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学アリオンコールの単独ス
テージが３年ぶりに復活。
合同 ス テー ジ は「 永 訣の
朝」（作詩：宮沢賢治、作
曲：西村朗）を雨森文也氏
の指揮で演奏した。
現役 グ リ ー は６ 月 日
（日）、第 回東西四大学
合唱演奏会（すみだトリフ
ォニーホール、 時 分開
演）に臨み、松原千振氏の
指揮で「北東欧のアラカル
トステージ～若人と海～」
を演奏する。

６面…「ワセグリ人 栗川治さん」
「あの時あの歌 水のいのち」
７面…校歌・「輝く太陽」２番歌おう
８面…集散＆交差点
「最高齢合唱団」ギネス申請へ

ラマ「花燃ゆ」など多くの
映画、ＴＶ、アニメの音楽
を手がけた川井氏がみずみ
ずしい息吹を吹き込んだ。
早稲田グリーは一部のメ
ンバーが物語の登場人物の
衣装を身に付け、ナレーシ
ョンや舞台照明も駆使しな
がら、壮大なファンタジー
の世界を表現。物語の底流
に流れる人の生の切なさ、
人々の営みの尊さを高らか
に歌い上げた。
今回の六連では、法政大

２面…ＯＢ四連に向けて 東松寛之さん
３面…現役六連・送別演奏会
４面…大阪稲グリ 周年記念演奏会
５面…ＯＢＭ、荻久保作品を好演
「稲グリ新聞 事始２」

は、父が母と自分を捨てて
出て行った運命を変えてく
れる女神に会うべく、現世
の人間のエネルギーが創り
出 した 「 幻 界 （ビ ジ ョ
ン）」へ旅立つ。少年は多
くの出会いを重ね、数々の
苦難を乗り越えて成長して
いく。これにＮＨＫ大河ド

24

連実行委員長の小岩寿樹さ
ん（Ｓ 卒）まで、次のメ
ールアドレスか携帯電話に
ご連絡ください。

回を重ねて熱を帯びる練習

30

＠ jcom.zaq.com
tnakoiwa
090-3681-7634

フラ ン スの 歴 史人 口 学
者、エマニュエル・トッド
氏は「日本の課題は人口減
少と老化だ。親に対する子
供の負担、子供に対する親
の負担があまりに大きいた
めに出生率が低い。それに
代わるものを国が提供しな
くてはいけない」と指摘し
ています。彼の処方箋は増
税です。「日本人はもっと
税金を払って、国がケアを
担う方がメリットがある」
▼日本でも長野県下條村や
岡山県奈義町が行政コスト
を削り、子育て支援を増や
して出生率を上げました。
多くの人が税金を払うこと
を「損」と思う世の中で、
住民は目先の不利益を受け
入れて、将来への希望を見
いだそうとしています。
▼ワセグリＯＢ会も会費納
入のお願いをしています。
心苦しいですが、今の納入
状況ではＯＢ会活動のみな
らず、現役の支援もままな
りません。大学の合唱人口
の減少は続き、現役の活動
の個人負担はＯＢ世代以上
に大きくなっています。
▼あの関西学院グリークラ
ブでさえ部員減少に悩み、
ＯＢの支援で回復させるの
に 年を要しました。現役
あってのＯＢ会です。ワセ
グリも〝出生率〟を高めて
持続可能な組織にするため
に、未来に希望を託す各位
の行動に期待しています。

10

アノのための『ブレイブ・
ストーリー』」を、中島龍
之介さん（４年）の指揮で
演 奏 して 、 新境 地 を開 い
た。 （関連記事３面に）
委嘱初演作品は、宮部み
ゆき氏の同名のファンタジ
ー冒険小説をモチーフにし
た 。 主人 公 の少 年 ワタ ル

25

15

60

ＯＢ四連「北 斗の海」練習佳境に

23

66

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

７・ 本番向け仕上がり順調
初演、 年に「海」を入れ
て５曲となった完結版の初
演をするなど何度も演奏し
た「十八番」です。演奏経
験者が多くいますが、各自
が思い込みや惰性に陥りや
すいおそれもあります。
東松さんの練習は「移動
ド」を取り入れ、プロの声
楽家に発声指導をお願いし
て、楽譜に忠実な音楽づく
りをしています。５月 日
からは本番で指揮する岡本
俊久さん（Ｓ 卒）を迎え
て仕上げに入っています。
参加希望の方は、ＯＢ四

13

〈編集・発行〉

７月 日（日）の東西四
大学ＯＢ合唱連盟演奏会に
向け、稲門グリークラブが
演奏する男声合唱組曲「北
斗の海」の練習が佳境に入
っています。昭和女子大学

45

23

人見記念講堂大ホール（
時 分開演）での本番まで
２か月、さらに多くの方々
の参 加 をお 待 ちし て いま
す。 （関連記事２面に）
練習は２月 日から、練
習 指揮 者 を東
松寛之さん
（Ｈ 卒）に
お 願い し て、
週 １回 の ペー
ス で続 け てい
ます。
「 北斗 の 海」
は ワセ グ リが
１ ９６ ８ 年の

52

INDEX

48

早 稲 田 大 学
グリークラブOB会

委嘱初演「ブレイブ・ストーリー」

現役グリーの単独ステージ（東京芸術劇場）

壮大なファンタジー描く
第 回東京六大学合唱連
盟定期演奏会が５月６日、
東京 芸 術劇 場 で開 催 され
た。現役の早稲田大学グリ
ークラブは６校の最後に登
場し、作曲家の川井憲次氏
に委嘱した「男声合唱とピ
66

2017年（平成29年）5月20日

早稲田大学グリークラブＯＢ会新聞（稲グリ新聞）
（№205）

5月6日 東京芸術劇場

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）5月20日

「多様性」で大きなうねりを

れる よ うに 頑 張り ま しょ
う。
と、ここまで色々書きま
したが、稲門グリーが最も
重視しなければならないの
は上手い下手以上に、老若
男男 が 集ま る こと に よる
「多様性」であると考えて
おります。若手もベテラン
も一緒になって一つの音楽
を作り上げる。その中でそ
れぞれの世代が持っている
素晴らしい要素が絡まりあ
い、 七 色の 音 色を 紡 ぎ出
す。バラバラであるという
ことは早稲田にとってはプ

36

01

ラスになりえます。
「集まり散じて人は変わ
れど、仰ぐは同じき理想の
光」ですから心配はいりま
せん。互いに気後れせず、
ただ音楽に対してひた向き
で前のめりであること。そ
れが結果的に良い演奏を生
むことだと信じています。
今からでも遅くはありま
せん。世代に関係なく「オ
ールワセグリ」として一つ
の大きな「うねり」を作り
上げませんか。そこに待っ
ている体験は無二のものと
なると確信しています。

