１年生

早慶合同で「シーラカンス日和」を演奏（10月７日、第一生命ホール）

２面…稲門祭・順グリ会
３面…現役合宿・早慶合同演奏会
４面…倶楽部グリー、米国演奏旅行
５面…「近況＆遠境」
シニア会、地域合唱祭に出演

西で開催する東西四連の直
前に開催。四連を聴きに行
けないファンへのお披露目
の場になっていたが、 年
を最後に途絶えていた。今
回は両校が意気投合して実
現し た 「１ 回 きり の 演奏
会」。聴衆からは「恒例の
演奏会として復活させてほ
しい」との声が聞かれた。

６面…「素晴らしき童謡の世界」③
７面…中岡敏雄さん 逝去
「音楽リレー評論」
８面… 月 日 現役定演
特別寄稿「炎える母」再演

２０１８稲門祭が 月
日に開催され、早稲田大学
グリークラブＯＢ会から
人がイベントに参加した。
（関連記事２面に）
大隈講堂での稲門祭オー
プニングセレモニーには、
グリー、早混、早大合唱団
の３団体のＯＢ・ＯＧ、ホ
ームカミングデー参加者の
有志らが参加。北浦悟さん
（Ｓ 卒）の指揮で校歌、
「紺碧の空」「早稲田の栄
光」を歌った。
早稲田キャンパス 号館
10

10

21

「音楽のようになりたい
音楽のようにからだから
心への迷路を
やすやすとたどりたい」
▼ 谷川 俊 太郎 さ んの 詩 集
「聴くと聞こえる」（創元
社）による谷川さんと長男
で作曲家の賢作さんのコン
サートに行ってきました。
歳の谷川さんはやや高い
良く通る声で詩を朗読し、
賢作さんが即興でピアノの
メロディーを添えるーー。
「詩も音楽も沈黙・静けさ
を古里として生まれてくる
姉妹なのです」。老若男女
の幅広い層の聴衆で埋まっ
た会場には、静謐でゆった
りとした時が流れました。
▼ 「こ と ばあ そ びう た 」
「死んだ男の残したもの」
「クレーの絵本」など、谷
川さんの詩から多くの歌が
今も生まれています。その
詩の深さに加え、独特のリ
ズム感、歌との相性の良さ
は、谷川さんが幼少期から
ピアノを習うなど、音楽に
包まれて暮らしてきたこと
と無縁ではないでしょう。
▼学生時代、音符と身体で
覚えた谷川さんの詩も、最
近詩集を読み返して、改め
て腹に落ちる言葉が多くあ
ります。インターネットや
スマートフォンで情報の洪
水に追い立てられるように
生きる現代人。たまには詩
に触れ、ゆっくり深呼吸し
てみるのもいいでしょう。

87

人がデビュー

70

稲門祭 合唱で盛り上げる

10

月 日定演へ弾み

66

28

49

で開いた稲門音楽連盟主催
の音楽祭では、北浦さんの
指揮、本多行昭さん（Ｓ
卒）のＭＣで、校歌や応援
歌のほか「ふるさと」「い
ざ起て戦人よ」「遥かな友
に」を演奏した。
さらに新企画として、少
人数で歌い始めて徐々に人
数が 増 えて 大 合唱 に なる
「フ ラ ッシ ュ モブ 」 に挑
戦。「紺碧の空」「ひかる
青雲 」 「Ｕ Ｂｏ ｊ 」「 早
稲田の栄光」を披露して、
キャンパスを訪れた多くの
来場者を楽しませた。
このほか倶楽部グリーが
前夜祭、ボニージャックス
結成 周年記念コンサート
に出演。小野講堂でグリー
クラブの紹介掲示をした。

60

2019年１月14日（月・祝日）

早大 号館で演奏するグリー
クラブＯＢ会有志（ 月 日）
10

28

12

12

94

10

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

12

49

ＩＮＤＥＸ

早稲田大学グリークラブＯＢ会は2019年１月
14日（月・祝日）、19年度の総会とオールワセ
グリ会を開きます。今回も多くのＯＢ、現役の
皆様の参加をお待ちしています。
◆ ＯＢ会総会＝午後３時～
（早稲田大学大隈ガーデンハウス）
◆ オールワセグリ会＝午後５時～
（早稲田大学大隈ガーデンハウス）
会費 8000円（Ｈ24卒以降のＯＢは4000円
新ＯＢ・現役は2000円）
会員各位には案内状、案内メールを送らさせ
ていただきますので、出欠のご連絡をお願いい
たします。
【問い合わせ】 事務局・佐々木豊（Ｓ59卒）
Mail tgsasaki@waseda.jp
21

ＯＢ会総会・オールワセグリ会
49

10

26

早稲田大学グリークラブ
と慶應義塾ワグネル・ソサ
ィエティー男声合唱団は
月 ７ 日、 「 早慶 合 同演 奏
会」を東京・晴海の第一生
命ホールで開いた。両校に
よる演奏会は２０１０年６
月の第 回早慶交歓演奏会
以来、８年ぶり。早稲田は
１年生 人がデビューし、
月 日（金）の第 回定
期演奏会（すみだトリフォ
ニーホール）に向けて弾み
をつけた。
（関連記事３、８面に）
合同演奏会は早稲田が
人、慶應が 人オンステ。
早稲田の１年生はユニホー
ムの白ジャケットが間に合
わず、黒服で出演した。エ
ール交歓の後、慶應が 月
の定演で演奏する男声合唱
組曲「柳河風俗詩」、早稲
田は６月の東西四大学合唱
演奏会で演奏した男声合唱
曲「岬の墓」を披露。合同
演奏は全員が黒服に着替え
て「シーラカンス日和」を
歌った。
早慶の演奏会は１９６０
年に「早慶交歓演奏会」と
して始まり、２年おきに関
12

〈編集・発行〉

20

28

現役合同演奏会

早慶８年ぶりジョイント

早 稲 田 大 学
グリークラブOB会
20
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秋空の下

田祭は現役のお祭り、稲門
祭はＯＢのお祭りなので皆
で楽しみましょう」を合言
葉に、参加者を募集したと
ころ、なんと延べ 名のＯ
Ｂが参加してくれました。
稲門祭のオープニング演
奏では大隈講堂の裏口に長
く待たされ、進行の稚拙さ
はいつも通り。聴衆よりグ
リーの人数の方が多かった
単独演奏。初めて企画した
フラッシュモブに参加した

