現役定演
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70

28
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９面…「あの時あの歌
年定演」
面…「ワセグリ人 嶺重淑さん」
「音楽リレー評論」
面…亡き妻に捧げた「第九」
・ 面…前田憲男、大中恩先生逝去
面…ＯＢ四連・新企画「応援席」
10

14

が 歌わ れ るこ と はな か っ
た。この伝説の難曲に再び
荻久保氏の指揮で挑戦し、
凄惨な空襲、火の海に消え
た母への贖罪の思い、そし
て終曲の「ないなぐさめ」
のレクイエムへと、緊張感
を途切らせることなく歌い
きり、会場から大きな拍手

２面…会長あいさつ・ＯＢ会総会
３面…オールワセグリ会
４・５面…現役定演 詳報
６面…ＯＢＭ演奏会
日…横浜稲グリ、６月に第 回定演
８面… 「素 晴ら しき 童謡の 世界 」④

５月の「山の手大空襲」の
炎の中で母を失った宗左近
氏の 壮 絶な 詩 によ る 作品
は、 年の第 回定演で作
曲者の荻久保氏の指揮で初
演して以来、 年近く全曲

12

を受けた。
０１８年度の現役グリ
ーは送別演奏会のシュロー
ネン男声合唱曲集、東京六
連の「スポーツソング流声
群」 、 東西 四 連の 「 岬の
墓」、そして定演と、多彩
なプログラムと熱い演奏で
楽しませてくれた。

2

上海演奏旅行などを支援し
ていきたい。初めての曲を
歌うＯＢ四連にも、多くの
人に参加してもらいたい」
と呼びかけた。
ＯＢ会から新ＯＢに愛唱
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、田中渉さん（前
学生指揮者）が「この１年
間、東西南北の色々な音楽
に触れることができた。皆
様のお蔭で、仕事納めの日
の定演も会場をほぼ満員に
できた」とあいさつした。
新 部 長の 澤 田和 希 さん
（新４年）は「今年は上海
や九州の演奏旅行、ペンシ
ルベニア大学との交歓演奏
会など精力的に活動してい
く」と話した。
世代別の歌合戦では現役
グリーの各年次が力強い歌
声を披露。このあと出席者
全員で「遥かな友に」「早
稲田の栄光」などの愛唱曲
を歌い、大団円となった。

本紙も今号が平成最後の
発刊となります。５月下旬
に出す次号新聞には新しい
元号が欄外に刻まれます。
▼昭和から平成になった１
９８９年の紙面をみると、
演奏会のほか、演奏旅行、
特ステ、クリスマスパーテ
ィーなど全員参加の行事が
目白押しで、時代の熱気を
感じさせます。新聞も年に
回発行していて、当時の
編集子３人は編集作業をし
ながら改元を迎えました。
現在のＯＢ会役員にはその
頃から活躍していた方が多
くいて、頭が下がります。
▼昭和最後の日となった
年１月７日、新聞記者とし
て首相官邸で激動の１日を
過ごしました。新元号「平
成」の額縁を間近で見たの
は一生の思い出です。当時
は「過労死」の恐怖にさい
なまれ、とてもＯＢ会どこ
ろではありませんでした。
しかし２年前から新聞編集
を任され、不思議な縁のよ
うなものを感じています。
▼時代とともに、人も離合
集散、新陳代謝を繰り返し
ます。新しい時代に、ワセ
グリファミリーも新しい人
材を必要としています。新
たな担い手の登場に期待し
ながらも、ＯＢ一人ひとり
が今できることを、改めて
問い直していただけました
ら幸いです。本年も何卒よ
ろしくお願いいたします。

10

28

10

平成最後のオールワセグ
リ会には、ＯＢ 人、新Ｏ
Ｂ９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、
「昨年の定演は素晴らしか
った。今年も現役の９月の

89

80

オールワセグリ会
１月14日

40

ＯＢ・現役120人集い歌う
14

横野奏士郎さん(新４年)指揮の「輝く太陽」で乾杯

〈編集・発行〉

60

委嘱初演 ボニーと共演も

第４ステージ「炎える母」を、作曲者の荻久保和明氏の指揮で演奏（写真提供：フォトチョイス）

16 13 11

75

61

7

早稲田大学グリークラブ
ＯＢ会は１月 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１２０
人のＯＢ、現役部員が出席
し、歌で交流を深めた。
（関連記事２、３面に）

32

早 稲 田 大 学
グリークラブOB会

早稲田大学グリークラブ
は２０１８年 月 日、第
回定期演奏会を東京・錦
糸町のすみだトリフォニー
ホ ー ル大 ホ ール で 開催 し
た。ワセグリが１９８０年
に委嘱初演した荻久保和明
氏作曲の「炎える母」を
年ぶりに再演したほか、早
稲田ゆかりの種田山頭火の
句による委嘱初演作品、結
成 年を迎えたボニージャ
ックスとの共演など意欲的
なプログラムで聴衆を魅了
した。
（関連記事４、５面に）
定演には 人余りがオン
ステし、第１ステージは男
声合唱組曲「草野心平の詩
から・第三」（多田武彦作
曲）を田中渉さん（学生）
の指揮で歌った。第２ステ
ージは菅野由弘早大教授に
委嘱した山頭火の句による
合唱曲を、菅野氏の指揮と
能管、尺八、箏、琵琶の和
楽器の伴奏で演奏。第３ス
テージはボニージャックス
とともに、ボニーの西脇久
夫さん（Ｓ 卒）作曲の
「雪の音」「男たちの子守
り歌」などを披露した。
そ して 第 ４ス テ ージ の
「炎える母」。１９４５年

