現役グリークラブの伊東一
郎会長（Ｓ 卒）らＯＢ
人、新ＯＢ 人、現役 人
が出席。三浦康正さん（Ｓ
卒）の司会で開会し、新
４年の中島龍之介さんの指
揮でクラブソング「輝く太
陽」を歌って乾杯した。
柿沼郭会長（Ｓ 卒）は
あいさつで、「２０１７年
はワセグリ、ＯＢ会にとっ
て節目の年に当たる。７月
に東西ＯＢ四連、 月に５
15

就職相談プログラム

（早稲田奉仕園アイビーハウス）

（ライオン・銀座クラシックホール）

（昭和女子大学人見記念講堂）

７月23日（日）

第21回東西ＯＢ四連演奏会

10月15日（日）

稲門祭・稲門音楽祭特ステ

10月21日（土）

第３回オールワセグリフェスティバル

って歌をお届けする団員に
なってほしい」と後輩にエ
ールを送った。新部長の後
藤貴央さんは「今年も新歓
活動に力を入れ、次の定演
は１００人演奏を目指した
い」と力強く語った。
ワセグリ会は世代ごとの
演奏、全員による合唱で大
いに盛り上がり、最後は出
席者全員が肩を組み、「早
稲田の栄光」を歌って閉会
した。

６面…新連載「稲グリ新聞事始」
新企画「近況・遠境」
７面…訃報・追想
８面…現役送別演奏会
オールワセグリフェスティバル案内

上がってきている」と、今
後も現役支援を強化してい
く考えを示した。
このあとＯＢ会から新Ｏ
Ｂに１人ずつ、愛唱曲集や
早稲田ネクタイなどの記念
品を贈呈した。新ＯＢを代
表して新井晴晶さん（前部
長）が「皆様から定演が大
成功と言っていただき、私
たちは感無量の中で卒団で
き た。 こ れか ら 続く 世 代
も、自信と誇り、責任を持

２面…ＯＢ会総会・頴原さんに感謝状
３面…現役定演を聴いて
４面…ＯＢ四連 「北斗の海」に
５面…新企画「ワセグリ人」
「あの時あの歌 忘れられない演奏」
年に１度のオールワセグリ
フェスティバル（ＡＷＦ）
の２大イベントがある。多
くの人に参加してもらって
成功させ、皆で楽しく充実
した年にしていこう」と呼
びかけた。
現役の昨年の定演オンス
テメンバーが 人と前年か
ら 人 増 え た こ とに も 触
れ 、「 １ 年 生 が 人 も い
る。現役・ＯＢが一体とな
った新人勧誘活動の成果が

のない立派な演奏を繰り広
げました。会場で聴いてい
たＯＢの皆さんは心強く感
じたに違いありません。
現役が輝いてこそのＯＢ
会だと改めて思いました。
さらに、現役が一定の部員
数と音楽レベルを保ち、輝
き続けることを下支えする
のが、ＯＢ会の存在意義の
一つであると思わずにはい
られませんでした。
今年、ＯＢ会はどんな考
えで何をするのか。詳しく
は２月 日にリニューアル
する早稲田大学グリークラ
ブＯＢ会のウェブサイトの
活動方針、活動計画をご覧
ください。（３ 面へ続く）

20

早稲田大学グリークラブ
ＯＢ会は１月９日、東京・
早稲田の大隈ガーデンハウ
スでオールワセグリ会を開
いた。約１５０人のＯＢ、
現役部員らが参加し、合唱
と歓談で交流を深めた。今
年はワセグリ創立１１０周
年、ＯＢ会発足 周年の節
目の 年 。各 演 奏会 の 成功
と、さらなる飛躍を誓い合
った。（関連記事２面に）
オールワセグリ会には、

１月22日（日）

現役を支えてこそ
ＯＢ会の存在意義

40

78
還暦会・順グリ会PartⅡ
７月１日（土）

会 長
柿沼 郭
（Ｓ53卒）

65

ＯＢ四連・ＡＷＦに全力
ＯＢ会総会・オールワセグリ会

INDEX
18

２０１７年、最初に足を
運んだ演奏会は、現役とハ
ー バー ド ・グ リ ー（ Ｈ Ｇ
Ｃ）とのジョイントコンサ
ート（ 月 日 大和田さ
くらホール）でした。
年の初めに聴くのに相応
しく、とても清々しく、暮
れの定演に向けて期待を膨
ら ませ て くれ る 演奏 で し
た。水曜日開催で授業や試
験で出られない部員が多数
いる中、１～３年生の 人
程のメンバーで、世界的に
有名なＨＧＣと比べて遜色
1

10

（早稲田奉仕園・大隈ガーデンハウス）

１月９日（月）

31

（かつしかシンフォニーヒルズ）

48

早 稲 田 大 学
グリークラブOB会

《 2017年度 活動計画 》

93

（早稲田大学早稲田キャンパス））

53

幹事長：佐々木 豊
〒192-0051
東京都八王子市元本郷町
２-５-１０-３０７
Tel．042-626-4991
tgsasaki@waseda.jp
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中島龍之介さん（新４年）指揮の「輝く太陽」で乾杯

2017年（平成29年）2月10日

早稲田大学グリークラブＯＢ会新聞（稲グリ新聞）
（№204）

創立110周年 さらなる飛躍へ
オールワセグリ会

「
The
Divided States of
」。第 代米 大統
America
領に就任したドナルド・ト
ランプ氏を、米タイム誌は
アメリカ合衆国ならぬ「分
断衆国」大統領と皮肉りま
した。自由と多様性の象徴
だった米国も不満と不信が
渦巻き、不寛容の空気が世
界を覆おうとしています。
▼ 今年 は 酉年 。 岐阜 県 に
けい
「鶏ちゃん合衆国」という
団体があります。鶏肉をタ
レに漬け込んで野菜と炒め
る 郷土 料 理「 鶏 ちゃ ん 」
は、地域や飲食店によって
味や調理法は様々。飲食店
・メーカーを「州」、愛好
家を「国民」と呼び、互い
の違いや個性を認め合い、
緩やかにつながりながら食
文化を発信しています。
▼ワセグリＯＢ会には稲門
グリークラブのほか、多く
の演奏団体があり、複数の
団 体で 活 動す る 人も い ま
す。それでも掛け声一つで
一致団結し、多くの名演、
実績を残してきました。こ
の多様性を受け止める懐の
深さは先輩方の寛容の精神
と努力の賜物といえます。
▼そのような〝ワセグリ合
衆国〟も、油断をすると風
通しが悪くなります。世代
や地域を超えて、不断の対
話と交流が欠かせません。
今号からリニューアルした
稲グリ新聞がその一助にな
れたら、と願っています。

45

年度決算は収入２７２
万３千円で、支出は２４９
万７千円。 年度予算案は
５年ぶりのオールワセグリ
フェスティバル開催、ＯＢ
会名簿の改訂に伴い、収入
は前年度実績比３％増の２
８０万円、支出は ％増の
３ １ ５万 円 を見 込 んで い
る。

広報委員会を設置

新聞 年４ 回、 サイ ト も刷 新
ＯＢ会総会
に増やし、ＯＢ会のウェブ
サイトも刷新するなどの活
動計画を了承した。
総会には 人が出席。前
澤勝さん（Ｓ 卒）を議長
に選出して、 年度の活動
・決算報告、役員人事、新
年度の活動計画・予算案を
審議 し 、い ず れも 承 認し
た。

