第４ステージ：荻久保和明氏の指揮で「東海道四谷怪談」を演奏（フォトクリエイト提供）

２面…会長あいさつ・ＯＢ会総会
３面…オールワセグリ会
ＯＢ六連の演奏曲目決まる
４面…現役定演 挑戦続けた１年
５面…「あの時あの歌
年六連」

65

05

12

で船出し、東京六連の委嘱
初演「ブレイブ・ストーリ
ー」、東西四連の「北東欧
アラカルトステージ～若人
と海～」、定演と、挑戦的
なプログラムで質の高い演
奏を聴かせてくれた。

６面…多田武彦先生をしのぶ
新連載「音楽リレー評論」
７面…「稲グリ新聞 事始」最終回
８面…現役・ＯＢ会 今年の活動予定
「近況＆遠境」南アフリカから

田中渉さん（学生指揮者・新４年）指揮の「輝く太陽」で乾杯

〈編集・発行〉

15

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

「四谷怪談」「十の詩曲」熱唱

18

全曲アカペラという大胆な
プログラム。ほぼ満席の１
５５３人の聴衆から大きな
拍手と歓声が起こり、アン
コールも５曲演奏した。
年の現役グリーは送別
演奏会の「 Sea Chanties
」
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12

80

11

怪奇幻想の恐怖と歓喜恍惚
が入りまじる怪談の世界を
表現した。
パーカッションを除くと

力、活気がある」と、代替
わりした現役を激励しなが
ら、新ＯＢら若い世代にＯ
Ｂ会活動への参加を呼びか
けた。
ＯＢ会から新ＯＢに一人
ずつ愛唱曲集や早稲田ネク
タイなどの記念品を贈呈。
新ＯＢを代表して、後藤貴
央さん（前部長）が「１年
間、目の前の演奏会に取り
組んで、皆様に楽しい時間
を提供できたと思う」とあ
いさつした。新部長の上本
孝志郎さん（新４年）は司
会者に促され、「上の代を
超え ま す」 と 力強 く ？ 宣
言した。
世代別の歌合戦と全体合
唱では、現役グリーの各年
次が力強い歌声を披露。Ｏ
Ｂも今年 歳を迎える指揮
者、 歳の名ソリスト、父
子共演など名演・珍演が相
次いだ。最後は小林昌司さ
ん（Ｈ 卒）指揮で、「早
稲田の栄光」を出席者全員
が肩を組んで歌い上げ、大
団円となった。

90

すみだトリフォニーホール 大ホール
2017.12.3

ＩＮＤＥＸ

深めた。（関連記事２、３
面に）
オールワセグリ会には、
ＯＢ 人、新ＯＢ 人、現
役 人が出席。石川了さん
（Ｓ 卒）の司会で開会し
た。柿沼郭会長（Ｓ 卒）
はあいさつで、「フレッシ
ュマンが活躍する組織は活

81

オールワセグリ会
１月８日

早稲田大学グリークラブ
ＯＢ会は１月８日、新春恒
例のオールワセグリ会を東
京・早稲田の大隈ガーデン
ハウスで開いた。約１３０
人のＯＢ、現役部員が参加
し、現役活動を終えたばか
りの新ＯＢの新たな門出を
祝福しながら、歌で交流を

29

17

37

早 稲 田 大 学
グリークラブOB会

早稲田大学グリークラブ
の第 回定期演奏会が２０
１７年 月３日、すみだト
リフォニーホール大ホール
で開催された。ワセグリで
歌い継がれてきた伝統の大
曲から、現代音楽の難曲を
並べた「攻め」のプログラ
ムで、 人余りの団員が重
厚なハーモニーで圧巻の演
奏を披露した。
（関連記事４、５面に）
第１ステージは黒人霊歌
集（指揮・中島龍之介さん
＝学生）、第２ステージは
ワセグリの十八番、Ｄ・シ
ョスタコーヴィチの「十の
詩曲」より「六つの男声合
唱曲」を、佐藤拓さん（Ｈ
卒）の指揮で高らかに歌
い 上 げた 。 第３ ス テー ジ
は、 年に男声版を委嘱初
演した「カウボーイ・ポッ
プ 」 （信 長 貴富 氏 作曲 ）
を、藤井宏樹氏の指揮で
年ぶりに再演した。
第４ステージの「男声合
唱のための『東海道四谷怪
談』」（千原英喜氏作曲）
は、荻久保和明氏を自身の
作品以外の曲で初めて指揮
者に迎えた。団員は黒服に
着替え、パーカッションの
伴奏と巧みな舞台演出で、

70

61

新ＯＢ・現役新体制の門出祝う

2018年（平成30年）2月1日

早稲田大学グリークラブＯＢ会新聞（稲グリ新聞）
（№208）

生まれたよ ぼく
やっとここにやってきた
まだ眼は開いてないけど
まだ耳も聞こえないけど
ぼくは知ってる
ここがどんなにすばらしい
ところか （中略）
いまからぼくは遺言する…
▼ 谷川 俊 太郎 さ んの 詩 集
「子どもたちの遺言」は、
逆転の発想から生まれまし
た。生まれたばかりで、死
から遠い子どもが大人に向
かって遺言をするほど、現
代人は切実で、危ない時代
に生きている、という問題
意識が投影されています。
▼あとがきで、谷川さんは
「大人の言語がだんだんデ
ジタル化してゆくのに反し
て、子どもの言語はアナロ
グにとどまっている」「年
取るにつれて、子ども、あ
るいは若者の身になって詩
を書くほうが書きやすいと
思 うこ と が多 く なっ た 」
と、心境を綴っています。
▼ワセグリでは今年も、現
役活動を終えた新ＯＢ、入
れ替わりに新しい部員が誕
生します。今の学生合唱団
の部員減少は深刻です。Ｏ
Ｂ会も若者の身になったよ
うな感性、支援を忘れない
よ うに し たい も ので す 。
「生まれたよ ぼく」の遺
言はこう結ばれています。
そして人はここにやって
きた日のことを
忘れずにいてほしい

65

員名簿」の改訂と、節目の
年ならではの事業も行いま
した。ここにも、携わった
委員と、その時代を駆け抜
けたワセグリメンの〝熱〟
が込められています。
ＯＢ六連で若手活躍を
さて、今年２０１８年の
大きなイベントは８月 日
のＯＢ六連です。早稲田は
荻久保和明さん作曲の男声

30

の皆さん、もうあなた達が
活躍する時代です。ぜひ多
数の参加を！
会費集めと連絡網強化
今年新たに会計委員会を
発足させ、ＯＢ会のお金に
まつわる業務をチームで担
当し、会費集めの実績向上
を目指します。
また、ＯＢ会からのお知
らせや参加募集などの情報
をこまめに伝える連絡網を
整備します。名付けて「オ
ールワセグリ・ネットワー
ク」（ＡＷネット）。ＡＷ
ネットは「顔のわかる人か
らの連絡」という親しみの
ある情報ルートとして活用
していこうと思います。
今年は皆さんの熱エネル
ギーをお借りして〝地味を
地道に〟推し進めていきま
す。どうぞご協力よろしく
お願いします。
構成年次は毎年、１年ずつ
ずらしていき、グループの
真ん中の年次が代表幹事を
務める。年次が近い「顔の
見える」関係から、演奏会
や各種イベントの情報を発
信することで連携を深め、
参加者や会費納入者の増加
につなげていく。

