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同志社グリークラブＯＢ会 

2021 年度上半期活動報告と下半期活動計方針について 

 

 本年度第 2 回理事会は、コロナ禍のため書面決議となり、下記内容にて学年理事皆様の承認を

得ました。つきましては会員皆様に上半期活動報告と下半期活動方針を報告いたします。 

 

記 

（会員動向） 

  以下の OB 会員とご指導いただいた先生方がご逝去されました。謹んでご報告いたします 

   昭和 28 年卒 戸所義雄  2021 年 5 月 9 日 

   昭和 25 年卒 織田幹雄  2021 年 7 月 9 日 

   昭和 43 年卒 村岡健二  2021 年 9 月 26 日 

   シュペネマン・クラウス先生 2021 年 2 月 3 日 83 才 

   久邇之宣先生 2021 年 2 月 15 日 71 才 

 

   なお、グリークラブをご指導いただいた指揮者 小林研一郎氏の「令和 2 年度 第 77 回 恩賜

賞・日本芸術院賞」受賞が 2021 年 3 月に決定しました。OB 会から祝電を差し上げました。 

    

１．2021 年度上半期活動報告（サマリー） 

１） 現役グリークラブ活動支援 

 ①新入生勧誘活動 支援  

    新１回生男子 6 名、女子マネ２名が入団活動中（男子６名のうち４名は合唱経験者） 

②同志社・関西学院 交歓演奏会 支援 

   ８月 17 日 京都コンサートホール （17１名来場 178 名オンライン視聴） 

③新歓活動、同関交歓演奏会への各種マネジメント支援・技術支援 

２）広報活動 

 ①ＯＢ会ホームページ  ニュース更新（５月総会以降３回更新） 

 ②グリークラブ過去演奏データ約 170 本を youtube にアップ 

 ③広報誌「グリーサルーン」 Ｖｏｌ．１０８発刊（６月２０日号）  

４）演奏会活動 

 ①本年 11 月 7 日開催予定だった第 23 回ＯＢ四連はコロナ禍により中止 

 ②次回は 2023 年に関西にて開催予定（幹事：新月会） 

５）グリークラブＯＢ会 組織の強化 

  同志社フェア in 長野/新潟ともに、現地にて植木朝子学長への挨拶機会（OB 会長・理事長）

をいただくも、コロナ禍で直前中止となる 



２．2021 年度 下半期活動方針 

１）現役グリークラブ活動支援 

現役グリークラブの第 117 回定期演奏会は、来春２月２０日（日）京都コンサートホールに

て開催予定です。ご友人をお誘いいただき、OB 皆様多数のご来場をお待ちしています！ 

ライブ配信も予定しています。詳細は後日ご案内いたします。 

①技術支援 

第 76 回関西合唱コンクール 10 月 10 日 いたみホール 

     大学ユースの部 金賞受賞 （但し、岡山で開催の全国コンクールへの出場はかなわず） 

   ②マネジメント支援 

     第 117 回定期演奏会開催に向けた各種マネジメント支援 

       2022 年 2 月 20 日（日） 京都コンサートホール 

東西四大学合唱連盟演奏会（同志社が幹事校）の支援 

2022 年６月２６日（日）  

  新４回生にとっては、3 回生時（本年）、2 回生時（昨年）ともに四連はコロナ禍で中

止となったため、初めての四連となります 

   ③来春の新歓に向けた諸支援 

プロモーションビデオ（PV）制作、合唱で有名な高校への勧誘 CD 制作発送など 

   ④コロナ対応緊急募金からの支援金支出案   

     ・ＰＶ撮影制作費４0 万円  ・高校生への勧誘ＤＶＤ制作発送費 20 万円 

     ・学外練習会場費補助 20 万円  ・練習会場移動交通費支援 50 万円 

     ・来春入学式後の新歓活動費用は経常会計にて別途 40 万円支援を予算化済み。 

但し、来春の勧誘活動が「キャンパスで新入生への声掛けなどの直接勧誘が許可

されるのか否か」等々によって支出額は変動する見込み。 

 