柿沼会長はあいさつで、
「基盤整備と人材の発掘・
登用の２つの柱を軸に活動
を進めたい」と強調。今ま
で個人に頼ってきた活動を
組織で対応する仕組みを作
り、平成世代の人材を積極
的に幹事会に引き入れてい
く考 え を示 し た。 さ らに
「長年の懸案である会費納
入問題にも向き合っていき
たい」とも述べた。議題の
審議の後、広報委員会から
稲グリ新聞とＯＢ会サイト
の改革案を説明した。
出席者からは「ＯＢ会の

空」を指揮した。
こ の あと 小 林祥 郎 さん
（Ｓ 卒）指揮、武内正さ
ん（Ｓ 卒）ソロで「遥か
な友に」、そして中川暁登
さん（Ｈ 卒）指揮の「早
稲田の栄光」で大団円。最
後は現役ＯＢ担当マネの大
海修平さん（新４年）、福
島敬さん（Ｓ 卒）、三浦

幅広い世代が競演・協演・饗宴

61

46

27

55

ＯＢ会は１月９日、オー
ルワセグリ会に先立ち、２
０１７年度総会を早稲田奉
仕園で開いた。役員人事で
柿沼郭会長（Ｓ 卒）ら
人の役員・幹事を再任、幹
事５人を新任した。新たに
広報委員会を設置し、今年
から「稲グリ新聞」の発行
を現行の年３回から年４回
26

これだけ多く参加してくれ
て、ありがたい。ワセグリ
の伝統はしっかり守られて
いる」と笑顔を見せた。
「新井の息子です！」。
現役の前部長の新井晴晶さ
ん （ 新Ｏ Ｂ ）の あ いさ つ
に、笑いと拍手が起きた。
父親の新井康之さん（Ｓ
卒）は全体合唱で「紺碧の

51

記念品を贈られた新ＯＢ

定義付けをきちんとしてほ
しい」「会費納入者をもっ
と増やす必要がある」「新
聞などの情報提供は、会費
納入者と未納者で差をつけ
るべきではないか」などの
発言があった。
信さん（Ｈ 卒）によるエ
ール交歓で締めくくった。
ただ、饗宴はスピーチや
合唱が切れ目なく続いたた
め、満足に飲食できなかっ
た人もいた。ワセグリ会終
了後、柿沼会長ら約 人は
居酒屋「源兵衛」に繰り出
きょうえん
し 、「竟 宴」（祭 事 の 後 に
催す宴会＝広辞苑）を開い
た。一部では「狂宴」もあ
ったかもしれない。
杉野耕一（Ｓ 卒）

佐々木幹事長が閉会あいさつ

本 紙２０ ０号突 破
頴 原さん に感謝 状

本紙が２００号を突破し
たのを記念して、１９８２
年の創刊以来、長く編集長
を務めてＯＢ会の情報発信
に貢献した頴原信二郎さん
（Ｓ 卒、写真左）に感謝

状が贈られました。頴原さ
んは今後も広報委員長とし
て、情報発信の中心的な役
割を担っていただきます。
稲グリ新聞の編集長は頴
原さんのほか、徳田浩さん
（Ｓ 卒）、三雲孝夫さん
（Ｓ 卒）、佐々木豊さん
（Ｓ 卒）が務めました。
その中でも頴原さんは１５
０号近く編集長を務め、幅
広い人脈を駆使して情報収
集・発信に努めました。
頴原さんには今号から連
載企画「稲グリ新聞事始」
と題して、 年余りの本紙
の歴史を振り返っていただ
きます。（６面参照）

30

17

卒以前の「ふるさと」

59 40 31

【ＯＢ会費 振込先】
・三菱東京ＵＦＪ銀行 新宿中央支店 普通5359927
早稲田大学グリークラブＯＢ会代表者 大部孝広
・ゆうちょ銀行 00110-4-277571
早稲田大学グリークラブＯＢ会
【連絡先】
ＯＢ会 会計 大部孝広
〒194-0041 町田市玉川学園5-14-21
Tel 042-721-7948
takahirooobu@gmail.com

16

Ｓ

早稲田大学グリークラブＯＢ会はＯＢ各位の
会費（年5000円）によって運営されています。
しかしながら、約1600人のＯＢのうち、会費納
入者は年々減少傾向にあり、2016年度は468人
にとどまっています。ＯＢ会の円滑な運営と現
役支援のためには、健全な財政の下支えが不可
欠です。皆様には何卒 ご理解とご協力の程
よろしくお願いいたします。

42

会費納入お願いします

20

59

54

ん（Ｓ 卒）指揮で「最上
川舟唄」、Ｓ 年卒以前の
ＯＢが耕納邦雄さん（Ｓ
卒 指
) 揮で 「 ふ るさ と 」を
演奏。現役新２年と新ＯＢ
は、定演で演奏した「木下
杢太郎の詩から」の曲をそ
れぞれ披露した。
出席者最年長の澤登典夫
さん（Ｓ 卒）は「現役が
37

2017年度 ＯＢ会役員
（カッコ内の新は新任）
会 長
柿沼
郭（S53卒）
幹事長
佐々木 豊（S59卒）
副幹事長 木村 寛之（S53卒）
井上 靖夫（S56卒）
会 計
大部 孝広（S54卒）
会計監査 佐久間裕一（S49卒）
幹 事
清水
實（S38卒）
白井
猛（S38卒）
頴原信二郎（S42卒）
金岡
隆（S42卒）
伊東 一郎（S47卒）
（新）槙
信人（S48卒）
溝田 俊二（S48卒）
江澤 孝政（S51卒）
小岩 寿樹（S52卒）
佐藤 宗治（S54卒）
清水 稔夫（S55卒）
高野 恭一（S55卒）
（新）杉野 耕一（S59卒）
道浦 俊彦（S59卒）
三浦 康正（S63卒）
（新）中村 吉宏（H05卒）
近田 修一（H06卒）
佐藤
拓（H15卒）
植木 俊幸（H19卒）
（新）村上 健一（H19卒）
古賀 弘晃（H20卒）
（新）熊崎 陽一（H22卒）

06

16 42

48

卒以降の「最上川舟唄」

56

ワセグリ会
１月９日のオールワセグ
リ会は現役・ＯＢの幅広い
世代が交流しながら、「競
演 」「協 演 」「饗 宴 」 を 繰
り広げた。（１面参照）
世代別演奏の口火を切っ
たのが、現役新３・４年の
「秋のピエロ」（中島龍之
介さん指揮）。続いてＳ
卒以降のＯＢが川元啓司さ

Ｓ

48

27

53

新３・４年の「秋のピエロ」

49

23

49

（№204)

早稲田大学グリークラブＯＢ会新聞（稲グリ新聞）
2017年（平成29年）2月10日

12

レセプションで先生方と

りで、全体を通してバリエ
ーションがあり、聴衆を飽
きさせなかった。中でも委
嘱初演の第４ステージ「夢
の手ざわり」では、演奏後
に客席にいた作詩の森山恵
先生と作曲の田中達也先生

がステージに呼ばれ、指揮
をした相澤直人先生から、
作詩者・作曲者が揃うのは
珍しいとのお話があった。
終演後、同じ建物で行わ
れたレセプション（「打ち
上げ」とは言わない様子）
に、伊東一郎会長や、現役
が夏合宿でお世話になって
いる石田観光農園の石田俊
雄さんらとともに、ＯＢ会
代表として出席した。
自分が現役時の打ち上げ
は、部員全員が出席し、お
客様も招待者以外は会費を
払っ て いた よ うに 記 憶す
る。下級生がお客様をさし
おいて飲食して、上級生に
叱られる光景も目にした。
しかし今は、レセプション