１ ００年 史補遺 で

徳 田さん に感謝 状

ＯＢ会は、昨年秋に刊行
した「早稲田大学グリーク
ラブ１００年史 補遺１０
０年～１１０年」を編纂し
た徳田浩さん（Ｓ 卒）に

【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

感謝状を贈りました。１月
８ 日の オ ール ワ セグ リ 会
で、柿沼郭会長が贈呈を発
表。徳田さんは欠席されて
いたため、 日の広報委員
会の編集会議で徳田さんに
感謝状を授与しました＝写
真。
徳田さんは稲グリ新聞の
編集長を３度務めたほか、
２００７年に刊行した「早
稲田大学グリークラブ１０
０年史」の編集長を務め、
今回の「補遺」も自ら志願
して編纂にあたりました。
現在も広報委員会編集委員
として、稲グリ新聞、ＯＢ
会サイトなど幅広い媒体で
健筆を奮われています。

【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

13

変わりはじめた広報
昨年、広報委員会を新設
しました。稲グリ新聞の発
行を４回に増やし、紙面の
刷新を図りました。また、
ＯＢ会サイトのデザインや
構成も一新しました。おス
スメの１つは「稲グリ新聞
電子版」と「稲グリ新聞バ
ックナンバー」。ＯＢ会の
出来事や歴史が生き生きと

54

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、会費納入者は減少傾向にあり、
2017年度は483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宜しくお願いいたします。

31

年を振り返ります。昨年の
ビッグイベントは何といっ
ても第３回オールワセグリ
フ ェス テ ィ バ ル （Ａ Ｗ
Ｆ）。ＯＢ・現役５１３人
が集い、５年に１度の大イ
ベン ト を「 謳 歌」 し まし
た。
ＯＢ四連では多田武彦さ

合唱組曲「ＩＮ ＴＥＲＲ
Ａ Ｐ ＡＸ ～ 地に 平 和を
～」を、松井慶太さんの指
揮、前田勝則さんのピアノ
伴奏で演奏します。
平成元年卒からこの春卒
業予定の平成 年卒までの
ＯＢは７１７人にまで増え
ています。これまで参加が
少なかった「平成卒世代」

18

会費納入のお願い

（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
（新）近藤 芳明（S52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）
槙
信人（S48卒）
溝田 俊二（S48卒）
佐久間裕一（S49卒）
江澤 孝政（S51卒）
小岩 寿樹（S52卒）
清水 稔夫（S55卒）
高野 恭一（S55卒）
（新）安宅
望（S57卒）
杉野 耕一（S59卒）
道浦 俊彦（S59卒）
三浦 康正（S63卒）
（新）松井 修平（H02卒）
近田 修一（H06卒）
佐藤
拓（H15卒）
植木 俊幸（H19卒）
村上 健一（H19卒）
古賀 弘晃（H20卒）
熊崎 陽一（H22卒）
（新）東松 寛之（H24卒）

昨年の〝熱〟を糧に 地道に前進
伝わってきます。さらにワ
セグリの過去の演奏音源を
順次ＹｏｕＴｕｂｅで公開
する作業も順調に進んでい
ます。こうした変革を支え
ているのは広報委員の熱意
です。
あの大冊「グリークラブ
１００年史」に続く「１０
０年史補遺」の発行、「会

50

17 42

んの「北斗の海」を、岡本
俊久さん（Ｓ 卒）の指揮
のもと 人で歌い、好評を
博しました。その５カ月後
に多田さんの突然の訃報。
参加 し た方 々 の心 の 中に
は、多田さんの没年に「北
斗」を歌ったという〝記念
碑〟が残されたことでしょ
う。

年度の予算案、活動方針・
計画案を審議し、いずれも
了承された。
新設する会計委員会は、
これまで会計の大部孝広さ
ん（Ｓ 卒）が一人で担当
して い た業 務 体制 を 見直
し、複数人のチームであた
ることで会費納入者の増加
を目指す。さらに、ＯＢ会
イベントなどでの集金・会
計作業を分担して、業務の
効率化を図る。
オールワセグリ・ネット
ワークは、順グリ会やオー
ルワセグリフェスティバル
の例にならって、７年次ご
とのグループを常設する。

2018年度 ＯＢ会役員

11

早稲田大学グリークラブ
ＯＢ会は１月８日、２０１
８年度総会を早稲田奉仕園
で開いた。役員人事で柿沼
会長ら 人を再任、会計監
査 と 幹事 の ４人 を 新任 し
た。新たに会計委員会を設
置するとともに、ＯＢを７
年次ごとのグループに組織
して情報を共有する「オー
ル ワ セグ リ ・ネ ッ トワ ー
ク」（ＡＷネット、仮称）
の整備に取り組むなどの活
動方針、予算を承認した。
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、
26

48

Ｏ Ｂ会 総会で 承認

2018年度の予算や活動方針などが承認された
ＯＢ会総会（早稲田奉仕園スコットホール）

86

会長 柿沼郭
（Ｓ53卒）

柿沼会長 年頭あいさつ

世代別ネットワーク整備

ワ セグ リ 創立 １ １０ 周
年、ＯＢ会発足 周年とい
う「節目の年」だった昨年
と違い、今年はいわば「普
通の年」。しかし、そうい
う年だからこそ、「地味で
も大切なことを地道に行う
年」にしたいと思っていま
す。それには、昨年の活動
で皆さんの心の中に蓄えら
れた〝熱〟を絶やすことな
く、推進のエネルギーに変
えていく働きかけが必要だ
と、思いを新たにしている
ところです。
５年に１度のＡＷＦ謳歌
まず〝熱〟を蓄積した昨

会計委員会を新設

（№208)

早稲田大学グリークラブＯＢ会新聞（稲グリ新聞）
2018年（平成30年）2月1日

８

父子共演

歳指揮者

29

新２年が「雨」、新ＯＢが
「酒頌」を演奏した。
Ｓ 卒以降の若手？ＯＢ
は「最上川舟唄」で、新井
康之さん（Ｓ 卒）指揮、
子息の晴晶さん（Ｈ 卒）

歳の名ソロ

90

ソロの父子共演となった。
突然の指名で、はにかみな
がら歌う晴晶さんに会場か
ら爆笑が起こった。
Ｓ 卒以前のシニアＯＢ
は、出席者最年長で今年

て４００席の清瀬けやきホ
ールはほぼ満席であった。
月９日、千葉県我孫子
市の我孫子稲門会と地域開
発センター主催の演奏会が
天王台北近隣センターで開
かれた。山中さんのピアノ
で演奏し、１３０人の小さ
な会場で立ち見を入れて約
１５０人が聴き入った。
月 日には、千葉県成
田市の朝日新聞成田販売所
主催で、倶楽部グリーと成
田シニアアンサンブル青空
の ジョ イ ント コ ンサ ー ト
が、成田公津の杜コミュニ
ティーセンターで開催され
た 。約 ２ ００ 席 のホ ー ル
で、レパートリー曲を山中
さんのピアノで演奏。クリ
ス マス ソ ング や お正 月 の
歌、「ふるさと」を聴衆と
一緒に歌った。この演奏会
は２０１１年から、東日本
大震災復興支援チャリティ
ーとして毎年開催してきた
が、今回が最後となった。
金岡隆（Ｓ 卒）

