南太平洋」をマンドリンクラブと合同演奏］ 

6  ○ 兵庫県立四大学（神戸商大､神戸医科大学､兵庫農業大学､姫路工業大学）文化祭に出演  ［兵庫県庁ホール］     

6 21 ○ 兵庫県合唱連盟（第１回）「兵庫県合唱祭」に出演（指揮：奥田嘉孝）［Old Black Joe､My Old Kentucky  Home］ ［明石高校講堂］ 
 

※｢春期大合唱祭｣として関西合唱連盟主催で続けられて来た企画は、この年より各府県単位の合唱連盟主催となり、神戸商
大グリークラブは､兵庫県合唱連盟の｢兵庫県合唱祭｣に出演することになる。第2･3回、第36･37回の４回を除いて､2001年
の第38回まで出演した。 

6 30 

 

 

○（第１回）横浜市立大学メンネル･コールとの交歓演奏会      ［神奈川県立音楽堂］ 

・S.C.Foster作品集（指揮：奥田嘉孝）［Old Black Joe､Laura Lee､My Old Kentucky  Home､Good Night!､Gentle Annie､Ring de Banjo］ 

・組曲「みどりの狂人」（指揮：奥田嘉孝） ［蛙の夜､香料のおどり､夜の時､みどりの狂人］ 

・（合同演奏･指揮：村山拡也氏/横浜市大常任指揮者） ※伴奏：深海良子 

「枯木と太陽の歌」 ［枯木は独りで歌う､花と太陽の会話､冬の夜の枯木の会話､枯木は太陽に祈る］ 
 

※本企画は以降､第４回（1967年）まで毎年続けられた。 

8 14 
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○ 松山市合宿（～8/23） ［松山/道後･聚楽館］ 

○ 合宿記念･松山演奏会  ※賛助出演：東雲学園聖歌隊    ［東雲学園講堂］ 

 ・ドイツ男声合唱曲集（指揮：奥田嘉孝） 

 ［Der Träumende See､Märznacht､Türkisches Schenkenlied､Sturmbeschwörung､Frühlingsglocken］ 
・「北原白秋の詩集」より（指揮：占部邦彦） ［山のあなたを､からたちの花､平右衛門､竹林幽居､追分､待ちぼうけ］ 

・S.C.Fos ter作品集（指揮：奥田嘉孝）  

［Camptown Races､Laura Lee､My  Old Kentucky  Home､Good Night!､Gentle Annie､Ring de Banjo］ 

・組曲「みどりの狂人」（指揮：奥田嘉孝）［蛙の夜､香料のおどり､夜の時､みどりの狂人］ 

・（東雲学園聖歌隊と合同演奏･指揮：奥田嘉孝） J.Arcadelt 曲 ［Ave Maria（混声）］ 

10  ○ 商大文化祭に出演 ［神戸国際会館･大ホール］ 

11 1 ○ 関西合唱コンクール（第19回） （指揮：奥田嘉孝）50名    ［フェスティバルホール］ 
  ［課題曲］「冬の夜道」（詞：津村信夫、曲：藤原三千代）、［自由曲］「みどりの狂人」（詞：大手拓次、曲：林 宏太郎） 

 

※1953年（S.28）の第８回から連続出場してきたが､本19回が最終出場となった。   

11  ○（第５回）神戸市民合唱コンクールに特別出演（前年,優勝により）   ［神戸海員会館］ 

11 19 
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○ 秋期合宿（～11/22）   ［社町嬉野･青年研修センター］ 

○ 西脇演奏会 ※賛助出演：西脇高校音楽部､西脇市民合唱団   ［西脇中学校講堂］ 

・ドイツ男声合唱曲集（指揮：奥田嘉孝）  

［Der Träumende See､Märznacht､Türkisches Schenkenlied､Stürmbesewörung､Wasserfahrt］ 
・「北原白秋詩集」より（指揮：占部邦彦） ［山のあなたを､からたちの花､平右衛門､竹林幽居､追分､待ちぼうけ］ 

１４ 
 

 

  ・American Folk Songs（指揮：奥田嘉孝）  

［My Old Kentuckey  Home､Good Night!､Lorena､Lauralee､Gentle Annie､Camptown Races］ 

・組曲｢みどりの狂人｣（指揮：奥田嘉孝） ［蛙の歌､香料のおどり､夜の時､みどりの狂人］ 

11 28 ○ 神戸女子薬科大学コーラス部定期演奏会に賛助出演  ［農業会館］ 

12 4 ○（第12回）定期演奏会  ※賛助出演：淡水会合唱団、神戸女子薬科大学コーラス部     ［神戸国際会館･大ホール］ 

・Cantica Sacra（指揮：奥田嘉孝） ※エレクトーン：土岐雄郎、ピアノ：篠原節子 

［Tui sunt coeli､Terra tremuit､Confirma hoc､Postula a me､Ave Maria､Pange lingua］ 
・ドイツ男声合唱曲集（指揮：奥田嘉孝･占部邦彦） 

［Der Träumende See､Märznacht､Türkisches Schenkenlied､Stürmbeschwörung､Wasserfahrt］ 

・組曲「みどりの狂人」（指揮：奥田嘉孝） ［蛙の歌､香料のおどり､夜の時､みどりの狂人］ 

・（神戸女子薬大コーラス部との合同演奏･客演指揮：中村仁策氏/兵庫県合唱連盟副理事長･神戸中央合唱団指揮者） 

「子供の歌」※フルート：巌根志智郎 ［風､お山の大将､かあさんのうた､かえろかえろ］ 

・（淡水会合唱団･指揮：升田 肇/OB） 

黒人霊歌 ［Go Down Moses､Water Boy､Little Innocent Lambs､I’m Going Home､Soon A Will Be Done］ 

  ※「VOCALISM」（ヴォイストレーニング用冊子）」を発行（編集：占部邦彦､表紙デザイン：尾崎郁也） 

1965（S.40）年度 部 長：難波好文､副部長：高橋信弘 

指揮者：占部邦彦､加藤信正 

顧問：山本英一教授､渡部浩太郎助教授 

ヴォイストレーナー：柳 歳一氏 

部員数 

：50名 

  ※ 柳 歳一氏（武庫川女子大学教授/兵庫県合唱連盟理事）をヴォイストレーナーに再度お迎えした。 

4 28 ○ 新入部員歓迎合宿   ［神戸･修法ケ原］ 

5 9 ○ 神戸五大学グリークラブ交歓ソフトボール大会      ［神戸外大グラウンド］ 

5 29 ○（第８回）神戸五大学交歓合唱音楽会    ［神戸国際会館･大ホール］ 

※神戸商大､甲南大学､神戸大学､神戸医科大学､神戸外国語大学グリークラブ 

・イタリア･ルネッサンス世俗合唱曲集（指揮：占部邦彦）  

［Tutti venite armati､Alieta vita､Viver lieto voglio､Ontermedio di Soifanari､Eccho］ 

・（合同演奏･客演指揮：中村仁策氏） ［Trinklied（乾盃の歌）､Die Stiftungsfeier（創立記念日の祝歌）］ 

6 8 ○ 神戸松蔭女子短期大学と合同ハイキング  ［須磨浦公園］ 

6 12 ○ 神戸商大マンドリンクラブ（第16回）演奏会に賛助出演 （指揮：占部邦彦）  ［神戸国際会館｡･大ホール］ 

6  ○ 中村茂隆氏に日本民謡「三つの口説」の編曲を委嘱。 

8 17 ○ 夏期合宿（～8/26）   ［長野県/白馬･岩岳荘］  

9 3 ○（第２回）横浜市立大学メンネル･コールとの交歓演奏会    ［神戸国際会館･大ホール］ 

・智恵子抄巻末のうた六首（指揮：占部邦彦） 

・組曲「月光とピエロ」（指揮：占部邦彦） ［月夜､秋のピエロ､ピエロ､ピエロの嘆き､月光とピエロとピエレットの唐草模様］ 

・（合同演奏･客演指揮：中村仁策氏/神戸中央合唱団指揮者･兵庫県合唱連盟副理事長） グノー曲［Gloria､Agnus Dei］ 

11 10 ○ 商大祭「音楽の夕べ」に出演  （指揮：加藤信正） 

・日本民謡 ［塩田小唄､船唄やんせやんせ､追分､木曽節､信濃追分］ 

11 17 ○ 秋期合宿（～11/19） ［河内長野］ 

11 19 ○ 名古屋演奏会  ※賛助出演：愛知淑徳短期大学合唱団   ［中小企業センターホール］ 

・組曲｢北陸にて｣（指揮：占部邦彦） 

［きつねにつままれた町､梨の花とお寺の奥さん､みぞれのする小さな町､くずの花､ふるさとにて､北陸にて］ 

・イタリア･ルネッサンス世俗合唱曲集（指揮：占部邦彦） 

  ［Tutti venite arumati､Alieita vita､Viver lieto voglio､Ontermedio di Solfanari､Eccho］ 

・依嘱作品「三つの口説」（指揮：占部邦彦） ［満才､弥三郎節､八木節］  ※太鼓：神戸商大応援団､ピッコロ：山腰直弘 

・日本民謡（指揮：加藤信正） ［塩田小唄､舟唄やんせやんせ､追分､木曽節､信濃追分］ 

12 7 ○（第13回）定期演奏会   ［神戸国際会館･大ホール］ 

※賛助出演：淡水会合唱団､神戸女子薬科大学コーラス部､神戸外国語大学混声合唱団､甲南大学交響楽団､神戸商大応援団 

・組曲「北陸にて」（指揮：占部邦彦） 

［きつねにつままれた町､梨の花とお寺の奥さん､みぞれのする小さな町､くずの花､ふるさとにて､北陸にて］ 

・イタリア･ルネッサンス世俗合唱曲集（指揮：占部邦彦） 

［Tutti venite arumati､Alieta vita､Viver lieto voglio､Ontermedio di solfanari､Eccho］ 

・日本民謡「三つの口説」（客演指揮：柳 歳一氏） ［萬歳､弥三郎節｡八木節］  

※ピッコロ：大岡雅一､太鼓：平田拓雄･仲本浩章  

・（神戸外大混声合唱団､神戸女子薬大コーラス部､甲南大交響楽団との合同演奏･指揮：占部邦彦） 

鎮魂曲「眠れ幼き魂」［はじめの歌､母を恋うる歌､汽車の旅の歌､楽しい想い出の歌､お母さんの歌､おわりの歌］ 

※カルテット：奥田嘉孝､森 英機､桂川 武/OB､中濱慶和/OB、ナレーター：山羽登貴代    

・（淡水会合唱団･指揮：香川 睦/OB） ※ピアノ：寺本有希 「ミッチーミラー･アルバム」より 

［Major Dundee March､On the Sunny  Side of the Street､Beautiful Ohio､Let Me Call You Sweetheart､The Great Escape March］ 

12 19 ○ チャリティ･コンサート（第１回）   ［神戸国際会館･大ホール］ 

・依嘱作品「三つの口説」（指揮：占部邦彦） ［萬歳､弥三郎節､八木節］ ※太鼓：神戸商大応援団､ピッコロ：大岡雅一 

・（神戸外国語大学混声合唱団､神戸女子薬科大学コーラス部､甲南大学交響楽団との合同演奏・指揮：占部邦彦）  

鎮魂歌「眠れ幼き魂」［はじめの歌､母を恋うる歌､汽車の旅の歌､楽しい想い出の歌､お母さんの歌､おわりの歌］ 

※カルテット：奥田嘉孝､森 英機､桂川 武/OB､中濱慶和/OB ､ピアノ：寺本有希､ナレーター：山羽登貴代 
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12 22 ○ 神戸女子薬科大学コーラス部と「もみの木学園（西脇市）」を慰問 

12 24 ○ 神戸女子薬科大学コーラス部とクリスマスパーティ 

3 26 ○ 春期合宿（～3/31）  ［社町･嬉野青年研修所］   

1966（S.41）年度 

 

部 長：川原安夫､副部長：野間幸雄 

指揮者：加藤信正､大西 徹 

顧問：山本英一教授､渡部浩太郎助教授 

ヴォイストレーナー：柳 歳一氏 

部員数 

：49名 

4 13 ○ 新入生歓迎オリエンテーション 

4 27 ○ 新入部員歓迎コンパ   ［天竜閣］ 

5 5 ○ 神戸女子薬科大学コーラス部と合同ハイキング  ［芦屋･奥池］ 

6 3 ○（第９回）神戸五大学交歓合唱音楽会【最終回】  ［神戸国際会館･大ホール］ 

※神戸商大､甲南大学､神戸大学､神戸医科大学､神戸外国語大学グリークラブ 

・室生犀星詩「抒情小曲集」（指揮：加藤信正） ［朝の歌､寂しき春､小景異情､蝉頃､秋の終り］ 

・（合同演奏･客演指揮：中村仁策氏/兵庫県合唱連盟副理事長） ［Ol’ man river､Malagueña］  ※伴奏：大西知子     

6 4 ○ 神戸商大マンドリンクラブ定期演奏会に賛助出演（「麦祭り」をマンドリンクラブと合同演奏） ［神戸国際会館｡大ホール］ 

6 27 ○（第３回）横浜市立大学メンネル･コールとの交歓演奏会   ［神奈川県立音楽堂］ 

・パレストリーナ作品集（指揮：加藤信正） ［O Domine Jesu Christe､Es’ urientes､Adoramus ‘te､Panis Angelicus］ 

・抒情小曲集（指揮：加藤信正） ［朝の歌､寂しき春､小景異情､蝉頃､秋の終り］ 

・（合同演奏･指揮：村山拡也氏/横浜市大常任指揮者）  歌劇合唱曲［兵士の合唱､巡礼の合唱］  ※伴奏：森 真弓 

8 19 

24 

27 

○ 宮津市合宿（～8/27）  ［宮津市･由良］ 

○ 舞鶴学園を慰問 

○ 合宿記念・舞鶴演奏会   ※賛助出演：日星高校音楽部      ［舞鶴重工体育館］ 

・パレストリーナ作品集（指揮：加藤信正） ［O Domine Jesu Chrisuite､Esurientes､Adoramus’ te､Panis Angelicus］ 

・抒情小曲集（指揮：加藤信正） ［朝の歌､寂しき春､小景異情､蝉頃､秋の終り］ 
・歌劇合唱曲集（指揮：加藤信正） ［狩人の合唱､巡礼の合唱､兵士の合唱］  ※ピアノ：池野光子 

・黒人霊歌（指揮：大西 徹） ［Let de Heb’n-light shine on me､This ol’hammer!､Same Train､Go tell it on the mountain］ 

・（日星高校音楽部との合同演奏・指揮：加藤信正） ［春の日の花と輝く､緑のやかた］ 

11 2 ○ 商大祭「音楽の夕べ」に出演（指揮：大西 徹）  ［黒人霊歌］ ［神戸国際会館･大ホール］ 

11 9 ○ 秋期合宿（～1/13）  ［社町・嬉野青年研修所］ 

11 12 ○ 神戸女子薬科大学コーラス部定期演奏会に賛助出演（指揮：加藤信正）［「パレストリーナ作品集」より５曲］ ［農業会館］ 

11 13 

 

 

○ 西脇演奏会  ※賛助出演：西脇高校音楽部    ［西脇市民会館］ 

・パレストリーナ作品集（指揮：加藤信正） ［O Domine Jesu Christe､Esurientes､Adoramus’ te､Panis Angelicus］ 

・黒人霊歌（指揮：大西 徹） ［Let de Heb’n-light shine on me､Same Train､This ol’hammer!,Soon-a will be done］ 

 

 

・組曲「薔薇の散策」（指揮：加藤信正）  ［そのⅠ～ⅩⅡ］ 

・歌劇合唱曲集（指揮：加藤信正） ［狩人の合唱､巡礼の合唱､兵士の合唱］  ※ピアノ：野村イサ子 

・（西脇高校音楽部との合同演奏･客演指揮：橋本喬雄氏） ［ともしび､カリンカ］ 

12 5 ○（第14回）定期演奏会  ※賛助出演：淡水会合唱団、神戸女子薬科大学コーラス部   ［神戸国際会館･大ホール］ 

・パレストリーナ作品集（指揮：加藤信正） ［O Domine Jesu Christe､Esurientes､Adoramus’ te､Panis Angelicus］ 

・黒人霊歌（指揮：大西 徹） ［Let de Heb’n-light shine on me､Same Train､This ol’hammer!,Soon-a will be done､Water boy］ 

・組曲「薔薇の散策」（指揮：加藤信正） 

 ・（淡水会合唱団との合同演奏･指揮：加藤信正）歌劇合唱曲集［狩人の合唱､巡礼の合唱､兵士の合唱］※ピアノ：野村イサ子 

・（神戸女子薬大コーラス部との合同演奏・客演指揮：柳 歳一氏）ミサ・ブレビス ［Kyrie､Sanctus､Benedictus､Agnus Dei］ 

12 18 ○ 樅の木学園を慰問 

3 25 ○ 卒業式に参列して学歌を歌う。  ※以降毎年､グリークラブの役割となる｡  ［神戸商大講堂］   

3 26 ○ 春期合宿（～3/31）   ［社町･嬉野青年研修所］ 

1967（S.42）年度 部 長：小見山俊彦､副部長：松尾正道 

指揮者：加藤信正､佐藤建一 

顧問：山本英一教授､渡部浩太郎助教授 

ヴォイストレーナー：柳 歳一氏 

部員数  

：45名 

4 28 ○ 新入部員歓迎合宿（～4/29）   ［再度山･青少年研究所］ 

4 29 ○ 神戸松蔭女子短期大学コーラス部と合同ハイキング 

6 25 ○ 兵庫県合唱連盟（第４回）「兵庫県合唱祭」   ［西宮市民会館･アミティホール］ 

6 24 ○ 横浜市立大学メンネル･コールと合同合宿（～6/26）    ［明石･朝霧寮］ 

6 25 ○（第４回）横浜市立大学メンネル･コールとの交歓演奏会    ［神戸国際会館･大ホール］ 

・ドイツ･ミサ曲（指揮：加藤信正）  

［Zum Eingang､Zum Gloria､Zum Credo､Zum Offertorium､Zum Sanctus､Nach der Wandlung､Zum Agnus Dei､Schlussgesang］ 

・五つの学生の歌（指揮：加藤信正） ［かちどき､雨の日曜日､間奏曲､高原にて､門出］ 

・（合同演奏・客演指揮：中村仁策氏/神戸中央合唱団指揮者･関西合唱連盟副理事長） 

ロシア民謡  ［カリンカ､ステンカラージン､赤いサラファン､カチューシャ］ 

8 20 ○ 夏期合宿（～8/29）   ［長野県/野尻湖･宮川旅館］ 

10 31 ○ 商大祭「音楽の夕べ」に出演（指揮：佐藤建一）   ［神戸国際会館･大ホール］ 

・多田武彦作品集 ［かきつばた､めし､作品第拾陸､また来ん春､北陸にて］ 

11 10 ○ 秋期合宿（～11/13）  ［小豆島･みかど旅館］ 
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11 25 ○ 淡水会合唱団との合同練習（～11/26）  ［明石･朝霧寮］ 

11 28 ○ 神戸松蔭女子短期大学コーラス部定期演奏会に賛助出演    ［神戸国際会館･大ホール］ 

・混声合唱（指揮：加藤信正）  ［信濃の秋､不尽山を見て］ 

12 5 ○（第15回）定期演奏会     ［神戸国際会会館･大ホール］ 

※賛助出演：淡水会合唱団､神戸女子薬科大学コーラス部､神戸松蔭女子短期大学コーラス部 

・多田武彦作品集（指揮：加藤信正） ［かきつばた､めし､作品第拾陸､また来ん春､北陸にて］ 

・ドイツ･ミサ曲（客演指揮：柳 歳一氏/武庫川女子大学教授･兵庫県合唱連盟理事）  

 ［Zun Eingang､Zum Gloria､Zum Credo､Zum Offertorium､Zum Sanctus､Nach der Wandlung､Zum Agnus Dei､Schlussgesang］ 