ました。その結果、 人い
た未納入者のうち 人（う
ち平成世代は 人）の方が
応じてくれました（銀行利
用 人 、ゆ う ち ょ 利 用４
人）。年内に手続きが済め
ば、来年度からの自動引き
落としとなります。
口座振替用紙は必要事項
を記入後、銀行利用の方は
大部幹事へ用紙を郵送、ゆ
うちょ利用の方はご自身で
郵便局で手続きしていただ
きます。これをしないと口
座振替ができません。応じ
てくださった方、お忘れな
く手続きをお願いします。
声かけ隊の活動は今後、
７月１日の還暦会＆順グリ
会パートⅡ、７月 日に本
番を迎えるＯＢ四連、そし
て 月 日のオールワセグ
リフェスティバルへと移り
ます。別掲の「会費納入の
方法」（ＯＢ会サイトにも
掲載）をご覧いただき、皆
さんのご理解とご協力をお
願いいたします。

20

23

ニー、決めにかかったな」
などと思われるような演奏
は面白くありません。楽譜
に書いてあることを訴える
のではなく、自らのうたで
心にダイレクトに響かせる
こと。それは指揮者が誰で
あろうと普遍的に合唱団が
目 指 すべ き 境地 の 一つ で
す。そのために、うたを語

いずれワセグリＯＢ会は活
動不能に陥ってしまうので
はないか。そんな危機感を
抱かせるような数字です。
そこでＯＢ会では会費納
入者を増やして安定的な財
28

会費納入増加 へ「声 かけ隊」始動
「 」。この数字はＨ
卒からＨ 卒までの「平成
世代ＯＢ」のうち、昨年度
ＯＢ会費を納入した人の数
です。わずか 人にとどま
っています。このままでは

政基盤を確立するため、今
年度から本腰を入れること
にしました。これまで会計
担当の大部孝広幹事（Ｓ
卒）が〝孤軍奮闘〟し、会
費を集めてきましたが、そ
の活動を複数で対応し、よ
り実績を上げようという狙
いです。
その方法は、様々なイベ
ントで未納入者に直接声を
掛け、趣旨と納入方法をて
いねいに説明し、会費納入
を促すというものです。名
付けて「声かけ隊」。２月
日のＯＢ会幹事会で、声
かけ隊の運動が了承されま
した。
手始めに４月に演奏会を
開いたＯＢメンバーズ（Ｏ
ＢＭ）の練習会場で〝声か
け〟が行われました。担当
した の は佐 久 間裕 一 幹事
（Ｓ 卒）。事前に参加者
名簿から会費を納めていな
い人を抽出し、そのリスト
を基 に １人 ひ とり 声 をか
け、口座振替用紙を手渡し

16

10

うたを語り 心に響かせて
く語れるようになっても、
初めから終わりまで同じ口
調で 語 って し まい が ちで
す。
そういったことに常に目
を向けて、常に新鮮な言葉
を届けるための訓練をこれ
からも続けていくことで、
これまでのワセグリＯＢの
「あ る 種の 野 蛮な イ メー
ジ」を覆すような演奏がで
きるのではないでしょうか
？ すでにその兆しは見え
つつあります。
もう一つ、私が目指して
いるのは「楽譜の見えない
演奏」です。「ここにクレ
ッシェンドが書いてあるん
だろうな」「ここのハーモ

を始動させました。
その努力もあって、７日
のウェルカムコンサートに
は 人の新入生が足を運ん
でくれ、現在 人前後の新
入生が入団に向けて着々と
準備を進めています。
今年の新歓は積極的に協
力してくれた同期・後輩だ
けでなく、ＯＢの皆様のご
支援のおかげで一定の成果
を 上げ る こと が でき ま し
た。以上をもちまして新入
生勧誘活動のご報告とさせ
ていただきます。
サブ学内マネージャー
小林侑介（３年）
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54
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【ＯＢ会費納入の方法】
◆年会費：５,０００円
◆納入方法（下記の４つのうち、なるべく①か②で
お願いします。）
①口座振替（ゆうちょ銀行以外の金融機関口座を利
用／毎年３月末に自動引き落とし）
専用の「預金口座振替依頼書」に必要事項を記入
し、下記の会計担当大部幹事に送付してください。
②口座振替（ゆうちょ銀行口座を利用／毎年４月末
に自動引き落とし）
ゆうちょ銀行専用の自動払込申込書に必要事項を
記入し、郵便局に提出してください。
③郵便振替（各自で毎年、郵便局で振り込み）
口座記号番号 00110-4-277571
早稲田大学グリークラブＯＢ会
④銀行振込（各自で毎年、銀行で振り込み）
三菱東京ＵＦＪ銀行 新宿中央支店
普通預金口座 5359927
早稲田大学グリークラブＯＢ会代表者 大部孝広
(注)口座振替は①②とも2018年度からになります。
2017年度分は③④か現金でお願いします。
＊ご不明な点は下記までお問い合わせください。
〒194-0041東京都町田市玉川学園5-14-21 大部孝広
TEL＆FAX 042-721-7948 takahirooobu@gmail.com

今回、練習指揮を拝命し
た東松寛之です。これまで
の練習では「うたをどうや
って語るか」ということを
徹底して進めてきました。
その結果は徐々に表れつつ
あると感じています。
多田武彦作品は日本語に
非常によく寄り添ったメロ
ディー・リズムで書かれて
いる一方、合唱で再現しよ
うとするとどうしても音を
なぞることに終始してしま
いがちです。また、せっか

のため、校内のいたるとこ
ろでのゲリラライブ、ビラ
の改良、ブースでの紹介で
のパワーポイント導入、ス
マートフォンアプリの「Ｌ
ＩＮＥ」やＴｗｉｔｔｅｒ
の公式アカウントの効果的
な活用といった工夫をしま
した。それに加えて、１日
の応援部の新歓ステージに
も出演しました。
また、新入生にワセグリ
の音楽に魅力を感じてもら
いたいと、ウェルカムコン
サートの演奏の質を向上さ
せるため、送別演奏会終了
直後からそれに向けた練習
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練習指揮者
東松 寛之
（Ｈ24卒）

現役通信 新人勧誘、成果は上々
今年も新入生勧誘活動が
終了しました。キャンパス
での新勧活動は早稲田・戸
山キャンパスで４月１～５
日、西早稲田キャンパスで
は１～４日に行い、新歓イ
ベントは７日にウェルカム
コンサート、８日に新歓ガ
イダンスを開催しました。
昨年の新勧改革を踏襲し
て、ワセグリの知名度向上
校内にブースを設けてゲリラ
ライブ（写真上）、新人を迎え
ての奉仕園での練習（同下）

50

会 長
柿沼 郭
（Ｓ53卒）

ＯＢ四連

向かっていきます。皆さま
のご声援をお願いいたしま
す。
（１面参照）

露。これが船出となる新年
度現役は「 Sea Chanties
」
を力強く歌い上げた。平日
の午後６時開演にもかかわ
らず、会場には６００人近
い聴衆が詰めかけ、それぞ
れの門出を祝った。

卒団生と現役の合同ステージ（２月20日、杉並公会堂）

「 Sea Chanties
」で 船出
し、六連で勇気を得て、四
連では〝大自然の猛威〟に

現役の第 回送別演奏会
が２月 日、杉並公会堂大
ホールで開催された。全員
での愛唱曲演奏の後、卒団
生が「ハモれない１０９代
のための男声合唱組曲『４
分 秒』」のステージを披