24

12

ワセグ リ会
今年のオールワセグリ会
も、幅広い世代による歌合
戦で大いに盛り上がった。
（１面参照）
現役グリークラブは新３
・４年が「早稲田健児」、

30

歳 を迎 え る澤 登 典夫 さ ん
（Ｓ 卒）の指揮で「いざ
起て戦人よ」。澤登さんの
かくしゃくとした指揮に、
歌声は全体に広がった。
全員合唱では工藤悠一郎
さん（Ｓ 卒）指揮で「紺
碧 の空 」 、川 元 啓司 さ ん
（Ｓ 卒）指揮で「ひかる
青雲」を演奏。そして耕納
邦雄さん（Ｓ 卒）指揮、
長澤護さん（Ｓ 卒）独唱
で「遥かな友に」。 歳の
長澤さんはキーを原曲より
半音上げて、衰えぬ美声を
披露した。最後は「早稲田
の栄光」を全員が肩を組ん
で歌い、５人のエール交歓
で興奮のうちに閉会した。

日に開 催

16

長澤さん㊨の「遥友」ソロ

42

61

新井さん父子による「最上川舟唄」

卒）のＭＣで、懐かしの
アメリカのフォークソング
や「自然への讃歌」で日本
のポピュラーソングを歌い
上げた。
月 日、杉並区の中学
校３校と４回目のジョイン
トコンサートをセシオン杉
並ホールで開いた＝写真。
５７８席のホールはほぼ満
席と な り、 山 中麻 玲 さん
（東京芸大大学院）のピア
ノ伴 奏 で２ ス テー ジ を演
奏。「芭蕉布」と「花は咲
く」を中学生と合同で歌っ
て、会場は大いに沸いた。
打ち上げにはボニージャッ
クスの西脇久夫さん（Ｓ
卒）も参加され、「幅広い
レパートリーを暗譜で楽し
く歌うことは素晴らしい」
との講評をいただいた。
月 日には東京都清瀬
市の清瀬稲門会 周年記念
イベントに招かれ、永井み
なみさんのピアノで演奏し
た。地元の女声合唱団コー
ロフォーレの賛助出演を得

20

東京稲 グリ定 演

45

４月

48

25

15

42

18

15

12

台 「誰 も 寝て は なら ぬ 」
（ 委嘱 初 演） を 演奏 し ま
す。毎週火曜日の夜、大久
保の「学生の家」で練習し
ていて、３月 、 日には
合宿も予定しています。
参加申し込み、問い合わ
せ は 溝 田俊 二 さ ん （ Ｓ
卒、 mizota283@gmail.com
０９０―７６３４―７４２
８）までお願いします。
◇チケット（全席指定）Ｓ
席２５００円、Ａ席２００
０円、Ｂ席１０００円

11

11

33

東京稲門グリークラブは
４月 日（日）、第８回定
期演奏会（ ： 開演）を
東京・蒲田の大田区民ホー
ルで開催します。佐藤拓さ
ん（Ｈ 卒）の指揮で、上
田真 樹 氏作 曲 の「 鎮 魂の
賦」、カール・オルフの作
品のほか、有名な落語を題
材にオペラのアリアを絡ま
せた合唱パフォーマンス舞

10

11

15

27

56

倶楽部グリ―演奏 各地で好評

新ＯＢに記念品を贈呈

14

49

40

36

37

81

良し〟でいらっしゃる前田
勝則先生にお願いします。
練習 は ４ 月 １ 日
:～
:文 京 シ ビ ック 多 目 的
室でスタートします。その
後の練習日程は、決定次第
お知らせします。参加の皆
さまには、楽譜を市価の約
２割 引 きで 販 売す る うえ
に、なんと音取り音源ＣＤ
のおまけも付けます！ 参
加を希望される方は、下記
アドレスの実行委員までご
連絡ください。
さあ、〝平成最後のＯＢ
六連〟をワセダの圧倒的な
演奏で盛り上げましょう！
貴方のご参加を心からお待
倶楽部グリーは２０１７
ちしています！
年冬、４つの演奏会に出演
第 回ＯＢ六連実行委員 した。各演奏会では多くの
井上靖夫（Ｓ 卒） 聴衆と温かい拍手に迎えら
inoueyyt@ybb.ne.jp れ、丸山美雄（Ｓ 卒）の
近田修一（Ｈ 卒） 指揮・編曲、南方昭彦（Ｓ
00

90
16

81
17
00

10

東京芸術劇場

11

50

むことになりました！
◇演奏曲目：男声合唱組曲
「ＩＮ ＴＥＲＲＡ ＰＡＸ
～地に平和を～」
作詞：鶴見正夫
作曲：荻久保和明
指揮：松井慶太
ピアノ伴奏：前田勝則
１ ９８ ０ 年の 「 炎え る
母」委嘱初演以来、早稲グ
リとは何かと繋がりの深い
荻久保和明先生の作品の中
で も 、「 季 節へ の まな ざ
し」とともに最もポピュラ
リ テ ィー の 高い 「 ＩＮ Ｔ
Ｅ Ｒ ＲＡ ＰＡ Ｘ 」を 取 り
上げます。
指揮者には、 年の四連
・定演と 年の定演で早稲
グリ現役を指揮していただ
いた新進気鋭の松井慶太先
生をお迎えします。ピアノ
伴奏は松井先生と〝大の仲

13

56

06

慶太氏
松井

・

指揮者に松井慶太氏

11
第 回東京六大学ＯＢ合
唱連盟演奏会（通称ＯＢ六
連）が８月 日（土・
祝）、東京芸術劇場コンサ
ートホールにて、開催され
ます。ご承知の通り、２０
１９年の５月には元号が変
わりますので、今回は「平
成最後のＯＢ六連」です！
年配の皆さんはもちろん、
平成卒の方、平成生まれの
皆さん、たくさんの参加を
お待ちしています！
稲 門 グリ ー クラ ブ は今
回、スペシャルなプログラ
ムを用意してＯＢ六連に臨
10

全員で「早稲田の栄光」

ＯＢ六連「IN TERRA PAX」
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めることだけに気を取られ
ず、歩みを続けなくてはな
りません。苦悩しながら、
迷いながら、前に進まなけ
ればなりません。ハーバー
と出会いました。そしてあ
っという間に４年が過ぎて
いこうとしています。
今まで生きてきた 年間
と大学での４年間を比べれ
ば、間違いなく４年間の方
が濃密な時間を過ごすこと
が出 来 たと 自 分は 言 えま

ドグリーとのジョイントコ
ンサート、久々となる長期
の国内演奏旅行、積極的な
依頼演奏など歩みを止める
ことなく進み続けました。
これらが私たちの挑戦の
足跡です。ワセグリの一つ
の節目を迎えるこの年に、

す。そのぐらいグリークラ
ブでの活動は充実したもの
でした。
歌う こ とは 楽 しく も あ
り 、辛 く もあ る とい う こ
と。演奏会には多くの人た
ち が関 わ り、 苦 労し て い
て、それは社会に出ても通

様々なことに挑戦させても
らえたこと、感謝の念に堪
えません。
ご支援、ご声援をくださ
ったＯＢの皆様、ご指導く
ださった先輩方、そして支
えてくれた後輩諸君に心か
ら御礼申し上げます。