「早稲田の栄光」で閉会

同期トップの荻原剛は「歌
いながら、抜けるような青
空の下、大隈銅像越しに講
堂を見つつ皆さんと歌った
シーンはずっと記憶に残る
でしょう」との感想をメー
ルで送ってきました。
二次会も楽しかった。場
所は大隈会館近くの中国料
理「福源」。二次会のみに
参加したバリトンの池田哲
郎は「非常に有意義で楽し
く、皆さん大成された変化

に 感激 し た」 と 後日 メ ー
ル。料理を味わいながら、
同じフロアにいた応援部Ｏ
Ｂと思しき方々とエール交
換するサプライズも。天気
も味方して、早稲田、早稲
田で楽しんだ一日でした。
最後に、お忙しい中参加
してくださった皆さんに感
謝です。特に恐らく今後そ
ろうことのないであろうＳ
卒メンバーにーー。
本多行昭（Ｓ 卒）

た 同期 に も感 謝 して い ま
す。
順グリ会は平成４年から
始まり、来年は第 回の開
催となります。出席者数は
だんだん減り、かつてのよ
うな学年別の演奏はできな
い状態ですが、ＯＢ会の存
続・発展のためにも、順グ
リ会には一定の役割を果た
し続けてほしいと願ってい
ます。
幸い、後輩たちは数年後
には順グリ会の中心を担う
ことを覚悟しているようで
頼もしく思っています。
近田修一（Ｈ 卒）

マ ンド リ ン楽 部 、交 響 楽
団、応援部吹奏楽団のＯＢ
団 体と と もに 賛 助出 演 。
「神田川」「遥かな友に」
で バッ ク コー ラ スを 務 め
た。単独演奏では丸山の指
揮、山中麻鈴さんのピアノ
で「 Carpenters Medley
」
「 チャ ン ピオ ン 」を 歌 っ
た。
若杉進二（Ｓ 卒）

のテーマ」「 Carpenters
」など４曲を披露。
Medley
第２部は「シクラメンのか
ほり」「もしもピアノが弾
けた な ら」 な ど４ 曲 を演
奏、客席の希望で「遥かな
友に」を歌い好評を得た。
稲門祭では、ボニージャ
ックス結成 周年演奏会に

らう 若 人の 歌 （２ 番 ）」
「冬野」「
A
Spoonful
of
」「 Venematka
」の５
Sugar
曲を披露し、圧巻の演奏に
拍手が鳴り止まず、アンコ
ールで「かけす」を歌って
いただきました。
最後は出席者全員で「遥
かな友に」、ひとつの輪に
なって「早稲田の栄光」を
歌っ て お開 き とな り まし
た。
今回の開催にあたり、各
学年の世話役の方に大変ご
尽力 い ただ き まし た 。ま
た、久しぶりに集まって、
何度もマネ会を重ねてくれ

前夜祭でも演奏 ボニーと共演
稲門祭の前夜祭が 月
日 、永 楽 倶楽 部 で開 催 さ
れ、倶楽部グリーがＯＢ会
を代表して出演した。２年
前に続く出演で、２ステー
ジ 構 成 。 丸山 美 雄 （ Ｓ
卒）の指揮、永井みなみさ
んのピアノ、ＭＣ中嶋勝彦
（同）で、第１部は「慕情

20
42

49

45

94

～ 卒 は 「 Ev`ry Time I
」 「さ す
Feel The Spirit

10

人が参加

卒の 演奏

25

年次の昭和 年卒にお鉢が
回ってきました。同期の指
揮者、北浦悟が快諾してく
れました。（１面参照）
そこで我々は幹事団（北
浦悟、北尾直樹、佐久間裕
一、本多行昭）を結成し、
準備を進めました。「早稲

～

03

今年の稲門祭は、グリー
ＯＢ会の本来の演奏幹事で
ある卒業後 年目の平成６
年卒が都合悪く、その役割
は同じホームカミングデー

02

「斎太郎節」を演奏。今回
で順グリ会を卒業するＨ

Ｈ

03

Ｓ49卒が幹事役
54 51

49

ボニーと共演した倶楽 部グリー

卒

02

稲門祭

09

好評だったフラッシュモブ

～

03

94

「アカシヤの径」、Ｈ ～
卒 が 「 幼い 日 の 友 に 」
03

02

８学年 人が集い歌う
02

25

順グリ会を卒業するＨ

06

稲門祭オープニングで他団体と合同で演奏（10月21日、大隈講堂）

今年はＨ ～ 卒の８学年
でのスペシャルバージョン
です。
当日は８学年で 人、来
賓・家族合わせて 人が出
席。「輝く太陽」で乾杯し
て開会しました。学生時代
に数年間ご一緒しただけの
仲間ですが、卒団から 年
前後を経ても、なお集まる
ことのできる関係をありが
たく思います。
学年別演奏では、Ｈ ～
卒 が 「 Vive L` Amour
」
09

49

60

06

順グリ会
20

フラッシュモブ好評
25

06

51

早稲田大学のホームカミ
ングデーの前日に行う恒例
の順グリ会が 月 日、東
京・早稲田のリーガロイヤ
ルホテル東京の「クリスタ
ル の 間」 で 開催 さ れま し
た。
例年は７学年での開催で
すが、昨年はオールワセグ
リフェスティバルで順グリ
会が開かれなかったため、
10
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１．慶應義塾ワグネル・ソサィエティー男声合唱団
男声合唱組曲「柳河風俗詩」
作詩：北原白秋
作曲：多田武彦
指揮：鴨井秀和（学生）
２．早稲田大学グリークラブ
男声合唱曲「岬の墓」
作詩：堀田善衛
作曲：團伊玖磨
編曲：福永陽一郎
指揮：田中渉（学生）ピアノ：二宮万莉
３．合同ステージ
男声合唱とピアノのための
「シーラカンス日和」
作詩：水無田気流 作曲：田中達也
指揮：鴨井秀和
ピアノ：永澤友衣

早稲田の「岬の墓」のステージ

月 日、紺碧の空の
下、早慶合同演奏会を開催
しました。（１面参照）
慶應とは前々から「一緒
に演奏会をやりたいね」と
いう話をしていて、昨年８
月から話し合いを始めまし
た。双方多忙のため、クリ
スマスイブに共演した帝国
ホテルの近くで話し合いを
したのも良い思い出です。
しかし、ホールはどうする
10

7

に残った曲は「青いメッセ
ージ」で、これはこれで面
白かったかもしれません。
夏合宿前から音取りを開
始し、「炎える母」など定
演の練習と並行して、それ
ぞれのステージの練習を組
んでいましたが、台風で合
同練が１回減り、さらにあ
たふた。当日も発声なしで
ステリハという強行軍とな
りましたが、何とか乗り越