集 客も大 幅アッ プ

第 回送別演奏会が無事
に閉幕しました。ご来場く
ださった皆様方、誠にあり
がとうございました。
今回の演奏会では昨年度
の送 別 演奏 会 の反 省 点の
「集客の低さ」を打開する
ことに重点に置き、宣伝活
動に励みました。杉並区報
への演奏会情報の掲載、杉
並区の公共施設へのポスタ
ーやチラシの設置、他団体
演奏会プログラムへのチラ
シの挟み込み、ＳＮＳでの
情報発信など、各マネージ
ャーの協力でスムーズに行

日に 開催

横浜 稲グリ 定演

６月

うことができました。
今年度も平日開催で、集
客に多少不安を抱えました
が、結果として昨年度より
も約１２０人多いお客様に
ご来場いただきました。
現役生ステージは、船乗
り のア ラ カル ト ソン グ 集
「 Sea Chanties
」を演奏
し、幸先の良い《船出》が
出来たのではないかと自負
しております。
ご来場いただいた皆様に
今ひとたび感謝申し上げま
す。今後とも現役をよろし
くお願いいたします。
チーフ演奏会マネージャー
西帯野貴紀（４年）

（指揮 ・吉 村幹郎
Ｓ 卒） の２ つの 男
声 合唱 組 曲 に 加 え
て、昔 懐か しい「 グ
リーク ラブ 愛唱歌 」
と「ミ ッチ ミラー サ
ウンド 」と なって い
ます。
家庭的雰囲気の手作り合
唱を毎週金曜日の夕方、横
浜市戸部の「オオハラホー
ル」で楽しんでおり、隔年
の発表会となります。チケ
ッ ト（ 全 席自 由 １０ ０ ０
円）を販売中ですので、お
求 め下 さ い。 新 団員 を 年
齢、横浜近郊在住か否かに
かかわらず募集中です。
お問い合わせは北村勝昭
（Ｓ 卒）まで電話かメー
ルでお願いします。
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046-875-4821 am6k-ktmr@
asahi-net.or.jp
中澤亨（Ｓ 卒）

39

66

神奈川県民ホール
横浜稲門グリークラブは
６月 日（木）、第９回定
期演奏会を神奈川県民ホー
ル小 ホ ール で 開催 し ます
（ 時 分開演）。今年で
発足 年になりますが、年
々、会員の年齢は上がる一
方で会員数は減少して、現
在 名で活動しています。
今回のステージ構成は、
「海鳥の詩」（指揮・加藤
治信 Ｓ 卒）、「沙羅」
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横浜稲グリ定演のチラシ
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30
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21

24

も、練習するにつれて馴染
んできました。先生は「自
由にやって構わないから」
と、我々に幅広い裁量を与
えてくださいました。通常
の委嘱作品以上に、先生と
団員が共同で創り上げたと
いう思いが強いです。
本番直前、先生は舞台袖
に来て、皆に「緊張しなく
ていいから。頑張って」と
声 を かけ て くだ さ いま し
た。これが団員の心に響い
て肩の力が抜け、深遠な人
々の営みを表現できたと思
います。本番では感極まっ
て泣いた者もいました。
６月の東西四連では、松
原千振先生の指揮で、本邦
初演も含む北東欧の難曲に
挑 み ます 。 送別 演 奏会 の

六大学合同演奏
同声三部合唱とピアノのための組曲「永訣の朝」
指揮：雨森文也
ピアノ：平林知子

「海の男の歌」力強く
66

現役送別演奏会
20

1.東京大学音楽部合唱団コールアカデミー
「イザークの４つのモテット」
指揮：有村祐輔
２.法政大学アリオンコール
「A Little Jazz Mass」
指揮：蓮沼喜文 ピアノ：加藤柚太
３.明治大学グリークラブ
男声合唱組曲「フェニックス」
作詞・作曲・指揮：佐藤賢太郎
ピアノ：松元博志
４.慶應義塾ワグネル・ソサィエティー男声合唱団
フィンランド独立100年によせて
「シベリウス男声合唱曲を歌う」
指揮：大久保光哉
５.立教大学グリークラブ
男声合唱組曲「方舟」
指揮：田中豊輝
ピアノ：内木優子
６.早稲田大学グリークラブ
男声合唱とピアノのための
「ブレイブ・ストーリー」（委嘱初演）
宮部みゆき「ブレイブ・ストーリー」より
作曲：川井憲次
指揮：中島龍之介 ピアノ：角野隼斗

33

深遠な人々の営み表現

16:30開演
東京芸術劇場コンサートホール)

学生指揮者
中島龍之介
（４年）

川井先生・団員と物語紡ぐ

（５月６日

るような疾走感のあるメロ
ディー、物語に寄り添った
旋律に魅せられ、いつか先
生に作曲をお願いしたいと
思っていました。
学指揮になった時から団
員にその気持ちを伝えてい
ましたが、題材は団員から
募集 し まし た 。そ の 中で
「ブレイブ・ストーリー」
が挙がりました。既存映画
のファンタジーのイメージ
が強いからこそ、原作の奥
深さをぜひ合唱曲にして表
現したいと考えました。
昨年冬、合唱音楽は初め
てだった川井先生に、こち
らから題材や脚本を出して
委嘱しました。今年２月に
はほぼ完成し、最初は「や
や暗めかな」と感じた曲調

第66回東京六大学合唱連盟定期演奏会

現役六連
六連で演奏した「ブレイ
ブ・ストーリー」は、劇伴
音楽の川井憲次先生とワセ
グリの異色の組み合わせで
未体験の音楽に挑戦し、グ
リーの歴史に新しい足跡を
残せたと思っています。
川井先生との出会いは２
００７年。先生が作曲した
押井守監督のラジオドラマ
「ケルベロス鋼鉄の猟犬」
の挿入歌を、ＴＯＫＹＯ
ＦＭ少年合唱団にいた私が
歌 っ たの が 縁の 始 まり で
す。以来、先生の駆け抜け

六連の合同演奏「永訣の朝」（東京芸術劇場）
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39

界の重鎮、須賀敬一氏（Ｓ
卒）の「啄木短歌集」。
須賀先輩には母音のつなが
りと子音の発音を徹底的に
絞られたが、石川啄木の短
歌に込められた思いを理解
して表現することに神経を
研ぎ澄まし、音楽づくりに
没頭した練習は実に豊かで
充実した時間だった。本番
は加藤崇子さんの素晴らし
いピアノにも助けられて、
一定の成果が出せたのでは
ないかと思っている。
第３ステージ「歌い続け
て 年」は、大阪稲グリの
歩みを辿りながら、全体を
如何にテンポ良く展開する
かに腐心した。山に置いた
ボニージャックスとＯＢ四
連の仲間とのステージは効
果的だったと思う。
ボニージャックスには同
期のセカンド、大町正人が
いたこともあり、大阪稲グ
リと同じ時代を歌い続けて
きたボニーに花を添えてほ

故山路 さんの 遺作
ア ンコー ルに演 奏

しいと願っていた。予算が
心細く、ダメもとで西脇久
夫社長（Ｓ 卒）にお願い
したところ、「行くよ」と
言っていただいた時は本当
に嬉しかった。
この第３ステージの構成
・演出をお願いしていた山
路洋平さん（Ｓ 卒）が昨
年 月 日に急逝され、構
成台本を引き継ぐことにな
ったが、何とか責任を全う
することが出来たと思って
いる。台本作成にはわずか
な時間しか残されていなか
ったが、比較的順調に進ん
だ。山路さんが導いて下さ