53

http://waseglee-ob.com
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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すみだトリフォニーホール 大ホール
2018.12.28

2019年（平成31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）
（№212）

ＯＢ会が創立 周年、現役
グリーが創部１１５年を迎
え、５年に１度のオールワ
セグリフェスティバル（Ａ
ＷＦ）の開催も見込まれて
いる。現役、ＯＢともにそ
れぞ れ 節目 が ある こ とか

ら、「早稲田大学グリーク
ラ ブな ら びに 同 ＯＢ 会 周
年事業検討委員会」を設置
して、現役と十分に協議、
調整しながら、記念事業の
企画立案、準備にあたって
いく。
▽役員人事
役員人事では、 年以上
にわたって稲グリ新聞の編
集に尽力した頴原信二郎広
報委員長（Ｓ 卒）、第２
回と第３回のＡＷＦ実行委
員長などを務めた高野恭一
幹事（Ｓ 卒）らが退任。
会計も 年間務めた大部孝
広さん（Ｓ 卒）から、坂
田耕治さん（Ｓ 卒）に交
代した。

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。
（同封の「ご協力のお願い」もご覧ください）

70

【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
・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 坂田耕治
〒255-0003 神奈川県中郡大磯町大磯1880
Tel 0463-61-1613
E-mail gorogorohouse-zzz@mh.scn-net.ne.jp

10

55

54

55

42

30

会費納入のお願い

【ＯＢ会の各委員会 】
（カッコ内は委員長・責任者）
◇ＯＢ四連実行委員会（木村寛之）
◇名簿委員会(佐々木豊）
◇資料等整備保存委員会（小岩寿樹）
◇広報委員会（村上政道）
◇会計委員会（坂田耕治 ）
新◇稲門音楽連盟委員会
新◇現役支援委員会
新◇早稲田大学グリークラブ・ＯＢ会
周年事業検討委員会

柿沼会長 年頭あいさつ

た。現役のＯＢ担当マネと
いう接点だけでなく、若手
ＯＢの複数の委員に現役と
のパイプ役を担ってもらい
ます。日ごろから気軽に相
談できる人間関係を築き、
頼りになる「兄貴」的存在
を目指します。また、これ
までの経済的支援と就職相
談会に加え、今年９月予定
の上海演奏旅行のマネージ
ングについても具体的な支
援を行います。
こうした活動の情報や呼
びかけは、広報委員会やオ
ールワセグリ・ネット（Ａ
Ｗネット）を通して、随時
皆さんのお手元にお届けし
ます。共に新時代のＯＢ会
活動に、進取の精神で取り
組んでいきましょう。今年
もご協力をよろしくお願い
します。

22

4

19

ールで開かれます。稲門グ
リークラブは男声合唱組曲
「僕 の 愛 あ なた の 夢」
を、相澤直人さんの指揮、
森田花央里さんのピアノで
歌います。
意欲的でチャレンジング
な企画です。曲は２０１７
年に明大グリーＯＢの駿河
台倶楽部により委嘱初演さ

28

れたもので、ワセグリＯＢ
にとっては初体験、これま
で に 無い 選 曲パ タ ーン で
す。また、これまで関西開
催の時は費用の関係からＯ
Ｂの指揮者で臨むことが多
かったのですが、今回はプ
ロの指揮者とピアニストに
お願いしました。相澤さん
は古典から現代に至る邦人

間で舞台に立ちたいもので
す。
現役のためにも会費納入を
昨年立ち上げた会計委員
会の尽力により、２０１８
年度はＯＢ会費納入者が５
１５人と、 年ぶりに５０
０人台に回復しました。し
かし、平成卒ＯＢの納入者
は 人 に と ど ま って い ま
す。会費収入
の約３割は現
役支援金に充
てています。納入者が増え
れば、支援金も増額できま
す。 稲 グリ 新 聞の 増 ペー
ジ、全面カラー化も夢では
なくなります。どうか未納
の方のご協力をお願いしま
す。
現役とのパイプ役設置
今年、新たに「現役支援
委員 会 」を 立 ち上 げ まし

どの支援に力を入れる。
２０２０年に稲門音楽祭
の実行委員長の当番がワセ
グリＯＢ会に回ってくるこ
とから、 年から稲門音楽
連盟委員会（音連委員会）
を設けて、音楽祭の運営・
調 整を す る体 制 を強 化 す
る。
さらに３年後の 年には
24

61
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成卒世代の皆さんの力も結
集して、新時代にふさわし
い活力あふれる活動を展開
したいと思います。
新時代のＯＢ四連に参加を
今年は、東西のコーラス
の雄が集うＯＢ四連が 月
に大阪のフェスティバルホ

作品の解釈や表現に高い評
価を得ている指揮者です。
平成 年代の若手ＯＢから
「相澤先生でＯＢ四連を歌
いたい！」という熱い提案
があり、実現しました。若
手の参加が多かった昨年の
ＯＢ六連の流れを止めるこ
となく、新時代最初のＯＢ
四連には１００人を超す仲

▽２０１９年度予算
年度に会費納入者が４
年ぶりに５００人を超えた
のを受け、 年度も一層の
会費納入者の拡大に努め、
財政 基 盤を 強 化す る 。た
だ、７月 日（日）に大阪
・フェスティバルホールで
開催 す るＯ Ｂ 四連 の 拠出
金、プロの指揮者とピアニ
ストを起用する費用などを
見込んで、赤字予算を組ん
だ。
▽組織改正
現役支援委員会を新設し
て、現役とのコミュニケー
ションを密にしながら、各
種演奏会、９月に計画して
いる現役の上海演奏旅行な
19