トとすごいベース、客の入
りも盛況と実に豪華絢爛、

ゾクゾクした低音の鳴り

豪華絢爛なフルコース

18

大曲盛り合わせ、有名指
揮者陣、たくさんのソリス

じる も のが あ ると い うこ
と。グリーの活動を通じて
出来た仲間は一生の宝にな
ること……。色々な教訓を
学ぶことが出来ました。社
会に出ても、これらの教訓
は忘れないようにしたいと
思います。
４年間過ごして一番に思
ったのは、グリークラブと
いう団体が面白い団体だと
いうことです。団員が日々
練習を重ねてお客様に満足
してもらえる演奏を創りあ
げている一面があると思え
ば、大食いなどバカみたい
なこ と に真 剣 に取 り 組ん

で、それを楽しんでいる一
面もあります。不思議な団
体だと思います。でも何事
にも全力で取り組むグリー
クラブが大好きでした。
辛い こ とも 多 かっ た で
す。何度も辞めようかと思
うこともありました。それ
でも、自分は早稲田大学グ
リークラブという団体が好
きです。大好きです。卒団
しても何らかの形で関わっ
て いき た いと 思 って い ま
す。１１０年という節目の
年を迎えたこの団がこれか
らも末永く存続していくこ
とを切に願っています。

18

不思 議な 団体で
充実 した ４年間
マネージャー
大海修平（新ＯＢ）

中高時代、部活動も勉強
も中途半端で、どこか鬱屈
した思いを抱えながら過ご
していました。「何かをや
り 遂 げら れ る活 動 がし た
い」という思いで早稲田大
学に入学し、グリークラブ

に素晴らしかった。
そして何より客の入りは
１５５３名と定員の８割６
分が埋まっていました。一
ＯＢとして定演が盛況とい
うのは実に心強く感じるも
のです。現役諸君、是非と
も来年の定演は満員に！
ただ、あえて言えば、後
半のステージで声が疲れて
出にくくなっていたこと、
欲を言えば、トップテノー
ルにもう少し汗ふりまいて
歌 う荒 々 しい 迫 力が 欲 し
い。またＯＢは楽しくても
一般のお客さんは少し聴き
疲れの表情。選曲を含めて
まだまだ検討の余地あり。
春の新入生勧誘も成功させ
て、さらにすごいワセグリ
を目指せるはずです。ＯＢ
として現役諸君の「歌への
思い」がよく伝わりました
よ。応援しています。
望月俊（Ｈ 卒）

24

選定、また両者のこれまで
になかった組み合わせで合
唱の新しい可能性を模索す
る、 そ れは ま さし く 「挑
戦」でした。これまでよく
歌われてきた曲も、世相や
歌い手によって帯びる意味
合いは変わってきます。そ
の選曲の中に現代を生きる
私たちの想いを託す、それ
もまた「挑戦」でした。
また、最高学年として過
ごしたこの１年間は、１１
０年という長きにわたって
積み上げられてきたワセグ
リの伝統の重みを強く感じ
る１年間でもありました。
先達の苦労は同じ立場にな
ってみなければ本当の意味
ではわからないということ
も痛感しました。
それでも、重みを受け止

ワセグリらしい定期演奏会
でした。
まず曲目。黒人霊歌集に
「十 の 詩曲 」 、信 長 貴富
「カウボーイ・ポップ」、
千原 英 喜「 東 海道 四 谷怪
談」と、フレンチのフルコ
ースに例えるなら、メイン
の魚料理の後、さらに肉料
理が出てくるような大盛り
合わせ。指揮者陣は我らの
佐藤拓さん（Ｈ 卒）に、
藤井宏樹先生、荻久保和明
先生が出演、さらにその後
には荻久保先生の講話まで
ありました。
肝心の演奏。ソリストが
アンコールを除いて総勢
名。ソロを聴いていて思っ
たのは、実にベースの出来
が良く、荻久保先生もステ
ージ上で大変に褒めていら
っしゃいました。背中をゾ
クゾクさせる低音の鳴りは
なかなかの評判です。本当

15

2017年度ＯＢ担当

2017年度部長
後藤貴央（新ＯＢ）

挑戦続けた１年 定演に結実

現役第65回定期演奏会 プログラム

私 た ち は この 年 間 、
「挑戦」を掲げて活動を行
いました。これまでワセグ
リが積み上げてきた伝統を
受け継ぐようなステージは
もちろん、一方でこれまで
のワセグリがやってこなか
ったようなステージなど、
アプローチの仕方は様々で
は あ りま す が、 常 に「 挑
戦」をしてきました。それ
が先日開催した定期演奏会
のプログラムによく表われ
ていると自負しています。
ワセグリ史上、これまで
になかった選曲や指揮者の

２ステ：佐藤拓氏指揮「十の詩曲」（フォトクリエイト提供）

1

【第１ステージ】
Spirituals-Our Rhythms,Sounds,and Lyrics指揮：中島龍之介（学生）
【第２ステージ】
革命詩人による“十の詩曲”より「六つの男声合唱曲」
作曲：D.Shostakovich 訳詞：安田二郎
編曲：福永陽一郎
指揮：佐藤拓（Ｈ15卒）
【第３ステージ】
無伴奏男声合唱のための「カウボーイ・ポップ」
作詩：寺山修司 作曲：信長貴富 指揮：藤井宏樹
【第４ステージ】
男声合唱のための「東海道四谷怪談」
鶴屋南北「東海道四谷怪談」より
作曲：千原英喜 指揮：荻久保和明
パーカッション：清水優、田中まさよし
【アンコール】
「その人々は」「Laa lai laa-Leelo」
「こころようたえ」「音楽」「遥かな友に」

（№208)
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３ステ：藤井宏樹氏指揮「カウボーイ・ポップ」（同）
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23

29

2011年東京六連「ＹＡＴＴＡ！」

合唱界盛り上げたい
演奏会も先日、無事に終え
ることが出来、最初の学生
指揮者ステージからブラボ
ーをいただくなど大成功を
収めました。
昨今、新入部員獲得には
当団だけではなく他の大学
合唱団も苦労しています。
現 在、 団 員 数 は 新２ 年
人、新３年 人、新４年
人の計 人で活動しており
ます。また、日本女子大学
合唱団は新２年１人、新３
年０人、新４年 人と、一
刻を争う状況にあると言え
ます。
合唱団の魅力を最大限に
23

1

伝えられるのはやはり演奏
会です。より良い演奏を目
指し、また、多くの方に演
奏 会に 足 を運 ん でい た だ
き、団員獲得に努める所存
です。
また、現在新人勧誘活動
に関する改革を行っており
ます。３年生を中心に現状
に甘んじることなく問題点
を洗い出し、改善を行って
います。
２月 日（月）の第 回
送別演奏会を皮切りに、我
々１１１代の活動がスター
トします。団員一同、先輩
から渡されたバトンを受け
継ぎ、本年も合唱界を盛り
上げるべく尽力したいと思
います。
皆さま、今後ともよろし
くお願いいたします。
62

10

帝国 ホテル で
新現 役が始 動

クリスマスコンサート

早稲田大学グリークラブ
は昨年 月 日、慶應義塾
ワグネル・ソサィエティー
男声合唱団と、毎年恒例の
帝国ホテルでのクリスマス
ロビーコンサートに出演し
た。ランデブーラウンジ光