え、 本 番に こ ぎつ け まし
た。 特 別演 奏 会と い えど
も、盟友との本番に気合は
十分。初めてオンステした
１年生とともに真剣勝負が
できたと思います。
さて、この演奏会が受け
継がれるかどうかは後輩次
第です。一ＯＢとしてその
日を心待ちにしています。
学生指揮者
田中 渉（４年）

ＮＰ（グッドナイト・プロ
グラム）」は今も続いてい
ます。でも、伝え聞いてい
る昔ほど過激ではありませ
ん。
４日目は、長野原町立北
軽井沢小学校と中央小学校
を訪問し、合唱曲を披露し
たり 、 一緒 に 歌っ た りし
て、 皆 さん と 交流 し まし
た。お互いにとって、良い

運動会や炎ストームも
早稲田大学グリークラブ
は８月 日から９月１日ま
での７日間、群馬県北軽井
沢の石田観光農園で夏合宿
を行いました。
初日から３日目までは、
定期演奏会と早慶合同演奏
会で歌う曲の練習に明け暮
れました。１日の練習が終
わって、新人１人ひとりが
皆の前で芸を披露する「Ｇ

６チームで競った駅伝大会㊤と
最後の夜に行ったファイアーストーム㊦

26

か、どういう演奏会にする
のか、合同は何をやるか、
などなど、議論は難航を極
めました。
特に合同曲は「演奏会の
構想には入らなかったが、
互いにいい刺激を与えられ
る曲」というコンセプトで
選曲を進めましたが、なか
なか決まらず確定したのは
今年の 月 日。「シーラ
カンス日和」とともに候補

石田観光農園の練習場に全員集合

歌漬けの熱い７日間
現役夏合宿

第一生命ホール）
（10月７日14時開演

昨夏から準備 本番は真剣勝負
早慶合同演奏会
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4

23

刺激、思い出になったと思
います。
５日目の午前には、小学
校の体育館をお借りして、
ボール運びや大縄跳び、バ
スケットボール、ドッジボ
ールといった種目をパート
別に競う運動会「グリンピ
ック」を開催し、バリトン
が優勝しました。
午後には、往復約５㌔㍍
の距離を１チーム６人でリ
レーする駅伝大会を開きま
した。今年は各パート（バ
リトンは２チーム）と練習
系の６チームが参加し、優
勝はセカンドでした。優勝
を目指して共に汗を流し、
パート内の絆が深まりまし
た。
そして夜には全員でバー
ベキューを楽しみました。
盛り上がった部員たちは思
い思いに歌を口ずさみ、良
い雰囲気でした。
６日目の夜にはファイア
ーストームを行いました。
直前まで雨が降っていまし
たが、奇跡的に上がり、無
事 に行 う こと が でき ま し
た。学年別に数曲ずつ歌合
戦をしながら、下級生から
４年生の先輩に伝えたい思
いを伝え、４年生からは後
輩に有難いお言葉をたくさ
んいただきました。
最後に石田観光農園、北
軽井沢小学校、中央小学校
の皆さん、お世話になりま
した。ありがとうございま
した。
サブ合宿マネージャー
高橋初文（３年）

①

②

③

4

④

た。平均年齢 歳のメンバ
ーに近いシニアの聴衆だっ
たからか、同世代の懐メロ
が心 に 沁み た のだ ろ う。
歌、特に懐メロは国を越え
て心に響くことを教えられ
た。
倶楽 部 グ リ ー は、 年
前、ロスアンゼルス稲門会
から呼ばれて現地で歌って
喜ばれた経験があり、同じ
ことをＳＦで出来ないかと
の声が上がっていた。ＳＦ
には金融の仕事の傍ら稲門
会と合唱活動を続けてきた
グリークラブの先輩の二川
丈夫さん（Ｓ 卒）がいる
ことが判り、筆者（中嶋勝
彦）が連絡を取り、ＳＦま
でお願いに上がった。
二川さんに紹介されたＳ
Ｆ稲門会会長のフランクリ
ン裕子さんと共にロスモア
に住 む 二川 さ んを 訪 ねる
と、話題が尽きず、５時間
以上も話が弾んだ。それか
らお２人が演奏会開催に向
けて尽力くださった。１年
74

36

④ヨセミテ国立公園での集合写真

３カ月の間に、二川さんと
は 回ほど電話で打ち合わ
せをし、会場設営に奔走く
ださったＦ・裕子さんとは
３００通以上のメールをや
りとりした。絶大な支援に
は感謝するばかりだ。
ＳＦ到着の夜はＳＦ稲門
会、二川さんがメンバーの
男声合唱団コラールメイ、
女声合唱団フォレストクワ
イアの皆さんが歓迎会を開
いてくださった。両合唱団
は二川さんが伝えていたグ
リ ーの 愛 唱歌 「 遥か な 友
に 」「 い ざ起 て 戦人 よ 」
「 希望 の 島」 「 時計 台 の
鐘」などを暗譜していて、

全員でハモリ、大いに盛り
上がって温かくも嬉しい交
流の場となった。
オールドファーストチャ
ーチとロスモアの演奏会で
は、アンコールに、二川さ
んが所望した「ふるさと」
（ 磯 部 俶 作 曲 ） 、 「 You
」「 上を
Are My Sunshine
向いて歩こう」を両合唱団
と共に演奏した。残念なこ
とに、二川さんが直前に胃
がんの手術を受け、退院が
ロスモア演奏会の 日後と
なったために来ることがで
きなかった。
二川さんと同期の長澤護
さん（Ｓ 卒）、辻田行男

36

2

倶 楽 部グ リ ーは ９ 月１
日、広島市の広島県民文化
セン タ ーホ ー ル（ ５ ３０
席）で開かれた地元合唱団
などとのジョイントコンサ
ートに出演した。
発端は、倶楽部グリーの
初代ピアニストの恩田佳奈
さんが広島出身で、姉で同
じピアニストの絵美さん、
歳の祖母、中田幸子さん
が 年以上指導している２
つの女声合唱団「コーラス
♡リ ー ベ」 「 クー ル ・ア
ミ」とのジョイントを打診
された。もちろん快諾し、
実行委員会を結成して、広
島市の中心地の会場を予約
した。
後援をお願いしたいと思