新たな時代に飛躍を ！

早稲田大学グリークラブ
ＯＢ会は１月 日、２０１
９年度総会を早稲田大学大
隈 ガ ーデ ン ハウ ス で開 い
た。新たに現役支援委員会
や稲門音楽連盟委員会、周
年事業検討委員会を設置す
るなどの 年度の活動方針
や予算を承認。役員人事で
は柿沼郭会長ら 人を再任
し、会計と幹事の６人を新
任した。
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、 年度の役員
人事、活動方針・計画案、
予算案を審議し、いずれも
全会一致で了承された。

19

【 2019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（新）坂田 耕治（S55卒）
会計監査 近藤 芳明（S52卒）
幹 事
清水
實（S38卒）
白井
猛（S38卒）
（新）三雲 孝夫（S40卒）
金岡
隆（S42卒）
（新）若杉 進二（S45卒）
伊東 一郎（S47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）
大部 孝広（S54卒）
清水 稔夫（S55卒）
（新）武熊
聡（S58卒）
杉野 耕一（S59卒）
道浦 俊彦（S59卒）
三浦 康正（S63卒）
松井 修平（H02卒）
（新）村上 政道（H03卒）
近田 修一（H06卒）
（新）島田 尚豊（H07卒）
佐藤
拓（H15卒）
古賀 弘晃（H20卒）
熊崎 陽一（H22卒）
東松 寛之（H24卒）

14

19 18 42

52

20

会長 柿沼郭
（Ｓ53卒）
31

ＯＢ会総会で了承

音連委・周年事業委も

7

2019年度の予算や活動方針などを承認したＯＢ会総会
(大隈ガーデンハウス）

48

平成最後の年になりまし
た。ワセグリＯＢ会もこの
春、平成最後の代、Ｈ 年
卒の皆さんを仲間に迎えま
す。その時点で変動がなけ
れば、ＯＢの総数は１５２
４人。そのうち平成卒のＯ
Ｂが７３８人（約 ％）と
ほぼ半数を占めることにな
ります。
そして平成は間もなく新
元号に変わり、新たな時代
を迎えます。ワセグリＯＢ
会としても、経験豊かな昭
和卒世代に加え、気力・体
力・声力ともに充実した平

現役支援委を新設

（№212)

早稲田大学グリークラブＯＢ会新聞（稲グリ新聞）
2019年（平成31年）2月10日

出席者による記念撮影。来 年もまたお会いしましょう

１月 日のオールワセ
グリ会は、現役と幅広い
層のＯＢがともに歌って
楽しんだ。（１面参照）
学年・卒年別の歌合戦
の後、全体合唱は最年長
歳の澤登典夫さん（Ｓ
卒 ） 指 揮の 「 Ｕ Ｂ ｏ
ｊ」で始まり、「紺碧の
空」「ひかる青雲」「遥
かな友に」と演奏。最後
は最年少ＯＢの中島龍之
14

新２年による「宇宙線驟雨のなかで」

出席者全員が肩を組んで「早稲田の栄光」を歌って大団円

歌った 盛り上がった

Ｓ 卒以前のＯＢによる
「ふるさと」

恒例のエール交歓・胴上げ

「遥かな友に」を初演メンバーの
澤登典夫さん（Ｓ 卒）指揮で演奏

佐々木豊幹事長（Ｓ59卒）が閉会あいさつ

介さん（Ｈ 卒）の指揮
で「早稲田の栄光」を全
員が肩を組んで歌って締
めくくった。
このあと「遥友をもう
一度歌おう」と、１９５
１年の初演メンバーの澤
登さんから提案があり、
全員で再び合唱した。レ
ジ ェ ンド の 指 揮 に よる
「遥友」に、出席者には
目を潤ませる人もいた。

オールワセグリ会

Ｓ 卒以降の〝若手〟
ＯＢによる「最上川舟唄」

27

30

現役の新３・４年は
「昴」を演奏

51

27 90

記念 品を贈呈された
平成最後の新ＯＢ

52

新ＯＢによる「Sound Celebration」

2019年（平成31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）
（№212）

ホールが満員になるとは…
…。昨年 月の定期演奏会
に、遠方から、またはお仕
事のお休みを取って、中に
は現役からのメールを見て
お越しいただいた方も多く
いらっしゃると存じます。
心より感謝申し上げます。
自任し、厳しくも優しくご
指導してくださった先輩、
切磋琢磨できる仲間、後輩
に支えられ、踏ん張ること
が出来ました。
私共の１年間の活動の集
大成である定演が、これか

今年度は「ワセダの幅を
広げる」ことに注力してき
ました。送別演奏会では日
本でほとんど演奏歴のない
シュローネンの作品を演奏
しました。単なる暗唱では
なく、譜面の「意図」を可
能な限り取り込み、アウト

集大成の定演 高い燃焼度

「幅広げる」追求した１年

仕事納めの日にもかかわ
らず、すみだトリフォニー

少数精鋭で踏ん張った

12

大学演奏会でも、早稲田グ
リーとしての立ち位置を意
識した楽曲を選曲して成功
を収めました。それが定期
演奏会のプログラムにもよ
く表われていると自負して
います。
我々１１１代の学年は人
数が少なく、大きな負担を
強いられたこともありまし
た。しかし「少数精鋭」を

