
コール・ロータス OB 会員諸兄 
 

ご寄付のお願い 
 

拝啓 寒冷の候 ＯＢ各位におかれましてはますますご健勝のこととお慶び申し上げます。 
さて、2020 年夏の開催に向けて練習を進めていた「創立 60 周年記念演奏会（還暦演奏会）」ですが、

新型コロナウイルス感染症の終息の見込みが立たず、練習計画も立てられない状態となったため、2020
年 2月 15日の練習を最後に一旦白紙に戻しました。 
しかし、このたび改めて「還暦演奏会＋（かんれきえんそうかいぷらす）」と銘打ち、2024 年夏に開

催するとした計画案を策定し、62期総会に諮る予定となっております。 
このたびの「還暦演奏会＋」も白紙化された「還暦演奏会」とほぼ同じ計画となっております。もとより、演奏参

加者からのチケットノルマや練習参加費等の収入策と、経費節減は役員によりしっかりと計画しているところです
が、先の「50 周年演奏会」より参加者が少なくなることも予想され、予算の不足が予想されます。「50 周年演奏会」
では、岡山県内在住者のチケットノルマを 20,000 円、県外を 5,000 円としていましたが、「還暦演奏会＋」では、
県外を 10,000 円とするなど、さらなる予算の確保を図る予定です。 
また、「還暦演奏会」に向けてすでにチラシやチケットを作成し練習費用を支出したことや著作権

料・諸物価の高騰などの状況を鑑み、下記のとおり予算の見直しを行っています。 

1. 岡山シンフォニーホール 使用料  500,000 円 
2. ﾁﾗｼ､ﾁｹｯﾄ､ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ印刷費等  920,000 円 
3. 著作権使用料等     100,000 円 
4. 謝礼、運営費等     580,000 円 
5. 練習費用    700,000 円 
6. CD 制作費   200,000 円 

総額 3,000,000 円 

すでに多くのＯＢの方に、合わせて 195 万円ほどのご寄付を頂戴しているところではありますが、遠方である
等により、練習や演奏会ステージへの参加が困難な OB 諸兄には、ご寄付という形での参加をお願いしたいと考
えます。 

是非とも皆様には、我々の OB 会活動へのご理解とご賛同をいただき、「還暦演奏会＋」を共に作り上げるとい
う意味でも、ご支援のほど何とぞよろしくお願いいたします。 

 

 
敬具 

 
令和４年 12 月吉日 

コール・ロータス OB 会 会長 上月 明 
 

記  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

寄付額 一口５，０００円

銀　行 トマト銀行

口　座 本店営業部　普通口座 1769902

名　義 コール・ロータスＯＢ会

備　考
ご寄付者のご芳名をホームページと還暦演奏会のパンフレットに記載し、還暦演
奏会のＣＤとパンフレットを進呈いたします。

ご寄付は、練習会場でも受け付けます。



 
すでにご寄付をいただいている下記の方々については、早々とご厚志を賜り感謝の気持ちで一杯です。 
寄付金は大切に活かしてまいります。大変ありがとうございました。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2022.10.31 現在 
 

1期  T1＠高杉 潔 様(愛媛県)、B2＠武内 成禮 様(東京都)、B2＠林 英生 様(岡山県)、 
T2＠藤澤 義人 様(愛媛県)、B1＠橋本 浩三 様(岡山県)、B1＠大島 昭夫 様(岡山県)、 
B1＠荻野 敬一郎 様(岡山県)、T2＠今城 保 様(岡山県) 

3期  B2＠高田 為行 様(岡山県)、T1＠大熊 政次 様(岡山県) 
4期  T1＠岡崎 富男 様(広島県) 
5期  B1＠川原 光史 様(福岡県)、B1＠肥野藤 樹 様(広島県)、B1＠黒河 達雄 様(愛媛県)、 

B1＠伊野部 晋利 様(高知県) 
7期  T2＠三原 博之 様(三重県)、T2＠大月 洋 様(岡山県)、B2＠足立 哲夫 様(島根県) 
8期  B2＠山田 卓夫 様(奈良県)、B2＠難波 晃 様(岡山県)、B1＠東 良平 様(岡山県)、 

B2＠首藤 孝雄 様(神奈川県)、T2＠吉田 信隆 様(広島県) 
9期  B2＠斎藤 輝三 様(岡山県) 
10期 B1＠上月 明 様(岡山県) 
11期 B1＠深井 文男 様(岡山県)、B1＠池田 敏 様(岡山県) 
12期 T2＠阪内 卓生 様(香川県) 
13期 B2＠中込 徹 様(神奈川県)、B2＠三木 一弘 様(兵庫県) 
14期 T2＠浜田 史洋 様(広島県) 
16期 B2＠富岡 敦男 様(岡山県)、T2＠河野 晃 様(山口県)、B1＠藤本 明夫 様(兵庫県)、 

B1＠小島 淳 様(東京都)、T2＠武藤 正樹 様(兵庫県) 
17期 B2＠小野 学 様(岡山県)、B1＠肥川 正志 様(京都府)、T2＠今竹 泰典 様(千葉県) 
18期 T1＠荒木 洋行 様(大阪府)、B2＠三輪 敦 様(静岡県)、B2＠家弓 哲彦 様(福岡県) 
19期 T1＠福井 康人 様(岡山県) 
20期 T2＠野田 雅俊 様(愛知県)、B2＠羽原 克彦 様(岡山県) 
21期 B2＠今福 茂樹 様(岡山県)、T2＠森川 隆司 様(広島県)、B1＠明翫 隆弘 様(広島県)、 

T2＠吉田 透 様(岡山県) 
22期 T2＠山口 透 様(岡山県)、T2＠三宅 正晃 様(岡山県)、T1＠竹田 和弘 様(大阪府) 
24期 B2＠寺田 宏樹 様(岡山県)、T1＠古賀 聖治 様(茨城県) 
25期 B1＠瀧内 徹 様(福岡県) 
27期 T1＠舟木 勝宏 様(島根県) 
29期 B1＠関戸 裕二 様(兵庫県) 
30期 T1＠田村 眞市 様(福岡県) 
31期 T2＠廣尾 禎久 様(大阪府)、B2＠山下 茂樹 様(兵庫県)、B2＠天野 貴仁 様(岡山県)、 

T1＠服部 慎一 様(三重県)、T2＠三島 康夫 様(島根県) 
32期 B2＠石丸 貴史 様(福岡県) 
34期 B1＠山本 明宏 様(東京都)、T2＠中西 俊之 様(神奈川県) 
35期 B1＠永田 憲司 様(長崎県)、B2＠加本 和彦 様(徳島県)、B1＠久世 二郎 様(岡山県、 

B2＠安本逸人 様(岡山県) 
37期 B2＠坪井 禅 様(岡山県) 
40期 T1＠西山 隆幸 様(岡山県)、B1＠近藤 太郎 様(埼玉県) 
41期 B1＠酒井 恭平 様(岡山県) 

 