恩 田姉妹 ・地 元合唱 団と共 演

広島でもジョイント

30

地元の女声合唱団と合同演奏

42

33

【童謡クイズの答え】
（６面参照）
原 作 は二 千 数 百年 前
の 古 代 ギリ シ ャ で生 ま
れ ま し た。 イ ソ ップ 物
語として 世紀に日本
に 紹 介 され 、 今 に至 る
人 気 作 品に な っ てい ま
す。

卒）

さん（Ｓ 卒）、工藤悠一
郎部長（Ｓ 卒）、若杉進
二（Ｓ 卒）、中嶋が入院
先を訪ねて病室で愛唱歌を
歌うと、二川さんは涙を流
して喜ばれた。ロスモア演
奏会にビデオメッセージを
寄せてくださる演出があっ
た。

16

37

40

っていた広島稲門会は、幸
い、グリー同期の神出亨さ
ん（Ｓ 卒、中電工会長）
が前会長で、半年前に中電
工の会長室を訪ねて後援を
依頼。同稲門会の絶大な支
援協力を得て、準備が進ん
だ。
本番は恩田姉妹のピアノ
デュオ、各合唱団、合同演
奏の６ステージ構成。倶楽
部グリーは「懐かしのアメ
リ カ ン ・オ ー ル デ ィー
ズ」、ポップス曲集「やる
せない男の歌」の２ステー
ジを受け持ち、合同の混声
合唱では「花は咲く」「遥
かな友に」を歌って、会場
いっぱいのお客様に喜んで
いただいた。終演後はメル
パルク広島で打ち上げをし
て、参加者全員で合唱の競
演をした。
内山守太（Ｓ 卒）

中嶋勝彦（Ｓ

45

43

現地稲門会
絶大な支援
10

倶楽部グリーは 月５、
６日、総勢 名（夫人６名
同伴含む）で、米サンフラ
ン シ スコ （ ＳＦ ） を訪 問
し、演奏会を開いた。ＳＦ
最古の教会オールドファー
ストチャーチ、仏教会、引
退した富裕層が住むロスモ
アの３カ所で、丸山はるお
（Ｓ 卒）編曲・指揮によ
る映画音楽、カーペンター
ズ、アメリカンフォークソ
ング、 年代日本のフォー
クソングなど懐かしのポッ
プスを歌った。
東京芸術大学大学院作曲
科在学の山中麻鈴さんのピ
アノ伴奏に乗せて歌うと、
日系人だけでなくアメリカ
人も歌を口ずさみ、涙ぐむ
人もいて大きな喝采を浴び

オールドファーストチャーチでのコンサートのアンコールで「紺碧の空」を演奏
③ロスモアで共演の合唱団と

92

歌は国境を越え 喝采浴びる
倶楽部グリー サンフランシスコで演奏会
①ＳＦ到着の夜の歓迎会②オー ルドファーストチャーチでの演奏

35
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43
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大正期に渡米した血族
子孫の日系三世と対面
違いなく、曾祖父が同じ血
族だと確かめ合った。
ケリーとメール交換して
いるうちに、ムネオ一家の
足 跡 がわ か って き た。 戦
前、ムネオは５人の子ども
と日本に帰国したが、子ど

60

し出ると、「大歓迎」との
返事が来た。
昨年９月、シアトル空港
で、ケリー、妹と感動の対
面 をし た 。そ れ から ３ 日
間、一族はパーティーや観
光などで温かくもてなして
くれた。ムネオからケリー
まで３代とも同じ日系人と
結婚したから、一人娘も含

悩んでいた時、偶然の道案
内から知り合ったアメリカ
ンスクールの米老婦人教師
から大学院進学のアドバイ
スを得て、大隈銅像の傍で
勉学。それから半世紀が経
ち、今は仕事から離れて片
々茫々、富山の片田舎と東
京の半々暮らしだ。
振り返れば、米老婦人と
の偶然の出会いがサンフラ
ンシスコ公演やシアトル行
きにつながった。人生万事
塞翁が馬というよりも、あ
ざなえる縄の如しの愚生で
した。
中嶋勝彦（Ｓ 卒）

42

います。今回は 団体が参
加し、シニア会は大中恩作
曲の無伴奏組曲「俺のふる
さと」から４曲を、耕納邦
雄（Ｓ 卒）の指揮で披露
しました。終演後、恒例の
立食形式での懇親会で、参
加団体が各々の演目を披露
し、懇親を深めました。
稲門祭と重なった 月
日には、日経ホールで開か
れた千代田区の第 回コー
ラスフェスティバルに出演
し ま し た。 団 体 が 参加
し、朝から夜まで４部に分
かれて合唱を披露。シニア
会は第３部で、シューベル
トの無伴奏曲「 Heilig
」と
「 Die Nacht
」を、東京芸
大大学院指揮科卒の松川智
哉さんの指揮で演奏しまし
た。今年は第３部の 団体
のうち、男声合唱が４団体
もありました。
三雲孝夫（Ｓ 卒）

37

めて 皆 、見 た 目は 日 本人
だ。
ケリーらも日本のルーツ
を知りたがった。鬼怒川沿
いの筑波山寄りの曽祖父の
家には伊達政宗の家老につ
ながる家宝があり、「ムネ
オ（宗雄）の名前も政宗に
因む か も」 と 伝え る と、
「サムライの血を引く」と
大喜びだった。今回のサン
フランシスコ演奏旅行では
会えなかったが、いずれ来
日し、再会できるだろう。
私は 年前、グリー学部
を卒 業 して 証 券会 社 に就
職。一生の仕事にできるか

昌平音楽祭㊤と千代田区コーラスフェスティバル㊦で演奏

シニア会 音楽祭出演

お茶の水の昌平童夢館で、
利用している音楽団体が創
設・運営していて、今年で
回目。シニア会は創設時
から参加し、トリを務めて

21

もが小中学校の日本語に馴
染めず、再びシアトルに戻
った。
日米開戦後、一家は日系
人キャンプに収容されて家
財を 失 い、 ケ リー の 父親
（ムネオの息子）は米国へ
の忠誠を示すために
従軍し、苦労したよ
うだ。日系人差別の
せいか、父親は日本
のことを語らず、ケ
リーは祖父ムネオの
膝で聞かされた日本
のルーツを知らない
でいた。
降って湧いた私か
らの便りに、先方は
兄妹、いとこを挙げ
て大騒ぎ。「シアト
ルで会いたい」と申

36

いた話は事実だった。
今の時代、ムネオの消息
をインターネットで検索し
たら、８年前のシアトルの
新聞の訃報欄にムネオの娘
の死亡記事と遺族の名前が
見つかった。さらに遺族名
を検索すると、ムネオの孫
にあたる「ケリー」が、シ
アトルの運送機械会社の役
員であることがわかった。
思い 切 って メ ール を 送る
と、先方からすぐ「ムネオ
の孫だ」との返事が来た。
送られてきた十数枚の古い
写真の中に祖母がいた。間

