
ＯＢ会からのお知らせ 

 

★コール・ロータスＯＢ会 還暦演奏会（2020.7.4）練習スケジュール 

 

 

※テナーが不足しています!!!  

危機的状況に何卒貴殿の力をお貸しください。 
 

  

2020年 場所 備考

1/25(土) 13:00-14:00【ピエロ】 ルネスホール 第59回定期演奏会

14:00-15:00【モノローグ】 （Junko Fukutake Hall）

15:00-16:00 総会 開場 17:00, 開演 17:30

2/15(土) 15:00-17:00【ピエロ】 ルネスホール

18:00-21:00【モノローグ】

3/7 (土) 15:00-17:00【ピエロ】 ルネスホール

18:00-21:00【モノローグ】

4/25(土) 15:00-17:00【ピエロ】 ルネスホール

18:00-21:00【モノローグ】

5/9 (土) 15:00-17:00【ピエロ】 ルネスホール

18:00-21:00【モノローグ】

6/6 (土) 15:00-17:00【ピエロ】 ルネスホール 強化練習

18:00-21:00【モノローグ】

6/7 (日) AM（未定） ルネスホール 強化練習

7/4 (土) 創立60周年記念演奏会 岡山シンフォニーホール 還暦演奏会



★コール・ロータスＯＢ会 第 59期総会 

 

日 時 ：2020年（令和 2年）１月 25日（土） 15:00～ 

 場 所 ：ルネスホールＢ１Ｆ ルネススタジオ 

      岡山市北区内山下 1-6-20  http://www.renaiss.or.jp 

            ■JR岡山駅からタクシー6分、徒歩 18分、 

       路面電車 7分（東山行き「県庁通り」で下車） 

       ＊お車の方は近隣のコインパーキング等をご利用ください。 

議 事 ：2019年度 活動報告、決算及び監査報告、2020年度活動計画、予算案について等 

 

 

 

  

 

★コール・ロータス 第 59回定期演奏会 

 

日 時 ：2020年（令和 2年）１月 25日（土） 17:00開場 17:30開演 

場 所 ：Junko Fukutake Hall （Jホール） 

岡山市北区鹿田町 2-5-1 岡山大学鹿田キャンパス内 

■岡山駅東口バスターミナル「4番乗り場」から「2H」系統の岡電バスで「大学病

院」構内バス停下車 約 10～15分 

■岡山駅東口バスターミナルから 「12」・「22」・「52」・「62」・「92」系統の岡電バス

で「大学病院入口」下車 約 10～15分 

■岡山駅前（の街前または髙島屋入口）から八晃運輸の市内循環バス「医大めぐり

ん」で「大学病院入口」下車 約 10～15分 

※ホールには専用の駐車場がありません。公共交通機関をご利用ください。



 

 

ＯＢ会ホームページおよび連絡先 

ＯＢ会の情報は、ホームページに随時更新しています。一度、ご覧下さい。 

住所変更等も下記アドレスにご連絡ください。 

ＯＢ会ホームページ   http://www.lotusob.com/ 

ＯＢ会員専用ページ アクセスＩＤ  lotus アクセスＰＷ marichan 

ＯＢ会公式 Facebook   https://www.facebook.com/lotusob 

ＯＢ会メールアドレス lotusob@gmail.com 

 

 

 

  



ＯＢ会費(第 60期)について 

 

ＯＢ会費は、ＯＢ会最大の活動である５年に１度の記念定期演奏会チケットノルマの積立金

に充てているほか、現役諸君への応援として、新歓活動や定期演奏会への援助も行っています。

60期(2020年度)についても引き続きご協力お願いいたします。 

ＯＢ会費は以下の口座にお振り込みいただくか、定演のＯＢ受付にてお支払いください。 

口 座 ゆうちょ銀行 四二八支店 普通口座 0764524 

  ※店名は全角大文字で「四二八」です。「４２８」や「428」ではありません。 

名 義 コール・ロータスＯＢ会 

 納付金額 ２，０００円 (第 60期：2020年度) 

納付期限 １／３１（金） 

※下記リスト掲載されている 60 期会費を納入済みの方は、今回の納付は必要ありません。なお、

会費の納入状況も含めて不明点については、ＯＢ会にお問い合わせください。 

 