  ・組曲「山に祈る」（指揮：加藤信正）※ 伴奏：後藤美代子､ナレーター：井口綾子 

[山の歌､リュックサックの歌､山小屋の歌､山を憶う､吹雪の歌､お母さんごめんなさい] 

・（神戸女子薬大コーラス部、神戸松蔭女子短大コーラス部との合同演奏･指揮：加藤信正）         

「信濃の秋」より “旅のおもい出･藁焚くけむり･河原の月”､不尽山を見て］ 

・（淡水会合唱団との合同演奏･指揮：片山邦彦/OB） 

にほんのうたシリーズ   ［君の故郷は､涙は真珠､銀杏並木､こけしの歌､燃えろ若者］ 
 

※淡水会合唱団の定期演奏会への連続出演は1858年(S.33)の第６回より始まったが､今回で最後となった。 

12 17 ○ チャリティ･コンサート（第２回）    [神戸国際会館･大ホール] 

※出演：神戸商大グリークラブ､神戸女子薬科大学コーラス部､神戸外国語大学混声合唱団､甲南大学交響楽団 

・多田武彦作品集（指揮：佐藤建一） ［かきつばた､めし､作品第拾陸､またこん春､北陸にて］ 

・（合同演奏･指揮：占部邦彦/OB）  ※ピアノ：石津寿美子、ナレーター：垣内ひとみ 

 鎮魂歌「眠れ幼き魂」 ［はじめの歌､母を恋うる歌､汽車の旅の歌､楽しい想い出の歌､お母さんの歌､おわりの歌］ 

※カルテット：唐沢昌伸（東京農工大/OB）､桂川 武/OB､島田 誠/（神戸大OB）､中濱慶和/OB 

3 28 ○ 春期合宿（～4/3）  ［姫路･手柄山ユースセンター］ 

1968（S.43）年度 部 長：曾我雄三､副部長：岩本正明 

指揮者：佐藤建一､大崎孝夫 

顧問：山本英一教授､渡部浩太郎助教授 

ヴォイストレーナー：柳 歳一氏 

部員数  

：56名 

4 12 ○ 新入生歓迎オリエンテーションに出演    ［神戸商大講堂］ 

4 28 ○ 新入部員歓迎合宿    ［再度山･青少年の家］ 

4 29 ○ 神戸女子薬科大学コーラス部と合同ハキング   ［再度山］ 

6 12 ○ 商大文化会学内発表会に出演  （指揮：佐藤建一） 

6  ○ 兵庫県合唱連盟（第５回）「兵庫県合唱祭」  

6 

 

24 

27 

○ 鎌倉市強化合宿（～6/27）   ［鎌倉･由比ケ浜］ 

○（第５回）横浜市立大学メンネル･コールとの交歓演奏会   ［神奈川県立青少年センター］ 

・「艶呪」（指揮：佐藤建一） ［呪ひに送られる薔薇､暁の香料､曼陀羅を食ふ縞馬］ 

・黒人霊歌（指揮：佐藤建一）  

［He never said a mumblin’ word､Soon one maunin’､I’m going home､Humble､Let us beak bread together､Soon a will be done］ 

・（合同演奏･指揮：村山拡也/横浜市大常任指揮者） 

男声合唱組曲「月光とピエロ」 ［月夜､秋のピエロ､ピエロ､ピエロの嘆き､月光とピエロとピエレットの唐草模様］ 

8 19 ○ 夏期合宿（～8/28）   ［信州/奥蓼科高原･辰野館］ 

11 5 ○ 商大祭･前夜祭に出演（指揮：大崎孝夫）   [神戸国際会館] 

・男声合唱組曲「月光とピエロ」 ［月夜､秋のピエロ､ピエロ､ピエロの嘆き､月光とピエロとピエレットの唐草模様 

11 10 ○ 商大祭･園遊会   [コーラス喫茶]  

11 16 ○ 神戸女子薬科大学コーラス部･定期演奏会に賛助出演   ［西宮市民会館･アミティホール］ 

・カンタータ「土の歌」より（客演指揮：柳 歳一氏）  ［農夫と土､地上の祈り､大地讃頌］ 

11 19 ○ 秋期合宿（～11/22）  ［明石･朝霧寮］ 

11 22 ○ 篠山演奏会    ［篠山･鳳鳴高校講堂］ 

・組曲「艶呪」（指揮：佐藤建一） ［呪いに送られる薔薇､暁の香料､曼陀羅を食う縞馬］ 

・黒人霊歌（指揮：佐藤建一） ［Humble､Keep in the middle of the road､Soon a will be done］ 

・組曲「三つの口説」（指揮：佐藤建一） ［萬歳､弥三郎節､八木節］ 

・組曲「雪明りの路」（指揮：佐藤建一） ［春を待つ､梅ちゃん､月夜を歩く､白い障子､夜まわり､雪夜］ 

・組曲「月光とピエロ」（指揮：大崎孝夫）［月夜､秋のピエロ､ピエロ､ピエロの嘆き､月光とピエロとピエレットの唐草模様］ 

12 7 ○（第16回）定期演奏会   ［神戸国際会館･大ホール］ 

・組曲「艶呪」（指揮：佐藤建一） ［呪いに送られる薔薇､暁の香料､曼陀羅を食う縞馬］ 

・黒人霊歌（指揮：佐藤建一） ［Soon one mornin’､Humble､Soon a will be done］ 

・Missa Salve Regina（客演指揮：柳 歳一氏/武庫川女子大学教授･兵庫県合唱連盟理事） 

［Kyrie､Gloria､Credo､Sanctus､Benedictus､Agnus Dei］  ※伴奏：梁 雪玲 

・日本民謡「三つの口説」（指揮：佐藤建一） ［萬歳､弥三郎節､八木節］ ※ピッコロ：今宮正弘､太鼓：柏木節也･中田 淳  

・組曲「雪明りの路」（指揮：佐藤建一） ［春を待つ､梅ちゃん､月夜を歩く､白い障子､夜まわり､雪夜］ 

12 15 ○ チャリティ･コンサート（第３回）   ［西宮市民会館･アミティホール］ 

※出演：神戸商大グリークラブ､神戸女子薬科大学コーラス部､神戸外国語大学混声合唱団､甲南大学交響楽団 

・男声合唱組曲「月光とピエロ」（指揮：大崎孝夫） 

［月夜､秋のピエロ､ピエロ､ピエロの嘆き､月光とピエロとピエレットの唐草模様］ 
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 ・（合同演奏･指揮：占部邦彦/OB）  ※ピアノ：浜野美代、ナレーター：杉崎真紀子 

 鎮魂歌「眠れ幼き魂」 ［はじめの歌､母を恋うる歌､汽車の旅の歌､楽しい想い出の歌､お母さんの歌､おわりの歌］ 

※カルテット：唐沢昌伸（東京農工大/OB）､桂川 武/OB､森 英機/OB､中濱慶和/OB 

3 26 ○ 春期合宿（～4/1）  ［社町/嬉野･青年研修所］ 

1969（S.44）年度 部 長：今井嗣郎､副部長：大平典正 

指揮者：大崎孝夫､堀井精一 

顧問：山本英一教授､渡部浩太郎助教授 

ヴォイストレーナー：柳 歳一氏 

部員数 

：47名 

4 15 ○ 新入生歓迎オリエンテーションに出演  ［神戸商大講堂］ 

4 20 ○ 樅の木学園で慰問演奏 

4 28 ○ 新入生歓迎合宿（～4/29）  ［再度山･青少年の家］ 

5 2 ○ 強化合宿（～5/4）  ［中山寺･総持院ユースホステル］ 

5 24 ○ 神戸女子薬科大学マンドリンクラブ･定期演奏会に賛助出演   ［神戸国際会館･大ホール］ 

5 31 ○ チャリティ･コンサート３校合同合宿（～6/1）  [明石･朝霧寮] 

8  ○ 兵庫県合唱連盟（第６回）「兵庫県合唱祭」   

8 16 ○ パート別合宿（～6/18） ［芦屋ユースホステル､松下記念館､園田ユースホステル］ 

8 18 ○ 夏期合宿（～8/25）  ［金沢市･青年の家］ 

10 31 ○ 商大祭「音楽の夕べ」に出演   ［神戸国際会館･大ホール］ 

11 2 ○ 商大祭･園遊会模擬店に出店   ※以降毎年､みたらしだんご､焼そば､コーヒー店などを出店した。 

11 13 ○ 神戸女子薬科大学コーラス部･定期演奏会に賛助出演    ［神戸国際会館･大ホール］ 

11 20 ○ 秋期合宿（～11/22）  [社町･嬉野青年研修所] 

11 23 ○ 西脇演奏会   ［西脇市民会館］ 

・SEA CHANTEY（指揮：大崎孝夫） ［A-Roving､Schenandoah､I’ve got six pence､Blow the man down］ 
・｢智恵子抄巻末のうた六首｣（指揮：堀井精一） 

・男声合唱のためのバラード「未婚」（指揮：大崎孝夫） 
・男声合唱組曲「雨」（指揮：大崎孝夫） ［雨の来る前､武蔵野の雨､雨の日の遊動円木､十一月にふる雨､雨の日にみる､雨］ 

12 2 ○（第17回）定期演奏会   ［神戸国際会館･大ホール］ 

・組曲「小さき町」より（指揮：大崎孝夫） ［蟹しゃん､魚売り､なんと なんとなんしょ､おかよ､冬の子守唄､とおせんぼ､河童］ 

・A SOLEMN MASS（客演指揮：柳 歳一氏/武庫川女子大教授･兵庫県合唱連盟理事）  
［Kyrie､Gloria in Excelsis､Sanctus､Benedictus､Agnus Dei］   ※伴奏：粂田佳代 

・男声合唱のためのバラード「未婚」（指揮：大崎孝夫） 

・SEA CHANTEY（指揮：大崎孝夫） 
［A-Roving､Schenandoah､I’ve got six pence､Blow the man down］ 

・男声合唱組曲「雨」（指揮：大崎孝夫） ［雨の来る前､武蔵野の雨､雨の日の遊動円木､十一月にふる雨､雨の日にみる､雨］ 

12 16 ○ チャリティ･コンサート（第４回）   ［神戸国際会館･大ホール］ 

※出演：神戸商大グリークラブ､神戸女子薬科大学コーラス部､甲南大学交響楽団 

※賛助出演：親和女子大学コーラス部､神戸海星女子学院大学グリークラブ 

・｢智恵子抄巻末のうた六首｣（指揮：堀井精一） 

・（合同演奏・指揮：森山伸一/甲南大学交響楽団） 男声四重唱･混声合唱及び管弦楽のための組曲「眠れ幼き魂」 

［はじめの歌､母を恋うる歌､汽車の旅の歌､楽しい想い出の歌､お母さんの歌､おわりの歌］ 

※男声四重唱：堀井精一､山下寛朗､岩本正明､谷本善男、ピアノ：岡村佳子、ナレーター：杉崎真紀子 

3 26 ○ 春期合宿（～3/31）   ［雪彦山ユースホステル］ 

1970（S.45）年度 部  長：稲岡敏男､副部長：西村幸夫 

指揮者：堀井精一､井上俊弘 

顧問：渡部浩太郎助教授､山本英一名誉教授 

ヴォイストレーナー：柳 歳一氏 

部員数 

：49名 

4 11 ○ 新入生歓迎オリエンテーションに出演  ［神戸商大講堂］ 

5 24 ○ 神戸女子薬科大学コーラス部と合同ハイキング  ［六甲山］ 

5 30 ○ チャリティ･コンサート３校合同合宿（～5/31） ［明石･朝霧寮］ 

6 7 ○ 樅ノ木学園へ演奏慰問 

6 21 ○ 兵庫県合唱連盟（第７回）「兵庫県合唱祭」   ［兵庫県農業会館ホール］ 

7 3 ○ 明石大久保小学校へ演奏訪問  ［大久保小学校講堂］ 

8 20 ○ 夏期合宿（～８/29）  ［信州･戸狩］ 

10 29 ○ 商大祭･前夜祭に出演    ［ルナ･ホール（芦屋）］   

11 1 ○ 商大祭･園遊会の模擬店に出店 

11 20 ○ 神戸女子薬科大学コーラス部･定期演奏会に賛助出演   ［神戸国際会館･大ホール］ 

・男声合唱組曲「四月の顔」（指揮：堀井精一） ［つめたい春の憂欝､四月の顔］ 

11 21 ○ 秋期合宿（～11/24）  ［明石･朝霧寮］ 

11 28 ○ 大阪演奏会   ※曲目･指揮者は「定期演奏会」と同じ。   ［大阪府立青少年会館文化ホール］ 

12 7 ○（第18回）定期演奏会   ［神戸国際会館･大ホール］ 

・組曲「四月の顔」（指揮：堀井精一） ［木製の人魚､つめたい春の憂欝､湖上をわたる狐､四月の顔､香爐の秋］ 

・メンデルスゾーン「四つの男声合唱曲」（客演指揮：柳 歳一氏/武庫川女子大学教授･兵庫県合唱連盟理事） 

 ［Der frohe Wanndersmann､Abendständchen､Abschiedstafel､Trinklied］ 

 ・組曲「白いクレオン」（指揮：堀井精一） ※伴奏：粂田佳代、ナレーター：諌山起代子 

［一つかみのひなげしも､いつものように､好物､小さな歌､かくれんぼ､死んだ子のための子守唄］ 

・組曲「蛙の歌」（指揮：堀井精一） ［小曲､亡霊､鰻と蛙､蛇祭り行進､秋の夜の会話］ 
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12 16 ○ チャリティ･コンサート（第５回）   ［神戸国際会館･大ホール］ 

※出演：神戸商大グリークラブ､神戸女子薬科大学コーラス部､神戸松蔭女子短期大学コーラス部､ 

神戸山手女子短期大学コーラス部､甲南大学コーラス部有志､甲南大学交響楽団） 

  ・（合同演奏･指揮：森山伸一/甲南大学交響楽団） 男声四重唱･混声合唱及び管弦楽のための組曲 鎮魂曲「眠れ幼き魂」 

［はじめの歌､母を恋うる歌､汽車の旅の歌､楽しい想い出の歌､お母さんの歌､おわりの歌］､  

※男声四重唱：堀井精一､稲岡敏男､西村幸夫､坂井昭則 

12  ○ レコード（ＬＰ）ライブ録音   

 ＜収録曲目＞「第５回･チャリティ･コンサート」より：鎮魂曲「眠れ幼き魂」全曲（指揮：森山伸一/甲南大学交響楽団） 

神戸女子薬科大学コーラス部･定期演奏会（11/20）より：男声合唱組曲「四月の顔」全曲（指揮：堀井精一） 
3 26 ○ 春期合宿（～3/31）    ［雪彦山･ユース･ホステス］ 

1971（S.46）年度 部 長：荒木博明､副部長：安田充利 

指揮者：井上俊弘､襟谷精一 

顧問：渡部浩太郎助教授､山本英一名誉教授 

ヴォイストレーナー：柳 歳一氏 

部員数 

：37名 

4 12 ○ 新入生歓迎オリエンテーションに出演   ［神戸商大講堂］ 

４ 28 ○ 春期合宿  ［再度山･青年の家］ 

４ 29 ○ 神戸松蔭女子短期大学コーラス部と合同ハイキング 

5 16 ○ バス･パートのみ神戸山手女子短期大学コーラス部とハイキング 

5 23 ○ 新入部員歓迎･大阪樟蔭女子大学コーラス部と合同ハイキング 

6 20 ○ 兵庫県合唱連盟（第８回）「兵庫県合唱祭」  ［ルナ･ホール（芦屋）］ 

7 

 

3 ○ 兵庫県立三大学（神戸商大グリークラブ､姫路工業大学グリークラブ､姫路短期大学音楽部）交歓演奏会  ［相生市民会館］ 

・男声合唱組曲（指揮：井上俊弘） ［夕暮の会話､さらぼふ心､乳白色の蛇､怖れの刺］ 

・（合同演奏･指揮：井上俊弘 ほか） ［古い顔､U.boj､かもめに寄す､ゆりかご､Ständchen､婆やのお家］ 

8 17 ○ パート別合宿（～8/19）   ［津山ほか］ 

8 20 ○ 夏期合宿（～8/28）   ［三田･蓮華寺］ 

11 1 ○ 商大祭･前夜祭に出演   ［神戸国際会館･大ホール］ 

11 3 ○ 商大祭･模擬店に出店 

11 20 ○ 秋期合宿（～11/23）   ［明石･朝霧寮］ 

11 29 ○ 神戸松蔭女子短期大学コーラス部･定期演奏会に賛助出演    ［神戸国際会館･大ホール］ 

・黒人霊歌（指揮：井上俊弘）  ［Little Innocent Lamb､1’m going home､Sonn-a will be done］  

12 4 ○（第19回）定期演奏会   ［神戸国際会館］ 

・組曲「夕暮の会話」（指揮：井上俊弘）  ［夕暮の会話､さらぼふ心､乳白色の蛇､怖れの刺］ 

・黒人霊歌（指揮：井上俊弘）  ［Little Innocent Lamb､1’m going home､Sonn-a will be done］ 

・組曲「青い照明」（指揮：井上俊弘） ［普香天子､未来圏からの影､森､開墾､高原］ 

・MESSE（客演指揮：柳 歳一氏/武庫川女子大学教授･兵庫県合唱連盟理事） 
［Kyrie､Gloria､Credo､Agnus Dei］  ※伴奏：雑賀とし子  

・組曲「人間の歌」（指揮：井上俊弘） ［縫ひつける､涙の塩､浜の足跡､またーつ､木がらし､年の別れ］ 

12 

 

 

 

16 

 

 

 

○ チャリティ･コンサート（第６回）   ［神戸国際会館･大ホール］ 

※出演：神戸商大グリークラブ､神戸女子薬科大学コーラス部､神戸松蔭女子短期大学コーラス部､ 

神戸山手女子短期大学コーラス部､甲南大学交響楽団） 

・「五つの学生の歌」（指揮：襟谷精一） ［かちどき､雨の日曜日､間奏曲､石臼の歌､門出］ 

・（合同演奏･指揮：村上敏雄/甲南大学交響楽団） 男声四重唱･混声合唱及び管弦楽のための組曲 鎮魂曲「眠れ幼き魂」 

［はじめの歌､母を恋うる歌､汽車の旅の歌､楽しい想い出の歌､お母さんの歌､おわりの歌］､  

※男声四重唱：平尾徳一､稲岡敏男､西村幸夫､坂井昭則  ナレーター：小倉久美 

3 26 ○ 春期合宿（～3/31）   ［社町/嬉野青年研修所］ 

1972（S47）年度 部 長：久保田弘之､副部長：西浦重夫 

指揮者：襟谷精一､南 和裕 

顧問：渡部浩太郎助教授､山本英一名誉教授 

ヴォイストレーナー：柳 歳一氏 

部員数 

：31名 

4 12 ○ 新入生歓迎オリエンテーション出演    ［神戸商大講堂］ 

4 22 ○ 新入部員歓迎コンパ   ［オリエンタルホテル］ 

4 29 ○ 大阪樟蔭大学コーラス部と合同ハイキング 

5 14 ○ 神戸松蔭女子短期大学コーラス部と合同ハイキング 

5 28 ○ グリークラブＯＢとの交歓会 ［梅田･田園］ 

6 15 ○ 神戸女学院大学音楽部･演奏会に賛助出演      ［大阪厚生年金会館大ホール］ 

6 18 ○ 兵庫県合唱連盟（第９回）「兵庫県合唱祭」    ［明石市民会館］ 

8 17 ○ パート別合宿 （～8/19）  ［西播磨方面各地］ 

8 20 ○ 夏期合宿（～8/29）   ［黒岩スキーハウス］ 

11 2 ○ 商大祭･前夜祭に出演   ［明石市民会館］  

11 5 ○ 商大祭･模擬店に出店（みたらしだんご） 

11 18 ○ 神戸商大マンドリンクラブ・大阪定期演奏会に賛助出演    ［毎日ホール］ 

11 23 ○ 秋期合宿（～11/26）   [芦屋ユースホステル] 