挑戦的な演奏 心地良く
「見られている」
を成長の糧に

に いる の は上 級 生ば か り
で、皆きちんとして、食事
も持って来てくれる。お客
様も招待者のみのようであ
る。下級生は別会場で２次
会を始めているらしい。レ
セプションひとつをとって
も隔世の感を禁じえない。
この日のピアノ伴奏を全
て務めた前田勝則先生とお
話ししたところ、先生もワ
セグリのバリエーションを
楽しみながら弾いていたと
のこと。「私が普段持って
いるワセグリのイメージは
荻久保和明先生の『縄文』
などに代表されるものです
が、今日は全く違うワセグ
リでした」と微笑まれた。
佐々木豊（Ｓ 卒）
59

望むらくはホールを満員
（に近い）くらいにまでお
客様で埋めてほしかった。
昨年より多かったとのこと
だが、２階は空席が多く、
少々寂しい印象があった。
思うに、ワセグリは多く
の人に「見られて」いる。
我々卒団生はもちろん、他
の大学、アマチュアの合唱
団、プロの音楽家、団員の
ご家族や友人、そしてワセ
グリを慈しんでくださる方
々がたくさんいる。そうし
た 方々 へ の最 高 の発 表 の
場、感謝の場がこの定演な
のではないかと思う。
「見られる」ことは、一
面辛いことではあるが、楽
しいことでもある。自らの
表現を多くの方の前で発表
できる場を持てるワセグリ

柿 沼会長 あいさ つ

（１面から続く）
現役支援は今年も大きな
柱の一つです。すでにお伝
えしている通り、ＯＢ会の
総収入の約３割を現役支援
金として拠出しています。
現役を思う心を是
非、形（会費）に
表してください。
今、ワセグリ全
ＯＢの約７割の方
が会費をお納めに
なっていません。
その多くは平成世
代のＯＢです。現
状でも現役は活動
を続け、ＯＢ会も
存続しています。
「だったら、この
まま で いい じ ゃ
ん」で済ませます
か？ 志のある約
３割のＯＢの方の
善意にこの先も支
えてもらい続ける
のでしょうか？ そろそろ
貴方も支える側になりませ
んか？ こうした呼び掛け
を個別にしていかなくては
ならないと思っています。
さて今年はワセグリ創立
１１０周年、そしてＯＢ会
発足 周年という節目の年
です。７月にＯＢ四連、

の諸君は、誠に果報者であ
ろう。今回も多くの方々に
ご覧いただけたことをＯＢ
の端に連なる者として嬉し
く思う。この演奏会を以て
卒団される皆さんの尽力に

65

現役定演、
聴衆を魅了

21

第４ステージ「夢の手ざわり」（フォトクリエイト提供）

ト。そして今回はＯＢも２
週間後に同じホールでの日
本点字図書館コンサートを
控えていて、その下見の意
味でも有益であった。
演奏会については、既に
本紙前号で武内一矢君（Ｈ
卒）が報告してくれた通

高嶋氏のステージ、想像
していた通りの内容ではあ
るが 、 高嶋 氏 の要 求 に応
え、ペーソスの利いた浪花
風の「笑い」を巧みに演出
できていたのではないか。
田中氏への委嘱初演、解
釈や評価が分かれるかもし
れない。難しい曲に取り組
んだことを嘉したい。筆者
には、歌詞のメッセージが
よく響いてきたようにも思
うが、いま少しメリハリの
効いた方がもっと伝わるか
な、という印象もあった。
かくして４ステージ、心地
良い緊張感とともに、楽し
く過ごすことができた。

月には５年に１度のオール
ワ セグ リ フェ ス ティ バ ル
（ＡＷＦ）が開かれます。
ＯＢ四連は質（音楽性）
も、量（参加者）も高いも
のを目指します。ＡＷＦは
質よりも量で高いものを目
指します。同期会の延長線
上にあると考えていただい
て結構です。どちらもお誘
いあわせの上、多くの方の
参加をお待ちします。
さらに今年から広報委員
会を新たに立ち上げ、稲グ
リ新聞やＯＢ会のウェブサ
イトを刷新します。また、
過去の名演 奏を
に
YouTube
アップしたり、 Facebook
で
情報を流したりと、ＯＢ会
や現役の情報を次々に発信
していきますので、広報の
変化にご注目ください。
また、ＡＷＦの開催に合
わせて、会員名簿の改訂版
の発行、さらに「ワセグリ
１００年史」の補遺、つま
り、その後の 年間を中心
にまとめた冊子も発行され
ます。是非お手元に置いて
いただきたいものです。
今年はワセグリ出身者で
ある誇りとアイデンティテ
ィーを再確認するにはもっ
てこいの年です。大いにワ
セグリＯＢライフをお楽し
みください。

謝意を述べるとともに、残
る現役がさらにすばらしい
演奏を聴かせてくれること
を切望するものである。
石毛昭範（Ｓ 卒・拓殖
大学教授）

10

レセプションも隔世の感

爽やかに晴れ上がった
月４日、府中の森芸術劇場
どりーむホールでの現役の
第 回定演に出かけた。私
がこのホールで現役の演奏
を聴くのは２回目で、最初
は 年ほど前の小室哲哉氏
と の ジョ イ ント コ ンサ ー

今回の定期演奏会、全体
として実に挑戦的な演奏会
であったと思う。そのこと
にまず賛辞を送りたい。以
下、思うところを述べる。
三善晃、十分熟した演奏
とは言えなかった感はある
が、三善らしさがそれなり
に伝わってきた。三善の中
でも難曲にあえて挑んだこ
とを称えるべきであろう。
木下杢太郎、学指揮によ
る多田武彦としては出色の
出来ではあるまいか。折々
に伝わるタダタケらしさ、
詞やメロディーに織り込ま
れた時代の香りをしっかり
届けてくれる演奏だった。

62

２大行事 多数の参加を

10

64

新しいワセグリ体感
（2016年12月４日 府中の森芸術劇場）
【第１ステージ】
男声合唱とピアノのための「三つの時刻」
二群の男声合唱とピアノのための
「路標のうた」
作詩：丸山薫、木島始 作曲：三善晃
指揮：松井慶太 ピアノ：前田勝則
【第２ステージ
キレッキレ!! ギャグ＆ポップス
指揮：高嶋昌二 ピアノ：前田勝則
【第３ステージ】
男声合唱組曲「木下杢太郎の詩から」
作詩：木下杢太郎 作曲：多田武彦
指揮：小林昌司（学生）
【第４ステージ】
男声合唱とピアノのための組曲
「夢の手ざわり」（委嘱初演）
作詩：森山恵
作曲：田中達也
指揮：相澤直人 ピアノ：前田勝則
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現役第64回定期演奏会 プログラム

2017年（平成29年）2月10日

早稲田大学グリークラブＯＢ会新聞（稲グリ新聞）
（№204）

「北斗の海」頂点目指す
（ Ｓ 卒 ） を 指 揮者 に 迎
え、草野心平作詩、多田武
彦作曲の「北斗の海」を演
奏します。

この曲は、昭和 年に早
稲田大学グリークラブが初
演した委嘱作品で、第 回
ＯＢ四連でも、多田先生自

岡本俊久さん 指揮で挑戦

今年のＯＢ四連は 回目
で、７月 日（日）に昭和
女子大学人見記念講堂で開
催 し ます 。 岡本 俊 久さ ん

幅 広い年 齢層
七色の 音色を

ら指揮して演奏しました。
送別も含めると、現役が７
回も演奏してきた、なじみ
の深い曲です。
今回は「北斗の海」の演
奏の 中 でも 「 極め つ き」
と、後世の方々から言われ
るような演奏を目指したい
と思います。オンステ人数
の目標は１００人ですが、
全ＯＢの力を結集して「北