プットするという流れの定
着が、他の演奏会によく活
きていたと感じています。
そして六連ではエンター
テイメント、四連では「岬
の墓」と、時間軸、振り幅
ともに様々なことに取り組
み、時に客演の先生方に導
かれ、良い音楽を創りあげ
ることができました。
その集大成となる定期演
奏会は、燃焼度はかなり高
いものであったと感じてい
らの希望の光となる１年生
の最初の瞬きとなったこと
を願うばかりです。
末筆となりましたが、こ
れまで多大なお力添えをい
ただきました関係者の皆様
に厚く御礼申し上げます。

ます。基底は同じでも、各
ステージで全く異なる方向
性。第２ステージは和楽器
とのコラボというかつてな
い取り組みで、「再演され
ないくらい凄い作品を」と
お願いしたところ、皆ビッ
クリの難易度でした。音楽
という生き物に対する団員
の必死の足掻きが良い演奏
に繋がったと思います。
そして「炎える母」。長
編詩を読むたびに胸が締め
つけられ、生半可な気持ち

で演奏してはならないとの
決意で取り組みました。
我々は次の送別演奏会で
完全 に 卒団 す るわ け です
が、最も現役に近いＯＢと
して一言だけ現役に言わせ
てもらうと「グリークラブ
に真面目であり続けてほし
い」と思います。徐々に団
員数が減少していくなか、
他にやることもありながら
仕事をこなしていくのは大
変です。時には失敗もある
でしょう。でも成功のため

新時代への風を感じた

音の質感向上に驚きと期待
平成最後の、時代の変わ
り目を感じさせる演奏会だ
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2018年度
学生指揮者
田中渉（新ＯＢ）
2018年度部長
上本孝志郎
（新ＯＢ）

Ⅰ.男声合唱組曲「草野心平の詩から・第三」
作曲：多田武彦 指揮：田中渉（学生）
Ⅱ.「死にたくないから生きたときもあった。
死なないから生きたときもあった。
生きたいから生きたときもあった。
しかし、生きずにはおれないから
生きるときがあってもよいのではないか。
～山頭火の句による男声合唱のための～
（委嘱初演）作曲・指揮：菅野由弘
能管：一噌幸弘
尺八：石垣征山
十三絃筝：平田紀子 十七絃筝：後藤幹子
琵琶：首藤久美子
Ⅲ.ワセグリ×ボニージャックス
スペシャルステージ
Ⅳ.男声合唱とピアノのための「炎える母」
作詩：宗左近 作曲・指揮：荻久保和明
ピアノ：中島剛

２０１８年度の早稲田大
学グリークラブは、当団の
特色である「幅の広さ」を
意識して１年間活動してま
いりました。東京六大学合
唱連盟定期演奏会や東西四

12

現役2018

【現役第66回定期演奏会 プログラム】

28

った。
第 回定期演奏会は年の
瀬の 月 日
の金曜日。仕
事納めの日に
もかかわら
ず、すみだト
リフォニーホ
ールの大ホー
ルは超満員と
なった。
２０１８年
度の４年生は
オンステ 名
の少数精鋭。
昨年度のオー
ルワセグリ会
で、柿沼郭Ｏ
Ｂ会長をして
「少なすぎ
る」と言わし
めた代だ。筆
者からみる
と、孫サブに

１ ステ「草野心平の詩から・第三」㊤ ２ステ「山頭火」委嘱初演㊥ ３ステ：ボニーと共演㊦＝フォトチョイス提供
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に全員がもうひと踏ん張り
出来る、または周りをそう
させられると、組織として
もっと強くなれると思いま
す。それが上手くいかない
時、八つ当たりなんてもっ
ての外。ひたすら足掻け！
この４年間は最高の４年
間でした。改めてお力添え
いただいた方々に御礼申し
上げます。今年の現役はど
うなるでしょうか……。私
も期待を胸に、北の大地か
ら見守ることとします。

当たる。
さて演奏会本番。始まり
はエール、クラブソング。
空気は張り詰めていながら
も硬くなく、むしろ堂々と
して高揚感、期待感に満ち
ていた。上々の掴みだ。
１ステは学生指揮者のス
テージで、曲は多田武彦の
男声合唱組曲「草野心平の
詩から・第三」。大胆な表
現かつ丁寧なハーモニーを
両立させた稀有な演奏だっ
たように思う。しかし日本
語の裁きが甘く、そのため
に、どこか歌（Ｓｏｎｇ）
の要素が薄くなった。
ワセグリとタダタケは相
性 が悪 い とよ く 言わ れ る
が、今回も例に漏れずとい
ったところ。ハーモニーに
寄せるとメロディーが破壊
され、メロディーに寄せる
とハーモニーが崩壊する。
良くも悪くもバランスの取
れない早稲田グリー、永遠
の命題かもしれない。
（５面へ続く）
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阜県八百津町で予定してい
ます。
そして今年の活動の目玉
ともいえるのが上海演奏旅
行です。中国建国 周年と
２００９年の上海演奏旅行
から 年になるのを記念し
て 、９ 月 に企 画 して い ま
す。私共も中国の地で歌を
披露し、交流ができること
を楽しみにしています。
ＯＢの皆様には今後、旅
行費用支援金募金のお願い
をさせていただきます。そ
の際はご支援ご協力を心よ
り宜しく申し上げます。