し、作ってもらいました。
♪いつの間にか 歳をと
って 髪の毛も薄くなった
でも僕らの仲間は くた
ばらないぜ 体操だってウ
ォーキングだって オイッ
チ ニ サン（フー）…
高齢男の友情とロマン、
ちょっぴりコミカルな姿を
描いた詞に、鈴木君が絶妙
の曲を付けてくれました。
今回、実行委員長の鎌田
龍児君に「こんな曲がある
よ」と伝えると、彼は時間
的に厳しい中、演奏を決意
してくれて、初演と同じく
ソロを山本健二君、台詞を
私が担当しました。
山路君のユーモアと計算
し尽くされた演出力に満ち
た遺作を歌い、楽しく彼を
追悼できたことは本当に嬉
しかったですが、不覚にも
涙を少し流してしまいまし
た。
徳田浩（Ｓ 卒）

ったのだと感謝している。
今回も東京をはじめ全国
から大阪の本隊をはるかに
超える皆さんの応援出演を
いただき、大変ありがたか
った。「大阪は放っておけ
ない」「応援に行ってやら
なければ…」と愛情あふれ
る思いやり？で駆けつけて
いただいたと思うが、それ
に甘えていて良いのだろう
か？ 今後の課題として一
考する必要がありそうだ。
４月 日、山路さんのご
遺骨に台本をお供えし、演
奏会が成功裏に終わったこ
とを報告した。

29

33

大阪稲グリ 周年記念演
奏会のアンコールで、第３
ステージの演出を担当する
はず だ った 故 山路 洋 平君
（Ｓ 卒）作詞の「青春ノ
スタルジア」を演奏しまし
た。昨年の山本健二リサイ
タルに出演したＳ 卒同期
の合唱団「サウンド友」の
ために作られた曲です。
サウンド友は同期の作曲
家・鈴木淳君と山路君のコ
ンビで作られ、１９７９年
の稲門グリ定演で初演した
「ひとりモノローグ」を愛
唱歌 に して い まし た 。昨
年、リサイタル出演が決ま
った時、メンバーから「鈴
木よ、そろそろ我々の年齢
に相応しい新作を書いてく
れよ。詞はやはり山路がい
いぜ」と半ば強制的に依頼

32

31

大阪稲グリが記念演奏会

30

12

32

60

実行委員長
鎌田 龍児
（Ｓ35卒）
32

60

18

大 阪稲門グリ ークラブの創 立 周年記念コ ンサート が
３月 日、大阪国際 交流センタ ー大ホールで 開かれた 。
節目 の演奏会に 大阪稲グリの ほか、ボニ ージャック スを
はじ め全国のワ セグリＯＢが 集結。他大 学ＯＢの友 情出
演も得て、力強い歌声で聴衆を魅了した。

確かめ合う楽しい演奏会と
いう の がコ ン セプ ト だっ
た。演奏会は概ね好意的な
評価をいただいたが、それ
も実行委員会をはじめ多く
の方々の協力が実を結んだ
チームプレーの結果だ。
第１ステージ「
African
」
American Spirituals
は、現役時代「ニグロの坪
井」と称された大阪稲グリ
のレジェンド、坪井秀夫会
長（Ｓ 卒）が、これまで
温めてきた黒人霊歌への新
たなる思いを開花させるも
のになった。
第２ステージは、もう一
人のレジェンドである合唱

長の鎌田龍児さんには、
年の第５回コーラス花の早
慶 戦 in岩 手 （ 盛岡 市 民 文
化ホール）でも大変お世話
になりました。今回は花の
早慶戦で歌った曲もあり、
それなりの演奏ができ、前
夜祭や打ち上げでも旧交を
温めることができました。
昔からある合唱団は高齢
化に伴い、存続の危機にさ
らされています。若いＯＢ
の参加を期待しています。
東京稲門グリークラブ
幹事長 溝田俊二（Ｓ 卒）
45

60

多くの人に支えられ
皆の思い 演奏に結実

８名で押しかけました。
東京から大阪稲グリの演
奏会に大挙して参加するよ
うになったのは１９８７年
の 周年演奏会の頃からで
す。２００８年、東京稲グ
リの幹事長をされていた今
澤哲朗さん（Ｓ 卒）が関
西に戻り、私が後を引き継
ぎました。今回も月１回の
練習日を大阪用に企画し、
２月には大阪の藤野充指揮
者（Ｓ 卒）を迎え、都合
４回練習をしました。
今回の演奏会の実行委員

14

20

大阪稲グリの 年を一言
で言えば、多くの人たちに
助けられ支えられてきた
年と言える。昭和 年卒の
メンバーが、大阪天五の藤
野屋の２階に集い歌い始め
たのが始まりだが、ここま
で 歩 み続 け て来 ら れた の
は、多くの人たちのサポー
トがあったからだ。
周年記念演奏会は、大
阪稲グリを支えていただい
た人たちへの感謝と友情を

30

37

28

40

60

のつながりについて書かせ
ていただきます。
今回のコンサートには、
大阪稲グリのメンバーが他
大学も含めて 名、関西在
住のＯＢ四連３大学のメン
バー 名、そして東京から
名と、総勢１００人近く
がオンステしました。東京
からは東京稲門グリークラ
ブのメンバーが 名、関西
で同期会を予定していたＳ
卒の方々が６名、その他

48

60

30

全国からＯＢが駆けつけた大阪稲グリ60周年記念演奏会（３月20日）

百人が出演、旧交温める
大阪稲門グリークラブの
周年記念コンサートに東
京から参加し、感動を共有
させていただきました。本
稿では大阪稲グリと東京と

ボニーの演奏＝写真上＝と打ち上げで挨拶する西脇さん

31

60
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30

36
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ＯＢメンバーズ 2017

また「伝説」が生まれた

一の両立が達成されている
ことを印象づけた。
第１ステージの多田武彦
作曲「父のいる庭」は、指
揮の伊藤直久が要求する細
やかな言葉さばきが伝わっ
てくる沁み入るような演奏
だった。生命のバトンを託
し託されていることを実感
した大人ならではの味わい
を随所に感じさせた。
第２ステージのブラーム
ス作 曲 「 Nänie
」も 丁 寧 な
音楽づくりで、指揮の佐久
間宰士の思いの深さが感じ
られた。上杉奈央子のピア

ワープロ編集も切り貼り
世代間融和へ規約改正

59

92

36

53

Ｏ Ｂの 挑戦、 現役に も刺激 に

13

13

徳田さん、１２４～１３３
号を頴原、１３４～１４１
号を三たび徳田さん、１４
２～１６２号を三雲孝夫さ
ん（Ｓ 卒）、１６３～２

40

31

荻久保先生と
９年ぶり共演

感動した。客席にいるこ
とが悔しく、ステージの男
たちが羨ましかった。良い
曲の、良い演奏を、良い仲
間と、という思いが見事に
具現化された演奏会。「季
節へのまなざし」を作曲者
荻久保和明の指揮、前田勝
則のピアノでという並々な
らぬ意欲を感じさせる企画
であり、メンバーもそれに
応えて覚悟を持って臨んで
いることが伝わってきた。
まず、校歌から腰の据わ
った演奏で、個々の素晴ら
しい声とパートの響きの統