山脇さん指揮
８度目の金賞

お江戸コラリアーず

山脇卓也さん（Ｈ 卒）
が指揮者を務める男声合唱
団「お江戸コラリアーず」
が昨年 月 日、東京芸術
劇場で開いた第 回全日本
合唱コンクール全国大会の
大学職場一般部門・同声合
唱の部で、８度目の金賞を
受賞した。
おえコラは課題曲で「主

10

13 26

19

ードの中、「この曲をそのま
まの演出でやって良いのか」
「不謹慎ではないか」……。
だが方向性はすぐに固まっ
た。「この曲は演出付きで演
奏するべきだ、不謹慎なんて
吹き飛ばせ！」という意見が
ほとんどだった。自粛しても
良いことはないという確信が
団内にあったと思う。世間の
風潮に対し、反骨の精神を持
って活動する早稲田らしい決
断ができたと自負している。
六連は成功裡に終わった。
その頃にはようやく世間の自
粛ムードも解け始めた。六連
も演出も諦めずに実現できた
ことは、今でも大切な思い出
とし て心 に深 く刻ま れ てい
る。
東松寛之（Ｈ 卒）

70

（新４年）

のオリンピックセンターに足
繁く通って状況を報告してく
れたことをここに特筆する。
滋賀演奏旅行は現地の稲門
会の熱意で無事開催できた。
しかし東京に戻った我々を待
ち受けていたのが「自粛」だ
った。六連も中止が検討され
たようだ。廣澤君が六連会議
に乗り込み、各団を説得した
（ゴネた？）らしい。
演目の「ＹＡＴＴＡ！」に
も団内で議論があった。この
曲は全裸に葉っぱ 枚で踊る
（実際は肌色の下着を着用）
というＴＶ番組のコントをも
とにしており、同様の演出を
予定していた。世間の自粛ム

24

26

上本孝志郎

団員獲得へ新勧に全力

11

の壁前に整列した総勢約
人が、クリスマス・イブを
楽しむ多くの来館客を魅了
した＝写真。
ワ セ グ リ は 「 White
」 など３曲 、ワ
Christmas
グネルは「 Silent Night
」
など３曲、合同で「 O Holy
」 な ど３ 曲 の 計 ９ 曲
Night
を披露した。お互いに代替
わりして初めての演奏会だ
ったが、どちらがワセグリ
かワグネルかわからないほ
どトーンが揃い、両団体の
ハイレベルな演奏を聴き比
べることができた。
帝国ホテルといえば、東
日本大震災が起きた２０１
１年３月 日、帰宅難民２
０００人以上を受け入れ、
水や食料、毛布やタオルな
どを無償で提供した。そん
な一流のホスピタリティに
少しでも関わることができ
るこの機会を、今後も後輩
たちに受け継いでいってほ
しい。
近田修一（Ｈ 卒）

11

06

よ あなたにお願いいたし
ま す 」 （プ ー ラ ン ク作
曲）、自由曲で金子光晴の
反 戦詩 に よる 「 落下 傘 」
（高嶋みどり作曲）を 人
で 演奏 。 高い 評 価を 受 け
た。山脇さんは「今回は男
声合唱の迫力やインパクト
より、言葉をどう伝えるか
に重点を置いた。うまく行
かなかったことや反省点も
あったが、金賞をいただけ
たのは地力が上がったから
かと思う」と話した。

80

85

12

11

2018年度部長

２０１８年度部長の上本
孝志郎です。去年の活動を
振り返ってみますと、ハー
バードグリークラブとのジ
ョイントコンサート、夏の
演奏旅行、オールワセグリ
フェスティバルなどイベン
トが数多くあり、団員にと
っ て いい 刺 激と な りま し
た。
一年の集大成となる定期

13

震災・自粛ムード吹き飛ばす
決めが進められた。
編曲者は学指揮、東松寛之
の高校時代の友人で、当時、
東京音大在学中の久田菜美先
生と、彼女の紹介で並川弥央
先生に依頼した。なお、久田
先生はこれを機に何度かワセ
グリと共演することになる。
３月 日の春合宿から六連
の練習を開始、合宿後に滋賀
県へ演奏旅行に行くことにな
っていた。だが３月 日、東
京も激しい地震に襲われ、団
員は徒歩での帰宅を余儀なく
され、近隣の団員の家に泊ま
った者も多かった。春合宿も
中止となった。当時、サブ合
宿マネの中山幹太君が合宿所

24

１ステ：中島龍之介さん指揮 黒人霊歌集㊤とステージストーム㊦

昨年 月のオールワセグリ
フェスティバルで、私達第８
グループ（Ｈ ～ 卒）はサ
プライズで「ＹＡＴＴＡ！」
という曲を演奏した。２０１
１年の第 回東京六連単独ス
テージのフィナーレを飾った
曲で、最近のワセグリの演奏
で（良い意味でも悪い意味で
も）語り草になっている。
六連は演出付きのものをや
ろうという方針は早くから決
まり、バリトンパトリの廣澤
秀人君が監督となって、前年
から準備を進めてくれた。こ
れまでの演出付きステージは
曲目が先に決まり、その後に
ストーリー・演出が決まるパ
ターンだったが、この時は廣
澤君が考えた台本をもとに曲
60
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多田武彦先生が逝去

「北斗の海」委嘱

講師 として 在籍
アカ シアの 径も
土屋信吾（Ｓ 卒）
１９６８年の送別演奏会
で、前年の東京六連で明治
大学グリークラブにより初
演 され た 男声 合 唱組 曲 「
雨」を現役ステージで演奏
した後、多田先生より連絡
をいただき、勤務先だった
東京・大手町の豊年製油に
訪 問さ せ てい た だき ま し
た。先生より、早大グリー
のために新曲（のちの「北
斗の海」）を書いてくださ
るという望外の提案をいた
だき、感激したことを覚え
ています。
同時に、先生が研究され
ていたフルトヴェングラー

などの名指揮者の演奏を解
析した〝テキスト〟の研究
のため、「レクチャラー」
（講師）として１年間、グ
リークラブの活動に携わっ
ていただきました。
そんな折、「夏の演奏旅
行用に、やさしく、軽快な
曲を」との雑談をきっかけ
に作っていただいたのが、
「アカシアの径」を含むグ

リークラブのための「ポピ
ュラーソング・アルバム」
全５曲です。
数多くの作品が時代を超
えて歌い続けられ、感動を
呼び起こし続けているとい
う 事実 は 「作 曲 家多 田 武
彦」の存在の証でありまし
ょう。先生、ありがとうご
ざいました。どうぞ安らか
にお休みください。

第１回練習で、多田さん
は練習前にレクチャーを
分近く続け、１００名近い
メンバーは多田ワールドに
引き込まれた。なぜ早稲田
のために「北斗の海」を作
ったか、早稲田の声で存分
に歌って欲しい、細かいこ
とは求めない……。５回の
練習を通じて〝多田節〟に
洗脳され、合唱の奥深さと
楽しさを知ることが出来た
のは大きな収穫だった。作
曲者が楽譜と違う歌い方を
求めるケースもあった。
特筆すべきは終曲の「エ
リモ岬」。「最後の『連な
る』は『る』の前にブレス
して、早稲田の を存分に
響かせてください」。本番
は 文字 通 り、 前 代未 聞 の
「北斗の海」になった。
後日、筆者宛に長文の感
想を頂いた。「名門稲門グ
リークラブの永遠の若さと
漲る気力に支えられて、骨
太の『北斗の海』を演奏で
き たこ と を深 く 感謝 し た
い」。文中には、今後の稲
グリへの期待と温かいアド
バイスも含まれていた。

