第５６期総会のご案内
拝啓
秋涼の候 コール・ロータスＯＢ諸兄におかれましては益々ご健勝のこととお慶び申し上
げます。また、日頃から、コール・ロータスＯＢ会の活動へご理解ご支援を頂き、誠にありが
とうございます。
早いもので、今年も現役の定期演奏会に合わせ、第 56 回総会をご案内する時期が参り
ました。今回は例年とは異なり、別紙の通り年内の 12 月 17 日の開催、場所も岡山大学津
島キャンパス構内です。
時期が少し早いですが、規約に則り 2016 年度の活動報告、決算、2017 年度の活動計
画及び予算案などを皆様にお諮りします。多数のご意見を賜りたく思いますので、年末の
お忙しい中ですが、奮ってご参加くださるようご案内します。
さて、コール・ロータス OB 会も新発足より 9 年を経て、数々の演奏会に、現役活動への
応援にと活動を重ねて参りました。
この一年を振り返ると、総会当日に行われた第 55 回定期演奏会に参戦し、OB ステージ
のみならず OB・現役合同ステージを持つことができました。現役も少人数ながら声も良く出
ており、今後に関して少しながら気を安んずるとともに、今回 OB の声を耳にした経験が、
幾分にでも彼らの活動に役立てばと願うところです。
その現役達への応援として、昨年に続き新歓活動への援助を実施しました。その甲斐あ
ってか、今期は新たに６名の新入団員を迎えることができました（現在、現役１６名在籍）。
現役達の活発な活動は OB の喜びでもあります。この援助は、皆様のご理解を得て今後も
継続したいと考えております。
さらに、50 年史編纂作業が再開し、今年度より活動を本格化させております。今後作業を
加速化させ、できるだけ早期の完成を目指しておりますが、なにぶん少人数での作業です
ので、皆様のご協力が不可欠です。文章の寄稿、写真の提供、企画、実際の作業など、一
人でも多くご参加頂き、共に記念誌を完成させることを期待しております。
末筆となりましたが、前総会におきましては役員の交代が行われ、私 難波 晃も、大島
前会長より大役を継ぐこととなりました。なにぶん不慣れでもあり、皆様からの倍旧のご支援
を頂きたいと願っております。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
敬具
平成 28 年 10 月吉日
コール・ロータス OB 会 会長 難波 晃

ＯＢ会からのおしらせ
コール・ロータスＯＢ会 第 56 期総会
日 時 ：2016 年（平成 28 年）12 月 17 日（土） 15:30～
場 所 ：創立五十周年記念館大会議室（岡山大学津島キャンパス構内）
内 容 ：2016 年度 活動報告、決算及び監査報告、2017 年度 活動計画、予算案について等

コール・ロータス 第 56 回 定期演奏会
日 時 ：2016 年（平成 28 年）12 月 17 日（土） 16:30 開場 17:30 開演
場 所 ： 創立五十周年記念館金光ホール（岡山大学津島キャンパス構内）
※岡山駅西口からの「岡大経由岡山理科大行き」バスが便利です(約 10 分)。昔ながらの妙善寺行きもあります。

ＯＢ会費(第 57 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、新歓活動への援助も行っています。57 期(2017 年度)についても引き続きご協力お願い
いたします。また、第 60 回記念定期演奏会（2020 年度）までを含めた４年分の一括納入も受け付けておりますの
で、納入忘れ防止として、また事務処理軽減のためにも是非ともご利用ください。
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。
（昨年度から会計担当者及び口座が変わっています。ご注意下さい）
口 座トマト銀行 本店営業部 普通口座 1769902
名 義
コール・ロータスＯＢ会 会長 難波 晃
納付金額 ２，０００円(第 57 期：2017 年度)又は８，０００円（第 60 期：2020 年度までの４年分）
納付期限 １／３１（火）
※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。
57期（2017年度）会費既納入者
T1 石原＠3
岡山県 T2 高杉＠1
岡山県
B1 大島＠1
岡山県 B2 浜崎＠1
岡山県
T1 大熊＠3
岡山県 T2 藤澤＠1
愛媛県
B1 古元＠1
岡山県 B2 林＠1
岡山県
T1 黒川＠16 岡山県 T2 今城＠1
岡山県
B1 伊野部＠5 高知県 B2 武内＠1
東京都
T1 荒木＠18 大阪府 T2 池田＠9
広島県
B1 川原＠5
福岡県 B2 前島＠1
岡山県
T1 萩原＠18 兵庫県 T2 阪内＠12 香川県
B1 肥野藤＠5 広島県 B2 佐藤＠6
兵庫県
T1 砂山＠19 愛媛県 T2 野田＠20 愛知県
B1 大下＠7
岡山県 B2 足立＠7
島根県
T1 福井＠19 大阪府 T2 山口＠22 岡山県
B1 東＠8
岡山県 B2 難波＠8
岡山県
T1 竹田＠22 大阪府 T2 小野＠24 岡山県
B1 上月＠10 岡山県 B2 阿部＠10 茨城県
T1 田村＠30 福岡県 T2 土居＠34 愛媛県
B1 池田＠11 岡山県 B2 秋山＠13 奈良県
T1 中瀬＠36 鳥取県 T2 中西＠34 神奈川県 B1 伊藤＠11 岡山県 B2 中込＠13 神奈川県
T1 中安＠37 兵庫県 T2 城谷＠35 兵庫県
B1 関戸＠29 兵庫県 B2 三木＠13 兵庫県
T1 中島＠40 滋賀県 T2 西尾＠38 岡山県
B1 山本＠34 東京都 B2 高橋＠17 東京都
T2 松田＠39 東京都
B1 永田＠35 長崎県 B2 家弓＠18 兵庫県
B1 近藤＠40 埼玉県 B2 今福＠21 岡山県
B2 三浦＠23 大阪府
B2 天野＠31 岡山県
B2 山下＠31 兵庫県
B2 大塲＠34 兵庫県
B2 加本＠35 徳島県
B2 小山＠40 ？
B2 小林＠46 兵庫県
12人
13人
14人
21人
合計
60人

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 ********
ＯＢ会公式 Facebook
https://www.facebook.com/lotusob
ＯＢ会メールアドレス lotusob@gmail.com