斗の海の頂点」、いや「多
田作品の極致」を目指しま
せんか？ 多くの方の参加
を お待 ち して い ます 。 な
お、練習指揮者を東松寛之
さん（Ｈ 卒）が務めてく
れます。
当面の練習日程は以下の
通りです。
２月 日 土( ) ～ 時
駒込地域文化創造館

日演奏会

17

強 化合宿 で気合 ！

ボ ニーも 出演決 定

を開催いたします。
２０ ０ ０年 に 、当 時 の
「若手」ＯＢ主体の合唱団
としてスタートして早や
年。メンバーは老け込んで

ＯＢＭ、
４月

「季節へのまなざし」
荻久保先生自ら指揮
月 日（日）、渋谷区
文化総合センター大和田さ
くらホールにて、ＯＢメン
バーズの２０１７年演奏会

14

大阪稲グリ 周年演奏会

３月５日（日） ～ 時
目黒区勤労福祉会館
３月 日（土） ～ 時
池尻地区会館
参加希望の方は、次のメ
ールアドレスか携帯電話に
ご連絡下さい。
＠ jcom.zaq.com
tnakoiwa
― 3681
― -7634
090
ＯＢ四連実行委員長
小岩寿樹（Ｓ 卒）

52

46

14

14

17

17

しまったかと言えば、さに
あら ず ！ 今 回は 全 パー ト
に平成 年代卒の正真正銘
の「若手」ＯＢの参加を得
て、おじさんたちも大いに
刺激を受けて若さ溢れる演
奏をお届けする予定です。
演目は、多田武彦作曲男
声合唱組曲「父のいる庭」
（指揮Ｓ 卒伊藤直久）、
ブラ ー ム ス 作 曲「 Nänie
」
（指揮Ｓ
卒佐久間宰
士）、そし
て男声合唱
曲「季節へ
のまなざ
し」を、作
曲者の荻久
保和明先生

11

木短歌集」指揮者の須賀敬
一先輩（Ｓ 卒）を迎えて
の初めての練習が、神戸・
あすてっぷ＆しあわせの村
での 「 強化 合 宿」 で 行わ
れ、メンバーの気合も入っ
て来ました。（筆者は前日
にノロウイルスで倒れ、無
念の不参加…。皆さんもご
用心を！）

20

25

いよいよ「大阪稲門グリ
ークラブ 周年記念コンサ
ート」（３月 日開催）ま
で、あと１か月となりまし
た。１月 、 日には「啄

63

３月20日（月）大阪稲グリ60周年記念コンサート
（大阪国際交流センター大ホール）

４月16日（日）ＯＢメンバーズ2017演奏会
（渋谷大和田さくらホール）

６月29日（木）第９回横浜稲門グリークラブ定期演奏会
（神奈川県民ホール 小ホール）

お 問 い 合 わ せ ： 090-44341984 inoueyyt@ybb.ne.jp
井上靖夫（Ｓ 卒）

自らに指揮していただき、
演奏いたします。
早稲グリとは何かと繋が
り の深 い 荻久 保 先生 で す
が、ＯＢとの協演は１００
周年記念演奏会の「縄文」
以来２度目。早稲グリＯＢ
会傘下の合唱団単独で振っ
ていただくのは初めてのこ
ととなります。ただいまチ
ケット絶賛発売中！お聴き
逃しなく！また、これから
のご参加も大歓迎です！

【関連団体の演奏会の予定】

本番当日はボニージャッ
クスの出演も決定し、大い
に 気勢 を 上げ て いま す 。
「 周年＝還暦」の名に恥
じ ない よ うな 「 大人 の 演
奏」「楽しいステージ」を
聴衆の皆さまにお聴かせで
きるよう、一同、頑張って
歌います！
道浦俊彦（Ｓ 卒）

60

ＯＢメンバーズ演奏会のチラシ

30

62

11

お声が掛かれば、というく
らいですが、ただ、１００
人近い男声の分厚い響きに
は、何とも言えない魅力が
ありますね。今回もとても
楽しみにしています。
草野心平の色彩豊かな詩
を、幅広い年齢層の七色の
音色で、唱っていただきた
いと願っています。
奮って、ご参加下さい！

13

んの「北斗の海」を、学生
の時以来、 年ぶりに振る
ことになりました。本当に
久しぶりで、何カ所か覚え
ているフレーズは有るので
すが、自分が指揮したこと
も忘れていたくらいです。
音楽を仕事にしてかれこ
れ 年になりますが、最近
はもっぱらバッハやモーツ
ァルト。男声合唱はたまに

90

16

48

人が オンス テ

17

43

によるメリハリのある練習
で、徐々に音楽が形作られ
ていきました。特に「水の
いのち」は、最終的に 年
の小林研一郎先生との演奏
会とは異なる新たな感動を
得ることができたのではな
いでしょうか。
本番 当 日 は 早 稲田 が
名、慶應は 名が出演、１
２４２名のお客様にご来場
いただきました。チケット
は１５００枚以上売れたと
聞いており、３００万円以
上のチャリティーにつなが
ったことになります。改め
てオ ン ステ い ただ い た皆
様、ご来場いただいた皆様
に感謝申し上げます。
丸岡晶（Ｈ 卒）
11

16

（S48卒）

トは初めての経験だったた
め、早慶も協力して、チラ
シ挟み込み、参加者を通じ
たチケット販売などを進め
ていきました。また、指揮
者の佐藤拓さん（Ｈ 卒）

78

久しぶりに稲グリに登場
します。しかも多田武彦さ

18

点字図書館演奏会
12

4

23

18

24

60

14

56

59

60

20

15

29

12

90

今回、岡村先輩がきっか
けであったこと、早慶によ
る歌合戦であったことなど
から、関係者一同、気合を
入れて準備を進めました。
早稲田の練習は９月 日か
ら毎週１回のペースで行い
ました。
ただ、本番までの道のり
は平坦ではありませんでし
た。チケットの販売は伸び
ず、合唱のクオリティーも
当初は不安を覚えるもので
した。点字図書館では２千
人規模の会場でのコンサー

15

45

ＯＢ四連

16

「水のいのち」感動再び

13

２０１６年 月 日、日
本点字図書館チャリティコ
ンサートが府中の森芸術劇
場どりーむホールで開催さ
れました＝写真。このコン
サ ー トは 、 岡村 喬 生先 輩
（Ｓ 卒）が同図書館の理
事であることを契機に実現
したものです。私がこのコ
ンサートに関わり始めたの
は 年からですが、なんと
３年前から準備がスタート
し、ちょうど本番３年前の
年 月 日に初会合が開
かれたそうです。

17

21

指揮者
岡本俊久さん

（№204)

早稲田大学グリークラブＯＢ会新聞（稲グリ新聞）
2017年（平成29年）2月10日

卒 ） 世界最高齢の快挙
顔に迫った。
―― 歳でＮＨＫを退職
してから体を鍛え始め、ト
ライアスロンに挑戦したの
は 歳からでした。
「妻の介護のために退職
した後、スポーツジムで水

表 彰を受ける稲田さん

泳を始めました。学生時代
から陸上、山登りをしてい
て、足腰には自信がありま
した。 歳のころ、水泳１
・５キロ・ラン キロの大
会に出場した時、出場者の
大半 が トラ イ アス リ ート
で、自転車がかっこ
いいと思ったのがき
っかけでした。『こ
の年で始めていいも
のか』と悩みながら
自転車を買い、妻の
死後、本格的に練習
を始めました」