12 8 ○（第20回）定期演奏会   ［神戸国際会館･大ホール］ 

※賛助出演：神戸商大マンドリンクラブ、神戸女子薬科大学マンドリンクラブ、大阪樟蔭女子大学コーラス部 

・男声合唱組曲「中原中也の詩から」（指揮：襟谷精一） ［北の海､汚れっちまった悲しみに､朝鮮女､雲雀､六月の雨､月の光］ 

・黒人霊歌（指揮：襟谷精一） ［Swing Low Sweet Chariot､Ev’ry  Time I Feel the Spirit､ 
Sometimes 1 Feel like a Motherless Child､  Deep River､Joshua Fight De Battle of Jericho］ 
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 ・MESSE BRÉVE par GOUNOP（客演指揮：柳 歳一氏/武庫川女子大教授･兵庫県合唱連盟理事） 
［Kyrie､Gloria in Excelsis Deo､Sanctus､Al’ Élévation､Agnus Dei］   ※伴奏：景山令子 

・男声合唱組曲「月光とピエロ」（指揮：襟谷精一） 

［月夜､秋のピエロ､ピエロ､ピエロの嘆き､月光とピエロとピエレットの唐草模様､］ 

・（賛助出演３団体との合同演奏･指揮：襟谷精一） 「THE SOUND OF MUSIC」より 
［The Sound of Music､Sixteen Going on Seventeen､Climb Ev’ry  Mountain､Edelweiss､Do-Re-Mi］ 

1 21 ○ 兵庫女子短期大学コーラス部･定期演奏会に賛助出演   ［神戸国際会館･大ホール］ 

・（指揮：南 和裕）ビートルズ･メドレー ［Girl､Ob-la-di､Ob-la-da､Michelle､Day  Tripper Yesterday］ 

3 27 ○ 春期合宿（～4/1）    ［雪彦山ユースホステル］ 

1973（S.48）年度 部 長：船江秀行､副部長：亀井義夫 

指揮者：南 和裕､渡里芳朗 

顧問：渡部浩太郎助教授､山本英一名誉教授 

ヴォイストレーナー：広岡隆正氏 

部員数 

：32名 

 ※広岡隆正氏（大阪音楽大学講師）をヴォイストレーナーにお迎えした。 

4 21 ○ 新入部員歓迎コンパ 

5 13 ○ 新入部員歓迎合同ハイキング   ［六甲山］ 

5 27 ○ 新入部員歓迎合同ハイキング    ［明石城公園］ 

6 10 ○ 兵庫県合唱連盟（第10回）「兵庫県合唱祭」   ［明石市民会館･大ホール］ 

・男声合唱組曲「富士山」より（指揮：南 和裕）  ［作品第壹､作品第拾捌､作品第貳拾壹］ 

8 18 ○ パート別夏期合宿（～8/29）   ［スコーレ白馬］ 

9 8 ○ 滋賀大学グリークラブとのジョイント･コンサートのための合宿（～9/9）   ［芦屋ユースホステル］ 

9 15 ○（第１回）滋賀大学グリークラブとのジョイントコンサート   ［ルナ･ホール（芦屋）］ 

・男声合唱組曲「富士山」より（指揮：南 和裕） ［作品第壹､作品第肆､作品第拾陸､作品第拾捌］ 

・男声合唱のためのバラード「未婚」（指揮：南 和裕） 

 ・（合同演奏･客演指揮：中村仁策氏/関西･兵庫県合唱連盟理事長、神戸中央合唱団指揮者）  

男声合唱組曲「月光とピエロ」 ［月夜､秋のピエロ､ピエロ､ピエロの嘆き､月光とピエロとピエレットの唐草模様］ 

10 30 ○ 商大祭･前夜祭に出演  

11 2 ○ 商大祭･文化祭に出演（指揮：南 和裕） ［My  Favorite Beatles Medley］    ［明石市民会館］ 

11 22 ○ 秋期合宿（～11/25）  ［手柄山青年の家］ 

11 25 ○ 社町文化祭「招待音楽会」に出演 

12 5 ○（第21回）定期演奏会    ［神戸文化ホール･中ホール］ 

・ドイツ学生歌集（指揮：南 和裕） 

 ［乙女はバラ色の唇､小夜曲､天才の生き方､可愛い娘さん 庭へはいってもいいですか､ローレライ］ 

・男声合唱のためのバラード「未婚」（指揮：南 和裕） 

・｢大手拓次の三つの詩」（指揮：南 和裕） ［とじた眼に､みずいろの風よ､しろい火の姿］ 

・ポピュラーステージ「九月のふたり」（指揮：渡里芳朗）  

［Here､there and every where､For all we know､Ev’ry time we say  goodby e､Here’s that rainy  day､Try  to remember］ 

・男声合唱組曲「富士山」（指揮：南 和裕） ［作品第壹､作品第肆､作品第拾陸､作品第拾捌､作品第貮拾壹］ 

1974（S.49）年度 部 長：前田隆佐､副部長：竹下利夫 

指揮者：渡里芳朗､中村 浩 

顧問：渡部浩太郎教授､山本英一名誉教授 

ヴォイストレーナー：広岡隆正氏 

部員数 

：31名 

6 23 ○ 滋賀大学グリークラブ､大阪外国語大学グリークラブとの合同演奏会    ［彦根市民会館］ 

・無伴奏男声合唱のための「海のヴァリエーション」（指揮：渡里芳朗）  ［日本海､Bering Fantasy､海］ 

・（合同演奏･客演指揮：稲葉祐三氏） 「柳河風俗詩」［柳河､紺屋のおろく､かきつばた､梅雨の晴れ間］ 

6 30 ○ 兵庫県合唱連盟（第11回）「兵庫県合唱祭」  ［神戸文化ホール･中ホール］ 

・無伴奏男声合唱のための「海のヴァリエーション」（指揮：渡里芳朗）  ［日本海､Bering Fantasy､海］ 

11 26 ○（第22回）定期演奏会  ※賛助出演：神戸女子薬科大学コーラス部   ［神戸文化ホール･中ホール］ 

・日本民謡 ［網起し音頭､刈千切唄､子叩き音頭､浜千鳥節､木曽節］ 

・無伴奏男声合唱のための「海のヴァリエーション」（指揮：渡里芳朗） ［日本海､Bering Fantasy､海］ ※伴奏：竹内久恵 

・合唱組曲「日曜日」～ひとえりぼっちの祈り～（指揮：渡里芳朗） ［朝､街で､かえり道､てがみ､おやすみ］ 

・（神戸女子薬科大学コーラス部との合同演奏） 混声合唱組曲「おかあさん」～こどもたちのうた～ 

［あさ､あのねえ先生､しけん､しりたいねん､わからへん､わらいかた､いのちというものは､パーマネント､すきやき､ねるとき］ 

1975（S.50）年度 部 長：西谷英一､副部長：木谷雄二 

指揮者：中村 浩､高橋正治 

顧問：渡部浩太郎教授､山本英一名誉教授 

ヴォイストレーナー：広岡隆正氏 

部員数 

：42名 

6 15 ○ 兵庫県合唱連盟（第12回）「兵庫県合唱祭」    [神戸文化ホール･中ホール] 

・黒人霊歌（指揮：中村 浩） ［Set Down Servant､Nobody  Knows de Trouble I See､Soon ah will be done］ 

9 14 ○ 交歓合唱演奏会（第３回）  ［ルナ･ホール（芦屋）］ 

※神戸商大グリークラブ､姫路工業大学グリークラブ､滋賀大学経済学科グリークラブ 

・清水脩作品集（指揮：中村 浩） ［黙示､阿波祈祷文］ 

・（合同演奏・客演指揮：広岡隆正氏/大阪音大講師） 

「十の詩」による六つの男声合唱曲より ［歌］ （曲：ショスタコービッチ､編：福永陽一郎） 
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11 11 ○ 神戸商大マンドリンクラブ（第15回）大阪定期演奏会に賛助出演     ［森ノ宮・青少年会館文化ホール］ 

・ロシア民謡（指揮：古川邦彦/マンドリンクラブ） ［ポリューシカポーレ､二つのギター､アムール河の波､カリンカ］ 

12 12 ○（第23回）定期演奏会   ※賛助出演：神戸商大マンドリンクラブ   ［神戸文化ホール･大ホール］ 

・黒人霊歌（指揮：中村 浩）  ［Set Down Servant､Nobody  Knows De Trouble I See､Didn’t My  Lord Deliver Daniel､ 

Swing Low Sweet Chariot､Soon Ah Will Be Done］ 

・（マンドリンクラブとの合同演奏・指揮：高橋正治） 

ロシア民謡［ヴォルガの舟唄､ポーリュシカポーレ､カリンカ､アムール河の波､ともしび］ 

  ・男声合唱曲集「子供の詩」（指揮：中村 浩）  ※伴奏：松下克己 

［きまっているのに､お金持のお客さん､おかあちゃんのえんそく､うるせ､白いもの､五じゅうまる､じ､せんせい］ 

・清水脩作品集（指揮：中村 浩） ［黙示､阿波祈祷文］ 

・男声合唱組曲「雨」（指揮：中村 浩） ［雨の来る前､武蔵野の雨､雨の日の遊動円木､十一月にふる雨､雨の日に見る､雨］ 

1976（S.51）年度 部 長：森田和昭､副部長：上村卓夫 

指揮者：高橋正治､松下克己 

顧問：渡部浩太郎教授､山本英一名誉教授 

ヴォイストレーナー：広岡隆正氏 

部員数 

：40名 

6 20 ○ 兵庫県合唱連盟（第13回）「兵庫県合唱祭」   ［神戸文化ホール･大ホール］ 

7 3 ○ コールクレール･コンサート（第１回） ［ルナ･ホール（芦屋）］ 

・男声合唱組曲「アイヌのウポポ」（採譜：近藤鏡二郎、曲：清水 脩）（指揮：高橋正治） 

［くじら祭り､イヨマンテ（熊祭り）､ピリカピリカ､日食月食に祈る歌､恋歌､リムセ（輪舞）］ 

・（合同演奏・指揮：洲脇光一氏/甲南女子大助教授） 混声合唱組曲「蔵王」（詞：尾崎磋瑛子、曲：佐藤 真） 

［蔵王賛歌､投げようリンゴを､苔の花､どっこ沼､おはなし､雪むすめ､吹雪､樹氷林､早春］  伴奏：早瀬恭子 

・アンコール（指揮：洲脇光一氏）マスカーニ曲 歌劇「カバレリア･ルスティカーナ」より［オレンヂの花は香り］ 
 

※神戸商大グリークラブ､神戸海星女子学院大学グリークラブ､甲南女子大学コーラス部によるジョイントコンサートで､以降毎
年､合同合宿･合同練習やハイキングなどのリクリエーションもしながら1990年（H.2）第15回まで続けられた。プログラムな
どによると､「コールクレール」の由来は､｢コール｣が「歌」「歌う」（ドイツ語）、「クレール」が「～にあけくれる」（日本語）
から来ていて､「歌にあけくれる」ということのようである。 

9 18 ○ 近畿四大学交歓演奏会「SEPTEMBER CONCERT」   ［大阪府立青少年会館文化ホール］ 

※神戸商大グリークラブ､姫路工業大学グリークラブ､滋賀大学経済学部グリークラブ､大阪外国語大学グリークラブ 

・男声合唱組曲「アイヌのウポポ」（指揮：高橋正治） 

［くじら祭り､イヨマンテ（熊祭り）､ピリカピリカ､日食月食に祈る歌､恋歌､リムセ（輪舞）］ 

・（合同演奏･客演指揮：林 誠氏/大阪外大ヴォイストレーナー）  ※伴奏：藤田文枝 

オペラ合唱曲集 モーツァルト曲［Die Zauberflöte －Chor Der Priester－､    

ベートーヴェン曲 ［Fidelio －Chor der Gefangenen］ ウェーバー曲［Der Freischütz －Jägerchor］ 

12 2 ○（第24回）定期演奏会   ［神戸文化ホール･中ホール］ 

・男声合唱組曲「アイヌのウポポ」（指揮：高橋正治）［くじら祭り､イヨマンテ､ピリカピリカ､日食月食に祈るうた､恋歌､輪舞］ 

・西部劇テーマ集（指揮：松下克己）  

 ［Buttons and Bows､Red River Valley､Ganfight at the O.K. Corral､The River of No Return､She Wore a Yellow Ribbon］ 

・オペラ合唱曲集（客演指揮：広岡隆正氏/大阪音大講師）  

 「魔笛」より［僧侶の合唱］､「フィデリオ」より［囚人の合唱］、「魔弾の射手」より［狩人の合唱］ 

・山田耕筰作品集（指揮：高橋正治） ［からたちの花､中国地方の子守歌､青蛙､あわて床屋､この道］ 

・男声合唱組曲「雪明りの路」（指揮：高橋正治） ［春を待つ､梅ちゃん､月夜を歩く､白い障子､夜まわり､雪夜］ 

12 20 ○ ヴィエール･フィルハーモニー（第23回）特別演奏会に賛助出演    ［西宮市民会館･アミティホール］ 

（※現在の関西フィルハーモニー交響楽団） 

・ベートーヴェン曲「交響曲第九番＜合唱付＞」（指揮：宇宿允人氏） 

※ソプラノ：小椋典子､アルト：村上ひろ子､テノール：松本幸三､バス：浜渦章盛 

※合唱：神戸商大グリークラブ､神戸大学グリークラブ､大阪市民合唱団アイヴィ･コーラス ほか５合唱団 

12 22 ○ 同上･特別演奏会に賛助出演   ［神戸国際会館･大ホール］ 

※曲目･指揮者･オーケストラは「西宮市民会館」と同じ。    

※ソプラノ：横川みちこ､アルト：岩本敏子､テノール：松本幸三､バス：小村亮三、合唱：神戸商大グリークラブ ほか７合唱団 

1977（S.52）年度 部 長：築山量一､副部長：田中秀治 

指揮者：松下克己､本多弘明 

顧問：渡部浩太郎教授､山本英一名誉教授 

ヴォイストレーナー：阿部 恩氏 

部員数 

：48名 

  ※阿部 恩氏（大阪音大卒･神戸向陽病院音楽療法士）をヴォイストレーナーにお迎えした。 

4 6 ○ 春期合宿（～4/9）  ［姫路市・手柄山］ 

4 29 ○ 大阪樟蔭女子大学コーラス部と合同ハイキング  ［服部緑地公園］ 

※この頃から､休日毎に色々な大学の女声合唱団との合同ハイキングが企画された。 

5 1 ○ 大阪女子大学コーラス部と合同ハイキング   ［天王寺公園］ 

5 3 ○ コールクレール合同ハイキング   ［奈良公園］ 

5 4 ○ 新入部員歓迎合宿（～5/5）  ［松下会館］ 

5 14 ○ ｢垂水区民音楽の広場｣に出演（指揮：松下克己） ［いざ起て戦人よ､柳河､U BOJ］  [垂水小学校講堂] 

6 12 ○ 兵庫県合唱連盟（第14回）「兵庫県合唱祭」   ［明石市民会館］ 

・男声合唱組曲「雨」より（指揮：本多弘明） ［雨の来る前､雨に日に見る］ 
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6 30 ○ コールクレール･コンサート（第２回）    ［神戸文化ホール･中ホール］ 

※神戸商大グリークラブ､神戸海星女子学院大学グリークラブ､甲南女子大学コーラス部 

・「大手拓次の三つの詩」（詞：大手拓次、曲：清水 脩）（指揮：松下克己） ［とじた眼に､みずいろの風､しろい火の姿］ 

・（合同演奏・客演指揮：須賀敬一氏/大阪府合唱連盟副理事長･豊中混声合唱団指揮者）  ※伴奏：中村有木子 

混声合唱組曲「筑後川」（詩･丸山 豊、曲･団 伊玖磨） ［みなかみ､ダムにて､銀の魚､川の祭､河口］ 

・（アンコール･客演指揮：須賀敬一氏） ブラームス曲 ［子守歌］ 

8 21 ○ パート別・夏期合宿（～8/30） ［神鍋･ゆとうや］ 

9 2 ○ 近畿四大学合同合宿（～9/4）  ［服部緑地ユースホステル］ 

※神戸商大グリークラブ､滋賀大グリークラブ､姫路工大グリークラブ､大阪外大グリークラブ 

9 11 ○ 近畿四大学交歓演奏会   ［姫路市民会館］ 

※神戸商大グリークラブ､大阪外国語大学グリークラブ､滋賀大学グリークラブ､姫路工業大学グリークラブ 

・「大手拓次の三つの詩」（指揮：松下克己） ［とじた眼に､みずいろの風､しろい火の姿］ 

・（合同演奏･客演指揮：加藤直四郎氏/関西合唱連盟副会長･神戸女学院大講師） 

正教会聖歌集［悪人の謀､ゴスポジポミルイ､我等かってワビロンの川辺に坐し､ムノーガヤレータ､第29コンツェルト］ 

9 13 ○ ヴィエール･フィルハーモニック（第24回）定期演奏会に賛助出演   ［大阪厚生年金会館･中ホール］ 

・ベートーヴェン曲「Messeハ長調･作品86」（指揮：宇宿允人氏） 

※ソプラノ：横川みち子､アルト：田中玲子､テノール：岡 昌弘､バリトン：中井晟雅 

※合唱：神戸商大グリークラブ（有志）､大阪コール･フィルハーモニー､女声合唱団セシリア､コーロ･ノーヴォ 

10 18 ○ 神戸東ロータリークラブ例会に出演   ［三宮･国際ホテル］ 

11 4 ○ 商大祭･クラブ発表会に出演   ［明石市民会館］ 

11 5 ○ 商大祭･模擬店に出店（フランクフルト､ホットコーヒーなど） （～11/6） 

11 25 ○ 秋期合宿（～11/27）   ［明石・朝霧寮］ 

12 8 ○（第25回）定期演奏会   ［神戸文化ホール･大ホール］ 

・無伴奏男声合唱のための「海のヴァリエーション」（指揮：松下克己） ［日本海､Bering Fantasy､海］ 

・My  Favorite Musical（指揮：本多弘明） ※編曲：本多弘明   ※伴奏：高寺美喜 
［Do-Re-Mi､Ba-Li-Hai､Serenade､If I loved y ou－You’ll never walk alone､Oklahoma］  

・男声合唱組曲「月光とピエロ」（指揮：松下克己） 
［月夜､秋のピエロ､ピエロ､ピエロの嘆き､月光とピエロとピエレットの唐草模様］ 

・男声合唱組曲「人間の歌」（指揮：松下克己）［縫ひつける､涙の塩､浜の足跡､また一つ､木枯し､年の別れ］ 

12 11 ○ 「第九シンフォニーの夕べ」に出演 （指揮：朝比奈 隆氏）  ［神戸国際会館･大ホール］ 

※合唱：神戸商大グリークラブ､神戸土曜会合唱団､山手女子短大音楽科合唱団､三菱重工男声合唱団 

※オーケストラ：大阪フィルハーモニー交響楽団、合唱指導：北村信雄（神戸土曜会合唱団） 

ソプラノ：岡田晴美、アルト：田中万美子、テノール：田原祥一郎、バリトン：三室 尭 
 

※神戸土曜会合唱団が中心になって続いている本企画に､この回より賛助出演させていただくことになった。 

12 12 ○（加古川市民会館･開館５周年記念･加古川文化まつり協賛）「第九演奏会」に出演   ［加古川市民会館］ 

※出演者などすべて前日と同じ。 

12 13 

 