ご 来 場い た だい た 皆さ
ま、誠にありがとうござい
ました。これからもＯＢＭ
は、常に早稲グリＯＢとし
てでき得る最高の演奏を目

演奏会後に寄せられたお
客様の声をご紹介します。
▽荻 久 保先 生 本人 指 揮の
『季節へのまなざし』がす
ごいという話は聞いていた
が予想以上だった……！！
１曲 目 が終 わ った 時 点で
「これはもう一体どうなっ
てしまうんだろう、片時も
目を離せない」というワク
ワクした緊張感が客席に満
ちていた。
▽最初から最後まで早稲田
の音に圧倒されました！
荻久保先生が『ゆめみる』
の「ひとは夢みる」以降、
楽譜を完全に閉じたのが非
常に印象的でした。
▽自分としては 年に１度
あるかどうかの感動度、完
成度であった。まったく飽
きることなく、最後まで手
に汗にぎる感じだった。

福井忠雄新会長（Ｓ 卒）
の下、出席者の長い激論を
経て規約を改正し、新たな
船出をした。
この間の事情は１４１号
に詳しく掲載されており、
現在 で も大 い に参 考 にな
る。これらの記事は柿沼郭
現 会長 （ Ｓ 卒） の 努 力
で、新聞の創刊号からのバ
ックナンバーがＯＢ会サイ
トに載っているのでご参照
を。次号では結構人気があ
った〝ハミダシ情報〟の特
集を予定。乞うご期待。
（頴原信二郎 Ｓ 卒）

▽今回またひとつ、早稲グ
リの歴史に「伝説」が生ま
れました。その伝説に立ち
会えたことを、ありがたく
思います。

４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、早稲田大
学グリークラブＯＢメンバ
ーズ・コンサート２０１７
を開催いたしました。２０
００年に第１回演奏会を開
催して以来、今回が第 回
目の単独演奏会です。
今回のハイライトは、１
００周年記念ＯＢ演奏会で
の「縄文」以来、ＯＢとし
ては久し振りに荻久保和明
氏を指揮者にお迎えし、早
稲グリが 年前に男声版を
委嘱初演した荻久保氏の代
表作「季節へのまなざし」
の演奏でした。早稲グリと
は〝切っても切れない〟繋
がりのある荻久保氏と早稲
グリＯＢとの９年ぶりのコ
ラボレーションは大きな反
響を呼んだようです。

ブ）の行事が、海外演奏旅
行なども加わり多忙になっ
てきた。この頃にはＯＢの
数も１０００人を超えた。
当然、世代間のギャップが
生じ、若手は年配が多いＯ
Ｂ会への参加に消極的とな
り、ＯＢ会は高齢化が進ん
だ。
ＯＢ 会 では 長 澤護 会 長
（Ｓ 卒）、加藤晴生副会
長（Ｓ 卒）、安斎眞治幹
事長らの努力で、活性化へ
のＯＢ会改革案が作られ、
２ ０ ０ １ 年１ 月 日 の 総
会、同 日の臨時総会で、
59

表現の深さ・覚悟に感動

歴代の編集担当は、創刊
～１００号を頴原、１０１
～ １ １４ 号 を徳 田 浩さ ん
（Ｓ 卒）、１１５号を佐
々木豊現幹事長（Ｓ
卒）、１１６～１２３号を

０３号を頴原、そして２０
４号から現在の杉野耕一さ
ん（Ｓ 卒）である。
１０１号から目まぐるし
く編 集 担当 者 が交 代 した
が、これはやむを得ない個
人的事情 からで
あった。 徳田先
輩はプロ の新聞
編集者。 様々な
新趣向を 盛り込
んで紙面を活性化させた。
時代は平成に入り、 年
には 周年を迎え、この記
念行事を中心にＯＢ会（当
時は 通 称稲 門 グリ ー クラ
31

指して頑張っていきます。
次回演奏会では是非ステー
ジで一緒に歌いましょう！
代表幹事
井上靖夫（Ｓ 卒）

ノも美しい。
対位法を駆使した混声合
唱曲を編曲すると、通常の
男声では声部の絡み合いと
広がりを表現しきれないこ
とが多いのだが、Ｂａｓｓ
の強力な低音の鳴りに支え
られ、寄せては返すメロデ
ィーの波が客席に届いてい
た。
第１ 、 第２ ス テー ジ と
も、指揮者の強い構築への
意思が感じられた。
そして圧巻の最終ステー
ジ。尋常でない説得力で、
非常にスケールの大きな演
奏。「風は立ち」と歌い出
し、美しいなあと思った次
の瞬間、「匂い」という単
語ひとつで、もう別世界に
連れて行かれた。圧倒的な
から研ぎ澄まされた 、
ff
pp
表現の深さ、幅の広さ。こ
の演奏に立ち会えて幸福だ
と心から思った。
帰路、アンコール「ＩＮ
ＴＥＲＲＡ ＰＡＸ」につ
いて興奮した様子で感動を
語り合う高校生らしき一団
に遭遇した。この子たちが
将来のグリーメンになって
くれるかな、と思い嬉しか
った。ＯＢの挑戦は現役の
隆盛にも寄与できる、そう
感じた演奏会であった。＝
文中敬称略
新井康之（Ｓ 卒）

56

61

29

42

37

28

～２～
カミさんの渋面が続く。
以後、細かい表組以外の
と こ ろは ワ ー
プ ロ でと い う
時 代 に。 そ し
て 安 斎眞 治 さ
ん（Ｓ 卒）
寄贈のテレビ型ＰＣ、ＯＢ
会購入のノート型ＰＣと、
ハード面の進展とともに紙
に部屋が占領されることは
なくなった。
47

16

40

荻久保先生自ら指揮した「季節へのま なざし」

紙面の一部にワープロ印
字を導入したのは１９８６
（昭和 ）年６月 日発行
の第 号からだ。ワープロ
は打ち込み画面が確か３行
文字分しかない代物。行
間の詰めもできないので、
印字した紙をハサミで切っ
て台紙に糊付けしていくと
いう紙面作りであった。毎
回狭い我が家の一室が印字
した紙でいっぱいになり、
20
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栗 川治さ ん（ Ｓ
失明を乗り越え、教壇、
ステージへ――。新潟県立
新潟西高校教諭の栗川治さ
ん（Ｓ 卒）は視力を失っ

合 唱団で 歌う栗川 さん＝前 列左

も視力が低下していくなか
で、私は『障害者になりた
くない、自分は関係ない』
と思い続け、父を嫌悪さえ
していました。でも私も視

卒 ） バリアフリー拓く

ても教員生活を続け、障害
福祉活動にも積極的に取り
組んでいる。 年前から合
唱も再開して、ワセグリや
地 元合 唱団 で
歌っている。
―― 歳で
失 明し て盲 学
校 に転 勤し た
後 、普 通高 校
で の勤 務を 希
望しました。
「子 ども の
こ ろ、 父が 目
の 病気 で働 け
な くな り、 弟