「 歳で長崎県・五島で
行われたアイアンマンに初
参戦しました。しかし制限
時間を切れず、途中で止め
られました。初めての挫折
で、悔し涙を流しました」
「一人で練習していたの
では無理と感じて、千葉市
・稲毛のトライアスロンク
ラブに入会しました。そこ
でコーチの指導を受け、見
違えるように記録が伸びま
した。クラブには週５回通
い、早朝水泳３キロ、自転
車１００キロ超、ランニン
グ ～ キロのメニューを
こなしています」
――２０１２年のハワイ
での世界選手権で初優勝し
ました。
「初の国際大会は 歳の
時、米国フロリダの短縮コ

ースで２位に入りました。
翌年、韓国・済州島の大会
でアイアンマンを初めて完
走、世界選手権の出場資格
を取りました。 年にハワ
イの世界選手権に挑みまし
たが、水泳で過呼吸を起こ
してリタイア。初めての大
会は必ず失敗しますね」
「 年のハワイ世界選手
権に再挑戦して 時間 分
秒で完走し、 歳以上の
部で日本人初の世界チャン
ピオンになりました」
―― 年のハワイ選手権
でも優勝し、世界最高齢記
録を更新しました。
「ハワイは平坦な道が少
なく、風が強い難コースで
す。 年は睡眠不足で制限
時間オーバー、 年は自転
車がパンクするトラブルに
遭いました。 年は 時間
分に短縮された制限時間
を５秒オーバーし、完走扱
いになりませんでした」
「その時の何度も倒れ、
フラフラになってゴールし
た映 像 が世 界 中に 配 信さ
れ、多くの激励をいただき
ました。 年はそれがモチ

11

80 15

14

32

ンマン世界選手権（水泳３
・８キロ、自転車１８０キ
ロ、マラソン ・１９５キ
ロ）の 歳以上の部で優勝
した。前人未踏の鉄人の素
80

稲 田弘さ ん（ Ｓ
世界最高齢の 歳で過酷
なトライアスロンレースを
完走――。稲田弘さん（Ｓ
卒）が、昨年 月に米国
ハワイで開催されたアイア
42

福永先生逝去、学指揮が代役に

そしゃく

10

15

76

78

の鎌田君の鋭い目線が私たち
に向けられた。
「オペラの合唱曲には、情景
描写が託されている」
前年の藤沢市民オペラで福
永先生から教えていただいた
ことを、学生なりにしっかり
咀嚼した彼のタクトで、皆精
一杯歌った。
終演後、郷里の九州から聴
きにいらしていたお父様から
「涙が出た。これからも息子
をよろしく頼みます」とのメ
ッセージが伝えられ、私たち
もひと安心。天国の陽ちゃん
先生も、きっとニコニコしな
がら聴いてくださったに違い
ないと、あれから二十数年が
たった今でも思う。
（村上政道 Ｈ 卒）

25

50

83

10

ベーションになり、『完走
しないと日本に戻れない』
との思いで臨み、 時間
分 秒で完走しました」
「体は年々衰えますが、
まだ行けるという気持ちが
強いです。いくつになって
も限界はないと思います。
今年もハワイの選手権に出
て、世界最高齢記録を塗り
変えたいです」
――グリーではセカンド
で活躍し、卒業後も同期ら
でつくる「ローガンＤＸ」
で長く歌っていました。
「ハ ワ イの 選 手権 の 翌
日、現地でトライアスロン
仲間の結婚式に出席しまし
た。『アメージング・グレ
ース』を大声で歌ったら、
神父の目に止まり、皆の前
で歌わされました。まだま
だ歌えると実感しました」
「実はもっと歌いたいん
です。トライアスロンの練
習でなかなか時間がとれま
せんが、コーラスの世界が
忘れられず、またハーモニ
ーの中に浸りたいという思
いが強いです」
（杉野耕一 Ｓ 卒）
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16

新聞よりも早いタイミングで情報
発信ができ、紙幅の制限により掲載
できない記事・写真もお届けできる
ようになります。
◇過去の演奏の音源も順次公開しま
す。動画公開サイト「You Tube」に
ＯＢ会チャンネルを開設しました。
◇４月に「創立110周年サイト」を
59
開設します。

65

10

生も、「全力で応援するから
皆で頑張ろう！」と激励して
くださった。
ところが、福永先生の代役
という重責を担うことになっ
た彼は学業どころではなくな
り、卒業がさらに２年遠のい
てしまう。「郷里の父が非常
に立腹し、グリーなど辞めろ
と叱責された。六連までは何
とか許しをもらったが、これ
を最後に俺はグリーを去る」
と、 彼は 私た ちに 打ち 明け
た。
そして迎えた４月 日の六
連初日、オーチャードホール
の大舞台で、緊張した面持ち

16

http://waseglee-ob.com

70

ださった「ヴェルディ・オペ
ラ男声合唱曲集」だった。ふ
と消印を見ると平成２年（１
９９０年）２月 日、先生が
旅立たれたまさにその日。あ
ふれ出る涙を抑えることがで
きなかったと、後年彼は述懐
する。
六連 の日 まで ３ヶ 月足 ら
ず、もはや代わりの先生が見
つかるはずもなかった。翌日
のマネ会の場で皆困り果てて
黙り込んだとき、バリトンの
松崎一夫君が沈黙を破った。
「鎌田、お前が振れよ」
「お、おう、わかった」
一緒にいらした久邇之宜先

30

32

冷たい雨がそぼ降る冬の夕
方、私たちは藤沢の町から少
し離れた丘の上に建つセレモ
ニーホールへ到着した。
一輪の花を手に、福永陽一
郎先生の少しはにかんだ人懐
っこい笑顔を見上げながら、
「ああ、いろいろなお話をも
っと聞きたかった」と思った
ことを今でも思い出す。皆申
し合わせたように押し黙って
いた帰りのバスの中、不意に
誰かが「俺たちこの先どうな
るんだろう…」と呟いた。
その晩、藤沢から帰宅した
学指揮、鎌田浩二君のアパー
トには一通の大きな封筒が届
いていた。差出人は福永陽一
郎先生、来たる東京六連に向
けて私たちのために選んでく

03

60
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12

13

16

16
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Ｏ Ｂ会サイト ２月20日
リニューアル！

いなだ・ひろむ 1932年11月生
まれ。千葉県八千代市在住。ＮＨ
Ｋ時代は記者で、現在も週１回、
ＮＨＫのラジオジャパンに勤務

1990年六連「 ヴェルディ・ オペラ男声 合唱曲集」
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49

３団体の合同演奏（山形県鶴岡市）

原典 の磯 部版
「 遥友 」を 収録

グリーアルバム

木下牧子作曲「男声合唱に
よる のメルヘン『愛する
歌』より」、第３部で「黒
人霊歌」を演奏。第５部は
鶴岡市議会議員の田中宏さ
ん（Ｈ 卒）が３団体合同
演奏を指揮し、田中さんが
編曲した「知床旅情」「川
の流れのように」の歌謡ポ
ッ プス で 会場 を 盛り 上 げ
た。この演奏会は鶴岡市芸
術祭に参加し、後日、優良
賞を得た由。
三雲孝夫（Ｓ 卒）

たのが、「遥かな友に」で
した。この曲は原典が明確
であるのに、作曲者の了承
なく編曲された楽譜がグリ
ークラブアルバムに掲載さ
れていました。これをやは
り原典に戻したいというこ
とで諸先輩にお話を伺い、
今 回 は B-dur
版 を 収 録 させ
ていただきました。
元 々 世に 出 た の は A-dur
版ではあるのですが、津久
井 で 最 初 に 歌 っ た の は Bで 、 ＴＯ Ｐ の 音 が 高か
dur
っ た た め A-dur
に し た 、と
い うお 話 を澤 登 典夫 先 輩
（Ｓ 卒）よりいただき、
また後年磯部先生ご本人が
で 演奏 さ れ た と いう
B-dur
ことを須賀敬一先生（Ｓ
卒）より伺い、磯部先生の
本 来 の 意図 は B-dur
で あっ
たかと推察したためです。
本書は全国書店、カワイ
出版のホームページなどで
購入可能です。手に取って
いただければ幸いです。
山脇卓也（Ｈ 卒）