 

 

○ ヴィエール･フィルハーモニック特別演奏会に賛助出演   ［大阪厚生年金会館･大ホール］ 

・ベートーヴェン曲「第九交響曲＜合唱付＞」（指揮：宇宿允人氏） 
※ソプラノ：門屋菊子､アルト：山本智子､テノール：坂口尚平､バス：木川田 誠 

※合唱：神戸商大グリークラブ（有志）､神戸山手女子短大音楽科合唱団､甲陵会合唱団､高槻第九合唱団､ 

大阪コール･フィルハーモニー 

12 23 

 

○ 同上･特別演奏会に賛助出演    ［大阪厚生年金会館･大ホール］ 

※ソプラノ：横川みち子､アルト：新居啓子､テノール：塩崎 肇､バリトン：柿本 功、ピアノ：山崎優子 

※合唱：神戸商大グリークラブ（有志）､山手女子短大音楽科合唱団､ほか３合唱団 

12 25 ○ 同上･特別演奏会に賛助出演   ［京都会館･第１ホール］ 

※ソプラノ：大西多恵､アルト：山元法子､テノール：竹内光男､バス：中村利男 

※合唱：神戸商大グリークラブ（有志）､高槻混声合唱団 ほか5合唱団 

1978（S.53）年度 部 長：繁畑友章､副部長：山賀 隆 

指揮者：本多弘明､居初和嗣 

顧問：渡部浩太郎教授､山本英一名誉教授 

ヴォイストレーナー：阿部 恩氏 

部員数 

：59名 

4 4 ○ 春期合宿（～4/5）   ［姫路･手柄山ユースホステル］ 

4 29 ○ 新入部員歓迎コンパ  ［三宮］ 

4 30 ○ 新入部員歓迎ソフトボール大会   ［商大第一グラウンド］ 

5 3 ○ 帝塚山学院大学コールユニと合同ハイキング 

5 5 ○ 神戸女子薬科大学コーラス部と合同ハイキング 

5 7 ○ 武庫川女子大学コーラス部と合同ハイキング 

5 11 ○ 神戸女子薬科大学マンドリンクラブ･定期演奏会に賛助出演   ［神戸文化ホール･大ホール］ 

・組曲「麦祭り」第三楽章より  ［麦の歌］ 

5 13 ○ コールクレール合宿（～5/14）  ［神戸市北区･多聞寺］ 

5 21 ○ 兵庫女子短期大学コーラス部と合同ハイキング 

5 28 ○ 神戸女学院大学文学部コーラス部と合同ハイキング 

6 4 ○ 神戸女学院大学聖歌隊と合同コンパ 

２２ 
 

 

6 11 ○ 兵庫県合唱連盟（第15回）「兵庫県合唱祭」   ［神戸文化ホール･大ホール］ 

・合唱による風土記「阿波」より（指揮：本多弘明）  ［鯛締､餅搗］ 
 

※５年連続出場団体として､他の12団体と共に表彰を受けた（第４回以降12年連続出場）。 

6 30 ○ コールクレール・コンサート（第３回）   ［神戸文化ホール･中ホール］ 

※神戸商大グリークラブ､神戸海星女子学院大学グリークラブ､甲南女子大学コーラス部 
・合唱による風土記「阿波」（指揮：本多弘明） ［たいしめ､麦打ち､もちつき､水取り､たたら］ 

  ・（合同演奏・客演指揮：洲脇光一氏/甲南女子大助教授） ※伴奏：山本寿太郎 
メンデルスゾーン曲 ELIJAH ［Help Lord､Lord bow thine ear､Yet doth the Lord､For He shall give His angels､Blessed are 

the men who fear Him､Baal､we cry  to thee､Cast thy  burden upon the Lord､Thanks be to God］ 

8 

 

16 

21 

○ 小樽市合宿（～8/20）  ［小樽･天狗山ユースホステル］ 

○ 合宿記念（創部30周年記念）北海道特別演奏会  ※賛助出演：小樽商科大学グリークラブ  ［小樽市民会館］ 

・男声合唱組曲「月光とピエロ」（指揮：居初和嗣） 

［月夜､秋のピエロ､ピエロ､ピエロの嘆き､月光とピエロとピエレットの唐草模様］ 

・合唱による風土記「阿波」（指揮：本多弘明） ［たいしめ､麦打ち､もちつき､水取り､たたら］ 

・愛唱曲集（未公開版）より（指揮：本多弘明） 編曲：渡里芳朗/OB 

 ピンレディーのヒットメロディ［ペッパー警部､UFO､渚のシンドバッド］ 

  ・（小樽商大との合同演奏･指揮：本多弘明､大渕正利/小樽商大） 

多田武彦作品集より  ［梅雨の晴れ間､涙の塩､紀の国､雨の来る前､十一月にふる雨､作品第貳捨壹］ 

8 22 ○ 夏期合宿（～８／２９）  ［小樽/銭函･春香山ユースホステル］ 

9 2 ○ 滋賀大学グリークラブとの合同合宿（～9/3）  ［大津ユースホステル］ 

9 10 ○ 滋賀大学グリークラブとのジョイント･コンサート  ［彦根市民会館第１ホール］ 

・合唱による風土記「阿波」（指揮：本多弘明） ［たいしめ(鯛締)､麦打ち､もちつき(餅搗)､水取り､たたら(踏鞴)］ 

・ショスタコーヴィッチ曲「十の詩曲」より（指揮：本多弘明） 

・（合同演奏･客演指揮：橋本 秀氏/大阪芸術大学）※伴奏：浅井芳子 

ヴェルディ曲 歌劇「トロヴァトーレ」第３幕より ［兵士の合唱］ 

ワーグナー曲 歌劇「タンホイザー」第３幕より ［巡礼の合唱］ 

11 4 ○ 神戸松蔭女子学院コーラス部と合同コンパ 

11 5 ○ 商大祭･模擬店に出店 

11 19 ○ 創部30周年記念・グリークラブＯＢ会（第１回）総会と祝宴会に出席  ［神戸商工貿易センタービル・レストラン｢バーグ］ 

11 24 ○ 秋期合宿（～11/26）  ［芦屋ユースホステル］ 

12 8 ○（第26回）定期演奏会（グリークラブ創部30周年記念）   ［神戸文化ホール･大ホール］ 

・男声合唱組曲「雪と花火」（指揮：居初和嗣） ［片恋､彼岸花､芥子の葉､花火］ 

・男声合唱曲「島よ」（指揮：本多弘明） ※伴奏：曽根智子 

・黒人霊歌（客演指揮：阿部 恩氏） ※伴奏：曽根智子 

［Joshua Fit de Battle of Jericho､Mary  had a Bady､Dry Bones､Little Innocent Lamb､Nobody Knows de Touble I See､Ride the Chariot］ 

・ショスタコーヴィッチ曲「十の詩曲」より（指揮：本多弘明） ［仲間たちよ さあ行こう､死刑の戦士､五月の歌､歌］ 

12 8 ○ レコード（ＬＰ盤：２枚）ライブ録音 ※創部30周年記念（第26回）定期演奏会の全曲 

1979（S.54）年度 部 長：立花則幸､副部長：小谷哲生 

指揮者：居初和嗣､木村 元 

顧問：渡部浩太郎教授､山本英一名誉教授 

技術顧問：広岡隆正氏 

部員数 

：65名 

  ※２年間のパリ留学を終了された広岡隆正氏（大阪音楽大学助教授）を再びヴォイストレーナーにお迎えした。 

4 3 ○ 春期合宿（～4/7） ［姫路･手柄山ユースホステル］ 

4 20 ○ 新入部員歓迎コンパ   ［三宮］ 

4 22 ○ 神戸商大創立50周年式典に参列して学歌を歌う。   ［神戸商大講堂］ 

4 22 ○ 創立50周年記念祭に模擬店を出店 

4 29 ○ 近畿三大学交歓ソフトボール大会  ※（神戸商大､姫路工業大学､滋賀大学）グリークラブ ［商大第一グラウンド］ 

5 3 ○ 新入部員歓迎ソフトボール大会   ［商大第一グラウンド］ 

5 13 ○ コールクレール交歓会  ［明石公園］ 

5 19 ○ コールクルーレ合同合宿（～5/20） ［神戸市北区･多聞寺］ 

6 10 ○ 兵庫県合唱連盟（第16回）「兵庫県合唱祭」  ［明石市民会館･大ホール］ 

・男声合唱組曲「中原中也の詩から」より（指揮：居初和嗣） ［朝鮮女､月の光］ 

6 20 ○ コールクレール･コンサート（第４回）   ［神戸文化ホール･中ホール］ 

※神戸商大グリークラブ､神戸海星女子学院大学グリークラブ､甲南女子大学コーラス部 

・男声合唱組曲「中原中也の詩から」（指揮：居初和嗣） ［北の海､汚れっちまった悲しみに､朝鮮女､雲雀､六月の雨､月の光］ 

・（合同演奏･客演指揮：洲脇光一氏/甲南女子大教授） 

「海の構図」 ［海と蝶､海女礼讃､かもめの歌､神話の巨人］  ※伴奏：山本寿太郎 

7 7 ○ 兵庫県合唱連盟･大学部会（第１回）「兵庫県大学フェスティバル」に出演     ［ルナ･ホール（芦屋）］ 

・男声合唱組曲「河童のうた」（指揮：居初和嗣） ［けんか､河童のうた］ 
 

※兵庫県合唱連盟の大学部会の企画としてはじまり､現在も続いている。 

8 18 ○ パート別合宿（～8/20）  ［軽井沢､能登､美ヶ原､若狭］ 



２３ 
 

8 21 ○ 夏期合同合宿（～8/29）  ［長野県･飯山］ 

8 31 ○ 近畿三大学（神戸商大､姫路工業大学､滋賀大学）グリークラブ 合同合宿（～9/2）  ［須磨･須磨荘］ 

9 9 ○ 近畿三大学交歓演奏会（第１回）  ［神戸文化ホール･大ホール］ 

・男声合唱組曲「河童のうた」（指揮：居初和嗣） ［けんか､夢うらない､河童のうた､尻っこ玉､宿命］ 

 ・（合同演奏･客演指揮：広岡隆正氏） 男声合唱組曲「富士山」［作品第壹､作品第肆､作品第拾陸､作品第拾捌､作品第貳拾壹］ 
 
※神戸商科大学グリークラブ､姫路工業大学グリークラブ､滋賀大学グリークラブによる共同企画で､以降1983年（S.57）ま

で４年間続き､その間､合同合宿や交歓ソフトボール大会などで交流した。 

10 31 ○ 商大祭･クラブ発表会に出演   ［神戸文化ホール･大ホール］ 

11 3 ○ 商大祭･模擬店に出店 （～11/4） 

11 22 ○ 秋期合宿（～11/24）  ［明石］ 

12 6 ○（第27回）定期演奏会    ［神戸文化ホール･大ホール］ 

・男声合唱組曲「中原中也の詩から」（指揮：居初和嗣） ［北の海､汚れっちまった悲しみに､朝鮮女､雲雀､六月の雨､月の光］ 

・SEA SHANTY（指揮：木村 元） ［Swansea Town､Whup!Jumboree､Spanish Ladies､The Drummer And The Cook､Shenandoah］ 

・男声合唱組曲「河童のうた」（指揮：居初和嗣） ［けんか､夢うらない､河童のうた､尻っこ玉､宿命］ 

・男声合唱のためのカンタータ「土の歌」（指揮：居初和嗣） ※伴奏：高浜佐千子 

 ［農夫と土､祖国の土､死の灰､もぐらもち､天地の怒り､地上の祈り､大地讃頌］ 

12 22 ○「第九シンフォニーの夕べ」に出演（指揮：朝比奈 隆氏）   ［神戸文化ホール･大ホール］ 

※合唱：神戸商大グリークラブ､神戸土曜会合唱団､三菱重工男声合唱団､武庫川女子大学音楽学部 

※オーケストラ：大阪フィルハーモニー交響楽団、合唱指導：北村信雄（神戸土曜会合唱団）、 

ソプラノ：岡田晴美、アルト：井上和世、テノール：西垣俊朗、バリトン：三室 尭 

1980（S.55）年度 部 長：多田裕一､副部長：伏木宏明 

指揮者：木村 元､長友伸二 

顧問：渡部浩太郎教授､山本英一名誉教授 

技術顧問：広岡隆正氏 

部員数 

：71名 

4 2 ○ 春期合宿（～4/6）  ［小豆島］ 

4 8 ○ 裏千家近畿地区総会で演奏（指揮：木村 元） ［さくら］  ［神戸国際会館･大ホール］ 

4 11 ○ 新入生歓迎パーティに出演  ［神戸商大講堂］ 

4 19 ○ 新入部員歓迎コンパ 

4 27 ○ 近畿三大学（神戸商大､滋賀大学､姫路工業大学）グリークラブ 交歓ソフトボール大会  ［滋賀大グラウンド］ 

4 30 ○ コールクレール合同練習 （以降、5/14･17､6/5･14･18･25） 

5 3 ○ 新入部員歓迎ソフトボール大会  ［商大グラウンド］ 

5 18 ○ コールクレール交歓ハイキング   ［摩耶山］ 

5 24 ○ コールクレール合同合宿（～5/25）  ［神戸市北区･多聞寺］ 

6 8 ○ 兵庫県合唱連盟（第17回）「兵庫県合唱祭」  ［神戸文化ホール･中ホール］   

・「四つの仕事唄」より（指揮：木村 元） ［石切唄］ 

・（合同演奏･指揮：洲脇光一氏） バッハ曲［やすきよ､いこいる］   

・（合同演奏･指揮：柳 歳一氏） モーツァルト曲［Am Feuer zu Singer］ 

6 26 

 

○ コールクレール コンサート（第５回）   ［神戸文化ホール･大ホール］ 

※神戸商大グリークラブ､神戸海星女子学院大学グリークラブ､甲南女子大学コーラス部 

・「四つの仕事唄」（指揮：木村 元） ［囃し田､石切唄､胴搗き､酒屋唄］ 

・（合同演奏･客演指揮：洲脇光一氏/甲南女子大教授） ※伴奏：山本寿太郎 

ベートーヴェン曲「MESSE C-Dur」 ［Ky rie､Gloria､Credo､Sanctus､Agnus Dei］ 

※ソプラノ：関 由利子､アルト：沼館令子､テノール：森 徹､バス：亀井清一郎 

7 6 

 

 

 

○ 兵庫県合唱連盟/大学部会（第２回）「兵庫県大学フェスティバル」   ［宝塚市民会館］ 

・（神戸女子大学コーラス部､親和女子大学コーラス部､兵庫女子短期大学コーラス部との合同演奏･指揮：木村 元） 

［すみれの花咲く頃､幸福を売る男］ ※伴奏：堂本みゆき 

・（出演25団体合同演奏・指揮：洲脇光一氏､平田 勝氏､中村仁策氏） ※伴奏：広瀬 康 

男声［Soon Ah Will Be Done］  女声［あたらしい季節］ 混声［ヘンデル曲「ハレルヤ」］ 

8 17 ○ 夏期合宿（～8/26）   [鳥取県･大山]  

8 26 ○ 島根大学混声合唱団とのジョイント･コンサートのための強化合宿（～8/27） ［松江市］ 

8 28 

 

 

 

○ 島根大学混声合唱団とのジョイント･コンサート   ［島根県民会館］ 

・「四つの仕事唄」（指揮：木村 元） ［囃し田､石切唄､胴搗､酒屋唄］ ※太鼓：中田明正  

・愛唱曲集より（指揮：木村 元） ［？ ．．？ ．．!! ．．!!］   ※編曲：渡里芳朗/OB 

・（合同演奏・指揮：米山道雄氏/島根大常任指揮者） ［大地讃頌］  ※伴奏：井上美貴子 

9 1 ○ 近畿三大学合同合宿（～9/2） ［大津･ユースホステル］ 

9 6 

 

 

○ 近畿三大学交歓演奏会（第２回）  ※（神戸商大､滋賀大学､姫路工業大学）グリークラブ  ［大津市民会館］ 

・「四つの仕事唄」（指揮：木村 元） ［囃し田､石切唄､胴槝､酒屋唄］ 

・（合同演奏・客演指揮：金谷良三/滋賀大教授）  ※伴奏：高橋直子 

F｡Liszt 曲 男声合唱とオルガンのための「Missa C-moll」より ［Ky rie､Gloria］ 

10 30 ○ 商大祭･クラブ発表会に出演   ［明石市民会館］ 

11 2 ○ 商大祭･模擬店に出店（～11/3） 

11 16 ○ 秋期合宿（～11/18） ［芦屋ユースホステル］ 

２４ 
 

 

11 30 ○（第28回）定期演奏会     ［神戸文化ホール･大ホール］ 

・DEUXIEME MESSE（客演指揮：広岡隆正氏/大阪音大助教授）［Kyrie､Gloria､Credo､Sanctus､Agnus Dei］※オルガン：岸千香子 

・五つの日本民謡（指揮：長友伸二） ［そうらん節､機織唄､佐渡おけさ､五つ木の子守唄､最上川舟唄］ 

・ポピュラー･ステージ（指揮：木村 元）  ※編曲：渡里芳朗/OB 

・草野心平の詩から（指揮：木村 元） ［石家荘にて､天､金魚､雨､さくら散る］ 

12 20 ○「第九シンフォニーの夕べ」に出演 （指揮：朝比奈 隆氏）   ［神戸文化ホール･大ホール］ 

※合唱：神戸商大グリークラ,神戸土曜会合唱団､三菱重工男声合唱団､武庫川女子大学音楽学部コーラス部 

※オーケストラ：大阪フィルハーモニー交響楽団、合唱指導：北村信雄（神戸土曜会合唱団） 

ソプラノ：岡田晴美、アルト：井上和世、テノール：林 誠、バリトン：三室 尭 

3 3 ○ 広島女子大学とのジョイント･コンサートのための強化合宿 （～3/6）  ［広島･江田島］ 

3 7 ○ 広島女子大学フラウエンコールとのジョイント･コンサート     ［広島･見真講堂］ 

・黒人霊歌（指揮：古塚隆雄） 

［Ride the Chariot､Deep River､Little Innocent Lamb､Nobody  Knows de Trouble I See､Soon Ah Will Be Done］ 