（４面から続く）
２ステは委嘱作品。能管
に尺八、２種類の箏、琵琶
という編成と合唱の意欲的
なステージ。作曲は早大理
工学部教授の菅野由弘氏。
詩は「分け入っても分け入
っても青い山」で知られる
種田山頭火による。散りば
められた言葉の断片の応酬
と呼吸のような一定のゆら
ぎ、妖しい世界観を伴って
ステージが存在していた。
３ステは大御所ボニージ
ャックスとのコラボ。マイ
クのセッティングが悪かっ

人ずつ出演し、本館１階
のランデブーラウンジ・光
の壁前で、２回行われた。
早稲田は「ジングルベル」
「ホ ワ イト ク リス マ ス」
「 Sound Celebration
」の
３曲を歌い、慶應は「 Joy
」など３曲を
to the World
披露 。 こ の あ と合 同 で
「 Ride the Chariot
」「見
上げ て ごら ん 夜の 星 を」
「
」の３曲を
O
Holy
Night
演奏した。
（編集部）

40

卒）

たためか、ボニーの語りと
歌の言葉が聴きとれず、十
分に楽しめなかった。
最終４ステ、作曲者荻久
保和明指揮による男声合唱
とピアノのための「炎える
母 」 。 実に 年 ぶ り の再
演。スタミナ切れで声が無
く、雰囲気押しな場面もあ
ったが、濃い集中力で客を
離さず、ライブとして充実
度が非常に高かった。
演奏会をあえて評価する
なら〝そつが無い〟の一言
だろう。集客の充実度、演
奏の質、選曲の方向性、ス
テージの細かい運びなど調
和が良く取れていた。ある
いはこの〝そつが無い〟と
いう味気ない賛辞は、卒団
する彼らが最も覆したかっ
た こと な のか も しれ な い
が、実に彼ららしく、素晴
らしかった。
今回、音の質感が大きく
変化したように思う。特に
１ｓｔ、２ｎｄテノールは
別人のような仕上がり。音
程の安定感に加え、艶があ
って情感が込もっている。
世代交代だろうか。だとし
たら、また期待が持てる。
卒団２年目の筆者は驚くと
同時に、この変わっていく
団体を感慨深く思った。
世代が変わっていく。元
号も変わる。果たして次の
早稲田グリーはどこへ向か
い、どうなっていくのか。
ま だ見 え ない 新 時代 。 だ
が、風はもう吹きはじめて
いる。

小林昌司（Ｈ

38

９月に上海演奏旅行
出来ました。これも今まで
数々の名演、活動を実現さ
れたＯＢの皆様の活躍があ
ってこそであります。
各演奏会の曲目に関しま
しては、新たなワセグリの
開拓ともいえる委嘱作品、
新しい指揮者との演奏に挑
戦しながら、長年ワセグリ
で愛されてきた曲も取り上
げる予定です。詳細は今後
お知らせいたしますので、
どうぞご期待ください。
イベントでは、６月３日
月( に)杉並公会堂で、米国
のペンシルベニア大学グリ
ークラブとのジョイントコ
ンサートを開催。国内演奏
旅行を８月下旬に九州と岐

59

70

帝国ホ テルに 重厚 なＸマ スキャ ロル

80

ペンシルべニア大と演奏会

平成から新元号に変わる
本年、私たち１１２代の活
動は四大演奏会のみではな
く、ジョイントコンサート
や海外演奏旅行を含めた演
奏旅行など、イベントもそ
れに劣らないほど充実した
年間にするべく努力する
所存であります。
演奏会におきましては、
今年開催する定期演奏会の
ホールは練習系とステージ
マネージャーの努力のおか
げで無事に確保することが

23

現役グリー会長に長崎氏

91

10

早稲田大学グリークラブ
は昨年 月 日、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、慶
應義塾ワグネル・ソサィエ
ティー男声合唱団とともに
出演した＝写真。総勢約
人で歌うクリスマスキャロ
ルの重厚なハーモニーに、
ラウンジやロビーを埋め尽
くした観衆から大きな拍手
が起こった。
コンサートは両校から約
24

2019年度部長
澤田 和希
（新４年）
ら男声合唱に親しみ、大学
の４年間もチケットを買わ
さ れて 、 年 の 『炎 え る
母』初演などグリーのほと
んどの演奏を聴いていた」
と語った。
◇
伊東さんの最終講義は３
月 日（土）午後２時 分
から、「ポリフォニズムー
〈記号〉から〈声〉へー」
と題して、小野講堂で行わ
れる。メインテーマは専門
のロシア文学ながら、グリ
ークラブに入部して叩き込
まれたポリフォニー音楽、
趣味のロシア民謡の話もす
る予定という。

12

卒）定 年で退 任

16

伊 東一 郎さん （Ｓ

１月 日のオールワセグ
リ会で、会長交代が発表さ
れた。伊東会長は「会長を
年間務め、上海やリトア
ニア、モンゴルなどに現役
と共に行かせてもらった。
この 年間は在宅介護と重
14

47
16

1

なり、ＯＢ会活動になかな
か参加できなかったが、会
長退任後もよろしくお願い
します」とあいさつした。
長崎氏は１９８４年早大
教育学部卒、 年早大大学
院 文 学研 究 科修 士 課程 修
了、 年博士後期課程退学
（研究指導修了）。札幌国
際大学教授などを経て、２
０１０年から現職。都立立
川高校出身で、佐々木豊幹
事長（Ｓ 卒）と同窓だっ
た。
あいさつで「憧れのグリ
ークラブの会長になること
に緊張している。グリーＯ
Ｂではないが、高校時代か