04

元学指 揮２人 が
山形で 揃い振 り

山形県鶴岡市在住の青柳
修さん（Ｓ 卒）が常任指
揮者の「男声合唱団デザミ
・アンティム」が、お隣り
の酒田市の「酒田メンネル
コール」、神奈川県横浜市
の「横浜並木男声合唱団」
とのジョイントコンサート
を昨年 月 日、鶴岡市中
央公民館で開催した。
青柳さん指揮で第１部に

34

山脇さん ７度目の金賞

歌っていた。常に先進的な
合唱団であり続け、現役・
ＯＢとも柔軟で、良い意味
でしがらみがないのが素晴
らしいと感じます」とエー
ルを送ってくれた。
杉野耕一（Ｓ 卒）

9

全国大会で最優秀
５人）で熱唱した。山脇さ
んは「最多で 声部に分か
れる難曲をやり切った。受
賞は曲が素晴らしかったこ
とに尽きる」と話す。
「練習１回ごとに参加費
１０００円」。おえコラが
１９９８年の結成以来、続

けている運営方法だ。「多
忙な世代が時間をやりくり
しながら、自由に集まれる
ユル い 環境 か ら始 め た」
（山脇さん）。
～ 歳代中心のメンバ
ーは毎年、転勤や卒業で３
分の １ が入 れ 替わ る が、
「全員が主役。うまい人に
頼らず、一人ひとりが責任
を持つ」をモットーに実力
を高め、 年の東京都コン
クールの金賞受賞以降、コ
ンクール入賞の常連団体に
なった。
山脇さんはおえコラのほ
か、女声、混声など４つの
合唱団を指導している。今
は少し遠ざかっているワセ
グリに「今回のコンクール
課題曲のコダーイ作品を、
ワセグリは１９６０年代に

10

昨年 月にカワイ出版よ
り「グリークラブアルバム
ＣＬＡＳＳＩＣ」が出版さ
れました。これは、これま
であったグリークラブアル
バム３冊の中から選りすぐ
った 曲を 冊にまとめた
ものです。今回、「遥かな
友に」で、磯部俶先生の原
典が収録されました。
この編集に川元啓司先輩
（Ｓ 卒）よりお声掛けい
ただき、関わらせていただ
きました。編集は、まず編
者３人により３冊から残す
曲を 選 ぶと こ ろか ら 始ま
り、ＣＬＡＳＳＩＣに残す
曲を選びました。今回、
編集にあたって目指したの
は「極力原典にあたる」と
いうことでした。やはり作
品の正しい姿を後世に遺し
たいという思いです。
中でも最も気になってい

33

お江戸 コラリ アーず
山脇卓也さん（Ｈ 卒）
が 指 揮を す る男 声 合唱 団
「 お 江戸 コ ラリ ア ーず 」

（通称・おえコラ）が、２
０１６年 月に鳥取市で開
催された第 回全日本合唱
コンクール全国大会（大学
職場一般部門・同声の部）
で７度目の金賞を受賞、最
優秀団体として文部科学大
臣賞も受けた。受賞は 年
か ら ８年 連 続 （ 年 は 銀
賞）となる。
コンクールでは信長貴富
さんに委嘱し、 年８月の
演奏会で初演した「無伴奏
男 声 合 唱 の ため の Credo
」
人（ワセグリ出身は

42

05

30

稲グリ新聞創刊号の紙面

10

16

1

59

ころだったので、
仕事の流れはすぐ
にめどが立った。
創刊号は総会の後
だったので内容は
その記事が主体と
なる。総会資料は
既にあり、そのま
ま原稿になるし、
手書きなのでかえって作り
やすかった記憶がある。
手書きでＢ４用紙の表裏
１枚の創刊号の日付は昭和
年（ 年）年 月１日。
総会出席者 名の記事の中
に、奇しくも現幹事長の佐
々木豊さん、新編集長の杉
野耕一さんの名前が現役３
年として記載されていた。
（頴原信二郎 Ｓ 卒）

30

Photo by
A.Yamaguchi を約

9

山脇卓也さん＝

34

40

10

に来て、翌年に稲門グリー
クラブの存在を知り、仲間
に加えてもらった。第２回
ＯＢ四連（京都）や、その
年の稲グリ定演で野坂昭如
さん、岡村喬生さん、鈴木
淳さん、ボニージャックス
と一緒のステージに乗って
歌ったことに有頂天になっ

57

20

され、なぜか小生が手を挙
げてしまっていた。
当 時 はパ ソ コン は おろ
か、ワープロも世の中には
一般的ではなく、また活字
組に す るよ う な予 算 はな
い。手書きの版下を作って
印刷をしてもらうしかない
のである。幸い小生が勤め
ていた会社が出版社で、印
刷会社と常に取引のあると

44

14

16

10

27

11

間の風は冷たい。
編集局から、稲グリ新聞
の歴史を連載せよ、との要
請があった。筆力は及ばず
ながら、稲グリ新聞の創刊

54

33

56

69

東京転居後 歌に没頭
創刊号は手書き１枚紙
て、活動にのめり込んでし
まった。そんな気分の中、
昭和 年 月の稲グリ年次
総会後の幹事会で、広報紙
の発刊が新幹事長の田中弘
文さん（Ｓ 卒）から提議

82

（H10卒）

80

号からのファイルや「輝く
太陽～稲グリ 年史」をよ
すがに書くこととする。
事の起こりは、昭和 年
（１９７９年）、小生が神
戸からの転地・転職で東京
50

10

新年のオールワセグリ会
で、小生が制作を担当して
いた稲グリ新聞が２００号
を突破ということで表彰さ
れた。事前に何も知らされ
ていない、いわゆるサプラ
イズイベント。うれしく拝
受して帰宅。かみさんにこ
れ こ れし か じか と 言っ た
ら、
「 ふ ～ん 、 それ で 副賞 は
？」
「いや、そ、そんなものは
ないよ」
「あっ、そう」
で、おしまいであった。世

57

09

～１～

20
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や

ま

お

の面 々 ５～ ６ 人が 集 まっ
た。山路はただ一人の貴重
なトップテナー。大阪稲門
グリークラブの結成に参加
した。もうすぐ３月の大イ
ベント「大阪稲グリ 周年
記念コンサート」。旗揚げ
の一人として、ステージマ
ネを依頼され、とりかかっ
ていたのに……残念至極。
東宝劇作部若手シナリオ
三羽ガラス（山路洋平・新
野新・池田幾三）としてス
タート。朝日放送、毎日放
送などでの大活躍は知る人
ぞ知る。脚本仲間には先輩
はなとこばこ
格の花登匡、香川登志緒の
諸氏、それにジャズピアニ
ストで作曲家の前田憲男は
高校の学友、藤本義一、藤
田まこと、大村崑の諸氏と
は仕事の関係で懇意にして
いた。
明治・大正に活躍したじ

訃報・追想
じ よ う へ い

山路洋平さん

大 阪稲グ リ一期
放 送作家 で活躍

き

いさん（山路愛山）は、某
大新聞の記者・評論家、親
父さんは産経新聞の論説委
員。血筋は争えん。早稲田
で知見を得るも、根は生粋
の浪速っ子。作風は軽妙洒
脱、人柄も良く、学識もあ
り、売れっ子になったのも
うなずける。