59

２０１７年９月、サンフ
ランシスコを訪ねて倶楽部
グリーの演奏会開催のお願
いをした後、シアトルに向
かい、祖母方の遠縁にあた
る日系三世と感動的な対面
をした。１００年前に遡る
私のファミリーヒストリー
にしばしお付き合いいただ
きたい。
年、ある出来事から両
親の古い戸籍を調べたとこ
ろ、祖母の兄「ムネオ」が
１００年前の大正初期に、
シアトルに移住した記録が
出て来た。祖母から聞いて

56

51

大中 恩・シ ュー ベルト を歌う
稲門グリークラブ・シニ
ア会は、東京都千代田区の
２つの音楽祭に出演しまし
た。８月 日の「昌平音楽
祭」は、練習場にしている

39

筆者夫妻（前列）とケリー（２列目左）一族

オンステしてくれました。
会場を埋め尽くしたお客
さまは、ボニーの面々とほ
ぼ同世代。ウイークデーの
午後のひととき、懐かしい
歌の数々を楽しんでいまし
た。
本番終了後、おなじみ吉
田源三さん（Ｓ 卒）経営
の梅田「浪花ろばた八角」
で打ち上げ。仕事のためオ
ンステできなかった吉田さ
ん、名古屋から聴きに来て
く れた 高 橋 克 さ ん（ Ｓ
卒）らも加わり、クラブソ
ングで乾杯。盛り上がって
いるところにボニーの面々
も駆け付けてくれ、〝あつ
い絆〟で盃を酌み交わした
のでした。
道浦俊彦（Ｓ 卒）

21

ボニーと「あつい絆」の共演
フォニーホールで開かれた
「ボニージャックス結成

周年記念コンサート」に出
演しました。この出演は、
昨年３月の「大阪稲グリ
周年記念コンサート」にボ
ニーが出演してくだったこ
とへの返礼でもあります。
「昭和歌暦」のステージ
で 、 阿 部 良行 さ ん （ Ｓ
卒）の指揮、吉岡美喜さん
のピアノ伴奏で、小椋佳の
「 し おさ い の詩 」 「愛 燦
燦 」 をし っ とり と 歌っ た
後、ボニーも加わって、鈴
木淳先輩（Ｓ 卒）作曲の
「あつい涙」を元気よく歌
いました。「大阪稲グリフ
ァミリー」の同志社、関学
グリーなどのＯＢも一緒に
31

大阪 稲グリ
大阪稲門グリークラブは
９月 日、大阪のザ・シン

ボニーも駆けつけた打ち上げ

60

16

本番直前のメンバー

26
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41
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27

2018年（平成30年）11月30日

早稲田大学グリークラブＯＢ会新聞（稲グリ新聞）
（№211）

2018年（平成30年）11月30日

早稲田大学グリークラブＯＢ会新聞（稲グリ新聞）

（№211）

89

時、商店街振興組合の広報
部長 だ った 山 本仁 寿 さん
（ 、明治大学グリークラ
ブＯＢ）が、会報で赤い靴
の物語を紹介したところ、
大きな反響を呼び、「親子
が一緒に暮らす幸せのシン
ボルにしたい」と、地域が
動いた。
77

き み と し

童謡クイズ

…」で始まる「ウサギとカ
メ」はどこの国の話でしょ
うか？ （答えは４面に）

物 館で 「漢 委
奴 国王 」の 金
印 を見 て、 そ
の 小さ さに 驚
く 。夕 方、 博
多 弁天 堂本 店
で もつ 鍋の 宴
会＝写真。
「 輝く 太陽 」
で乾杯し、
「早稲田の栄光」をお店のお姉さんとも肩を組んで歌った。
その後、中州に移動し、屋台でラーメンを食す。
最終日は太宰府天満宮に参拝した後、柳川を観光。昼食に
国産鰻の蒸し焼き定食を食べ、舟下りと洒落込む。「御花」
という柳川藩主立花邸、北原白秋の生家あたりを散策した。
今回幹事を務めてくれた池田君に感謝。その他の参加者は
坂田耕治、山口耕人、山本広士、永野宏行、横田均、水上恭
司、福島敬、高野恭一、清水稔夫、田村嘉章、仲村弘之、細
金雅彦、越沼正典、須藤亮の14名（合流順）。今回都合が付
かなかった者、闘病中や亡くなった仲間を想いつつ、「合
宿」を終えた。遙かな友に――。
横田 均（Ｓ55卒）

Ｑ ： 「も し もし カ メよ

我々昭和55卒は毎年、「合宿」と称して旅行に出かけてい
る。今年は小倉に単身赴任している池田浩之君に幹事を依頼
し、10月の最終の週末に総勢15人が福岡漫遊を楽しんだ。
金曜日からの前泊組６人が門司港レトロ観光からスタート
し、船で巌流島に渡る。宮本武蔵と佐々木小次郎の像が雨に
濡れそぼって立っている。夜は小倉で２人と合流し、池田君
の父上の行きつけという「玉乃井」で料理に舌鼓を打つ。
翌日は博多で後発組と合流。昼食後に天神を歩いていたと
ころ、テレビ西日本のスタッフに声を掛けられ、生放送で歌
うことに。天神の曇天の空に、我らの「紺碧の空」の歌声が
高らかに響き渡った。その後、福岡タワーに登り、福岡市博

～３～

21

みは渡航することも親元に
帰ることもできず、東京・
麻布の永坂孤女院に預けら
れ、１９１１年にわずか９
歳で命を終えた。
年、きみが早世した麻
布十番の商店街の広場「パ
ティオ十番」に、「きみち
ゃん」像が建てられた。当

◆Ｓ55卒 福岡で「合宿」、テレビ生放送で歌う

女の子 異国に行かず早世
全国に像 親子の絆訴える

ー」はスコットランド民謡の「Loch Lomond」に変化。歌謡曲
の「喝采」「大都会」も歌って、会場を沸かせた。最後はブ
ラームスの「運命の歌」、「４つの厳粛な歌」の終曲で締め
くくった＝写真。
今回も少人数合唱であり得ないような大胆なプログラム、
圧倒的な声量で楽しませてくれた。（編集部）