  ・五つの日本民謡（指揮：長友伸二） ［そうらん節､機織唄､佐渡おけさ､五つ木の子守唄､最上川舟唄］ 

・（合同演奏･客演指揮：大村達也氏/広島女子大常任指揮者）※伴奏：伊藤まりこ  混声合唱組曲「白い木馬」より 

［一陣の強い風がぶどうの枯葉をふきとばし､ゆきんこが遠い国から､小さな詩､名も知らぬ異国の港町にて］ 

3 19 ○ 神戸博ポートピア’８1の開会式に出演  ※兵庫県合唱連盟大学部会より６合唱団出演  ［ポートアイランド国際広場］ 

3 31 ○ 春期合宿（～4/4）  ［明石］ 

1981（S.56）年度 部 長：網谷英次､副部長：田中慎也 

指揮者：長友伸二､古塚隆雄 

顧問：渡部浩太郎教授､山本英一名誉教授 

技術顧問：広岡隆正氏 

部員数 

：62名 

4 11 ○ 新入生歓迎パーティに出演   ［神戸商大講堂］ 

4 18 ○ 新入部員歓迎ソフトボール大会   ［商大グラウンド］ 

4 25 ○ コールクレール合同練習（以降､5/13･20、6/6･17･25） 

4 29 ○ 近畿三大学（神戸商大､滋賀大学､姫路工業大学）グリークラブ 交歓ソフトボール大会   ［姫路工大グラウンド］ 

5 30 ○ コールクレール合同合宿（～5/31）   ［神戸市北区･多聞寺］ 

6 14 ○ 兵庫県合唱連盟（第18回）「兵庫県合唱祭」   ［甲南女子大学講堂］ 

・（指揮：長友伸二） 男声合唱組曲「柳河風俗詩」より ［柳河､梅雨の晴れ間］ 

6 27 ○ コールクレール･コンサート（第６回）  ［神戸文化ホール･大ホール］ 

※神戸商大グリークラブ､神戸海星女子学院大学グリークラブ､甲南女子大学コーラス部 

・組曲「柳河風俗詩」（指揮：長友伸二） ［柳河､紺屋のおろく､かきつばた､梅雨の晴れ間］ 

・（合同演奏･指揮：洲脇光一氏/甲南女子大教授･兵庫県合唱連盟副理事長）  ※伴奏：山本寿太郎 

メンデルスゾーン曲「詩編第42番」 ［Chor､Arie､Rezit.mit Chor､Chor,Rezitativ,Quintett,Schlusschor］ 

7 12 ○ 兵庫県合唱連盟･大学部会（第３回）「兵庫県大学フェスティバル」   ［神戸文化ホール･大ホール］ 

※甲南大学女声合唱団､頌栄短期大学コーラス部､神戸女学院大学コーラス部､園田学園女子大学コーラス部との合同演奏 

・「海鳥の詩」より（指揮：長友伸二） ［エトピリカ､北の海鳥］  ※伴奏：石井真寿美 

・（出演全23合唱団合同演奏･指揮：中村仁策氏/関西合唱連盟副会長） ［われらぬかづかじ］  ※守屋美穂子 

8 15 ○ 夏期合宿（～8/24）  ［岡山･旭］ 

8 26 ○ 近畿三大学（神戸商大､姫路工業大学､滋賀大学）グリークラブ 合同合宿（～8/28） ［神戸市北区･多聞寺］ 

9 4 ○ 近畿三大学交歓演奏会（第３回） ※（神戸商大､姫路工業大学､滋賀大学）グリークラブ）   ［姫路文化センター］ 

・男声合唱組曲「青い照明」（指揮：長友伸二） ［普香天子､未来圏からの影､森､開墾､高原］ 

・（三大学合同演奏･客演指揮：岩本喜仁氏/浪速短大講師） 「水のいのち」より［雨､水たまり､川､海よ］※伴奏：橘 由美子 

10 3 ○ 朝日生命「みけた会」10周年記念パーティに招かれて演奏   ［ポートピアホテル］ 

10 30 ○ 商大祭･クラブ発表会に出演  ［明石市民会館］ 

11 1 ○ 商大祭･模擬店に出店（～11/3） 

11 15 ○ 秋期合宿（～11/17）  ［神戸市北区･多聞寺］ 

11 28 ○（第29回）定期演奏会    ［神戸文化ホール･大ホール］ 

・男声合唱組曲「父のいる庭」（指揮：古塚隆雄） ［父が庭にいる歌､太郎､早春､紀の国］ 

・男声合唱組曲「青い照明」（指揮：長友伸二） ［普香天子､未来圏からの影､森､開墾､高原］ 

・男声合唱組曲「水のいのち」（客演指揮：広岡隆正氏/大阪音大助教授） ［雨､水たまり､川､海よ］ ※伴奏：井原聡子 

・男声合唱組曲「枯木と太陽の歌」（指揮：長友伸二） 

［枯木は独りで唱う､花と太陽の会話､冬の夜の木枯しの合唱､枯木は太陽に祈る］ ※伴奏：藤定郁子 

12 22 ○「第九シンフォニーの夕べ」に出演 （指揮：朝比奈 隆氏）  ［神戸文化ホール･大ホール］ 

※合唱：神戸商大グリークラブ､神戸土曜会合唱団､武庫川女子大学音楽学部､関西学院大学混声合唱団エゴラド､ 

三菱重工男声合唱団 

※オーケストラ：大阪フィルハーモニー交響楽団、合唱指導：北村信雄（神戸土曜会合唱団） 

※ソプラノ：岡田晴美､アルト：井上和世､テノール：西垣俊朗､バリトン：三室 尭 

3 13 ○「王女メディア」音響出演（～3/14）  ［ルナ･ホール（芦屋）］ 

3 31 ○ 春期合宿（～4/4）  ［淡路島］ 



２５ 
 

1982（S.57）年度 部 長：足立秀機､副部長：松井重雄 

指揮者：古塚隆雄､林 秀樹 

顧問：渡部浩太郎教授､山本英一名誉教授 

技術顧問：広岡隆正氏 

部員数 

：64名 

4 6 ○ コールクレールの合同練習（以降､4/28､5/13､6/10･16･24） 

4 10 ○ 新入生歓迎パーティーに出演   ［神戸商大講堂］ 

4 17 ○ 新入部員歓迎コンパ 

4 25 ○ 近畿三大学（神戸商大､姫路工業大学､滋賀大学）グリークラブ交歓会  ［三宮］  

5 5 ○ 神戸三大学（神戸商大､神戸大学､甲南大学）グリークラブ交歓ソフトボール大会  ［甲南大グラウンド］ 

5 16 ○ コールクレール交歓会  ［ポートアイランド南公園］ 

5 29 ○ コールクレール合同合宿（～５/30）  ［神戸市北区･多聞寺］  

6 13 ○ 兵庫県合唱連盟（第19回）「兵庫県合唱祭」（指揮：古塚隆雄）  ［明石市民会館］ 

・「Jagdlieder」より［Jagd morgen､Bei der Flasche］ ※ホルン伴奏：大下晃右､石岩香美､石井乃理子､江上正人  

6 27 ○ コールクレール･コンサート（第７回）   ［神戸文化ホール･大ホール］ 

※神戸商大グリークラブ､神戸海星女子学院大学グリークラブ､甲南女子大学コーラス部 

・「Jagdlieder」（指揮：古塚隆雄） ※ホルン伴奏：大下晃右､石井乃理子､石岩香美､江上正人  

［Zur hohen Jagd､Habet Acht!､Jagdmorgen､Frühe､Bei der Flasche］ 

 ・（合同演奏・指揮：洲脇光一氏/甲南女子大教授･兵庫県合唱連盟副理事長）  ※伴奏：山本寿太郎 

「カムイの森で」 ［ひぐまのうた､しまりすのうた､このはずくのうた､くまげらのうた､しまふくろうのうた］ 

6 30 ○ 新入部員歓迎ソフトボール大会   ［商大グラウンド］ 

7 3 ○ 兵庫県合唱連盟･大学部会（第４回）「兵庫県大学フェスティバル」   ［神戸文化ホール･大ホール］ 

・（神戸女子大学コーラス部､聖和大学コーラス部､神戸松蔭女子学院コーラス部との合同演奏･指揮：古塚隆雄） 

「WEST SIDE STORY」より ［America､I Feel Prety､Maria,Tonight,､Some Where］ ※伴奏：喜久里逸子 

・（出演全23合唱団合同演奏・指揮：中村仁策氏/兵庫県合唱連盟会長） メンデルスゾーン曲［狩猟の歌､森に別るる歌］ 

8 15 ○ 夏期合宿（～8/24） ［信州･飯山］ 

8 29 ○ 近畿三大学合同合宿 （～8/31）  ［須磨･須磨荘］ 

9 7 ○ 近畿三大学交歓演奏会（第４回）  ※（神戸商大､姫路工業大学､滋賀大学）グリークラブ  ［神戸文化ホール･大ホール］ 

・｢THE SOUND OF MUSIC｣より（指揮：古塚隆雄） ［The Sound of Music､Mono Chant､Morning Hymm､Alleluia､ 

Gaudeamus Domino､Maria､Confitemini Domino､Edelweiss､Climb Ev’ry  Mountain］ 

・（合同演奏･客演指揮：広岡隆正氏/大阪音大助教授）  

ハイドン曲「MISSA BREVIS」 ［Ky rie､Gloria､Credo,､Sanctus､Benedictus､Agnus Dei］ ※伴奏：中野 寛 

11 4 ○ 商大祭･クラブ発表会に出演   ［神戸国際交流会館］ 

11 6 ○ 商大祭･模擬店に出店（～11/7） 

11 13 ○ 秋期合宿（～11/15）  ［神戸市北区･多聞寺］ 

12 5 ○（弟30回）定期演奏会    ［神戸文化ホール･大ホール］ 

・大中 恩男声合唱曲集（指揮：林 秀樹） ［仔羊､記憶､いのり､わが大空､ひとり林に］ 

・「Jagdlieder」（指揮：古塚隆雄） ［Zur hohen Jagd､Habet Acht!､Jagdmorgen､Frühe､Bei der Flasche］ 

※ホルン伴奏：大下晃右､石岩香美､亀野博明､江上正人 

・Musical「THE SOUND OF MUSIC」より （指揮：古塚隆雄） 

［The Sound of Music､I Have Confidence in Me､So Long Farewell､Do-Re-Mi､Something Good､Maria､Edelweiss､Climb Ev’ry  Mountain］ 

※賛助出演：ソプラノソロ：藤田味津子、ピアノ：中根美枝、エレクトーン：上貝純代、管弦楽：ブラスアンサンブル･ 

キエール、女声コーラス：合唱団ボイスフィールド、児童コーラス：芦屋少年少女合唱団 

・男声合唱組曲「雨」（指揮：古塚隆雄） ［雨の来る前､武蔵野の雨､雨の日の遊動円木､十一月にふる雨､雨の日に見る､雨］ 

12 25 ○「第九シンフォニーの夕べ」に出演（指揮：朝比奈 隆氏）    ［神戸文化ホール･大ホール］ 

※合唱：神戸商大グリークラブ､神戸土曜会合唱団､武庫川女子大学音楽学部､関西学院大学混声合唱団エゴラド 

※オーケストラ：大阪フィルハーモニー交響楽団、合唱指導：北村信雄（神戸土曜会合唱団） 

※ソプラノ：岡田晴美､アルト：井上和世､テノール：西垣俊朗､バリトン：三室 尭 

198３（S.58）年度 部 長：屋敷 誠､副部長：正田敦己 

指揮者：林 秀樹､田中正裕 

顧問：渡部浩太郎教授､山本英一名誉教授 

技術顧問：広岡隆正氏 

部員数 

：54名 

4 3 ○ 春期合宿（～4/7）  ［芦屋･ユースホステル］ 

4 11 ○ 新入生歓迎パーティーに出演  ［神戸商大講堂］ 

4 21 ○ コールクレール合同練習（以降､4/28､5/12･24､6/9･15･21） 

4 23 ○ 新入部員歓迎コンパ 

4 29 ○ ｢授戒大法会｣に参列（5/1と２回）  ［通照院］ 

5 5 ○ 神戸三大学（神戸商大､神戸大学､甲南大学）グリークラブ交歓ソフトボール大会【優勝】  ［商大グラウンド］ 

5 15 ○ コールクレール交歓会   ［神戸市内］ 

5 22 ○ 新入部員歓迎ソフトボール大会    ［商大グラウンド］ 

5 28 ○ コールクレール合同合宿（～5/29）  ［神戸市北区･多聞寺］ 

6 12 ○ 兵庫県合唱連盟（弟20回）「兵庫県合唱祭」   ［神戸文化ホール･大ホール］  

・（神戸海星女子学院大学クリークラブ､甲南女子大学コーラス部と合同演奏・指揮：林 秀樹） 

ポピュラーソング･メドレー ［遠い世界に､怪獣のバラード､涙をこえて］  

２６ 
 

 

6 23 ○ コールクレール･コンサート（第８回）    ［神戸文化ホール･大ホール］ 

※神戸商大グリークラブ､神戸海星女子学院大学グリークラブ､甲南女子大学コーラス部 

・「若しもかの星に」（指揮：林 秀樹） ［若しもかの星に､光､樹のぼり､母の夢､海景､遠いところで子供達が歌ってゐる］ 

・（合同演奏･指揮：洲脇光一氏/甲南女子大教授･兵庫県合唱指導協会理事長）」   

 ブラームス曲「Ein deutsches Requiem Op.45」より ［Selig sind,die da Leid tragen､Denn alles Fleisch es ist wie Gras､ 

Wie lieblich sind deine Wohnungen］ ※ピアノ：山本寿太郎、オルガン：榎 昭子 

7 25 ○ 小樽商科大学とのジョイント･コンサートのための合宿（～7/29）  ［小樽･朝里川温泉］ 

7 30 ○ 小樽商科大学グリークラブとのジョイント･コンサート  ［小樽市民会館］ 

・SEA SHANTY（指揮：田中正裕） ［Sailing Sailing､Haul Away,Joe､Whup! Jamboree､Bound For The Rio Grande､              

The Drummer And The Cook］ 

・「若しもかの星に」（指揮：林 秀樹） ［若しもかの星に､光､樹のぼり､母の夢､海景､遠いところで子供達が歌ってゐる］ 

・（合同演奏・客演指揮：上元芳男氏/小樽商大顧問） 「柳河風俗詩」［柳河､紺屋のおろく､かきつばた､梅雨の晴れ間］ 

9 1 ○ 夏期合宿（～9/6）   ［ハチ高原］ 

10 9 ○「神戸寮歌青春コンサート」に出演（指揮：林 秀樹）［神戸高商校歌､神戸商大学歌］   ［神戸国際会議場メインホ－ル］ 

※サンテレビで10/23放映された。 

11 4 ○ 商大祭･クラブ発表会に出演（～11/6）、商大祭･模擬店に出店（フランクフルト） 

11 5 ○ ユース･コンサート（第６回）に初出演 （指揮：田中正裕）  ［神戸文化ホール･大ホール］ 

・「SEA SHANTY」より（指揮：田中正裕） ［Whup! Jamboree､Haul Away,Joe､Santy  Anna､Bound For The Rio Grande､         

What Shall We Do With The Drunken Sailor？､The Drummer And The Cook］ 

・愛唱集より（指揮：田中正裕） ［Ride the Chariot ほか］ 

・（出演６団体による合同演奏･指揮：山崎博司氏/東神戸吹奏楽団）  ［神戸･若人のためのカンタータ］ 

11 12 ○ 秋期合宿（～11/14）  ［神戸市北区･多聞寺］ 

11 27 ○（第31回）定期演奏会    ［神戸文化ホール･大ホール］ 

・フランスの詩による男声合唱曲集「月下の一群」（指揮：林 秀樹）※伴奏：永江朋子 

［小曲､輪踊り､人の言うことを信じるな､海よ（催眠歌）､秋の歌］ 

・男声合唱組曲「若しもかの星に」（指揮：林 秀樹） 

［若しもかの星に､光､樹のぼり､母の夢､海景､遠いところで子供達が歌ってゐる］ 

・SEA SHANTY（指揮：田中正裕） ［Sailing Sailing､､Bound For The Rio Grande ､Haul Away,Joe､Santy  Anna､Whup! Jamboree､  

What Shall We Do With The Drunken Sailor､ The Drummer And The Cook］ 

・男声合唱組曲「山に祈る」（指揮：林 秀樹） ※伴奏：永江朋子、ナレーター：宮崎加与子 

［山の歌､リュックサックの歌､山小屋の夜､山を憶う､吹雪の歌､お母さんごめんなさい］ 

12 4 ○ サントリー･オールド「一万人の第九コンサート」（第１回）に出演   ［大阪城ホール］ 

12 24 ○「第九シンフォニーの夕べ」に出演 （指揮：朝比奈 隆氏）   ［神戸文化ホール･大ホール］ 

※合唱：神戸商大グリークラブ､神戸土曜会合唱団､西神戸混声合唱団､関西学院大学混声合唱団エゴラド 

※オーケストラ：大阪フィルハーモニー交響楽団、合唱指導：北村信雄（神戸土曜会合唱団） 

※ソプラノ：岡田晴美、アルト：井上和世、テノール：西垣俊朗、バリトン：三室 尭 

1 21 ○ 霞ヶ丘小学校音楽会に出演 （指揮：田中正裕）  ［月光仮面 ほか］ 

3 18 ○ 創部35周年記念･グリークラブOB会（第２回）総会･祝宴会に出席  ［神戸商工貿易センタービル･レストラン「バーク」］ 

1984（S.59）年度 部 長：小谷重光､副部長：本藤雅也 

指揮者：田中正裕､上山充治 

顧問：渡部浩太郎教授 

技術顧問：広岡隆正氏 

部員数：58名 

4 5 ○ 春期合宿（～4/9）  ［国立淡路青年の家］ 

4 15 ○ 新入部員歓迎ソフトボール大会   ［商大グラウンド］ 

4 22 ○ 新入部員歓迎コンパ 

5 6 ○ 神戸三大学（神戸商大､神戸大学､甲南大学）グリークラブ ソフトボール大会   ［神戸大グラウンド］ 

5 13 ○ コールクレール交歓会   ［神戸市内］ 

5 18 ○ 三大学（神戸商大､滋賀大学､大阪府立大学）グリークラブ交歓会 

5 26 ○ コールクレール合同合宿（～5/27）   ［神戸市北区･多聞寺］ 

6 17 ○ 兵庫県合唱連盟（第21回）「兵庫県合唱祭」    ［神戸文化ホール･大ホール］ 

・（指揮：田中正裕） 革命の詩人による「十の詩曲」より ［仲間たちよ さあ行こう､1月９日］ 

6 24 ○ コールクレール･コンサート（第９回）    ［神戸文化ホール･大ホール］ 

※神戸商大グリークラブ､神戸海星女子学院大学グリークラブ､甲南女子大学コーラス部 

・革命の詩人による「十の詩曲」（指揮：田中正裕） 

［仲間たちよ さあ行こう､囚われて送られる日に､死刑の戦士､１月９日､五月の歌］ 

・（合同演奏･指揮：洲脇光一氏/甲南女子大教授）  ※ピアノ：山本寿太郎、オルガン：土橋 薫、ソプラノソロ：関 由利子 

G.F.Händel曲「メサイア」より［And the glory  of the Lord ほか10曲（内４曲はソプラノソロ）］ 

7 7 ○ 兵庫県合唱連盟･大学部会（第６回）「兵庫県大学フェスティバル」    ［神戸文化ホール･大ホール］ 

・商大愛唱曲集より （指揮：田中正裕） 

・（出演全合唱団による合同演奏・指揮：吉田武司氏 ほか） ［斉太郎節､メモリー､エコー（やまびこ）］ 



２７ 
 

7 18 ○ 三大学（神戸商大､滋賀大学､大阪府立大）グリークラブ演奏会    ［森ノ宮ピロティホール］ 

・「The Student Prince」より（指揮：田中正裕）  ※伴奏：石田邦子 

［Golden Day s､Driking Song､Deep in my  heart,Dear､Serenade､Student March Song］ 

・（３大学合同演奏･客演指揮：吉村信良氏/全日本合唱連盟常任理事） 

※ピアノ：伊吹元子、シンセサイザー：藤林由里、司会：平井由梨江 

男声合唱組曲「川よ とわに美しく」 ［釈哲道童子､永遠の川､荒廃に立ちて､静脈の川､川よ とわに美しく］ 

8 15 ○ 夏期合宿（～8/23）  ［白馬大池］ 

9 30 ○「神戸寮歌青春コンサート」に出演（指揮:上山充治）［神戸高商校歌､神戸商大学歌］   ［神戸国際会議場メインホ－ル］ 

10 26 ○ 商大祭･クラブ発表会に出演    ［明石市民会館］ 

11 2 ○ 商大祭･模擬店に出店（～11/3） （お好み焼き） 

11 4 ○ ユース･コンサート（第７回）に出演   ［神戸文化ホール･大ホール］ 

・黒人霊歌（指揮：上山充治） ［Little Innocent Lamb､Steal Away､Didn’t My  Lord Deliver Daniel］ 

・愛唱曲集より（指揮：上山充治）  ［斉太郎節､希望の島､Den Konige der Zeiten､君といつまでも］ 

11 10 ○ 強化合宿（～11/12）   ［神戸市北区･多聞寺］ 

12 1 ○（第32回）定期演奏会   ［神戸文化ホール･大ホール］ 

・黒人霊歌（指揮：上山充治） ［Little Innocent Lamb､Were You There?､This ol’ hammer､Steal Away､Soon Ah Will Be Done､     