計算 された 詞
遺作 は爆笑・拍手
新 しい 年 を迎 え た早 々
に、グリー同期の山本健二

ワセグリ出身で音楽に強
かったのも、シナリオやミ
ュージカル作りに幸いした
ようだ。自作のオペラ「久
米の仙人」やミュージカル
「紙のピアノ」では、我々
も無理やり？舞台に引っ張
り出された。
まあ、存分に好きなこと
君（Ｓ 卒）から電話が入
った。年明けの挨拶ではな
く、僕の耳に飛び込んだの
は「山路洋平が死んだ！」
「えっ、嘘！」……、容易
に信じられる話ではなかっ
た。
グリーでは１年後輩だっ
た山路だが、２人は何故か
馬が合い、学生時代は僕の
下宿に何度も遊びに来て、
彼のギター、僕のウクレレ
を伴奏に、ハワイアンやア
メリカン・ポップスを楽し
んでいた。
そんな２人も卒業後は東
山路さん㊨と筆者（昨年５月）

31

うです。
思えば、彼が昭和 年に
入部してから今まで縁が切
れなかったという私にとっ
ても、最も思い出に残る人
です。まさか先輩を追い越
して先に行くとは思いもし
ませんでしたが、これも自
然の成り行き、今はご冥福
をお祈りするばかりです。
かく言う私も近くお側に行
くと思いますので、その時
は大いに飲んで音楽論を戦
わせましょう。
合掌
大澤寛之（Ｓ 卒）

を精一杯書いて、パッと散
った。悔いは無かろう。あ
ちらでも得意のコミカル・
シナリオライターとして周
囲を大いに楽しませること
だろう。ワセグリ出身の偉
人の一人、安らかに眠れ！
合掌
津田實（Ｓ 卒）

き

お

京と関西でそれぞれの道を
歩いていて会うことはなか
った。
ところが１９７１年のあ
る日、岡村喬生先輩（Ｓ
卒）から「今度の稲門グリ
ー演奏会で歌う曲をお前が
書け、詞は山路に頼んだ」
との電話。そんなことで山
路と久しぶりの再会となっ
た。この頃はまだ若かった
さ か ぐ ち ゆ

坂口征雄さん

博多 山笠愛 した
頑 健な男 逝く
頑健そのものの男が逝っ
た。
「黒田、お前の弔詞はオ
レが読むったい」と常々言
っていた男。食道がんが見
つかったのは昨年５月、
月に手術したがんは除去、
年内には退院、年明けには
快気祝い、と勝手に目論ん
でいたのだが、嚥下障害の
手術が数回行われた。 月

２人、詞も曲も簡単に書き
上げ「ひとりモノローグ」
という作品が誕生した。こ
の曲は、今も同期で結成し
た「サウンド友」（平均年
齢 歳 ） の 愛 唱歌 で も あ
る。
その後、２人は長い間、
別の世界の「物書き」で会
うことがなかったが、サウ
ンド友の連中が「鈴木、そ
ろそろ我々のための新曲を
歌いたい。詞はやはり山路
が良い」。結局、彼らの熱
意に負けて、山路に連絡を
とった。
仕事の合間の作品づくり
は大変だ。しかし電話で打
ち合わせを重ねる彼の明る
い声に励まされて、遂に完
成した。題名は「青春ノス

83

末、大量の吐血があった。
歳の誕生日を迎えた３日
後だった。
御家族のご厚意で最後ま
で枕元に居ることを許され
た。「坂口！いつまで眠っ
ているんだ。目を覚まして
くれ！」と耳元で思いっ切
り叫んだ時、モニター画面
の心拍と血圧が一瞬ピクッ
と動いた。奇跡が起きた、
と思ったが、数分後空しく
も臨終を告げられた。
酒を飲んでいない時は無
口な男だったが、孫の話に
なると目尻が下がる。好々
爺に急変する一瞬が面白か
った。
修猷館、早稲田、そして
「ワセグリ」は彼の大きな
誇りであった。彼が教え込

79

16年12月29日

山路洋平が亡くなった。
忙しい年末に。年が明けた
ら見舞いに…と思っていた
矢先。直腸がんから肝臓に
転移して、 月末に精密検
査したら手遅れ。本人は手
術も化学療法も拒否して…
余りの急逝にビックリ。
年前、天神祭のころ、
天神橋筋商店街の老舗喫茶
店「藤野屋」母屋の２階奥
座敷。オーナー・藤野幸一
の呼びかけで、自称「ワセ
グリ華の 年卒」関西在住
く ろ さ わ ゆ

黒澤幸男さん

10

楽 譜づく りから
生涯続 いた縁

業後、音楽之友社に入社さ
れたので、別の次元でのお
付き合いが始まりました。
合唱曲ばかりでなく、音楽
全般についていろいろ助力
してくれました。
彼が「レコード芸術」の
編集長になってからは、オ
ーケストラについても話を
交わし、大いに参考になり
ました。彼はドイツ音楽に
くわしく、ウィーンに度々
行き、現地在住の私の同期
年卒部の音楽学者、野村
三郎君とも交流していたよ

タルジア」。
新曲の披露は昨年５月
日、山本健二リサイタルに
賛助出演したサウンド友に
よって歌われた。気になる
聴衆の反応はもの凄く、指
揮をしている僕も驚いた。
「いつ間にか歳をとって、
髪の毛も薄くなった」とい
う出だしから最後まで「爆
笑」と「大拍手」の連続。
山路洋平という演出家の計
算された詞は、このステー
ジの大成功をもたらした。
終演後の舞台裏で握手を
した彼の手の温かさとあの
笑顔は、きっといつまでも
忘れられないだろう。悲し
いことに「青春ノスタルジ
ア」は彼の遺作となった。
鈴木淳（Ｓ 卒、作曲家）

31

23

んだ「はる友」は家族から
校友にまで及ぶ。これを歌
える校友数は多分全国一だ
ろう。
彼のことで欠かせないの
が 「博 多 祇園 山 笠」 で あ
る。幼少の頃から山笠に慣
れ親しみ、４月の声を聞く
と自然に足腰を鍛えるよう
に なり 、 今や 血 肉に な っ
た。山笠は櫛田神社の神事
の一つで、７月 日の早朝
の追山で全てを終える。語
り出せば止まらないのが博
多の人だが、人一倍熱心だ
ったのが坂口君であった。
だから戒名は「征道夏山居
士」で、〝夏山〟はそれを
意味する。彼は祇園山笠そ
のものであった。合掌
黒田憲治（Ｓ 卒）

15

32

32

Ｓ36卒、79歳

29
10

60

版、所謂ガリ版刷りで、そ
の原稿作りのガリ切りが大
変な仕事でした。多くの方
にお願いした中でも、彼に
は最 も 多く を 頼み ま した
が、「９６３８」のペンネ
ームで快く引き受けてくれ
ました。今でも私の手元に
は彼の作った楽譜が幾つか
残っています。
現役での付き合いは２年
でしたが、私が卒部後、稲
グリ の 楽譜 を 任さ れ たの
で、彼が卒部するまで２年
間縁は続きました。彼は卒

36

Ｓ34卒、80歳

16年11月30日

10

30

32

60

黒 澤幸 男 君の 訃 報に 接
し、誠に残念の一言です。
彼が入部した年に、私は３
年部員として楽譜の制作を
任され、印刷局を創設しま
し た 。当 時 の楽 譜 は謄 写