29

早稲田大学グリークラブ
の伊東一郎会長（Ｓ 卒、
文学学術院教授、ロシア文
学）が３月末で定年に伴い
退任し、４月から後任に長
崎 潤 一氏 （ 同教 授 、考 古
学）が就任する。

会長に就任する
長崎潤一教授

47

３月で退任する
伊東一郎会長
（Ｓ47卒）

現役2019
第66回定演のステージストーム
（2018年12月28日、すみだトリ
フォニーホール大ホール）
＝写真提供：フォトチョイス
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ます。今回は指揮者の佐藤
拓さん（Ｈ 卒）のボーカ
ルアンサンブル歌譜喜など
の合唱仲間である谷本喜基
氏が指揮する女声の「ちょ
うふアルモニア合唱団」、
東松寛之さん（Ｈ 卒）が
参加する男声コーラスグル
ープ「特急うたごえ 号」
15

ンシングチームの踊りも披
露して観客を楽しませた。
第１ステージは、カワイ
出版の「グリークラブアル

バムＮＥＸＴ」から、前編
集長の川元啓司さん（Ｓ
卒）の選曲・指揮で、ワセ
グ リが 初 演し た 「酒 頌 」
「帆船の子」や「こころよ
うたえ」「鷗」を演奏。第
２ステージは東松寛之さん
（Ｈ 卒）の指揮、仲光甫
氏（慶應ワグネルＨ 卒）
の司会で、バーバーショッ
プを振付もつけて歌った。
第３ステージは昨年８月
のＯＢ六連に続き、「ＩＮ
Ｔ ＥＲ Ｒ Ａ Ｐ ＡＸ 地

に平和を」を、松井慶太氏
の指揮、北野悠美さんのピ
アノで演奏し、アンコール
で「カリンカ」を歌った。
今回は平成 年卒以降の
若手も多く参加して、より
エネルギッシュで刺激的な
演奏会となった。

演奏 ・若返り ともに成果

20

かげか、 人全員がオンス
テすることができました。
１９９９年のシンガポー
ル演奏旅行を起点とする当
団も今年で 年。今回の課
題を「若返り」とし、団員
の声の再整備、平成卒世代
のリクルートをテーマにプ
ログラムを編成しました。
第１ステージは「グリー
クラブアルバムＮＥＸＴ」
の編集者、川元啓司さんが
自ら選曲、指揮した前代未
聞のプログラム。山内隆史
さん（Ｈ 卒）との微妙に
噛み合わない？トークに爆
笑も起き、熱い指揮で７曲
を演奏しました。
続いて、若手有望株の東
松寛之さんの指揮でバーバ

歌唱方法やダンスに苦闘

の音楽団体として発足した
当団は毎週火曜日の夜、新
宿区大久保の学生の家で練
習 して い ます 。 見学 大 歓
迎。オンステに興味のある
方はご連絡のうえ、ぜひお
出でください。チケットの
申し込み、お問い合わせは
以下までお願いします。
〈連絡先〉溝田俊二（Ｓ
卒） mizota283@gmail.com
携帯：０９０・７６３４・
７４２８

48

03

20

Baritone

Bass

ーショップに挑戦。カルテ
ットありダンスありのバラ
エティー豊かなステージ。
初めての歌唱スタイル、我
々が苦手な自然な発声が求
め られ 、 「面 白 いけ ど 大
変 」と の ボヤ キ が漏 れ る
も、世界チャンピオンのロ
ジャー・ロスさん、司会を
務めた仲光甫さんの指導を
受けて研鑽を重ねました。
私は同期の鈴木健司さん
（Ｈ 卒）とダンス隊に入
隊。肥満から流行のＵＳＡ
ステップで膝を痛めつつも
新美高太さん（Ｈ 卒）ら
の指導で何とか形に？
最後は 年代以降のワセ
グリの〝共通言語〟といえ
る荻久保和明作品の「ＩＮ
ＴＥＲＲＡ ＰＡＸ」。Ｏ
Ｂ六連に続いての演奏でし
たが、新メンバーが加わり
「らしい」演奏ができたの
では、と自負しています。
団員の半数近くが平成卒
と 、若 返 りに も 成果 。 平
成、さらに次の世代が積極
的に参加できるよう、今後
も団を運営していきます。
代表幹事
松井修平（Ｈ 卒）

Second Tenor

Ｓ55
Ｓ56
Ｓ57
Ｓ60
Ｓ61
Ｈ02
Ｈ06
Ｈ23
Ｈ24
Ｈ24
Ｈ27
Ｈ29

佐久間裕一 Ｓ49
大部 孝広 Ｓ54

Ｓ56
Ｓ56
Ｓ60
Ｓ63
Ｈ01
Ｈ01
Ｈ02
Ｈ03
Ｈ14
Ｈ24
Ｈ27
Ｈ27

Ｓ45
Ｓ46
Ｓ55
Ｓ57
Ｓ57
Ｓ57
Ｓ59
Ｈ23
Ｈ27
Ｈ27

福島
敬
山崎
哲
森田 昌宏
小林 幹郎
尾崎 宏彦
鈴木 健司
三浦
信
田尻 大樹
内村 駿介
望月
俊
勝田 啓一
阿久津拓也

27

16

菊地 隆一
平賀 英彦
近藤 剛広
佐久間宰士
津久井竜一
西澤 知彦
松井 修平
村上 政道
濱野 将廉
東松 寛之
香川
駿
新美 髙太

Ｓ56
Ｓ56
Ｓ57
Ｓ61
Ｓ61
Ｓ62
Ｈ01
Ｈ03
Ｈ06
Ｈ23
Ｈ24

80
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大坂なおみが全豪オープ
ンテニスを制覇した翌日の
月 日に開催した演奏会
は、インフルエンザが猛威
を 振る う 中、 日 頃の 節 制
（アルコール消毒？）のお
1