30

は稲門グリークラブの「北
斗の海」を自ら指揮。 年
のワセグリ１００周年記念
演奏会でも「帆船の子」を
作曲してくださいました。

に質問されたりした。
京都大学で学指揮であっ
た故か、合唱のメソッドを
熱心に語られた。ウィーン
フィルの音色、ピッチ、歌
舞伎役者の声の飛ばし方な
ど例を挙げていた。
外出を控えられるように
なっても、多田さんの情報
収集チャネルは多岐にわた
った。ワセグリの現役・Ｏ
Ｂの演奏会の後は電話で延
々と感想を述べられた。山
脇（卓也）君はなかなかい
いじゃないか、「四つの仕
事唄」の佐藤（拓）君はど
うしてる？……。ありがた
いことです。
多田さんが亡くなられて
本当に淋しい。しかし我々
の心の中に多田さんの「う
た」は永遠に生きている。

メンバ ーを洗 脳
前代未 聞の演 奏

徳田 浩（Ｓ 卒）
多田武彦さんの訃報を聞
いて真っ先に脳裏をよぎっ
たのは、１９９７年の第
回ＯＢ四連だ。早稲田が幹
事だった年の四連で、一発
でかい事をやろうという雰
囲気が高まっていた。「ワ
セグリのために作曲された
『北斗の海』を多田さん自
身に振ってもらおうじゃな
いか」。四連担当マネの清
水實君と演奏企画チーフの
安斎眞治君が交渉した。銀
座の鰻屋で食事し、マキシ
ムでコーヒーを飲みながら
快諾されたという。

ff

講師としてクラブ活動に参
加していただいたこともあ
ります。 年のＯＢ四連で
なり、もう１曲「白い自由
画 」 を追 加 して い ただ い
た。異例のことで嬉しくも
あり恐縮している。これを
契機に「北国改訂版」「北
国Ⅱ」の出版となった。
作品は男声合唱組曲だけ
でも を超え、まさに大作
曲家であるが、そんな素振
りは微塵もない。日曜日以
外は銀行マンとして仕事に
徹することを貫かれたのだ
ろう。音楽以外にも興味を
示された。ゼネコンに勤め
ていた私に超高層ビルの構
造、耐震・制震技術を熱心
が、当時理論的にアンサン
ブルの精密さを求められた
ことは新鮮な驚きでした。
以来、私が卒業してから
も時折、「最近ね、また新
しいことがわかったんです
よ」と電話してくださるよ
うになりました。男声合唱
を知り尽くした先生が「新

ださいました。ある合唱誌
に「いつまでもタダタケ作
品ばかり演奏するのではな
く、新しいレパートリーを
開拓していかなくては…」
と寄稿した時には、丁寧に
諭してくださったことなど
忘れられない言葉をたくさ
んいただきました。
２００８年のワセグリ１
００周年記念演奏会の折も
委嘱を快く引き受けてくだ
さり、「帆船の子」を書い
ていただいたこと、 年の
第 回四連の合同ステージ
で「達治と濤聲」を初演さ
せていただいたことなど、
話は尽きないのですが、こ
れはまたの機会とさせてい
ただきたいと思います。

11

初の委嘱「北国」

重ねてくださいました。
練習は驚くほど理論的で
繊細。まず作品の構築性に
関 す る４ つ の要 素 【リ ズ
ム、メロディー、ハーモニ
ー、楽式論】を徹底的に解
説、指導されました。次に
【響きの同一性】を要求さ
れました。いかに耳をそば

理論的に精密さ追求 、飽くなき向上心
しいことが…」と伝えよう
とする、その飽くなき向上
心とご配慮に心震えたこと
を思い出します。
合唱コンクールに出場し
ても結果が芳しくない時期
に「コンクールの結果なぞ
気にするな」と励ましてく

97年ＯＢ四連で指揮

年ぶ りに再 演
心に生 き続け る
長澤 護（Ｓ 卒）
１９６０年、グリーは初
めて多田さんに男声合唱組
曲を委嘱した。多田さんは
関西の大学にはないワセグ
リの粗野な力と音色に関心
を持たれていたようで、快
諾されて、組曲「北国」が
誕生した。以来、お付き合
いが続いてきた。
２００７年、 年ぶりに
「北国」を演奏することに

卒、合唱指揮者）

36

唱愛好家にとって本当に残
念です。少し多田先生につ
いて書かせてください。
最 初 のご 縁 は１ ９ ９７

山脇卓也（Ｈ

47

08

だててパート内の音を同調
させるかを最後まで求めら
れたことを覚えています。
日々男声合唱について考
えておられる理論を実践し
てくださった貴重な機会で
した。最近では当たり前に
実 施 され て いる こ とで す

44

15

97

年、東西四連の合同演奏の
指揮者としてお招きしまし
た。数多く演奏されている
「富士山」を、作曲者はど
んな思いで捉えているのか
知り た くて お 願い し まし
た。先生は大変喜んでくだ
さり、熱意あるレッスンを

31

男声合唱組曲「雨」「北
斗の海」など７００を超す
合唱曲を手がけた作曲家の
多田武彦先生が２０１７年
月 日、逝去されま し
た。 歳でした。ご冥福を
お祈りいたします。
多田先生は京都大学男声
合 唱 団の 指 揮者 と して 活
躍。卒業後も銀行に勤務し
ながら作曲活動を続けまし
た。ワセグリのために１９
６０年に初の委嘱作品「北
国」、 年に「北斗の海」
（ 年に改訂版）を作曲、
77

学生時代に味わった合唱
の良さを伝えていきたい、
男 声 合唱 と いう や や
狭 い 世界 を 拡げ て い
き た いと 思 い、 し つ
こ く 合唱 の 世界 に 身
を 置 いて い ます 。 幸
い 優 れた 仲 間・ 先 生
方 に 恵ま れ 、合 唱 活
動 を 続け て いま す 。
少 し 自身 の 活動 を 踏
まえながら、思うところを
綴らせていただきます。
作曲家の多田武彦先生が
亡くなられました。我々合

64

90

47

多田武彦先生

多田先生の思い出

10

87 12
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こ の連 載 も今 回 で最 終
回。これまでの３回は稲グ

～４～

者）、ＷＥＢ担当として村
上政道さん（Ｈ 卒）、田
中啓介さん（Ｈ 卒）の３
人を中心に、過去に新聞制
作に携わってきたＯＢが加
わり、総勢 人ほどでスタ
ートした。
準備会での議論では、そ
れまで稲グリ新聞とＯＢ会
サイトが連携していないこ
と が 課題 に 浮か び 上が っ
11 03

たのである。
年から広報委員会が正
式に発足し、月１回の編集
会議で新聞の紙面づくり、
ＯＢ会サイト、ＹｏｕＴｕ
ｂｅの展開内容が検討され
る。稲グリ新聞は内容的に
も視覚的にも興味を持って
読んでもらえる紙面づくり
が始まり、電子版のスター
トで年４回の稲グリ新聞発
行 の隙 間 も カ
バ ーす る こ と
ができた。
また ア ク セ
ス しや す い Ｏ
Ｂ会サイトの構築、稲グリ
新聞・幹事会だよりのバッ
クナンバー掲載、検索しや
すく て 人気 の ある 現 役定
演、四連、六連など過去音
源のＹｏｕＴｕｂｅへのア
ップなど飛躍的な充実が図
れたと思っている。
ただ、卒業したてで忙し