18

31

フ）などに寄付している。
＃
＃
像は多くの人間模様も生
み出した。毎年、チャリテ
ィーコンサートが開かれ、
像に冬にはマフラー、夏に
は 麦わ ら 帽子 が かけ ら れ
た。各地からゆかりの人た
ちの手紙、訪問が相次ぎ、
新たな交流が生まれた。
今では麻布十番のほか、
横 浜、 静 岡、 留 寿都 、 小
樽、函館、青森・鰺ヶ沢町
など全国のゆかりの地に少
女像が建てられ、人の縁、
親子の絆の大切さを伝えて
いる。
山本さんは「きみちゃん
は多くの人たちとのつなが
りをつくってくれた。これ
からも、皆の心の中に生き
続けていくだろう」と目を
細める。

ワセグリＯＢらで構成するDonKusak（ドンクサック）合唱
団の第25回自前演奏会（入場無料）が11月17日、目黒区民セ
ンターホールで開かれた。宍戸誠さん（Ｈ05卒）の指揮、西
川秀人氏のピアノによる「Spirituals（黒人霊歌集）」で開
幕し、14人のメンバーがパワフルな歌声を披露。宍戸さんが
指揮をしながら独唱するなど、多くのソリストが登場して美
声を聴かせた。
第２ステージは「日本の迷曲？名曲？六歌選」と題して、
お馴染みの曲を独自に編曲で演奏した。「とんとん とんから
りと隣組…」が「ドリフの大爆笑」になり、「五番街のマリ

像 が 建 った
その日の 夕
方、 像 の 足元
に 円が置 か
れて い た 。山
本 さん が募 金箱
を据え付ける
と 、善 意の 募金
が 絶え 間な く続
き 、こ れま で累
計 で約 １３ ００
万 円に のぼ る。
毎 年、 国連 児童
基金（ユニセ

◆DonKusak合唱団演奏会、今年もパワフルに

今も多くの人が訪れる東京・
麻布十番の「きみちゃん」像

卒、声楽家）

た時に雨情と知り合う。夫
妻からきみの話を聞いた雨
情 は十 数年 後 の
年 、そ れを 基に 「赤

い 靴」 を作 詞し た。
か よは 、き みが 渡米
したと信じたまま、生涯を
終えたという。
＃
＃
しかし、きみは異国には
行っていなかった。６歳の
時、宣教師は米国に帰国し
たが、結核を患っていたき

ジョリーラジャーズは９月22日、東京オペラシティ・コン
サートホールで22回目のオータムコンサートを開催した。オ
ンステメンバー20名のうち、早稲田グリー出身者は柿沼郭、
重政伸一（Ｓ53卒）、池田浩之、須藤亮、高野恭一、細金雅
彦（Ｓ55卒）、安宅望（Ｓ57卒）、岩淵靖宏（Ｓ58卒）、三
浦信（Ｈ06卒）、若松裕章（Ｈ07卒）に、新たに塚田隆（Ｓ
58卒）が加わり11名。「夢を乗せ、Sail On!」「胸躍らせる
ア・カペラ☆ラテン特集」「どんな時もココロに光を」と銘
打った３部構成で、半年余りの練習の成果を披露した。
第１部では加山雄三の「光進丸」、ウィンナー・ワルツ
「美しく青きドナウ」を、指揮者の吉岡弘行さんの編曲で世
界でもあまり例がないア・カペラで表現した。
第２部ではラテンナンバーに挑戦。ボサノヴァの名曲「マ
シュケナダ」、情熱的なテナーソロをフィーチャーした「グ
ラナダ」などを歌った。第３部ではミュージカル「ライオン
・キング」から「サークル・オブ・ライフ」、ピンクレディ
ーの「ＵＦＯ」を振り付け付きで披露＝写真。聖歌「Veni,
Veni,Emmanuel」、坂本九の遺作「心の瞳」など変化に富んだ
曲を歌い、約1200人の聴衆から大きな拍手をいただいた。
今回は日本語の他、英語、スペイン語、ポルトガル語、ラ
テン語、更にはズールー語の６言語の曲に挑戦し、17曲すべ
て暗譜。老化に抗いながらも、お客様の満足度を高める挑戦
は今後も続くだろう。
岩淵靖宏（Ｓ58卒）

山本 健二（Ｓ

赤い靴はいてた女の子
異人さんに連れられて
行っちゃった
野口雨情作詞、本居長世
作曲の「赤い靴」は、童謡
の中でも最も親しまれてい
る曲のひとつだろう。
歌のモデルとされる女の
子の名前は岩崎きみ。１歳
だった１９０３年、母親か
よと静岡県から北海道・函
館に渡った。かよは農民運
動家の鈴木志郎と結婚して
真狩村（現在の留寿都村）
に入植する際、病弱なきみ
を米国人宣教師に預けた。
開拓生活は挫折し、志郎
が札幌の新聞社に勤めてい

「赤い靴」の真実

◆ジョリー演奏会、６言語・振り付けに挑戦

歳

ークラブ」は現役の送別演
奏会に賛助出演してくれて
いた。合唱コンクールにも
参加して、それなりの成績
を 上 げて い た。 １ ９６ ２
年、長沢護さん（Ｓ 卒）
の指揮で、東京文化会館で
開かれた合唱コンクールで
全国優勝した時、私はまだ
現役であったが、背広を着
てコンクールに参加し、中
岡先輩も歌っていた。
当時、中岡先輩は日本化
学の部長をされており、練
習後などご自分の車に「送
ってやる」とよく乗せてい
ただいた。自宅が先輩は阿
佐ヶ谷、私は荻窪という近
くだったせいもあろう。
先輩のご自宅に咲いてい

こ う し ょ っ き

た紅蜀葵（こうしょっき、
別名モミジアオイ）がきれ
いだったので頂いた。我が
家でも沢山咲いたが、家の
建て替えで無くなってしま
い、女房が「もう一度、紅
蜀葵をください」と再び分
けて頂いた木が今年も沢山
花をつけた。通夜の席で、
お孫さんとお話しし、「我
が家でも紅蜀葵、きれいに
咲いています」と互いのス
マホで写真を見せ合った。

通夜、告別式にはシニア
会の浅妻勲会長（Ｓ 卒）
や現役グリーの伊東一郎会
長（Ｓ 卒）、元ＯＢ会会
長の安斎眞治さん（同）ら
も顔を出してくださり、献
歌をささげた。
終戦後シベリアに抑留さ
れていたことについては多
くは語られなかった。中岡
さんは故磯部俶先生（Ｓ
卒）がグリーＯＢ中心に作
った東京グリークラブの出
身だ。その後、東京グリー
クラブが稲門グリーに変わ
り、そのまま参加された関
係で、「現役の時、グリー
に在籍していなかった」と
言うＯＢもいたが、当時の
状況を考えると、仕方がな