２）会計担当チームからの提案 

①ＯＢ会費納入方法の追加策 

  現在の「銀行口座自動振替」方式に加えて、新しい会費納入方法を採用実行することは、

今春の OB 総会（書面決議）にて承認を得ました。 

  会計担当チームと運営理事会では、各種方法を検討のうえ以下の「コンビニ決済」方式を

本年度から新しい OB 会費納入方法として採用します。 

 ②「コンビニ決済」方式について 

・「コンビニ決済用紙」を、会費未納 OB 全員に郵送します。 

 会費未納入会員にはぜひ会費納入にご協力ください。 

  ・ 「コンビニ決済」方式にて会費を支払う OB は、別途 200 円～310 円を負担することにな

る（年会費 5000 円＋管理費用 200 円＋コンビニ手数料 110 円＜コンビニ手数料は各コンビ

ニにより金額はまちまち＞を窓口で支払うことに）。 

・「コンビニ決済用紙」の印刷と用紙郵送事務は業者「カワイアシスト」社が代行してくれる。 

   ・ＯＢ会から「カワイアシスト」社に、会費未納者名簿（名前住所データ）を送信する。 

同社とは名簿データ管理について個人情報保護法に基づく契約書を締結する。 

３）広報活動 

  ①今秋に OB 会報 Vol.109 を発行する 



②ＯB 会ホームページも積極的に更新運営する 

③過去演奏会の資料収集、演奏記録の収集と整備を推進する。 

   いずれの広報活動についても OB 会員のご協力をお願いしたい。 

  ４）その他 

①組織活性化策 

・理事会に欠席がちな学年理事の積極的な参加を要請、やむを得ない場合は学年理事の

交代を引き続き要請する 

②OB 会員メールアドレス収集と活用 

イ）OB 会の各種ニュースや連絡事項を頻繁に発信するために、また経常会計の通信費

を削減するためにも、早急に全 OB 会員のメールアドレスを収集したい。 

ロ）今春の総会返信ハガキにてメールアドレスをお知らせいただいた会員は約 400 名。 

ハ）さらに多くの会員のアドレスを取得するために、学年理事のご協力を得たい。 

 学年理事が把握されている同期 OB のメールアドレスを、ご本人の了解を得たうえで、

学年理事経由でＯB 会事務局までメールにて連絡いただきたい。 

     ニ）入手したメールアドレスは、OB 会ホームページが更新されたことを会員にお知らせす

るメーリングリストに先ず追加する（当面は書面による OB 会報誌等の通信費削減の

ために活用したい）。 

        但し、取得したメールアドレスは OB 会名簿等に掲載しない、メールアドレスを OB 会

員といえども公表しない（当面は学年理事からの問い合わせには同期 OB のアドレス

のみを回答することを原則とする）等の「OB 会メールアドレス取扱ガイドライン」を制

定し、個人情報として取り扱いに十分注意のうえ運用する。 

③大学との関係強化 

    引き続き大学側との良好な関係を維持構築する。 

 

３．その他 報告事項 

  １）現役グリークラブ報告 

   ①下半期の現役グリークラブ活動予定は、上述の現役支援担当チーム報告をご参照くだ

さい。 

②現役グリークラブ団員から、下半期の活動状況等について今後 OB ホームページ等に

てお知らせする予定です。 

  ２）OB 会諸活動予定 

    ①卒業 30 年会・40 年会   2022 年 3 月 5 日（土）京都にて開催予定 

   ②◇大阪クローバークラブ 

      コロナ禍にて練習休止期間が長かったが、10 月から活動再開。 

      12 月 18 日「男声合唱団Ｋ．Ｍ．Ｃ」（京田辺）ファミリーコンサートに賛助出演予定。 

◇東京クローバークラブ 

  2022 年 10 月～11 月にミニコンサート開催を計画（日時・会場は現在検討中）。 

   曲目：「月光とピエロ」 グノー作曲「ミサ曲第 5 番」ほか 指揮：渡辺祐介氏 

  以前に中止となった安中教会（新島学園）訪問を希望する声もあり、前回同様に 

大阪クローバーと一緒に訪問できればと検討中。                 

以上 