Didn’t My  Lord Deliver Daniel］ 

・革命詩人による「十の詩曲」より（客演指揮：田村嘉祟氏/兵庫県合唱指導者協会会員） 

［仲間たちよ さあ行こう､囚われて送られる日に､死刑の戦士､１月９日､歌］ 

・ミュージカル「THE STUDENT PRINCE」（指揮：田中正裕） 

［Golden Day s､Entrance of Student and Kathie “Drinking Song､Song of“Hail Karl Franz”､Serenade､Duet（Kathie and 

Prince）”Deep in My  Heart, Dear”､Student March Song］ 

※ソプラノ：菅井千草､ピアノ：石田邦子､オルガン：黒木久美､パーカッション：小谷康夫､振付：寺井美津子 

バンド：神戸シンフォニックバンド 

・男声合唱組曲「雪と花火」（指揮：田中正裕） ［片恋､彼岸花､芥子の葉､花火］ 

12 22 ○「第九シンフォニーの夕べ」に出演（指揮：朝比奈 隆氏）   ［神戸文化ホール･大ホール］ 

※合唱：神戸商大グリークラブ､神戸土曜会合唱団､西神戸混声合唱団､関西学院大学混声合唱団エゴラド 

※オーケストラ：大阪フィルハーモニー交響楽団、合唱指導：北村信雄（神戸土曜会合唱団） 

※ソプラノ：岡田晴美､アルト：井上和世､テノール：西垣俊朗､バリトン：三室 尭 

3 4 ○ 春期合宿（～3/8）   ［芦屋ユースホステル］ 

3 14 ○ コールクレール合同合宿（～3/16）  ［長居ユースホステル］ 

3 18 ○ コールクレール交歓会 

 
 
※ 1953年（Ｓ.28）より顧問として、1970年（S.45）から1983年（S.58）までは名誉顧問として､30年間にわたリグリー

クラブの活動に関わってくださった「山本英一名誉教授」が10月１日に昇天された｡  

1985（S.60）年度 部 長：森岡秀雄､副部長：橋尾昌浩 

指揮者：上山充治､郷田真治 

顧問：渡部浩太郎教授 

技術顧問：田村嘉祟氏 

部員数：58名 

 ※田村嘉祟氏（武庫川女子大学助教授）を技術顧問として再びお迎えした。 

4 27 ○ コールクレール コンサート（第10回） ※神戸商大グリークラブ単独演奏はなし  ［神戸文化ホール･大ホール］ 

※神戸商大グリークラブ､神戸海星女子学院大学グリークラブ､甲南女子大学コーラス部 

・（合同演奏･指揮：洲脇光一氏/甲南女子大教授･兵庫県合唱連盟副理事長） ヘンデル曲［メサイア］ 

※管弦楽：アンサンブル･アルカディア､オルガン：土橋 薫 

※ソプラノ：関 由利子､アルト：井上和世､テノール：広岡隆正､バス：三室 堯 

4 29 ○ 新入部員歓迎コンパ 

5 16 ○ 木村豊氏（初代指揮者）が永眠され､㈱キムラタンの社葬に参列し､愛唱歌を捧げた。   ［神戸国際会館･大ホール］ 

［学歌･遙かな友に･小夜曲･サリマライズ･オーラリー］    

5 26 ○ 新入部員歓迎ソフトボール大会   ［商大グラウンドﾞ］ 

6 9 ○ 兵庫県合唱連盟（第22回）「兵庫県合唱祭」（指揮：上山充治） ［Over The Rainbow､Mr.Lonely］  ［明石市民会館］ 

7 6 ○ 兵庫県合唱連盟･大学部会（第７回）「兵庫県大学フェスティバル」   ［アルカイックホール（尼崎）］ 

・（指揮：上山充治）  ［Over The Rainbow､Mr.Lonely］ 

・（合同演奏･指揮：稲村穣司氏） ［大きな古時計､遙かな友に］ 

7 13 ○ スイート･スコール･ジョイント’85   ［アルカイックホール（尼崎）］ 

※神戸商大グリークラブ､滋賀大学グリークラブ､九州大学男声合唱団コール･アカデミー 

・「MESSE Á TROISVOIX（指揮：上山充治） ［Kyrie､eleison､Gloria in excelsis Deo､Sanctus､Agnus Dei､O Salutaris］ 

・（合同演奏･客演指揮：山本寿太郎氏/関西合唱連盟副理事長）「海鳥の詩」［オロロン鳥､エトピリカ､海鵜､北の海鳥］ 

9 1 ○ ユニバーシアード開催記念「神戸寮歌青春コンサート」に出演    ［神戸国際会議場メインホール］ 

・（指揮：上山充治）  ［神戸高商校歌､神戸商大学歌］ 

9 2 ○ 夏期合宿（～9/7）  ［ハチ高原］ 

10 24 ○ 商大祭･クラブ発表会に出演  ［明石市民会館］ 

11 2 ○ 商大祭･模擬店に出店（～11/4） （フランクフルト） 

11 9 ○ 強化合宿（～11/11）  ［神戸市北区･多聞寺］ 

２８ 
 

 

12 1 ○ グリークラブ関西在住ＯＢ忘年会に出席   [大阪･八仙閣] 

12 5 ○（第33回）定期演奏会    ［神戸文化ホール･大ホール］ 

・川崎洋の詩による五つの男声合唱曲「やさしい魚」（指揮：郷田真治） 

［感傷的な唄､ジョギングの唄､天使､鳥が､やさしい魚］ 

・MESSE Á TROIS VOIX（客演指揮：田村嘉祟氏/兵庫県合唱指導者協会会員） 

［Kyrie eleison､Gloria in excelsis Deo､Sanctus､Agnus Dei､O Salutaris］※伴奏：石田邦子 

・ポピュラーステージ（指揮：上山充治）［Over The Rainbow､Mr.Lonely､Flashdance････What A Feeling､Take Me Home､ 

Country  Roads､Yesterday  Once More､Bridge OverTroubled Water］ ※伴奏：石田邦子 

・男声合唱組曲「わがふるき日のうた」（指揮：上山充治） 

［甃のうへ､湖水､Enfance finie（過ぎ去りし幼年時代）､木兎､郷愁､鐘鳴りぬ､雪はふる］ 

12 21 ○「第九シンフォニーの夕べ」に出演（指揮：朝比奈 隆氏）  ［神戸文化ホール･大ホール］ 

※合唱：神戸商大グリークラブ､神戸土曜会合唱団､西神戸混声合唱団､関西学院大学混声合唱団エゴラド 

※オーケストラ：大阪フィルハーモニー交響楽団、合唱指導：北村信雄（神戸土曜会合唱団） 

※ソプラノ：岡田晴美､アルト：井上和世､テノール：田原祥一郎､バリトン：三室 尭 

3 30 ○ 春期合宿（～4/3）     ［芦屋ユースホステル］ 

1986（S.61）年度 部 長：島田晴正､副部長：栃下泰彦 

指揮者：郷田真治 

顧問：三木信一教授､技術顧問：田村嘉祟氏 

ヴォイストレーナー：山本裕之氏 

部員数 

：59名 

  ※山本裕之氏（親和女子大学講師）をヴォイストレーナーとしてお迎えした。 

4 9 ○ コールクレール合同練習（以降､3/28､4/9･19･30､5/15･20･26） 

4 26 ○ 新入部員歓迎コンパ 

5 4 ○ コールクレール合同合宿（～5/5）  ［神戸市北区･多聞寺］ 

5 10 ○ コールクレール交歓会 

5 18 ○ 新入部員歓迎ソフトボール大会（T.1が優勝）   ［商大グラウンド］ 

5 28 ○ コールクレール･コンサート（第11回） ※伴奏：永江朋子   ［神戸文化ホール･大ホール］ 

※神戸商大グリークラブ､神戸海星女子学院大学グリークラブ､甲南女子大学コーラス部 

・「SEA SHANTIES」（指揮：郷田真治） ［Whup! Jamboree､Shenandoah､Lowlands､Swahsea Town］  ※伴奏：永江朋子 

・（合同演奏・客演指揮：洲脇光一氏/甲南女子大教授/関西合唱連盟理事）  

「MISSA BREVIS」 ［Kyrie､Gloria､Credo､Sanctus､Agnus Dei］ 

6 1 ○ 神戸三大学（神戸商大､神戸大学､甲南大学）グリークラブ ソフトボール大会  ［商大･県商グラウンド］ 

6 17 ○ 兵庫県合唱連盟（第23回）「兵庫県合唱祭」  ［神戸文化ホール･大ホール］ 

・男声合唱組曲「木下杢太郎の詩から」（指揮：郷田真治）  ［柑子､最上川舟唄］  

7 5 ○ 兵庫県合唱連盟･大学部会（第８回）「兵庫県大学フェスティバル」   ［神戸文化ホール･大ホール］ 

・（兵庫女子短期大学コーラス部､頌栄短期大学コーラス部､甲南大学女声合唱団アモローゾと合同演奏･指揮：郷田真治） 

［ディズニーより２曲］ 

・（出演全合唱団･合同演奏） 男声:［U Boj］ 女声:［恋におて］ 全員:［大地讃歌］ 

7 7 ○ 三大学交歓演奏会  ～ゆうやけ～     ［アルカイックホール（尼崎）］ 

※神戸商大グリークラブ､滋賀大学グリークラブ､岡山大学男声合唱団コール･ロータス 

・男声合唱組曲「木下杢太郎の詩から」（指揮：郷田真治）  ［両国､こほろぎ､柑子､雪中の葬列､市場所見］ 

・（合同演奏･客演指揮：山本寿太郎氏/関西合唱連盟副理事長）  

男声合唱とピアノのための［ゆうやけの歌］   ※伴奏：尭 正教   

9 3 ○ 夏期合宿（～9/9）  ［ハチ高原］ 

10 5 ○「神戸寮歌青春コンサート」に出演   ［神戸国際会議場メインホ－ル］ 

10 31 ○ 商大祭･クラブ発表会に出演  ［神戸商大講堂］ 

11 1 ○ 商大祭･模擬店に出店（～11/3）  （焼きそば） 

11 8 ○ 強化合宿（～11/10）  ［神戸市北区･多聞寺］ 

12 6 ○（第34回）定期演奏会   ［神戸文化ホール･大ホール］ 

・ヤナーチェク男声合唱曲（指揮：郷田真治） ［Ach Vojna,Vojna､Láska Opravdivá､Divím Se Milému､Vínek Stonulý､Osudu Neujdeš］ 

・男声合唱組曲「わが歳月」（客演指揮：田村嘉祟氏/兵庫県合唱指導者協会会員）  

［わが二月､春､空谷､葉月のお月､十月､音立てて］ 

・「SEA SHANTIES」（指揮：郷田真治）※伴奏：林 健史/神戸商大マンドリンクラブ  

［Whup! Jamboree､Shenandoah､Swansea Town､Lowlands､Santy  Anna］ 

・男声合唱組曲「木下杢太郎の詩から」（指揮：郷田真治） ［両国､こほろぎ､柑子､雪中の葬列､市場所見］ 

12 20 ○「第九シンフォニーの夕べ」に出演 （指揮：朝比奈 隆氏）    ［神戸文化ホール･大ホール］ 

※合唱：神戸商大グリークラブ､神戸土曜会合唱団､西神戸混声合唱団､関西学院大学混声合唱団エゴラド 

※オーケストラ：大阪フィルハーモニー交響楽団、合唱指導：北村信雄（神戸土曜会合唱団） 

※ソプラノ：岡田晴美､アルト：井上和世､テノール：田原祥一郎､バリトン：三室 尭 

3 30 ○ 春期合宿（～4/3）  ［服部緑地ユースホステル］ 
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1987（S.62）年度 部 長：野村武未､副部長：岩橋英樹 

指揮者：郷田真治､安藤章人 

顧問：三木信一教授、技術顧問：田村嘉祟氏 

ヴォイストレーナー：山本裕之氏 

部員数 

：57名 

4 25 ○ 新入部員歓迎コンパ 

5 16 ○ コールクレール交歓会    [増田屋] 

5 17 ○ 新入部員歓迎ソフトボール大会（雨で中止） 

5 24 ○ 神戸三大学（神戸商大､神戸大学､甲南大学）グリークラブ･ソフトボール大会    ［神戸大グラウンド］ 

5 30 ○ コールクレール合同合宿（～5/31）  ［神戸市北区･多聞寺］ 

6 14 ○ 兵庫県合唱連盟（第24回）「兵庫県合唱祭」   ［明石市民会館］ 

・ コールクレール（神戸商大グリークラブ･神戸海星女子学院大学グリークラブ･甲南女子大学コーラス部）の合同演奏 

（客演指揮：洲脇光一氏/甲南女子大教授/兵庫県合唱連盟副理事長･） ［河口、 A GAELIC BLESSING］       

6 19 ○ コールクレール･コンサート（第12回）    ［神戸文化ホール･大ホール］ 

※神戸商大グリークラブ､神戸海星女子学院大学グリークラブ､甲南女子大学コーラス部 

・フランスの詩による男声合唱曲集「月下の一群」（指揮：郷田真治） 

［小曲､輪踊り､人の言うことを信じるな、海よ､秋の歌］  ※伴奏：湯浅祐子 

・（合同演奏･客演指揮：Carly le Weiss氏）   ※伴奏：升井知子 

英米合唱曲集 ［A GAELIC BLESSING､The Last Words of David､SHENANDOAH､Ain’-a That Good News］  

7 4 ○ 兵庫県合唱連盟･大学部会（第９回）「兵庫県大学フェスティバル」    ［アルカイックホール（尼崎）］ 

7 16 ○ 名城大学､筑波大学とのジョイント･コンサートのための強化合宿（～7/17）  ［名古屋ユースホステル］ 

7 18 ○ ジョイント･コンサート ～地上～     ［愛知県勤労会館］ 

※神戸商大グリークラブ､名城大学グリークラブ､筑波大学メンネルコール   

・男声合唱組曲「水墨集」（指揮：郷田真治） ［露､山寺の初秋､祭､終日風あり､鯱の来る頃､時雨､芦雁､渡り鳥］ 

・（合同演奏･客演指揮：山本寿太郎氏/関西合唱連盟副理事長） 

「この地上」［虎､蝉､鱒､蓮の花､白い馬］    ※ピアノ：粟田清隆 

9 3 ○ 夏期合宿（～9/9）   ※宿でダークダックスと一緒になり「U BOJ」を歌った。  ［ハチ高原］ 

10 4 ○「神戸寮歌青春コンサート」に出演  ［神戸国際会議場･メインホール］ 

10 31 ○ 商大祭･模擬店に出店（～11/3）  （アイスククリーム） 

11 2 ○ 商大祭･クラブ発表会に出演    ［神戸商大講堂］ 

11 7 ○ 定期演奏会のための強化合宿（～11/9）  ［神戸市北区･多聞寺］ 

12 2 ○（第35回）定期演奏会   ［神戸文化ホール･大ホール］ 

・ロシア民謡（指揮：安藤章人）  ［オレーグ公の歌､コサックの子守歌､カチューシャ､カリンカ､ヴォルガの舟唄］ 

・男声合唱組曲「この地上」（客演指揮：田村嘉祟氏/兵庫県合唱指導者協会会員）  

［虎､蝉､鱒､蓮の花､白い馬］ ※伴奏：江口聡子 

・MY FAIR LADY（指揮：郷田真治） ※伴奏：湯浅祐子、ソリスト：清水義恵 

 ［Wouldn’t It Be Lovely  ?､With a Little Bit of Luck､Just You Wait､The Rain in Spain､I Could Have Danced All Night､ 

On the StreetWhere You Live､Get Me to the Church on Time､I’ve Grown Accustomed to Her Face］ 

・男声合唱組曲「水墨集」（指揮：郷田真治）  

［露､山寺の初秋､祭､終日風あり､鯱の来る頃､時雨､芦雁､渡り鳥］※伴奏：湯浅祐子 

12 26 ○ 田村嘉祟 音楽教育25周年記念演奏会に出演   ［県民小劇場］ 

3 28 ○ 春期合宿（～4/1）   ［国立淡路青年の家］ 

1988（S.63）年度 部 長：佐良行宣､副部長：川延英明 

指揮者：安藤章人､山本達也 

顧問：三木信一教授､技術顧問：田村嘉祟氏 

ヴォイストレーナー：山本裕之氏 

部員数 

：59名 

4 30 ○ 新入部員歓迎コンパ   ［三宮･あじびる］ 

5 14 ○ コールクレールのコンパ   ［北上ホテル］ 

5 28 ○ コールクレール合宿   ［神戸市北区･多聞寺］ 

6 5 ○ 神戸三大学（神戸商大､甲南大､神戸大）グリークラブ ソフトボール大会   ［商大グラウンド］ 

6 11 ○ 兵庫県合唱連盟（第25回）「兵庫県合唱祭」  ［明石市民会館］ 

・（指揮：安藤章人） ［Vive L’Amour］ 

・（合同演奏･指揮：石田純一氏､平田 勝氏､中村仁策氏） ワグナーのオペラ合唱曲より［紡ぎ歌､巡礼の合唱､幸あれ芸術の館］ 

7 7 ○ コールクレール コンサート（第13回）   ［アルカイックホール（尼崎）］ 
※神戸商大グリークラブ､神戸海星女子学院大学グリークラブ､甲南女子大学コーラス部 

・男声合唱組曲「草野心平の詩から」（指揮：安藤章人） ［石家荘にて､金魚､雨､さくら散る］ 
・（合同演奏・客演指揮：洲脇光一氏/甲南女子大教授･兵庫県合唱連盟副理事長）  

フォーレ曲「レクイエム（Op.48）」  ［Introit et Kyrie､Offertoire､Sanctus､Pie Jesu､Agnus Dei､Libera Me､In Paradisum］ 

  ※オルガン：土橋 薫、ソプラノ：関 由利子、バリトン：三室 尭 

7 10 ○ 兵庫県合唱連盟･大学部会（第10回）「兵庫県大学フェスティバル」  ［神戸文化ホール･大ホール］ 

9 3 ○ 夏期合宿（～9/8）  ［ハチ高原］ 

9 11 ○ 兵庫県合唱連盟「ひょうごカンタート」（第４回）に出演  ［神戸文化ホール･大ホール］ 

・「草野心平の詩から」（指揮：安藤章人） ［石家荘にて､金魚､天､雨､さくら散る］ 

11 3 ○ 商大祭･模擬店に出店（～11/6） （アイスクリーム） 

11 4 ○ 商大祭･クラブ発表会に出演  
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11 12 ○ 定期演奏会のための強化合宿（～11/14）   ［神戸市北区･多聞寺］ 

11 26 ○（第36回）定期演奏会   ［神戸文化ホール･大ホール］ 

・男声合唱組曲「海鳥の詩」（指揮：山本達也） ［オロロン鳥､エトピリカ､海鵜､北の海鳥］ ※伴奏：湯浅祐子 

・「MESSE SOLENNELLE」（客演指揮：田村嘉祟氏/兵庫県合唱指導者協会会員）  

 ［Kyrie､Gloria､Credo､Sanctus､O Salutaris､Agnus Dei］ 

※テノール：山本裕之･井上洋史､バリトン：山口茂己､バス：阿部英一郎 

・ミュージカル「WEST SIDE STORY」より（指揮：安藤章人） ［Somewhere､Jet Song､Something’s Coming､Tonight,Cool,Quintet］ 