６０期会費既納ＯＢリスト
T1 中村＠1 岡山県 T2 藤澤＠1 愛媛県 B1 大島＠1 岡山県 B2 浜崎＠1 岡山県
T1 高杉＠1 愛媛県 T2 大月＠7 岡山県 B1 橋本＠1 岡山県 B2 林＠1 岡山県
T1 石原＠3 岡山県 T2 吉田＠8 広島県 B1 伊野部＠5 高知県 B2 武内＠1 東京都
T1 大熊＠3 岡山県 T2 池田＠9 広島県 B1 川原＠5 福岡県 B2 前島＠1 岡山県
T1 山崎＠3 岡山県 T2 阪内＠12 香川県 B1 肥野藤＠5 広島県 B2 田中＠1 岡山県
T1 小河内＠6 広島県 T2 阿江＠13 岡山県 B1 松尾＠5 広島県 B2 田辺＠3 岡山県
T1 黒川＠16 岡山県 T2 岡田＠13 大阪府 B1 渡辺＠5 広島県 B2 佐藤＠6 兵庫県
T1 荒木＠18 大阪府 T2 浜田＠14 広島県 B1 大下＠7 岡山県 B2 足立＠7 島根県
T1 萩原＠18 兵庫県 T2 河野＠16 山口県 B1 東＠8 岡山県 B2 難波＠8 岡山県
T1 福井＠19 岡山県 T2 武藤＠16 兵庫県 B1 上月＠10 岡山県 B2 山田＠8 奈良県
T1 竹田＠22 大阪府 T2 今竹＠17 千葉県 B1 池田＠11 岡山県 B2 斎藤＠9 岡山県
T1 田村＠30 福岡県 T2 佐竹＠17 奈良県 B1 伊藤＠11 岡山県 B2 清水＠10 兵庫県
T1 中瀬＠36 鳥取県 T2 妹尾＠18 岡山県 B1 川原＠12 岡山県 B2 木村＠12 岡山県
T1 田中＠37 京都府 T2 野田＠20 愛知県 B1 佐能＠18 岡山県 B2 秋山＠13 奈良県
T1 中安＠37 兵庫県 T2 森川＠21 広島県 B1 塚原＠19 佐賀県 B2 中込＠13 神奈川県

T1 加藤＠39 愛知県 T2 吉田＠21 岡山県 B1 明翫＠21 広島県 B2 三木＠13 兵庫県
T1 中島＠40 滋賀県 T2 井上＠22 静岡県 B1 朔＠22 長野県 B2 富岡＠16 岡山県
T1 西山＠40 岡山県 T2 三宅＠22 岡山県 B1 橋本＠23 兵庫県 B2 小野＠17 岡山県
T1 小泉＠45 大阪府 T2 山口＠22 岡山県 B1 稲垣＠29 静岡県 B2 高橋＠17 東京都

T2 酒井＠31 兵庫県 B1 関戸＠29 兵庫県 B2 家弓＠18 兵庫県
T2 廣尾＠31 大阪府 B1 澤田＠30 広島県 B2 図子＠19 香川県
T2 三島＠31 島根県 B1 中筋＠30 大阪府 B2 羽原＠20 岡山県
T2 土居＠34 愛媛県 B1 山本＠34 東京都 B2 今福＠21 岡山県
T2 中西＠34 神奈川県 B1 久世＠35 岡山県 B2 三浦＠23 大阪府
T2 池内＠35 大阪府 B1 永田＠35 長崎県 B2 浅野＠26 千葉県
T2 植田＠35 山口県 B1 藤本＠35 山口県 B2 早瀬＠30 岡山県
T2 西尾＠38 岡山県 B1 新井＠40 京都府 B2 山下＠31 兵庫県
T2 松田＠39 東京都 B1 近藤＠40 埼玉県 B2 石丸＠32 福岡県
T2 久田＠50 福岡県 B1 野瀬＠45 岡山県 B2 平木＠32 鳥取県

B1 堀＠51 福岡県 B2 大塲＠34 兵庫県
B2 高橋＠34 岡山県
B2 安木＠34 岡山県
B2 加本＠35 徳島県
B2 鶴崎＠35 愛媛県
B2 小山＠40 ？
B2 小林＠46 兵庫県
B2 片山＠53 香川県

19人 29人 30人 37人
合計 115人