いことかと思われる。（こ
のあたりは「稲門グリーク
ラブ 年史」で故坪井俊策
先輩＝Ｓ 卒、中岡先輩自
身も語られている）
少なくとも 年以上にわ
たりグリーＯＢの最長老を

ラ トビア 建国百 年
祝 賀会で 国歌演 奏

合唱団ガイスマ
日本ラトビア音楽協会合
唱団ガイスマは 月 日、
駐日ラトビア共和国大使館
で行われた建国１００周年
祝賀会で、ラトビア、日本
両国の国歌を演奏した。佐
藤拓さん（Ｈ 卒）の指揮
で、４００名余りの招待者
も唱和した大合唱は会場を
感動で包み込んだ。

務めてくださった中岡先輩
に感謝したい。ともに長寿
だった中岡ご夫妻も、奥様
が先輩に先立ち、７月に
歳で亡くなられたことも報
告させていただきます。
清水 實（Ｓ 卒）

１９９３年、稲門グリー
クラブのラトビア演奏旅行
で始まった両国の音楽交流
が、女声合唱団ジンタルス
の数度の訪日演奏会、稲門
グリーの再度の訪ラ、現役
の演奏旅行を経て、日本ラ
トビア音楽協会や合唱団ガ
イスマの設立につながり、
年間の交流を積み重ねて
今回のラトビア公式行事の
一端を担うまでに至った。
ガイスマは今夏、ラトビ
アで開かれた第 回歌の祭
典に参加して高い評価を受
けた。この日、ラトビア首
相署名の「歌の祭典参加認
定書」が贈られた＝写真。
ガイスマ代表
児玉昌久（Ｓ 卒）
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訃報・追想
した。

歳ま でオン ステ
頂いた 花咲き 誇る
グリーＯＢの中岡敏雄先
輩が亡くなられた。長い間
稲グリ・シニア会の象徴的
存在で元気に歌っておられ
た。２０１２年のシニア会
第 回定期演奏会に元気に
出演され、「来年もオンス
テするぞ！」とおっしゃっ
ていたのが 歳の時だ。
思えば長いお付き合いで
した。私が現役の頃、グリ
ーのＯＢ合唱団「稲門グリ
も変化があり、ノンヴィブ
ラートやメッサ・ディ・ヴ
ォーチェの徹底、声量がそ
れ 程 求め ら れな い 代わ り
に、より音色の多様な表現
が求められるスタイルは当
然発声にも影響を与える。
広く見れば西洋的な発声と
も言えるが、やはり厳然と
違いはあると感じる。ミュ

16

中岡敏雄さん 逝去

早稲田大学グリークラブ
ＯＢ会の最年長会員で、第
６代ＯＢ会長を務められた
中岡敏雄さん（Ｓ 卒）が
９月７日、心不全のため亡
くなられました。１０５歳
でした。９月 、 日に行
われた通夜・告別式には十
数人のＯＢが参列し、「希
望の島」「遥かな友に」な
どを歌って、お見送りしま

和田 ひでき（Ｈ 卒、声楽家）
人オペラ、そして日本の新
作ミュージカルに劇団四季
まで。一人の平凡な日本在
住のシンガーがこれだけの
種類の仕事をこなしている

47

29

17
多様なスタイルが楽しめる
良き時代なのではないだろ
うか。
翻って、早稲田大学グリ
ークラブのヴォイストレー
ナーとして日本の合唱界を
みると、こちらは逆に王道
クラシックの発声が置き去
りにされた「中抜き」のよ
うな状態に見える。ルネサ
ンス、バロック、現代作品
といったレパートリーの合
唱団が多いからか。早稲田
グリーはそれとは一線を画
し、王道クラシックの発声
も身に着け、かつ違うスタ
イルに知的に柔軟に対応で
きる「声」を目指してトレ
ーニングしている。ぜひそ
の成果を 月の現役グリー
の定期演奏会で聴いて頂き
たいと思う。

11

105

合唱で王道の発声置き去りも

考えてみると、いわゆる
王道クラシック、主にロマ
ン派の時代は劇場が巨大化
し、楽団が巨大化し、それ
を乗り越えて客席に届く声
量、均質な響きが求められ
た。それが私達になじみ深
いオペラティックな声楽の
スタイルなのだと思う。歴
史上は長く見ても１５０年
く らい の 短 い
期 間、 支 配 的
だ った ス タ イ
ルと言えるのではないか。
クラシックシンガーの多
くはその時期の発声を当然
学ぶので、その前後のレパ
ートリーの上演の時はそれ
なりにアジャストしながら
対応する場合が多いし、結
構できるもんだなあという
のが正直な所。聴衆的には

50

15

38

37

36

ージカルではもちろん、現
代オペラの一部でもマイク
の使用が基本で、当然マイ
クの性質を生かした声が求
められる（実は古楽とミュ
ージカルの「声」感覚はか
なり似ていると思うが、紙
数が足りないのでまたの機
会に）

26

【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
E-mail takahirooobu@gmail.com

25

【ＯＢ会費 振込先】
・三菱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

24

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。
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。

99

99

12

ことにちょっと驚く。一昔
前にはなかった状況のよう
に思うし、クラシック歌手
の「声」への感覚は随分変
化しているように思う。
古楽の研究が進み、今で
はバッハ以前の作品をモダ
ン楽器で演奏する方が珍し
くなっている。当然唱法に

12

中岡敏雄さん
（Ｓ12卒）

「求められる声」多 様化

04

12

14

50

会費納入のお願い

13

16

ここ何年かで、自分が出
演した作品を思い起こして
みる。古いものではカ
ッチーニやモンテヴェ
ルディなど 世紀末か
ら 世紀のオペラ黎明
期の作品。そしてモー
ツ ァルト、ヴェ ルデ
ィ、ビゼー、プッチー
ニと言った古典派、ロ
マン派からヴェリズモ
に到る、クラシックと
しては最もポピュラー
な作品群、そしてリゲティ
などのいわゆる現代音楽に
加 え 、別 宮 貞雄 、 間宮 芳
生、最近では千住明など邦
17

中岡さんからいただいた
紅蜀葵
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思います。多くの皆様のご
来場をお待ちしています。