32

Ｓ32卒、82歳
16年12月2日
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１月９日のＯＢ会総会、
オールワセグリ会でもお伝
えしました通り、第３回オ
ールワセグリフェスティバ
ル （ Ａ Ｗ Ｆ） が 月 日
（土）、かつしかシンフォ
ニーヒルズで開かれます。
第２回ＡＷＦが盛大に開
催されてから５年、その間
に新ＯＢに迎えられた若手
も１００名を超えました。
最近のＯＢ会の活動にも平
成世代の参加者が徐々に増
える傾向にある半面、鬼籍
に入られる方も増えてきま
した。この時期にＯＢ会の
新しい発展、活性化を図る
意味でも、ＡＷＦの役割は

ハー バード 大と
現役 ジョイ ント

活動に積極的に貢献してお
りますが、まだまだ金額的
にも十分とはいえません。
ＡＷＦの活動を通じて、
積極的に会費の納入を呼び
掛けていきます。現役とＯ
Ｂの絆を深め、今後も元気

ラシックや世界の民族音楽
のほか、グリークラブライ
トという少人数グループに
よるポップス音楽など多様
な曲を披露しました。
対するワセグリは昨年の
定期演奏会で歌った多田武
彦作曲の「木下杢太郎の詩
から」を披露。試験期間中
の忙しい合間を縫ってオン
ステした 人の演奏は重厚
で、多くの聴衆を魅了しま
した 。 私に 届 く感 想 では
「早稲田に軍配」という声
が多く聞かれ、大変嬉しい
心持ちがした次第です。
合同ステージでは互いの
大学応援歌の後、復興応援
ソング「花は咲く」を共に
歌い、会場が和やかな雰囲
気に包まれて終演となりま
した。演奏会で結ばれた両
団の絆が今後長く続いてい
くことを願っています。
熊崎陽一（Ｈ 卒）

に活躍できる環境をつくる
ためにも、このＡＷＦに一
人でも多くの参加をお待ち
しております。
詳細は各グループの世話
人にご連絡のうえ、ご確認
ください。
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大いに期待されています。
年間のＯＢ会費の徴収額
のおよそ３割が、主に現役
の新入生勧誘活動に向けて
の費用補助や音源作成ソフ
トの 購 入等 に 使わ れ てお
り、ＯＢ会として現役支援

京 芸 術 劇 場） 、 ６ 月 日
（日）に東西四連（すみだ
トリフォニーホール）で演
奏いたします。皆さまのご
来場をお待ちしています。
２０１７年度部長
後藤貴央（新４年）

プレゼンテーション。チー
ムに分かれてフリーディス
カッションもした。
終了後は懇親会に場所を
移し、各ＯＢは現役の就活
相談に応じながら、現役時
代や新社会人のころの思い
出話に花を咲かせていた。
古家大貴（Ｈ 卒）

ハーバード・グリークラ
ブとワセグリのジョイント
コンサートが 月 日、渋
谷区総合文化センター大和
田のさくらホールで開かれ
ました。ご来場いただきま
した方々に感謝申し上げま
すとともに、座席の案内で
混乱が生じましたことを深
くお詫び申し上げます。
演奏会ではハーバードが
人、ワセグリは新４年生
以下の 人がステージに立
ちました。ハーバードはク

行、ＩＴ系、広告の各業界
から１人ずつ参加して意見
交換した。
当日は大学職員の佐々木
豊幹事長（Ｓ 卒）のあい
さ つ、 互 いの 自 己紹 介 の
後、各ＯＢが自身の会社や
業 界の 動 向を 解 説し な が
ら、就職活動のポイントを

18

日米 歌 の交 流

一会の別れを告げて去る水
夫たちに海の神が微笑んで
いるかのような、どこか崇
高な 雰 囲気 を 感じ さ せま
す。
送別演奏会の後は、５月
６日（土）に東京六連（東

現役の 就職相 談
各業界 ＯＢ結 集
ＯＢ会主催の現役就職相
談プログラムが１月 日、
早稲田奉仕園で開かれた。
現役は新４年生を中心に
人、ＯＢはコンサルティン
グ、 保 険、 メ ーカ ー 、銀

40

現役とＯＢ 絆深めたい

熊谷恒人（Ｓ47）
tjt-kuma@amber.plala.or.jp

第３グループ

Ｓ51～57

板東 功（Ｓ54）
bando1955@gmail.com

第４グループ

Ｓ58～Ｈ01

石川 了（Ｓ61）
ryo_ishi@tfc.co.jp

第５グループ

Ｈ02～08

中村吉宏（Ｈ05）

第６グループ

Ｈ09～15

星加武史（Ｈ12）
star0802@gmail.com

第７グループ

Ｈ16～22

植木俊幸（Ｈ19）
jjujujujue.kin.w_aiue2nd.jp@ezweb.ne.jp

第８グループ

Ｈ23～29

古家大貴（Ｈ26）
dfuruie@gmail.com

【訃報】林克行さん（Ｓ
卒）が昨年 月 日、膵臓
がんのため亡くなられまし
た。 歳。奥様がお知らせ
くださいました。ご冥福を
お祈りいたします。

10

37

▽…今号から、慣れ親しん
だ緑の郵便封筒ではなく、
透明ビニールの「ゆうメー
ル」でお届けします。配送
費の節約のためで、ご理解
の程お願いいたします。
▽…新企画「ワセグリ人」
の稲田弘さんのように、音
楽やＯＢ会活動以外の話題
にも光を当てていきます。
稲田さんの「いくつになっ
ても限界はない」の言葉に
勇気づけられました。新企
画「あの時あの歌」は皆様
の心に残る演奏の思い出話
を募集していきます。
▽…新編集長として、何と
か２０４号を作り終えまし
た。創刊号に、現役だった
自分の名前が載っていたこ
とに、何か運命めいたもの
を感じています。（杉野）

編集後記

11

投稿・情報提供 お待ちしています
〒141-0031
品川区西五反田5-19-6 杉野耕一宛
Tel 090-8805-9088
Mail：k.sugino@d4.dion.ne.jp
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78

次号は５月発刊！

56

実行委員長
高野 恭一
（Ｓ55卒）
10

に紹介します。
「
What
shall
we
do with
」は酔
the drunken sailor
っ ぱ らっ た 水夫 が テー マ
の、テンポの速い盛り上が
りの良い曲です。水夫たち
が 遠 い故 郷 を思 っ て歌 う
「 Lowlands
」は、温かみの
ある中・低音域のソロにご
注目ください。
「 Whup! Jamboree
」は目
的地へ着港する時、船旅に
疲れ果てた水夫たちがもう
ひと踏ん張りするため歌う
歌です。「 Good-Bye,Fare
」 は 水 夫 が 帰 路に
Ye Well
就く際に歌うもので、一期

25

Ｓ44～50

66

世話人チーフ
対象年次

新年度現役が船出

1

59

22

26

両団体の合同ステージ（スペースフォト提供）

13

taiyosi2209@gmail.com

第２グループ

20

内山守太（Ｓ43）monta20160911@rc4.so-net.ne.jp
服部博人（Ｓ43）yokochestnut@mx5.ttcn.ne.jp

18

～Ｓ43

「Sea Chanties」披露

第１グループ

２月 日 月( 、)第 回送
別演奏会を杉並公会堂大ホ
ールにて開催いたします。
時 開演 で 、 我 々現 役 は
「 Sea Chanties
」の中から
４曲を演奏いたします。
ワセグリの十八番である
宮城県民謡の斎太郎節。そ
れと同じく海と関係する労
働歌で、どこか共通した光
景を連想させる曲集です。
それでありながら英語で歌
われ、異国の情景をも想起
させます。ワセグリにしか
表現できない、異国の広大
な海を楽しんでいただける
と思います。以下、曲ごと

22

10月21日 オールワセグリフェスティバル
2月20日 現役送別演奏会（杉並公会堂）
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早稲田大学グリークラブＯＢ会新聞（稲グリ新聞）
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