※伴奏：湯浅祐子、ソリスト：藤野敬子、振付：望月康恵 

・男声合唱組曲「草野心平の詩から」（指揮：安藤章人） ［石家荘にて､天､､金魚､雨､さくら散る］ 

12 9 ○ グリークラブ関西在住OB忘年会に参加  ［大阪･八仙閣］ 

3 29 ○ 春期合宿（～4/2）   ［大津ユースホステル］ 

1989（Ｈ.１）年度 部 長：吉田貴浩､副部長：吉川勇司 

指揮者：山本達也､山中貞祐 

顧問：三木信一教授、技術顧問：田村嘉祟氏 

ヴォイストレーナー：山本裕之氏 

部員数 

：40名 

  ※山本裕之氏（親和女子大学講師）をヴォイストレーナーにお迎えした。 

4 29 ○ コールクレール合同合宿（～4/30）   ［神戸市北区･多聞寺］ 

5 13 ○ コールクレール交歓会 

5 14 ○ 新入部員歓迎歓迎コンパ 

5 31 ○ コールクレール･コンサート（第14回）  ［アルカイックホール（尼崎）］ 

※神戸商大グリークラブ､神戸海星女子学院大学グリークラブ､甲南女子大学コーラス部 

・男声合唱組曲「山村暮鳥の詩から」（指揮：山本達也）  

［紙蔦､蜥蜴､記憶の樹林､麦槝き唄､ほうほう鳥､水かげらふの歌､走馬燈］ 

・（合同演奏･客演指揮：洲脇光一氏/甲南女子大教授） ［The Seven Last Words of Christ（キリストの七言）］ 

※伴奏：森本恵子､ソプラノ：関 由利子､テノール：山本裕之､バリトン：三室 堯 

6 4 ○ 神戸三大学ソフトボール大会 ※（神戸商大､甲南大学､神戸大学）グリークラブ  ［商大グラウンド］ 

6 11 ○ 兵庫県合唱連盟（第26回）「兵庫県合唱祭」  ［明石市民会館］ 

7 9 ○ 兵庫県合唱連盟･大学部会（第11回）「兵庫県大学フェスティバル」    ［神戸文化ホール･大ホール］ 

7 28 ○ 四大学交歓演奏会 ～産地直送男声合唱100% ～  ［ザ･シンフォニーホール］ 

※神戸商大グリークラブ､東北大学男声合唱団､広島大学グリークラブ､上智大学グリークラブ 

・JAZZ Standard Numbers（指揮：山本達也） ［In the Moon､Moon River､On the Sunny  Side of the Street､Moonlight Serenade､Stardust］ 

・（合同演奏･指揮：斉藤好男氏）合唱による風土「阿波」より ［たいしめ（鯛締）､麦打ち､たたら（踏鞴）］ 

9 8 ○ 夏期合宿（～9/14）  ［ハチ高原］ 

10 22 ○ 神戸青春寮歌祭に出演 

10 22 ○ 新入部員歓迎ソフトボール大会（T.2優勝）  ［商大グラウンド］ 

11 1 ○ 商大祭･模擬店に出店（～11/5） 

11 11 ○ 定期演奏会のための強化合宿（～11/13）  ［神戸市北区･多聞寺］ 

12 1 ○（第37回）定期演奏会   ［神戸文化ホール･大ホール］ 

・男声合唱組曲「曠野の歌」（指揮：山中貞祐） ［曠野の歌､山の歓喜､石工の歌､海岸］ 

・オペラ合唱曲集（客演指揮：田村嘉祟氏）  

［狩人の合唱､ベブライの捕虜たちの合唱､僧侶の合唱､水夫の合唱､巡礼の合唱］  ※伴奏：前橋道子 

・IT DON’T MEAN A THING ～jazz standard numbers～（指揮：山本達也） 

［Stardust､Moon River､On the Sunny  Side of the Street､Moonlight Serenade､It Don’t Mean a Thing］ 

・男声合唱組曲「山村暮鳥の詩から」（指揮：山本達也） 

［紙鳶､蜥蜴､記憶の樹木､麦搗き唄（民謡）､ほうほう鳥､水かげらふの歌､走馬燈］ 

2 10 ○「シルクロード走破隊（愛称：シルクロードレインボーⅡ）」壮行会に出席。（山岳部､淡水会主催） 

1990（Ｈ.２）年度 部 長：桜木秀樹､副部長：壁谷 協 

指揮者：山中貞祐､藤田 勲 

顧問：三木信一教授、技術顧問：田村嘉祟氏 

ヴォイストレーナー：山本裕之氏､宮島隆之氏 

部員数 

：35名 

  ※宮島隆之氏（大阪アカデミー合唱団指揮者）をヴォイストレーナーとしてお迎えした。 

4  ※ 学舎移転（高丸丘 → 学園西町） 

4 2 ○ 春期合宿（～4/6）   ［嵯峨野･宇多野ユースホステル］ 

4 21 ○ 新入部員歓迎コンパ  ［北上ホテル］ 

5 20 ○ 新入部員歓迎ソフトボール大会 （Ｔ.1 優勝） 

5 26 ○ コールクレール交歓会    ［三宮･寿里庵］ 

6 2 ○ コールクレール合同合宿（～6/3）  ［神戸市北区･多聞寺］ 

6 17 ○ 兵庫県合唱連盟（第27回）「兵庫県合唱祭」 （指揮；中山貞祐）  ［神戸文化ホール･大ホール］ 

7 1 ○コールクレール･コンサート（第15回） 【ファイナル】  ［甲南女子学園芦原講堂］ 

※神戸商大グリークラブ､神戸海星女子学院大学グリークラブ､甲南女子大学コーラス部 

・男声合唱組曲「柳河風俗詩」（指揮：山中貞祐） ［柳河､紺屋のおろく､かきつばた､梅雨の晴れ間］ 
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 ・（合同演奏･客演指揮：洲脇光一氏/兵庫県合唱連盟副理事長･甲南女子大学教授） ヴィヴァルディ曲「GLORIA」（RV589）  
［Gloria in excelsis Deo､Et in terra pax hominibus､Laudamus te､Gratias agimus tibi､Propter magnam gloriam､Domine Deus､ 

Domine Fili Unigenite､Domine Deus､Agnus Dei､Qui tollis peccata mundi､Qui sedes ad dexteram､Quoniam tu solus Sanctus､ 
Cum Sancto Spiritu］ 

※オーケストラ：アルカディア室内管弦楽団､ソプラノ：関 由利子･足立眞知子､アルト：末廣孝子  
 
※神戸商大グリークラブ､神戸海星女子学院大学グリークラブ､甲南女子大学コーラス部で1976年（昭和51）から続けてきた

コンサートはこの回で最終となった。以下は最終回のプログラムより抜粋｡「（前略）1976年７月３日､芦屋のルナ･ホール
で産声を上げたコールクレール合唱団は､合唱を心から愛する先輩方の手を経て､本日ここに第15回を迎えることが出来ま
した。長く積み重ねられた年月は､ただ合唱をする楽しさだけを教えてくれたわけではありませんでした。“継続する難し
さ”という最も厳しい問題を､これまでいつもどこかで感じながら､さまざまな困難を乗り越えて､３団体がひとつになり､
最も輝ける一瞬を求めて頑張ってまいりました。しかし､団員数減少という大きな問題を前に､私たちは強くなりきれず､
本日をもってコールクレール合唱団は解散することになりました。コールクレールという小さな種子を植え､愛しく育てて
来られた先輩方。大きくなるための優しい光となってくださった洲脇光一先生。皆様のあたたかい想いをひとつにして本
日はコールクレールという大輪の花を咲かせます。私たちの熱い想いが皆様に伝わりますことを願いつつ・・・（後略）」  

7 8 ○ 兵庫県合唱連盟･大学部会（第12回）「兵庫県大学フェスティバル」   ［明石市民会館］ 

9 20 ○ 夏期合宿（～9/26） ［ハチ高原］ 

10 14 ○ 創部40周年記念･グリークラブＯＢ会（第３回）総会･パーティに参加  ［そごうコミュニティホール］ 

10 21 ○ ジョイント交流会（神戸商大､神戸海星女学院大学､神戸松蔭女学院大学､園田学園女子大･短大）  ［海星女学院大グラウンド］ 

11 1 ○ 商大祭･模擬店に出店（～11/4） （アイスクリーム） 

11 17 ○ 秋期合宿（～11/19）  ［神戸市北区･多聞寺］ 

12 8 ○（第38回）定期演奏会    ［神戸文化ホール･大ホール］ 

・黒人霊歌（指揮：藤田 勲） ［SometimesＩFeel Like A Motherless Child､Wade in de Water､Deep River､Soon Ah Will Be Done､  

Nobody  Knows de Trouble I’ve Seen］ 

・男声合唱組曲「この地上」（客演指揮：田村嘉祟氏）  ［虎､蝉､鱒､蓮の花､白い馬］ ※伴奏：三宅朋子 

・ミュージカル「THE SOUND OF MUSIC」（指揮：山中貞祐） ※伴奏：古谷幸子  

［Morning Hymn､Alleluia､The Sound of Music､The Lonedy  Goatherd､Edelweiss､My Favorite Things､Do-Re-Mi､Climb Ev’ry  Mountain］ 

・男声合唱組曲「柳河風俗詩」（指揮：山中貞祐） ［柳河､紺屋のおろく､かきつばた､梅雨の晴れ間］ 

3 9 ○ 田村杯ボーリング大会（第１回）※技術顧問･田村嘉祟氏の呼びかけで始まり､1996年(H.8)まで７年間開催された。［須磨ボウル］ 

3 20 ○ ジョイント･ボーリング大会（神戸商大､神戸海星女子学院大学､神戸松蔭女子学院大学､園田学園女子大学･女子短期大学） 

1991（Ｈ.3）年度 部 長：林 康志､副部長：秦 敏雄 

指揮者：藤田 勲､高田育亮 

顧問：小西一彦教授、技術顧問：田村嘉祟氏 

ヴォイストレーナー：山本裕之氏、宮島隆之氏 

部員数 

：33名 

4 2 ○ 春期合宿（～4/6）   ［服部緑地ユースホステル］ 

4 22 ○ ジョイント交流会（神戸商大､神戸海星女子学院大学､神戸松蔭女子学院大学､園田学園女子大学･女子短期大学） ［北上ホテル］ 

5 2 ○ ジョイント合宿（～5/4）  ［吉野･戎館］ 

5 11 ○ 新入部員歓迎コンパ 

5 26 ○ 楠公祭に出演（指揮：藤田 勲） ［Soon-a will be done］   ［湊川神社］ 

6 9 ○ 兵庫県合唱連盟（第28回）「兵庫県合唱祭」 （指揮：藤田 勲） ［宇宙戦艦ヤマト］   ［明石市民会館］ 

7 6 ○ ジョイント･コンサート ～アマデウスハーモニー～   [アルカイックホール（尼崎）] 

※神戸商大グリークラブ､神戸海星女子学院大学グリークラブ､神戸松蔭女子学院大学コールコスモス､ 

園田学園女子大学･女子短期大学女声合唱団Mon Amie 

・フランスの詩による男声合唱曲集「月下の一群（第一集）」（指揮：藤田 勲） 

［小曲､輪踊り､人のふ言ふことを信じるな､催眠歌（海よ）､秋の歌］  ※伴奏：古谷幸子 

・（合同演奏･客演指揮：山本寿太郎氏/全日本合唱連盟理事､奈良県合唱協会会長） 
モーツァルト曲「KRÖNUNGS-MESSE」 ［Kyrie､Gloria､Credo､Sanctus､Benedictus､Agnus Dei］ 

※伴奏：粟田清隆、ソプラノ：栢下一子、アルト：田中征子、テノール：有本明生、バス：邊方賀津也 

7 7 ○ 兵庫県合唱連盟･大学部会（第13回）「兵庫県大学フェスティバル･大運動会」  ［神戸大グラウンド］ 

※開会式で［いざ起て戦人よ］を全員で歌う。 

9 12 ○ 夏期合宿（～9/18）   ［ハチ高原･万両］ 

10 10 ○ ジョイント交流会（神戸商大､神戸海星女子学院大学､神戸松蔭女子学院大学､園田学園女子大学･女子短期大学） ［明石公園］ 

10 19 ○ 田村杯ボーリング大会（第２回） ［須磨ボウル］ 

11 1 ○ 商大祭･模擬店に出店（～11/4） （綿菓子） 

11 10 ○ 秋期合宿（～11/12）  ［芦屋ユースホステル］ 

12 4 ○（第39回）定期演奏会   ［神戸文化ホール･大ホール］ 

・Have Yourself a Merry  Christmas（指揮：高田育亮） ［Deck the Halls､White Christmas､O Holly  Night､Silent Night］ 

・Musical「CATS」より（指揮：藤田 勲）※伴奏：榎田浩美 

［Jellicle Songs for Jellicle Cats､Memory､The Journey  to the Heaviside Layer､The Ad-dressing of Cats］ 

・男声合唱組曲「吹雪の街を」（客演指揮：田村嘉祟氏） ［忍路､また月夜､夏になれば､秋の恋びと､夜の霰､吹雪の街を］ 

・フランスの詩による男声合唱曲集「月下の一群（第一集）」（指揮：藤田 勲）  

［小曲､輪踊り､人の言ふことを信じるな､催眠歌（海よ）､秋の歌］  ※伴奏：榎田浩美 

3 21 ○ 田村杯ボーリング大会（第３回） ※小西一彦教授優勝  ［須磨ボウル］ 

3 29 ○ 春期合宿（～4/2） ［芦屋ユースホステル］ 

３２ 
 

 

1992（Ｈ.4）年度 部 長：秦 敏雅､副部長：木宮康介 

指揮者：高田育亮､木宮康介 

顧問：小西一彦教授 

技術顧問：田村嘉祟氏 

部員数：31名 

4 22 ○ 新入部員歓迎ボーリング大会（３回生 優勝）  ［須磨ボウル］ 

4 25 ○ ジョイント合宿（～4/26） ※神戸商大､神戸海星女子学院大学､梅花女子大学  ［服部緑地ユースホステル］ 

5 16 ○ 新入部員歓迎コンパ  ［三宮･寿里庵］ 

5 31 ○ ジョイント交流会  ［北上ホテル］］ 

6 6 ○ ジョイント合宿（～6/7）   ［長居公園ユースホステル］ 

6 14 ○ 兵庫県合唱連盟（第29回）「兵庫県合唱祭」  ［明石市民会館･大ホール］ 

・（指揮：高田育亮） ［Moon River､Ev’ry  time I feel the Spirit］ 

7 4 ○ ジョイント･コンサート  ～ S･O･S むかしむかしのある星の物語 ～  ［アルカイックホール（尼崎）］ 

※神戸商大グリークラブ､神戸海星女子学院大学グリークラブ､梅花女子大学合唱団 

・男声合唱組曲「雪と花火」（指揮：高田育亮） ［片恋､彼岸花､芥子の葉､花火］ 

・（合同演奏･客演指揮：西牧 潤氏/兵庫県合唱指導者協会会員､芦屋合唱協会副会長） ※伴奏：中野園子 

混声合唱のためのシアター･ピース「星からとどいた歌」 ［星は何でも知っている､昔 ずっと昔､星に願いを､ 

星を撃つ､ほうき星――閑話休題､星 ふる さと､ミスター､あなたに似た星､それから､スター･ダスト］ 

7 5 ○ 兵庫県合唱連盟･大学部会（第14回）「兵庫県大学フェスティバル･大運動会」  ［甲南大グラウンド］ 

※参加30大学合唱団で［いざ起て戦人よ］を歌う。 

9 15 ○ 「ゆうゆう祭」に出演･慰安演奏  ［老人ホーム/ゆうゆうの里］ 

9 16 ○ 夏期合宿（～9/22） 

10 8 ○ 田村杯ボーリング大会（第４回）  ［須磨ボウル］ 

10 31 ○ 商大祭･模擬店に出店（～11/3） 

11 15 ○ 定期演奏会のための強化合宿（～11/17）  ［芦屋ユースホステル］ 

11 19 ○ 「コール淡水･東京」総会に出席 

12 1 ○（第40回）定期演奏会   ［神戸文化ホール･大ホール］ 

・男声合唱組曲「若しもかの星に」（指揮：木宮康介） 

［若しもかの星に､光､樹のぼり､母の夢､海景､遠いところで子供達が歌ってゐる］ 

・特別企画ステージ：男声合笑組曲「メモニーの一群（第一集）」（指揮：高田育亮） 

※神戸商大グリークラブ愛唱曲集（編曲：渡里芳朗/OB ほか） 

・男声合唱組曲「月光とピエロ」（客演指揮：田村嘉祟氏/武庫川女子大助教授） 

［月夜､秋のピエロ､ピエロ､ピエロの嘆き､月光とピエロとピエレットの唐草模様］ 

・男声合唱組曲「雪と花火」（指揮：高田育亮） ［片恋､彼岸花､芥子の葉､花火］ 

3 29 ○ 春期合宿（3/31）  ［淡路ユースホステル］ 

1993（Ｈ.5）年度 部 長：乾 勝一､副部長：守山彰人 

指揮者：木宮康介､守山彰人 

顧問：小西一彦教授 

技術顧問：田村嘉祟氏 

部員数３５名 

4 24 ○ 新入部員歓迎コンパ   ［三宮･寿里庵］ 

6 12 ○ 兵庫県合唱連盟（第30回）「兵庫県合唱祭」28名  ［神戸文化ホール･大ホール］ 

・（指揮：木宮康介） ［I’ve Got Six Pence､「木下杢太郎の詩から」市場所見］ 

7 4 ○ 兵庫県合唱連盟･大学部会（第15回）「兵庫県大学フェスティバル･大運動会」  ［神戸総合運動公園］ 

9 6 ○ 夏期合宿（～9/10）  ［ハチ高原･ロッジ万両］ 

10 30 ○ 商大祭･模擬店に出店（～11/3） 

11 14 ○ 強化合宿（～11/16）  ［芦屋ユースホステル］ 

11 30 ○（第41回）定期演奏会   ［神戸文化ホール･大ホール］ 

・黒人霊歌（指揮：守山彰人） 

［Steal Away､Swing Low､Sweet Chariot､Soon Ah Will Be Done､Listen To The Lambs､Ain’-a That Good News］  

  ・Music From The Motion Picture（指揮：木宮康介）  ※伴奏：榎田浩美 
［Stand By  Me､If We Hold On Together､Up Where We Belong､I Do It ForYou､Last Christmas､Unchained Melody］ 

・男声合唱組曲「枯木と太陽の歌」（客演指揮：田村嘉祟氏/武庫川女子大学助教授） 
［枯木は独りで唱う､花と太陽の会話､冬の夜の木枯しの合唱､枯木は太陽に祈る］  ※伴奏：榎田浩美 