28

編集後記

14

12

28

18

現役グリーの第66回
定期演奏会のチラシ

約80人で好演目指す

集大成 燃え尽きる思いで

定演当日は仕事納めで、
集客にも全力を挙げたいと

▽…ＯＢ会ＹｏｕＴｕｂｅ
に、２０１３年の小林研一
郎 先生 指 揮の 「 水の い の
ち」、 年のワセグリ創立
１００周年記念演奏会など
の動画を多数アップしまし
た。是非、ご覧ください。
では皆さま、良いお年をお
迎えください。来年１月
日の総会・オールワセグリ
会では、多くの皆さまのご
参加をお待ちしています。

08

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
バックナンバーもご相談承ります

です。１年生も合唱経験者
が多く、頼もしいです。
集大成となる定演は各ス
テージの音楽の方向性が分
かれ、お客様にとって飽き
ないプログラムになってい
ます。多田武彦作品の「草
野心平の詩から・第三」、
菅野由弘先生による委嘱初
演、ボニージャックスとの
共演、そして最後は荻久保
和明先生の「炎える母」。
我々は１年で「縄文・愛」
を歌い、３年で「東海道四
谷怪談」を指揮していただ
きました。練習系では「最
後は『炎える母』で燃え尽
きたい」との思いが強く、
私も共感しています。

12

いメンバーで、良い演奏を
お届けしたいと思います。
今年度のワセグリは突出
して声の出る人が少ない半
面、まとまっています。そ
れでもワセグリに求められ
るものを忠実に実現できた
と思います。東京六連はス
ポーツソングでエンターテ
インメント性を打ち出し、
東西四連では正統派の「岬
の墓」で勝負しました。
今年の４年生は人数が少
なく、１人で複数の役職を
こなしていますが、その分
１人ひとりの責任感は強い

本年度の学生指揮者、田
中渉君から「定演で『炎え
る母』をやりたい」と聞い
たのは、昨年の定演の打ち
上げでした。千載一遇のチ
ャンス！ その場で出版を
決めました。
ちょうど４月にＯＢメン
バーズ（ＯＢＭ）で荻久保
先生を客演に迎え、「季節
へのまなざし」を演奏、私
がその練習指揮をしたこと
で、良い信頼関係が再構築
されていた時でした。現役
諸君の絶妙なアシストが入
ったことで、この奇蹟の出
版は成立したのです。
今はその感謝と、久しぶ
りに聴くこの作品への期待
で胸が張り裂けそうです。
月 日はぜひ、皆さんと
喜びを分かち合いたいと思
います。

次号 は19年２ 月発刊

2018～19 現役・ＯＢ会の活動

ら我々を眺めていました。
さあ、これは困った、し
か し早 稲 田グ リ ーた る も
の、尻尾を巻いて逃げ出す
わけにはいきません。先生
から「写譜屋に出すと結構
お金かかるよ」と言われ、
「それなら私が綺麗に書き
ます」と引き取りました。
その辺の事情は出版された
楽 譜の 序 文に あ りま す の
で、ご覧ください。
打ち明けますと、カワイ
出版に入ってすぐ「炎える
母」を編集会議にかけまし
た。結論は出版可。つまり
作品の価値は認められてい
たのです。しかし男声合唱
の楽譜の需要なんて微々た
るもの。企業である以上、
簡単に出すことは出来ませ
ん。そうして 年が経った
のでした。

【2018年】
１月８日（月）ＯＢ会総会＆オールワセグリ会
２月19日（月）現役第67回送別演奏会
４月15日（日）東京稲門グリークラブ
第８回定期演奏会
５月５日（土）第67回東京六大学合唱連盟定期演奏会
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
６月24日（日）第67回東西四大学合唱演奏会
７月21日（土）第26回還暦会(Ｓ56卒)＆
順グリ会PartⅡ（Ｓ57～Ｓ62卒）
８月11日（土）第10回東京六大学ＯＢ合唱連盟演奏会
10月７日（日）早慶合同演奏会（第一生命ホール）
20日（土）第24回順グリ会（Ｈ02～Ｈ09卒）
21日（日）稲門祭・稲門音楽祭
12月28日（金）現役第66回定期演奏会
（すみだトリフォニーホール大ホール）
【2019年】
１月14日（月・祝日）ＯＢ会総会
オールワセグリ会（大隈ガーデンハウス）
１月27日（日）ＯＢメンバーズ演奏会
（ティアラこうとう）
２月18日（月）現役第68回送別演奏会（杉並公会堂）
４月７日（日）東京稲門グリークラブ演奏会
（調布市グリーンホール）
５月12日（日）第68回東京六大学合唱連盟定期演奏会
（東京芸術劇場コンサートホール）
６月14日（金）横浜稲門グリークラブ 第10回
定期演奏会（横浜みなとみらい小ホール）
６月22日（土）第68回東西四大学合唱演奏会
（すみだトリフォニーホール大ホール）
７月28日（日）第22回東西四大学ＯＢ合唱連盟演奏会
（大阪・フェスティバルホール）
38
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いわれた時代です。
そこで目をつけたのが、
当時２年ほどピアニストと
して共演した荻久保和明先
生。毎日コンクール作曲部
門で第１位となったバリバ
リの若手で、「季節へのま
なざし」という混声合唱曲
が話題になっている。音楽
の縁、人の縁、「この人し
かいない」と意見はまとま
りました。
高校生でも採り上げやす
い、比較的易しくポピュラ
リティのある楽曲を…と、
お願いした筈なのですが、
出来上がってみると、重い
・長い・難しいの三拍子揃
った（？）当時としては非
常な難曲が手書きの譜面か

「炎える母」を委嘱初演した第28回定期演奏会（1980年12月17日）

２０１８年度部長
上本孝志郎（４年）
早稲田大学グリークラブ
は 月 日（金）、第 回
定期演奏会をすみだトリフ
ォニーホール（ 時開演）
で開催します。総勢 人近

56

年という時間をどう表
現したら良いのでしょう？
「炎える母」が初演された
１９８０年は、この詩の舞
台となった東京への空襲か
ら 年。それよりも長い時
間が経過しているのです。
そんな時空を越えて、この
作品を出版できたのは、あ
る種の「奇蹟」に属する事
柄です。
我々昭和 年卒のメンバ
ーは、早い時点から新作委
嘱の相談をしていました。
男声合唱のレパートリーが
少ない！同じような曲、作
曲家を繰り返し採り上げる
しかないという閉塞された
環境にいました。今なら世
界中の楽譜が手に入り、動
画や音もふんだんに視聴で
きますが、当時は電卓を持
っていれば「すげえ！」と

奇蹟を現役がアシスト

80

川元啓司（Ｓ56卒、カワイ出版前編集長）

特別寄稿

現役定演 12月28日（金）
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