あることを思うと、違和感
に変わりました。特別な空
間でなくても普通に生きて
いけるようになりたいと、
普通高校への転勤希望を出
し、 年に実現しました」
「アシスタント教員や生
徒の支援も受けながら、倫
理を教えています。教科書
や教材が変わるたびに点字
に直し、パワーポイントを
作るなど準備に時間をかけ
ます。部活動ではボランテ
ィア部の顧問、合唱部の副
顧問をしています」
――障害福祉活動に取り
組み、著書「視覚障碍をも
って生きる」（明石書店）
も出版しました。
「障碍を個人の身心の不
全 とと ら える 『 医学 モ デ
ル』から、活動を阻む障壁
93

「 水の いの ちは どうで し ょ
う」とのご提案があった。
お話をいただいた時、私は
この曲と先生の情熱的なタク
トとの親和性がイメージでき
なかった。しかし先生の練習
で場面を一つずつドラマチッ
クに積み上げていくことによ
って、姿形を変えながら空や
地上を行き来する水を輪廻転
生になぞらえた曲の奥行きの
深さを感じることができ、回
を重ねるごとに違和感が消え
ていったことを覚えている。
四連で歌い終え、張り詰め
た空気が持続する中からポツ
リポツリと湧いてきた拍手が
やがてうねりへと変わってい
ったことを今でも思い出す。
（吉澤泰 Ｈ 卒）

力が 衰 え、 妻 に求 婚 する
際、目の病気と子供にも遺
伝する恐れがあることを思
い切って打ち明けました。
妻は『そうなったら、その
時にどうするか考えましょ
う』と言ってくれ、２人は
大きな峠を越えました」
「失明後、 年に新潟盲
学校に転勤しました。盲学
校は視覚を失った生徒や教
員が い て社 会 の理 解 もあ
り、居心地の良い世界でし
た。でも一歩外に出れば、
障碍者に配慮のない世界が

ハンガリーからコバケン一色

88

が長くなることを懸念され、
「荻久保和明先生にお願いし
て短くできないか」とのお話
があった。学生指揮者の大屋
誠、海外演奏旅行マネジャー
の三田剛史、四連マネジャー
の有吉健司らが、荻久保先生
に手紙を書いて改編をお願い
した。三田の記録によると、
荻久保先生からは「書いてみ
るけれど、具体的にどこを削
れば良いのか、小林先生から
教えて欲しい」との回答だっ
た。そこまで小林先生にして
頂くことは難しく、暗礁に乗
り上げた。私たちが答えを見
つけ られ ない 中、 先生 から

07

57
くりかわ・おさむ 1959年生まれ。教員を
しながら、障害福祉に関する論考を発表し
続 け、2010年 にＮ ＨＫ 障害 福祉 賞で 優秀
賞。清美夫人との間に２男１女。

こそ障碍の本質とする『社
会モデル』に転換する必要
があると思います。当事者
が声を出さないと世の中は
変わらないと思い、障害を
持つ教職員の会やバリアフ
リー団体に参加しました」
「２０１２年に内閣府の
委員会の専門委員として、
障害者基本計画の策定にか
かわり、 年には『障害の
ある教職員ネットワーク』
を結成しました。今は新潟
県視覚障害者福祉協会の理
事として、市民や企業とも
連携しながら福祉活動に取
り組んでいます」
――合唱を再開したのは
年のオールワセグリフェ
スティバルからでした。
「 順 グリ 会 に出 た 勢い
で、杉並公会堂のステージ
に乗りました。以来、地元
の団体に点字楽譜を作って
もらい、 年のワセグリ１
００周年記念演奏会、 年
の小林研一郎先生との演奏
会、 年の点字図書館コン
サートに出演しました」
「地元でも合唱団にいが
た、にいがた東響コーラス
に参加し、小林先生指揮で

第九を歌いました。 年に
は点字図書館の随筆随想コ
ンクールに入選し、聖心女
子大学ＯＧで合唱をされて
いた皇后さまから声をかけ
ていただいたことも良い思
い出です」
「このほか良きパートナ
ーに恵まれ、 年ほど前か
らランニングを続けていま
す。早朝に１時間走るのが
日課で、フルマラソンにも
挑戦しました」
――今後の目標は。
「定年まであと３年、教
員生活を全うしたいです。
道半ばで倒れたり、辞めざ
るを得なかったりした諸先
輩 の無 念 の思 い を引 き 継
ぎ、先輩が苦労して拓いた
道を広げて次の世代にバト
ンを渡していきたいです」
「父も 代後半から猛勉
強して鍼灸マッサージ師の
資格を取りました。父の他
界後、父が苦しみながら歩
んだ道があって、自分も歩
めていると気づきました。
父が生きている間に気づい
ていたら、もっと親孝行で
きたと思うのですが」
（杉野耕一 Ｓ 卒）

10

59

27

の共演や、スプリングフェス
ティバルの「第九」へのオン
ステ、さらに早慶交歓、四連
と、大変お世話になった。
そのハンガリーで「川」を
演奏したことが、「水のいの
ち」の選曲につながったのだ
が、曲 折が あっ た。 当初 、
「さすらう若人の歌」をお願
いしようとしたが、慶應ワグ
ネルもドイツ語曲を選曲した
との情報があり、却下。そこ
でハンガリーで「縄文」の中
の「行進」を歌うことになっ
ていたことから「縄文」をお
願いした。
ところが、先生は演奏時間

13

40

20

◇ＯＢ四連、オールワセグリフ
ェスティバル（ＡＷＦ）の特設
ページを開設しました。トップ
ページのバナーをクリックして
ください。
◇ＯＢ 四連「北 斗の海 」の初
演、改訂版初演をはじめ過去の
演奏曲の音源を順次アップして
います。
◇稲グリ新聞の1982年の創刊号
から最新号までのＰＤＦを掲載
しました。なお、204号以降はカ
ラーでご覧いただけます。
演奏会や同窓会、ちょっとイ
イ話など、皆様からの投稿・情
報提供を歓迎いたします。

14

08

http://waseglee-ob.com

07

16

ＯＢ会サイトから

22

20

10

1994年 東西四連「水のいのち」
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２０１３年９月 日、サン
トリーホール。小林研一郎先
生 の熱 量の 大き い指 揮ぶ り
に、私は 年前の大阪フェス
ティバルホールでの姿を投影
しながら「水のいのち」を歌
っていた。
１９９４年、私たちの代は
小林先生にハンガリーへの演
奏旅行に連れて行っていただ
くことになり、その余勢を駆
って東西四連の指揮をお願い
すると快諾していただいた。
この年はブダペスト国際指揮
者コンクール優勝 周年にあ
たり、民間人では最高位の星
付 き中 十字 勲章 を受 けら れ
た。非常に多忙な中で、演奏
旅行では単独演奏会のほか、
国立交響楽団、国立合唱団と
19
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校歌と「輝く太陽」
２番歌ってこそ伝統

援 部ブ ラ スバ ン ド共 演 の
「 都 の 西 北 」 が YouTube
に
アップされていて、これは
２番までユニゾンで歌い、
３番で転調している。本当
の校歌を聴いた気がしてと
ても感動した。録音年月は
不明だが、現役諸君にも是
非聴いてほしい。