・男声合唱組曲「木下杢太郎の詩から」（指揮：木宮康介） ［両国､こおろぎ､柑柑子､雪中の葬列､市場所見］ 

12 5 ○ ジョイント交歓会   ※神戸商大､大谷女子大学､常磐会短期大学､ 

1 19 ○ 田村杯ボーリング大会（第５回） ［須磨ボウル］ 

3 27 ○ ジョイント合宿（～3/29）  ［奈良青少年会館］ 

1994（Ｈ.６）年度 部 長：横山泰之､副部長：中嶋広晃 

指揮者：守山彰人､中嶋広晃 

顧問：小西一彦教授 

技術顧問：田村嘉祟氏 

部員数：28名 

4 23 ○ 新入部員歓迎コンパ   ［三宮･寿里庵］ 

6 12 ○ 兵庫県合唱連盟（第31回）「兵庫県合唱祭」（指揮：守山彰人）  ［明石市民会館･大ホール］ 

・SEA SHANTYより ［Swansea Town］ 

7 11 ○ ジョイント･コンサート「寿～ことぶき～」   ［アルカイックホール（尼崎）］ 

※神戸商大グリークラブ､大谷女子大学合唱団､常磐会短期大学Twinkle-Echo 

・「The Merry  Widow」より（指揮：守山彰人）  
［踊りましょう､ヴィリアの歌､女というものは､フィナーレ］  ※ソロ：泉 由香、伴奏：榎田浩美 



３３ 
 

 ・（合同演奏･客演指揮：山本寿太郎/全日本合唱連盟理事） 混声合唱とピアノのための組曲「海と愛と花と」  

［音戸の舟歌による創造､川は流れる､花たちの行進］    ※伴奏：粟田清隆 

8 31 ○ 夏期合宿（～9/4）  ［ハチ高原･ロッジ万両］ 

10 2 ○ 兵庫県合唱連盟･大学部会（第16回）「兵庫県大学フェスティバル･大運動会」   

10 23 ○ ジョイント交流会   ※神戸商大､大谷女子大学､常磐会短大 

11 3 ○ 商大祭･模擬店に出店（～11/6） 

11 11 ○ 強化合宿（～11/13）    ［芦屋ユースホステル］ 

11 30 ○（第42回）定期演奏会    ［西宮市民会館･アミティホール］  

・メンデルスゾーン男声合唱曲（指揮：中嶋広晃） ［Der frohe Wandersmann､Jagdlied､Abendständchen､Comitat､Trinklied］ 

・男声合唱組曲「追憶の窓」（指揮：守山彰人） ［村､村､雨後､志おとろへし日は､毀れた窓､昨日はどこにもありません］ 

・「THE MERRY WIDOW」（指揮：守山彰人） ［踊りましょう､ヴィリアの歌､女というものは､ロマンス､フィナーレ］ 

※伴奏：榎田浩美、ソリスト：中村朋子、振付演出：望月康恵 

12 3 ○ 応援団演舞会「飛翔」に参加     ［神戸商大］ 

1 17 ※ 阪神･淡路大震災 

1995（Ｈ.7）年度 部 長：長谷川雅宣､副部長：池田幸弘 
指揮者：中嶋広晃､池田幸弘 

顧問：小西一彦教授 
技術顧問：田村嘉祟氏 

部員数：23名 

5 17 ※ 部室でボヤ騒ぎ 

5 20 ○ 新入部員歓迎コンパ   ［元町］ 

6 4 ○ 新入部員歓迎パーティ  ［神戸大学］ 

6 17 ○ 兵庫県合唱連盟（第32回）「兵庫県合唱祭」   ［和田山文化会館･ジュピターホール］ 

・（指揮：池田幸弘）［Vive L’Amour］（編：A.パーカー＆ロバートショウ） 

6 20 ○ ジョイント･コンサート  ［西宮市民会館･アミティホール］ 

※神戸商大グリークラブ､関西学院大学混声合唱団エゴラド､神戸親和女子大学コーラス部 

8 29 ○ 役員合宿（～8/30）  ［商大セミナーハウス］ 

9 21 ○ 夏期合宿（～9/26）  ［ハチ高原･ロッジ万両］ 

10  ○ 兵庫県合唱連盟･大学部会（第17回）「兵庫県大学フェスティバル･大運動会」   

10 29 ○ ジョイント交流会  ※神戸商大､関西外国語大学､神戸松蔭女子学院大学 

11 3 ○ 商大祭･模擬店に出店 

11 8 ○ 商大祭･クラブ発表会に出演 

11 9 ○ 定期演奏会のための強化合宿（～11/11）  ［甲山青年の家］ 

12 1 ○ グリークラブ関西在住ＯＢ忘年会に参加   ［大阪･八仙閣］ 

12 6 ○（第43回）定期演奏会   ［アルカイックホール･オクト（尼崎）］ 

・世界の民謡から（指揮：池田幸弘） ［Loch Lomond､Stodolé Pumpa､Treue Liebe､赤いサラファン､Vive L’Amour］ 

・男声合笑曲集「メモニーの一群（第二集）」（指揮：中嶋広晃）  ※神戸商大グリークラブ愛唱曲集 

・MISSA in Honorem Sancti Mattiae（客演指揮：田村嘉祟氏/武庫川女子大助教授） 

［Kyrie､Gloria in excelsis Deo､Credo in Unum Deum､Sanctus､Benedictus､Agnus Dei］ 

・男声合唱曲集「恋のない日」（指揮：中嶋広晃） ［流星､夢への招待､恋のない日､隕石､秋の夕､噴水］ 

2 23 ○ ジョイント合宿 （～2/25）※神戸商大､関西外国語大学､神戸松蔭女子学院大学 ［服部緑地公園･ユースホステル］ 

1996（Ｈ.8）年度 部 長：福田隆仁､副部長：中村裕二 

指揮者：池田幸弘､中村裕二 

顧問：小西一彦教授 

技術顧問：田村嘉祟氏 

部員数：18名 

4 27 ○ 新入部員歓迎コンパ 

5 6 ○ 新入部員歓迎パーティ  ［神戸大学］ 

5 19 ○ ジョイント交流･ボーリング大会   ※関西外国語大学､神戸松蔭女子学院大学   ［梅田］ 

6 9 ○ 関西合唱連盟（第33回）「兵庫県合唱祭」   ［神戸文化ホール･大ホール］ 

・（指揮：池田幸弘）男声合唱組曲「柳河風俗詩」より ［柳河､梅雨の晴れ間］ 

6 10 ○ ジョイント･コンサート  ～ ３つの世界･３つの祈り ～    ［アルカイックホール（尼崎）］ 

※神戸商大グリークラブ､関西外国語大学混声合唱団ラベリテ､神戸松蔭女子学院大学コールコスモス 

・男声合唱組曲「柳河風俗詩」（指揮：池田幸弘） ［柳河､紺屋のおろく､かきつばた､梅雨の晴れ間］ 

・（合同演奏・客演指揮：山本寿太郎氏）混声３部合唱とピアノのための組曲「クレーの絵本 第一集」 ※伴奏：中野 寛 

［階段の上の子供､あやつり人形劇場､幻想喜歌劇｢船乗り｣から格闘の場面､選ばれた場所､黄色い鳥のいる風景］ 

9 1 ○ 夏期合宿（～9/5）  ［ハチ高原・ロッジ万両］ 

9 29 ○ 兵庫県合唱連盟･大学部会（第18回）「兵庫県大学フェスティバル･大運動会」  ［大阪城公園］      

10 17 ○ 田村杯ボーリング大会（第７回）  ［須磨ボウル］ 

11 2 ○ 商大祭･模擬店に出店（～11/4） 

11 8 ○ 定期演奏会のため強化合宿（～11/10）  ［河内長野ユースホステル］ 

12 2 ○（第44回）定期演奏会   ［西宮市民会館･アミティホール］ 

・Sea Shanty（指揮：中村裕二）※伴奏：笘下晋哉  

［Swansea Town､Whup! Jamboree､The Drummer and the Cook､Shenandoah､I’ve got Six Pence］ 
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  ・Sing We Christmas（指揮：池田幸弘） ［Acappella Variation on a Theme by  Gluck､Angels We Have Heard on High､ 

Silent Night､O Tannenbaum､O Come All Ye Faithful､O Holly  Night］ 

  ・男声合唱組曲「夜の青空」（客演指揮：田村嘉祟氏/武庫川女子大助教授） 

［月の明かりで日灼けして､境界線､宝物探し､言い訳､僕の月､散る雨］ ※伴奏：榎田浩美 

・男声合唱組曲「柳河風俗詩」（指揮：池田幸弘） ［柳河､紺屋のおろく､かきつばた､梅雨の晴れ間］ 

12 3 ○ グリークラブ関西在住ＯＢ忘年会に参加   ［大阪･八仙閣］ 

1997（Ｈ.9）年度 部 長：飯田龍平､副部長：吉崎裕士 

指揮者：中村裕二､吉崎裕士 

顧問：小西一彦教授 

技術顧問：田村嘉祟氏 

部員数：10名 

6 15 ○ 関西合唱連盟（第34回）「兵庫県合唱祭」（指揮：中村裕二）   ［明石市民会館］ 

・神戸商科大学学生歌（詞：川本郁夫､曲：和田明子､編：長友伸二） 

12 2 ○（第45回）定期演奏会    ［東灘区民センター･うはらホール］ 

・Robert Shaw 曲集より（指揮：吉崎裕士）  ［Grandfather’s Clock､Aura Lee､Ring de Banjo､Vive L’Amour､Seeing Nellie Home］ 

・Remember Kids（指揮：中村裕二） ［（６曲）］ 

・「にほんのうた」より（客演指揮：田村嘉祟氏/武庫川女子大助教授） 

 ［ボーイズ･ビィー･アンビシャス（北海道）､女ひとり（京都）､別れて人と（兵庫）､フェニックス･ハネムーン（宮崎）､

酒はあわもり（沖縄）］  ※伴奏：榎田浩美 

・男声合唱組曲「雪と花火」（指揮：中村裕二） ［片恋､彼岸花､芥子の葉､花火］ 

12 9 ○ グリークラブ 関西在住ＯＢ忘年会に参加    ［大阪･帝国ホテル］ 

2 27 ○ 交歓ボーリング大会  ※神戸商大グリークラブ､神戸大学エルデ､大手前女子大学ペルマリア 

3 9 ○ ジョイント合宿（～3/11）  ［希望ヶ丘･ユースホステル］   

※神戸商大グリークラブ､大阪外国語大学女声コーラス部､関西大学工学部男声合唱団コール･テクニカ､ 

帝塚山大学コーラス部グローリア   

3  ○ ジョイント合同練習（以降､６月のジョイント･コンサートまで数回） 

1998（Ｈ.10）年度 部 長：吉崎裕士､副部長：中谷祐介 
指揮者：吉崎裕士 

顧問：小西一彦教授 
技術顧問：田村嘉祟氏 

部員数：11名 
（内､女子３名） 

5 16 ○ 新入部員歓迎コンパ 

5 24 ○ 新入部員歓迎パーティ  ［神戸大学］ 

6 7 ○ 兵庫県合唱連盟（第35回）「兵庫県合唱祭」   ［明石市民会館］ 

・（指揮：吉崎裕士）混声合唱組曲「筑後川」より［銀の魚］ 

6 30 ○ ジョイント･コンサート ～音質保証？～   ［吹田市文化会館･メイシアター］ 

※神戸商大グリークラブ､大阪外国語大学女声コーラス部､関西大学工学部男声合唱団コール･テクニカ 

帝塚山大学コーラス部グローリア    

・（合同演奏･客演指揮：松井裕子女史/大阪外国語大学女声コーラス部常任指揮者）  ※伴奏：関 由紀 

A.ブルックナー曲 「モテット」 ［Tantum ergo D-Dur､Vexilla regis､Antiphon､Graduale､Offertorium､Ave Maria］ 

9 22 ○ 夏期合宿（～9/26）  ［ヴィ銀嶺］ 

10 11 ○ 兵庫県合唱連盟･大学部会（第20回）「兵庫県大学フェスティバル･大運動会」   ［甲南大グラウンド］ 

10 24 ○ ＯＢとの合同練習「月光とピエロ」（12/19と２回） 

10 31 ○ 商大祭･模擬店に出店（～11/3） 

11 6 ○ 定期演奏会のための強化合宿（～11/8） ［グリーンロッジ］ 

11 12 ○ グリークラブ関東在住ＯＢ総会に出席  ［ひょうご倶楽部］ 

11 28 〇 創部50周年記念･グリークラブＯＢ会（第４回）総会･パーティに参加   ［神戸商大･大学会館］ 

12 22 ○ 震災被災児支援「クリスマス･コンサート」に出演   ［西宮･甲東ホール］ 

・テノール独唱：永原恵三/OB（お茶の水女子大学助教授）ヘンデル曲「メサイヤ」より、シューベルト曲「鱒」、 

小林春雄曲「落葉松」 

・（合同演奏･指揮：永原恵三/OB） ［クリスマス･キャロル］  ※ピアノ：山下明子 

※神戸商大グリークラブ､大手前女子大学合唱団Per Maria､同大学合唱団ＯＧコーラス･シフォン(有志) 

1 9 ○（第46回）定期演奏会（創部50周年記念）    ［東灘区民センターうはらホール］ 

※賛助出演：神戸薬科大学コーラス部､神戸商大グリークラブＯＢ会（有志45名）  

・（神戸薬大との合同演奏･客演指揮：田村嘉祟氏/武庫川女子大助教授）  

合唱詩曲「花と愛と」 ［プロローグ､春､夏､秋､冬］  ※伴奏：榎田浩美、朗読：住江直子 

・World Music Selection（指揮：吉崎裕士） ※伴奏：井上倫子 

［牧場の娘､ステンカラージン､農民の踊り､グリーンスリーブス､ケンタッキーの我が家］ 

・「MASS FOR THREE VOICES」より（指揮：吉崎裕士） ［Kyrie,､Gloria､Sanctus､Benedictus､Agnus Dei］ 

・（創部５０周年記念・ＯＢとの合同演奏･指揮：藤田 勲/OB） 

男声合唱組曲「月光とピエロ」［月夜､秋のピエロ､ピエロ､ピエロの嘆き､月光とピエロとピエレットの唐草模様］ 

  ※この年度に初めて女子部員が加わり混声合唱のグリークラブとなる。 
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1999（Ｈ.11）年度 部 長：加藤智樹 

指揮者：吉崎裕士 

顧問：小西一彦教授 

 

部員数：７名 

（内､女子１名） 

 ※この年は､部員が流動的で､クラブとしての活動ができなかった。 

12 14 ○ グリークラブ関西在住OB会忘年会に参加   [大阪･釣鐘倶楽部] 

3 24 ○ 卒業式に参列（この年より､OB有志が応援出演）  ［神戸商大･三木記念講堂］ 

2000（Ｈ.12）年度 部 長：加藤智樹 

指揮者：吉崎裕士 

顧問：小西一彦教授 

 

部員数：９名 

（内､女子１名） 

4 7 ○ 入学式に参列（この年より､OB有志が応援出演）  ［神戸商大･三木記念講堂］ 

11 4 ○「日独抒情詩と音楽の集い」に出演   ［青山音楽記念館･バロックザール］  

※神戸商大グリークラブ､大手前大学混声合唱団Per Maria､同大学OGコーラス･シフォン 

・（指揮：永原恵三/OB･お茶の水女子大学助教授）シューベルト曲［ドイツミサ（D｡872）］ 

・テノール独唱：永原恵三/OB  ［ガニューメート､からたちの花］ 

11 25 ○「淡水会合唱団･大阪」（2001年「コール淡水･大阪」と改称）ホームコンサート（第１回）に聴衆として参加 ［大阪倶楽部］ 

3 13 ※三木信一元学長が永眠。1987年（S.62）より４年間､顧問としてグリークラブの活動を支えて頂いた。 

3 23 ○ 卒業式に参列（OB有志が応援出演）  ［神戸商大･三木記念講堂］ 

2001（Ｈ.13）年度 部 長：北野貴之 

指揮者：吉崎裕士､吉川健之 

顧問：小西一彦教授 

 

部員数：8名 

（内､女子２名） 

4 6 ○ 入学式に参列（OB有志が応援出演）  ［神戸商大･三木記念講堂］ 

4 11 ○ 商大文化祭典に参加 

5 1 ○ 神戸薬科大学コーラス部と合同練習（以降､5/11･31､6/7､7/31､9/5･27､10/25､11/12･29､12/8） 

5 25 ○ 新入部員歓迎コンパ  ［酔虎伝国際会館前店］ 

6 10 ○ 兵庫県合唱連盟（第38回）「兵庫県合唱祭」（混声20名）  ［伊丹市立文化会館･伊丹ホール］ 

※神戸薬科大学コーラス部と合同演奏（指揮：吉川健之）  ※ピアノ：藤田有美･松井由貴子 

・「耳をすませば」より［カントリーロード］ ・「魔女の宅急便」より［やさしさに包まれたなら］ 

7 14 ○ 学園都市長寿会にゲスト出演 

8 28 ○ 夏期合宿（～9/1）  ［セミナーハウス合宿室］ 

9 26 ○ 強化合宿   ［大学合宿室］ 

11 3 ○ 商大祭･模擬店に出店（～11/5） 

11 23 ○ 定期演奏会のための強化練習（～11/25）   ［大学合宿室］ 

12 8 ○ 定期演奏会［神戸薬科大学コーラス部との合同演奏会］  ［ピフレホール］ 

・MASS FOR THREE VOICES（指揮：吉崎裕士）  ［Ky rie､Sanctus､Benedictus､Agnus Dei］ 

・（神戸薬科大学・指揮：玉田真実）天使にラブソングを ［Hail Holy  Queen､Oh Happy  Day､I Will Follow Him”Chariot”］ 

・（合同演奏・指揮：吉川健之）  ※伴奏：桜井由貴子 

THE STAGE OF GHIBLI ［もののけ姫､やさしさに包まれたなら､カントリー･ロード､君をのせて］ 

・（合同演奏･指揮：吉崎裕士）  ※伴奏：藤田有美 

混声合唱曲集「地平線のかなたへ」より ［春に､二十億光年の孤独､卒業式､ネロ］ 

1 16 ○ 後期反省会  ［部室］ 

1 17 ○ 新年会  ［部室］ 

1 26 ○「コール淡水･大阪」（第２回）ホームコンサートに聴衆として参加。   ［大阪倶楽部］ 

3 25 ○ 卒業式に参列し､学歌を歌う。（ＯＢが応援出演）   ［神戸商大･三木記念講堂］ 

2002（Ｈ.14）年度 部 長：矢野智樹 

指揮者：大久保紫恵 

顧問：小西一彦教授 

 

部員数：７名 

（内､女子６名） 

4 8 ○ 入学式に参列し､学歌を歌う。（OBが応援出演） 新入部員の勧誘開始。   ［神戸商大･三木記念講堂］ 

4 10 ○ クラブ発表会に出演  ゴスペラーズ ［永遠に］   ［神戸商大･三木記念講堂］ 

5 24 ○ 新入部員歓迎コンパ  ［三宮･甘太郎］ 

7 18 ○ 前期反省会   ［部室］ 

9 3 ○ 合宿（～9/16）  ［舞子･セミナーハウス］ 

10 23 ○ 昼間の練習を始めた。（従来は水曜日午後１時からのみの練習） 

11 2 ○ 商大祭･模擬店に出店（～11/4） （カステラ） 

11 4 ○ 商大祭･アカペラ大会に出場 （指揮：山本奈美） カーペンターズ［Yesterday  Once More］   ［神戸商大･特設ステージ］ 

3 25 ○ 卒業式に参列し､学歌を歌う。（ＯＢが応援出演）   ［神戸商大･三木記念講堂］ 

2003（Ｈ.15）年度 部 長：矢野智樹 

指揮者：大久保紫恵､山本奈美 

顧問：小西一彦教授 

 

部員数：７名 

（内､女子６名） 

4 7 ○ 入学式に参列し､学歌を歌う。（OBが応援出演） 新入部員の勧誘開始。   ［神戸商大･三木記念講堂］ 

5 17 ○ 創部55周年記念「コール淡水･東京､大阪」合同演奏会に聴衆として参加。 ［兵庫県民会館･けんみんホール］ 

○ 同上/祝賀会に出席   ［中華料理「龍鳳」］ 

2004 年４月より｢神戸商科大学｣「姫路工業大学」「兵庫看護大学」が併合し､「兵庫県立大学」となる。 