靖夫
啓司
正洋
規之
浩二
直久
明広
隆史
修一
秀和
達也

02

ＯＢＭ オンステメンバー
Top Tenor
川窪
洋 Ｓ56

斎藤 利美
日和佐省一
坂田 耕治
荒川 勝男
金子
真
平田 耕造
沼野 光重
三好
駿
伊藤 智彦
田中 湧也

バーバーショップに挑戦

19

若手増え、よりエネルギッシュに
27

グリーアルバムＮＥＸＴ㊤と「ＩＮ ＴＥＲＲＡ ＰＡ Ｘ」㊦

早稲田大学グリークラブ
ＯＢメンバーズ（ＯＢＭ）
は１月 日、２０１９コン
サートをティアラこうとう
で開いた。 世紀に米国で
盛んになった無伴奏四部合
唱「バーバーショップ」に
挑戦、カルテット演奏やダ

ダンシングチームが華麗な？踊りを披露した「バーバーショップ」ステージ

の賛助を得ての開催です。
我々は三木稔先生が１９
７ ２ 年に 作 曲さ れ た組 曲
「男声蛮歌集」「生活漕ぎ

歌」と「春だ！酒だ！合唱
だ！ TTGC Collection
」と
銘打ったステージを披露し
ます。その中で昨年亡くな
ら れた 前 田憲
男 さん 編 曲の
「飲みの歌
（ 原題 ： 蚤の
歌 ）」 も 再演
します。
年のＯＢ
会 の規 約 変更
に より 、 常設
01

56
48

調布で４月７日演奏会

13

東 京稲グ リ三木 稔作 品など 歌う
東京稲門グリークラブは
４月７日（日）、調布市グ
リーンホールで「春のコー
ラスフェスＩＮ調布」（
: 開 演 、全 席 自 由１ ０ ０
０円）を開催します。当団
は２００４年より隔年で定
期演奏会を開催していて、
特別演奏会も随時行ってい

春のコーラスフェスのチラシ

ＯＢメンバーズ 2019 コンサート
30

井上
川元
山本
田中
束原
伊藤
魚住
山内
近田
鈴木
山崎

02

24

81
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が急逝されました。団とし
て体制を立て直し、外部の
会場で定期演奏会を開きた
いとの団員の希望もあり、
年に第３回定演をみなと
みらい小ホールで開催しま
した。それ以降、隔年で開
催し、第９回定演は 年に
神奈川県民ホール・小ホー
ルで開催しました。
そして、常設の練習場だ
ったオオハラホールが 年
３月で閉鎖されることとな
り、練習場を探すことにな
りました。
幸い、近くにこぢんまり
としたリハーサルスタジオ
「ボヌール・サロン」が見
つかりました。狭いながら
も、我が団の規模には程良
い大きさです。
毎週金曜日の夜に集まっ
て、当団にとって記念すべ
き 「み な とみ ら い小 ホ ー
ル」で開催する第 回定演
に向け、懸命に練習してい
るところです。
中澤 亨（Ｓ 卒）

10

18

【童謡クイズの答え】
（８面参照）
「 七 つの 子 」 とは ７
羽 ？ ７ 歳？ い え いえ 、
カ ラ ス が１ 度 に 産む 卵
は多くても５個程度
で、７羽はありませ
ん。７歳では老鳥で
す 。 音韻 とし て 七
｢つ ｣
に し た もの で 、 五つ 、
六 つ 、 では 可 愛 くな い
のです。ものはため
し 、 七 つ以 外 で 歌っ て
みてください。
（山本健二）

05

団員 募集か ら 年
新練 習場で 再出発

それに呼応して、 月 日
に 名の有志がホールに集
まったのが横浜稲門グリー
クラブの始まりです。翌年
には会則をつくり、会長に
大原氏を選任して正式にス
タートしました。
その後、団員も 名近く
になり、２００１年 月に
オオハラホールに１３０名
を超すお客様を招き、第
回の定期演奏会を開催しま
した。その２年後に第２回
定演を開き、外部の演奏会
にも賛助・応援出演し、神
奈川県合唱連盟にも加入し
ました。
年６月には第 回神奈
川県合唱祭に出演し、県合
唱連盟の推薦で、翌 年３
月の関東合唱祭に神奈川県
代表として参加するなど、
演奏活動も充実してきまし
た。
ところが 年、大原会長

04

10

1

14

（Ｓ 卒）の編曲によるソ
プラノと男声合唱のハーモ
ニーは上々の評判で、内田
さん の 歌唱 力 も素 晴 らし
く、新しい試みは大成功と
なった。
中学生との合同演奏は第
３ステージの前に「世界に
一つだけの花」、アンコー
ルで 「 花は 咲 く」 を 歌っ
た。
倶楽部グリーは今年、創
立 周年を迎える。 名の
メンバーが一丸となって、
ますます元気に活発な活動
をしていきたい。
村上雄二郎（Ｓ 卒）