広報委員会で体制整備
若手呼び込みに課題も

10

た。サイトの稲グリ新聞電
子版担当として田中委員、
ＹｏｕＴｕｂｅ、Ｆａｃｅ
ｂｏｏｋ担当として村上委
員があたることとなった。
杉野さんの新聞づくりに、
ＷＥＢの習熟者が加わり、
緊密な連携の下で広報活動
がスタートする準備が整っ

い若いＯＢ諸兄にもアプロ
ーチするコミュニケーショ
ンツールとして、これらが
万全かどうかはこれからの
検討課題だ。広報委員会と
しては、ＯＢ会活動に若手
を呼び込む働きかけツール
としての研究も必要と思っ

は ぎもと よ しまろ

萩本良麿さん
稲グ リにも 精勤
父子 ２代グ リー

直腸がんの長い闘病から
完治してお元気に過ごされ

ふ く だ じ ょ う た ろう

福田丈太朗さん

ている。今年度から広報委
員会にさらに新しい人材が
加わる。また新しい議論が
出来 れ ばよ い と思 っ てい
る。
（広報委員長 頴原信二郎
・Ｓ 卒）

フレーベル館にバイクで乗
りつけて、仲間を驚かせて
いました。 年の稲門グリ
ー のラ ト ビア 、 エス ト ニ
ア、フィンランドの北欧演
奏旅行にも参加していまし
た。
後年、体調の問題で稲グ
リの活動には参加できなく
なっていました。しかし、
稲 グリ に 対す る 愛着 は 強
く、稲グリ新聞を愛読し、
演奏会にも来場していたよ
うです。
ご子息の良秀さん（グリ
ーＳ 卒ＯＢ）によると、
北欧演奏旅行でのユニホー
ムの黒タキシードを着て棺
に納められ、エールと「早
稲田の栄光」で送り出され
たとのことです。
宇野義弘（Ｓ 卒）

＝おわり

ていましたが、デイサービ
スに通った日に逝去されま
した。悔やまれます。
萩本さんは１９５７年の
送別演奏会の記念写真で、
一人だけ背広を着ており、
誰よりも早く社会人になり
きっていたようです。
卒業後は自動車販売会社
に勤務。熱心に稲門グリー
クラブに参加し、練習場の

こんなものを書いている」
と記事の載った新聞の切り
抜きを送ってきた。昨年８
月の稲グリ新聞２０６号に
も寄稿している。
「今年いっぱいは連載記
事を書く約束をしているの
で大変だ」。 月ごろ、Ａ
ＷＦの件で電話した時に話
したのが最後となった。最
近は体調に合わせて無理を
せず過ごしていたようだっ
たが、突然の訃報だった。
彼が指揮をした合唱曲が
ＹｏｕＴｕｂｅにある。男
声合唱団「コール・ジョー
ダン」と女声合唱団「ハロ
ーグリーン」。聴いてみて
ください。合掌
清水實（Ｓ 卒）

訃報・追想

るか知らないが、当時は朝
の起床はラッパで起こして
いて、彼は卒業まで吹き続
けた。
卒業後は郷里に戻って、
新宮高校や新宮商業などで
教員をしながら、多くの合
唱団を指導し、地元の合唱
連盟の要職も務めた。
年の第１回オールワセ
グリフェスティバル（ＡＷ
Ｆ）に、「これが最後かも
しれないから」と杖をつき
ながら上京して、オンステ
した。
年の第３回ＡＷＦにも
誘ったが、「今回はやめて
おくよ」と言い、近況とし
て合唱の指揮を続けている
こと、「地元の熊野新聞に

10

17年11月８日
17年11月22日

53

リ新聞の生い立ち、背景な
どを書いてきたが、ここで
は新たに発足した広報委員
会の活動と今後の課題に触
れて締めくくりたい。
一昨年の２０１６年１月
に柿沼郭さん（Ｓ 卒）が
ＯＢ会 長に
就任。 柿沼
会長は マス
コミ人 らし
く、Ｏ Ｂ会
の広報活動に大いに関心を
持ち、同年６月から「広報
委員 会 準備 会 」を 発 足さ
せ、月 回の会議を年末ま
で続けた。
準備会は柿沼会長の人選
により、稲グリ新聞の編集
長候補として杉野耕一さん
（Ｓ 卒・日本経済新聞記

77

42

07

17

Ｓ32卒、85歳
Ｓ38卒、77歳

合宿 のラッ パ役
郷里 で合唱 指導

1

32

38

22

グリー同期の福田丈太朗
が２０１７年 月 日に逝
ってしまった。享年 。古
くは１９９０年の稲門グリ
ークラブの旧ソビエト連邦
演奏旅行に一緒に参加した
のが懐かしい。
学生時代、彼は 年から
合宿の起床ラッパ担当だっ
た。今の合宿はどうしてい
11

17

！」では、ソプラノの原千裕さん、ヴァイオリンの阿
部庸二さんを迎え、江原一郎さん（Ｈ02卒）の指揮と
大がかりな振り付けで、華やかなオペレッタの世界を
表現した。
最終ステージはＤ.ショスタコーヴィチ「十の詩
曲」より六つの男声合唱曲。伝統の大曲をわずか十数
人の少人数ながら、圧倒的な声量で歌い上げた。実力
派ぞろいとあって、今回も濃いプログラムと充実した
演奏で、聴衆を楽しませた。（編集部）

1

59

◆高橋俊隆さん（Ｓ48卒）が著書出版
高橋俊隆さん（Ｓ48卒）が著書「北京の合歓の花－
私と中国・中国語－」（白帝社、税抜き価格1800円）
を出版しました。早稲田大学教育
学部に入学後、中国語の勉強に没
頭して、日中貿易専 門商社に就
職。以来、41年間で250回近く訪中
し、揺れ動く日中関係のなかで体
験したことや、多くの人たちとの
出会いが綴られています。
グリークラブの思い出について
もページが割かれ、1972年に米国
演奏旅行に行き、ホワイトハウス
でニクソン大統領夫人が団員一人ひとりと握手してく
れたことなどエピソードが満載です。また、グリーの
活動が中国語学習に大いに役立ったとも述懐されてい
ます。ご一読ください。（編集部）
◆ DonKusak合唱団演奏会、濃く華やかに
ワセグリＯＢらで構成するDonKusak合唱団の第24回
自前演奏会が2017年11月18日、目黒区民センターホー
ルで開かれた。宍戸誠さん（Ｈ05卒）指揮の「プーラ
ンク合唱曲集」で開幕。「歌え！踊れ！オペレッタ

柿沼会長や佐々木豊幹事長らも
出席する広報委員会の編集会議

集 散 ＆ 交差点
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63

93

30

フリカの歌声は、きっと合
唱の原点なのだろうと感じ
ます。歌は色々な壁を越え
るのだ、と 年前の実感を
いま改めて噛み締める幸せ
な毎日です。
佐藤和哉（Ｓ 卒、丸紅
ヨハネスブルグ支店駐在）