ＯＢ六 連ゴ ルフ

早稲 田は ３位

第８回東京六大学ＯＢ合
唱連盟ゴルフコンペが 月
日、茨城県の常陽カント
リー俱楽部で開催された。
今回の幹事校は早稲田で、
実質の主催者は工藤悠一郎
氏（Ｓ 卒）だった。
参加者は早稲田８、東大
７、慶應７、明治６、立教
４、法政２の計 人。早稲
田は工藤氏のほか耕納邦雄
（Ｓ 卒）、山口隆久（Ｓ
卒 ） 、井 上 攻 、 金 岡隆
（Ｓ 卒）、岩崎俊彦、南
方昭彦（Ｓ 卒）、村上真
嗣（Ｓ 卒）の各氏。
団体戦は優勝東大、準優
勝慶應、以下、早稲田、明
治、立教の順で、法政は参
加者不足で失格となった。
しかし個人戦では団体戦失
格 の法 政 から 優 勝者 が 出
た。早稲田は耕納氏の５位
が最高だった。成績発表と
懇親会の後、工藤氏の指揮
で「いざ起て戦人よ」「遥
かな友に」を合唱して大会
を終了した。その後、早稲
田の５人は千駄木で次回の
雪辱を期して大反省会に浸
った。 金岡隆（Ｓ 卒）

19

41

浩（Ｓ 卒）

交歓はともかく、定演では
校歌・クラブソングがオー
プニングステージとして定
着しているだけに、格調高
く２番も歌うべきではない
か。校歌は我々の誇りであ
り、だからこそ毎年の定演
プログラムに歌詞を掲載し
ている。戦後創部された早
混の定演では２番をしっか
り歌っている。
創部１１０年を迎える今
年、 も う一 度 原点 に 戻っ
て、校歌・クラブソングの
２番を歌うようにして欲し
いと思う。オープニングス
テージそのものが一段と格
調高くなると思う。
ちなみに、ワセグリと応

55

――― 徳田

いない。愛唱歌集（赤本）
からも抜けてしまった。
「仰ぐ時計台 流れる雲
若 き命 の この リ ズム … 」
（以下共通）。２番を歌っ
ても 秒とかからない。
四連、六連などのエール

10

で、磯部氏が卒団生一人ひ
とりに、氏名と祝意の言葉
を手書きした楽譜を贈り、
翌年からクラブソングとし
て定着した。
しかし今、クラブソング
の２番を知る人はほとんど

穏やかな生活に舵を切った
のかなと思われた矢先の訃
報、残念でならない。
彼の福岡勤務時代に訪ね
て行った際、奥様と当時ま
だ小さかった上の息子さん
と一緒に食事をし、名物の
透明な活きイカの刺身など
のおいしい料理をごちそう
してくれたことをよく覚え
ている。私が払おうとして
も決して受け取らず、では
次回は是非、私がごちそう
すると約束したままになっ
てしまった。
奥様と、今年それぞれ就
職、高校入学の二人の息子
さんを残し、さぞ無念であ
ったと思う。７月１日の還
暦会では彼が一緒にステー
ジにいるつもりで同期一同
心を込めて歌いたい。合掌
池田浩之（Ｓ 卒）
23

俶氏が発表に際してユニゾ
ンから転調を提案し、どう
もその時から２番を歌わな
くなったらしいが、考えて
みると正しく歌い継いでい
ないことになる。天国で相
馬御風が怒っているかも知
れない。
ク ラブ ソ ング 「 輝く 太
陽」も同様だ。作詞作曲の
磯部俶氏が「どうして２番
を 歌 って く れな い んだ ろ
う」と嘆いたことがある。
１ ９ ５３ 年 の送 別 演奏 会
え づ れ ひ さ お

かりであった。ひょっとし
て、また体調を崩したのだ
ろうか。
メー ル は奥 様 から だ っ
た。「硬膜下血腫で２／６
： に江連久雄が亡く
なりました」。最悪の報せ
に言葉も無かった。
彼とは学部（政経）もパ
ート（バリトン）も同じだ
った。彼の張りのある美声
はパトリである私にとって
頼りになる存在だった。海
外演奏旅行マネージャーと
して欧州演奏旅行の成功に
大いに貢献してくれた。
名門浦和高校卒、大学で
も成績優秀だった彼は住友
銀行（当時）に入行、熾烈
な銀行業務に身を削り、我
々同期の仲間とはしばらく
疎遠になっていた。病気を
機に今までとは違った少し

37

42

江連久雄さん

美声の 銀行マ ン
還暦会 前に逝 く

17年2月6日

る場で歌い続け、大学関係
者以外にも広く愛される日
本一の校歌になった。正し
く歌い継ぐことはワセグリ
の責務でもあった。
ところがワセグリは今、
２番を歌っていない。戦前
は当然３番まで歌っていた
し、今でも応援部はもちろ
ん、校友会・クラス会でも
当然のように２番を歌うの
に、である。
山田耕筰編曲版が誕生し
た時、当時の指揮者の磯部

37

ワセグリは、校歌「都の
西北」が誕生した１９０７
年に初めて歌った団体で、
この年を創部の年にしてい
る。当時の音楽会声楽部の
９名に初めて楽譜が渡され
た「都の西北」は、彼らの
指 導 によ っ て全 学 に広 が
り、同年 月に開催された
創立 周年記念式典では全
教授・学生による大斉唱が
実現した。
以来１１０年間、ワセグ
リは「都の西北」をあらゆ

16年11月10日

訃報・追想
か つゆき

12

10

Ｓ55卒、60歳

２月７日 時 分、江連
久雄君のメールアドレスか
ら、同期の仲間にメールが
届いた。
嫌な予感がした。彼は数
年前に脳梗塞で倒れたが復
調し、最近は同期の夏合宿
にも顔を出せるようになっ
ていた。昨夏も八ヶ岳原村
のペンションでの今年の還
暦会に向けての練習を兼ね
た一泊合宿に大阪から駆け
つけてくれ、ともに還暦会
で歌おうと約束し合ったば
57

はやし

で、非常に喜ばれた。つい
でに言うと、この曲の牛の
役割で「モー」と啼いたの
は平成 年に亡くなった同
期の横尾正稔君である。
この演奏会の当日、宿泊
した旅館が「木や傳旅館」
である。この「キヤデン」
という、とぼけたようなユ
ーモアのある名前を皆が気
に入り、それ以後、上田出
身の林君のことを「キヤデ
ンさん」と呼ぶようになっ
た 。 同期 の 間で は 今だ に
「キヤデン」である。
年経った現在、その旅
館はどうなったかと調べた
ところ、なんと創業１２０
年の伝統ある旅館として今
も上田市に残っている。キ
ヤデンさん、どうぞゆっく
りとお休みください。合掌
遠藤守正（Ｓ 卒）

21

林 克行さん

11

31

のに、残念でならない。後
に電話で聞いたところ、膵
臓がんであったという。
林君は文学部の西洋哲学
科で学び、物静かながらも
ユーモアのある青年で、卒
業後は故郷の長野県上田市
で教師をしていた。彼につ
いて語るとき、忘れてはな
らないのが彼のニックネー
ム「キヤデン」である。
我々の年代が２年生から
３年生になる時期に行われ
た春の演奏旅行で、最初の
公演地が上田市であった。
上田市公会堂という畳敷き
の広い会場で、お客様は満
員だった。アンコール曲が
中村メイ子の歌った「田舎
のバス」（浅井修三編曲）