51

歌は国境 ・壁を越える
「合唱王国」南アで実感

継。一人の議員が思いを込
めて歌い始めると、アッと
いう間に倍音が議場に響く
大合唱が生まれる瞬間を何
度耳にしたことでしょう。
多くの部族が共存し、使
用言 語 も異 な る国 や 地域
で、気持ちを一つにするア

編集後記

▽…本年もよろしくお願い
いたします。今号から紙面
は再び白黒に戻りました。
今さらながら「稲グリ新聞
に足りないのはアカデミッ
クな記事だ」と気づいて、
新設した欄が「音楽リレー
評論」です。音楽界で活躍
しているＯＢに、輪番で健
筆を奮っていただきます。
ご期待ください。（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
バックナンバーも相談承ります

涙。楽譜が見えてくる合唱
ではない、目指していたの
は聴衆の予想を上回るライ
ブ感や異次元の訴求力でし
た。そんな経験を活かせる
職場の一つが商社だったの
だろうと来し方を振り返り
ながら思い出しています。
ところで世界最恐地域と
して悪名高い南アフリカで
すが、実は温暖な気候と気
さくな人々の良心に溢れた
素晴らしい国です。
当地のステレンボッシュ
大学合唱団は、今年も世界
合唱団ランキングの第１位
に輝きましたし、ドラケン
スバーグ少年合唱団の名演
奏に心打たれた人も少なく
な い はず 。 当地 の 国会 中

直接仕入れる旬の食材を季
節感あふれる日本料理のコ
ースに仕立ててくれる。
そのこだわりの味ゆえに
「吉野」には常連が多く、
風雅な店内は意外にもアッ
トホームな雰囲気。グリー
ＯＢの利用も多く、これま
でも同期会やパトリ会、部
長会といった会合のほか、
岡山さんの人柄に惹かれて
個人で訪れるＯＢも多い。
カウンター越しの会話は
料理のことからワイン、音
楽の話へとどんどんふくら
む。伝統を受け継ぎ、プロ
フェッショナルの道をゆく
岡山さんに乾杯！
▼「割烹 吉野」 ＴＥＬ
０３―３９８２―４５４７
東京都豊島区池袋２― ―
１ ビラアコルデ１Ｆ
コー ス ５千 円 から （ 要予
約）混雑具合により合唱可
村上政道（Ｈ 卒）

次号は５月下旬発刊

州演奏旅行での体験が商社
勤務を目指すきっかけとな
りました。
フランスやスイスの片田
舎で 「 思い を 込め た 歌に
は、語学力よりも遥かに強
い力で国境を越える力があ
る」と実感するに至りまし
た。この感覚は、その後の
国際ビジネスの場でも威力
を発揮しています。
体育会系に偏りがちな総
合商社に、ワセグリ同窓の
数はあまり多くはありませ
ん。でもあの頃の舞台袖の
暗 闇 で の 緊張 感 、
一 転 、 ス テー ジ の
照 明 に 包 まれ た 時
の 高 揚 感 、命 懸 け
で 飛 ば す 子音 、 遥
友 の 消 え 行く ラ イ
ト の 中 で こら え る
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いた岡山幸一郎さん。お父
様とともに店を切り盛りす
る創業 代目の若旦那だ。
「メニューはお客様の顔
に書いてあります」。そう
話す岡山さんの包丁さばき
はすっかりプロの腕前。店
にメニューはなく、築地で

板場に立つ岡山幸一郎さん

歌うことに。これに味をしめて、練習という名の飲み
会を重ね、昨年ついに、演奏の依頼がかかるまでにな
りました。
17年6月24日、代々木公園で開かれた「スリランカ
フェスティバル」。大胆にもシンハラ語のレパートリ
ーを引っ提げて、華々しく国際（ストリート）デビュ
ー！苦労して覚えたシンハラ語の歌を、スリランカの
人たちにお送りできたことがうれしかったのはもちろ
ん、東西４大学が揃って参加できたのが誇らしく思え
ました。
実は、昨年の忘年会で新たな動きがありました。ま
だ詳細は未定ですが、乞うご期待！ やはり、旧交を
温めるだけではなく、このメンバーで良い演奏がした
いという気持ちは抑えられないようです。定年後には
再び離散してしまうかもしれず、これからの数年がか
けがえのない時間になるのかもしれません。ならば、
あとひと花咲かせたいものです。
（鈴木英次・Ｓ63卒）

03

◆Ｓ63卒、四連校の同期と「六三四の会」
東西４大学ＯＢ同期の集まりゆえ、「しょうわ六三
ねんそつ四れんのかい＝六三四（むさし）の会」で
す。2015年の年末、同期の飲み会の場で、いっそ東西
４大学で集まろうと勢いづき、翌年の新年に約20人が
集ったのが始まり。卒業以来４校が揃うのは初めての
ことでした。一度飲んで、歌ってしまえば、それまで
のブランクなど関係もなく、あの曲この曲と際限なく
13

若旦那は
グリーメン
東京・池袋駅北口の繁華
街を抜けた静かなビル街に
佇む「割烹吉野」。暖簾を
くぐると、突然世界が変わ
ったかのような洗練された
和の空間が広がる。気さく
な笑 顔 で迎 え てく れ るの
は、Ｈ 卒で部長を務めて

17

集 散 ＆ 交差点
池袋「割烹 吉野」
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ヨハネ スブル グのラ イ
オン園で夫人と

１月８日（月）ＯＢ会総会（早稲田奉仕園）
オールワセグリ会（大隈ｶﾞｰﾃﾞﾝﾊｳｽ）
１月21日（日）就職相談プログラム
２月19日（月）現役第67回送別演奏会（杉並公会堂）
「シュローネン男声合唱曲集」ほか
４月15日（日）東京稲門グリークラブ
第８回定期演奏会（大田区民ホール）
５月５日（土）第67回東京六大学合唱連盟定期演奏会
（文京シビックホール）
早稲田：「スポーツソングメドレー」
編曲：堀内貴晃 ピアノ：前田勝則
５月18日（金）稲門グリークラブ・シニア会
第15回定期演奏会（大和田さくらホール）
６月24日（日）第67回東西四大学合唱演奏会
（京都コンサートホール）
早稲田：男声合唱曲「岬の墓」
指揮：小久保大輔 ピアノ：清水新
７月21日（土）第26回還暦会(Ｓ56卒)＆
順グリ会PartⅡ（Ｓ57～Ｓ62卒）
（ライオン銀座クラシックホール）
８月11日（土）第10回東京六大学ＯＢ合唱連盟演奏会
（東京芸術劇場）
稲門グリー：「ＩＮ ＴＥＲＲＡ ＰＡＸ」
指揮：松井慶太 ピアノ：前田勝則
10月20日（土）第24回順グリ会（Ｈ03～Ｈ09卒）
（リーガロイヤルホテル東京）
21日（日）稲門祭・稲門音楽祭
（早稲田大学早稲田キャンパス）
12月上旬
現役第66回定期演奏会

１９８７年に卒団して、
商社勤務となりました。現
在は知る人ぞ知る合唱王国
・南アフリカのヨハネスブ
ルグで、４カ所目の海外駐
在を満喫しています。
合唱との出会いは 年程
前。大好きな早大に入学で
きたのだから、在学４年間
打ち込めるものに出逢いた
いと考えていました。在団
中は諸先輩方、合唱エリー
トの同期後輩の歌声につい
ていていくだけで必死の素
人でしたが、２年生夏の欧
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