20

10

あの「キヤデンさん」が
亡くなられた。昨年 月の
初め、例年のことだが、何
通 か の喪 中 はが き が届 い
た。その中にグリークラブ
同期の林克行君の奥様から
の一通があり、 月 日に
林君が亡くなったというお
知らせだった。
昨年の年賀状には元気な
様子の短文が書いてあった

57

25

ユ ーモア のある
「キ ヤデン さん」

Ｓ37卒、78歳
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磯部先生が1953年の卒団生に
贈った「輝く太陽」の楽譜

27

フェスティバル」や「シニ
アコーラス交歓会」で何度
も入賞。米米クラブの元メ
ンバー、ジェームス小野田
さんが歌う「親娘だよ」の
バックコーラスでＣＤデビ
ューも果たした。
澤登さんは「毎回『これ
で最後』という気持ちで演

奏してきた。でも、私が生
きている限りやろうという
方針で、皆一致している」
と話す。現在は 月の磯部
俶生誕１００周年記念演奏
会に向けた練習に励みなが
ら、ギネス申請の行方を楽
しみにしている。
杉野耕一（Ｓ 卒）

じ昌平童夢館を練習場にし
ている混声合唱団「昌平コ
ール・アブサンズ」、フル
ート奏者の高市紀子さんと
ピアニストの斉藤久実さん
にも特別出演していただい
た。
さくらコンサートは、昌
平童夢館を管理する千代田
区が区内の桜の植え替え・
維持 管 理の た めに 設 けた
「さ く ら基 金 」に 賛 同し
て、来場者１人あたりワン
コイン（５００円）以上の
入場料をいただき、全額寄
付している。
回目となった今回も、
来場者からの入場料とシニ
ア会の拠出金を合わせた７
万８５００円を、浅妻勲会
長から区の道路公園課長に
手渡した。これでさくら基
金への寄託は累計で１０３
万７８５６円となった。
三雲孝夫（Ｓ 卒）

編集後記

▽…今号から新聞の紙を、
写真が映える光沢紙に変え
ました。ＯＢ会サイトでは
記事の写真がカラーでご覧
いただけます。皆様のご意
見、エッセーを載せる「聲
（こえ）」、同窓会や様々
な交流を紹介する「集散＆
交差点」欄を設けました。
ご活用ください。（杉野）

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

さく らコン サート
回 目も華 やかに

37

死亡４名、不明１名で存命33名のうち21名が出席しま
した。喜寿を迎えた者を含め大半が既に後期高齢者
で、夜遅くなると足許が気になる者もあり、今回は開
始を午後２時半に繰り上げて５時過ぎには終えたた
め、遠方からの参加者には好評でした。
記念撮影では、昨年は前列中央に居た中野誠がわず
か５カ月後に亡くなったせいか、何となく皆で中央を
譲り合い、なかなか席が決まらないという一幕もあり
ました。来年も恒例の２月第１土曜日の３日に予約し
て終えました。（三雲孝夫）

次号は８月下旬発刊

59

シニア会が主催する第
回「さくらコンサート」が
３月 日、ＪＲ秋葉原駅近
くの昌平童夢館多目的ホー
ルで開催された＝写真。
シニア会は「西岡瞳編曲
集から懐かしの昭和歌謡」
５曲を、指揮・耕納邦雄さ
ん（Ｓ 卒）、ピアノ・佐
藤美佳さんで演奏した。同

10

11

シニア会 入場料を寄付

10

さよなら公演

40

77

ラノ独唱が花を添えた。
最後は全員が白地に黒線
が２本入った艦内帽をかぶ
り、「海ゆかば」「遥かな
友に」「蛍の光」を歌って
締めくくった。
団名を海軍兵学校 期か
らとった「同期の桜」の合
唱団は１９９６年、メンバ
ーがサラリーマン生活を終
え て 余裕 が でき た のを 機
に、 人で結成した。当初
「楽譜が何とか読めるのは
６人だけだった」（澤登さ
ん ） が、 毎 月２ 回 の猛 練
習、兵学校で培った団結力
で力をつけていった。
最盛期には団員が約 人
に増え、「シニアコーラス
18

龍児君と三宅昇君、高橋一一君（岐阜）、島田宗彦君
（長野）、秋元孟君（宇都宮）ら遠方からも多くの参
加があり、冒頭に昨年11月に逝去された松並孝雄君の
冥福を祈って黙祷・献杯。その後、歓談に花を咲か
せ、恒例のビンゴゲーム、愛唱歌をハモって楽しく過
ごしました。年々の高齢化で出席者減が心配されます
が、明年も皆の元気な顔が揃うことを願って散会しま
した。（馬渡晴男）
◆Ｓ36卒「３６会」も新年会
毎年恒例の昭和36年卒の同期会 「３６（サブロク）
会」を１月29日夕、東京・四谷のプラザエフ・クラル
奏会はこれで最後
だが、これからも
活 動 を 続け て い
く」と宣言。団の
関係者はギネスブ
ックに登録申請す
る準備を始めた。
川崎市麻生区の
新百合トウェンテ
ィワンホールで開
いた演奏会には、
澤登さんを含めて
人がオンステ。
「江田島健児の歌」「音戸
の舟唄」「ふるさと」など
の愛唱曲を披露した。ピア
ノ伴奏の名倉扶季さんの友
人の伊津野志保さん、澤登
さんの夫人のいとこの子に
あたる太田尚見さんのソプ
19

テ（主婦会館）で開催しました。遠くは博多、高知、
松江、芦屋、神戸など各地から男性12名、女性12名の
24名が出席しました。
故人となった仲間たちへの黙祷・献杯を行い、オー
ルワセグリの行事や差し入れの報告、しばしの歓談の
後、全員が１人ずつ前に出て話をしました。故人のこ
と、仕事のこと、自身の健康のこと、家族のこと、趣
味（歌）のこと……。実に多彩で素晴らしく、感動し
ました。そして長沢護氏の指揮で「希望の島」をはじ
め愛唱歌を存分に歌いました。会では年に１度、メン
バーの故郷を訪ねる一泊旅行も行っています。また会
う日を楽しみに散会しました。（鹿島田秀夫）
◆52年目のＳ40卒「野郎会」
昭和40年卒の同期会「野郎会」が今年も２月４日に
講道館地階「J bien」で催されました。卒業時38名も
25

コール

メンバー全員が米寿で、
世界最高齢男声合唱団を名
乗る「コール （ナナ）」
が３月 日、さよならコン
サートを川崎市で開いた＝
写真。指揮者の澤登典夫さ
ん（Ｓ 卒）は「単独の演
23

活動は継続、
ギネス申請へ

77

◆Ｓ35卒「十日会」が新年会
昭和35年卒の同期 会「十日会」の新年会が１月21
日、中野サンプラザでメンバー20名、サポーター3名
の総勢23名が出席して開催されました。関西から鎌田
77

集 散 ＆ 交差点
全員米寿の「世界最高齢男声合唱団」
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