17

39

9

30

47

回記念演奏会

１９９６年８月、大原正
實氏（Ｓ 卒）から神奈川
県在住の稲門グリークラブ
の会員に「オオハラホール
でハモりませんか」とのお
誘いの手紙が届きました。

19

23

音楽のテーマソング３曲と
メドレー曲２曲を英語で歌
った。第２ステージは区立
杉並和泉学園中学部と東原
中学校の２校が、中学生ら
しい澄みきったハーモニー
で お客 様 を魅 了 し た。 第
３ステージは「マエストロ
丸山の〝俺の好きな歌〟」
と題して、７曲の日本の歌
を歌った。
特筆すべきは、ソプラノ
歌手の内田智子さんと共演
した「霧と話した」「聖母
たちのララバイ」。ソプラ
ノ歌手との共演は初めてだ
ったが、丸山はるお指揮者

29

横浜稲グリ
は「もう一度うたいたい歌
たち」として黒人霊歌や日
本歌 曲 など を 、加 藤 治信
（Ｓ 卒）と吉村幹郎（Ｓ
卒）の指揮、恩田佳奈さ
んのピアノで演奏します。
照会は北村勝昭（Ｓ 卒、
０４ ６ ・８ ７ ５・ ４ ８２
１）までお願いします。

移転したボヌール・サロン
での練習風景＝ 年１月
03

オオハラホールから移転後初
は 男 声合 唱 組曲 「 心の 四
季」（髙田三郎作曲、須賀
敬一編曲）、第３ステージ

第２ 回定 演 打ち 上げ で の大 原会
長（中央）と佳子夫人㊧＝ 年

38

倶楽 部グリ ーソ プラノ と共 演も

杉並の中学生と演奏会

オオハラホールで開いた
第１回定演＝２００１年

38

かに多かったため、開演の
時には超満員で、嬉しい
悲鳴が出るほどだった。感
激したのは、 月のサンフ
ランシスコ演奏旅行で大変
お世話になった現地稲門会
会長のフランクリン裕子さ
んとご主人が来日して聴き
に来ていただいたことであ
る。
第１ステージは倶楽部グ
リーが「アメリカの歌あれ
これ」とのテーマで、映画

16

04

42

15

分開演で、全席自由１００
０円。
第１ステージはミュージ
カル「南太平洋」の合唱セ
レクション、第２ステージ

杉並区の中学生との合同演奏（セシオン杉並）

05

34

45

18年３月
19年６月
ソプラノ歌手の内田智子さんと「霧と話した」
「聖母たちのララバイ」を演奏

倶楽部グリーは昨年 月
９日、東京都杉並区の中学
生とのジョイントコンサー
ト を セシ オ ン杉 並 で 開 い
た 。 今回 が ４回 目 の開 催
で、毎年６月の米ハーバー
ド大学クロコディロスとの
ジョイントと並んで、今や
倶楽部グリーの恒例行事と
して定着している。
セシオン杉並は座席数が
５ ７ ８席 の 小さ め の会 場
で、来場者は例年よりも遥

10

10

2001年10月
03年10月
04年９月
05年３月
９月
07年６月
09年６月
11年６月
13年６月
15年６月
17年６月
９月

41

14

横浜稲門グリークラブは
６月 日（金）、記念すべ
き第 回定期演奏会を横浜
みなとみらいホール・小ホ
ールで開催します。 時

【横浜稲グリのあゆみ】

６月14日
12

10 14

横浜稲門グリークラブ発足
「オオハラホール」で練習開始
第１回定期演奏会開催
第２回定期演奏会
大原正實会長（Ｓ29卒）死去
関東合唱祭に県代表で出演
13
第３回定期演奏会
30
第４回定期演奏会
第５回定期演奏会
第６回定期演奏会
第７回定期演奏会
第８回定期演奏会
第９回定期演奏会
練習会場を
「ボヌールサロン」に移転
オオハラホール閉鎖
第10回定期演奏会

1996年９月

2019年（平成31年）2月10日
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卒、声楽家）

31

37

須賀敬一さん（Ｓ30卒）の指揮で、磯部俶、髙田三郎の
作品を演奏（ティアラこうとう大ホール）

ワセグリの１年先輩の河合
隆一さんに話したところ、
母上の親友、小西菊枝さん
が司馬先生のみどり夫人と
親しいことを知った。私の

司馬さんからもらった手紙

手紙とカセットテープを届
けてもらい、お返事のお手
紙をいただいた。それには
「端正で、清らか、情趣の
ある御歌は、そのまま日本
の明治やアメリカのニュー
イングランドのピューリタ
ニズムを想い出させるもの
でした」と書かれていて、
いたく感激した。
その後も、新しいＣＤを
出すたびにお送りすると、
お葉書をいただき、私の歌
唱の支えとなった。「荒城
の月」は私のリサイタルの
最終ステージの定番の曲と
なり、稽古も重ねてきた。
昨年 月、 年仰ぎ見た
「荒城の月」の３度目の録
音をした。１９００年に生
まれたこの曲は永遠の名曲
として歌い継がれていくこ
とだろう。
＝おわり

10

４回連載の拙稿をお読み
いただいた読者の皆さまに
感謝いたします。私は「ｉ
Ｔｕ ｎ ｅｓ Ｓｔ ｏ ｒｅ 」
で、 童 謡や 日 本歌 曲 、民
謡、世界の歌など８００曲

童謡クイズ

Ｑ ：「 カ ラス な ぜ鳴 く の
～」で始まる「七つの子」
の、七つの意味は何でしょ
うか？ （答えは７面に）

以上を配信しています。こ
の収入が年々増加して、年
間 万円を超えました。そ
こで昨年夏、グリークラブ
の現役へのささやかな一助
として、早稲田大学にグリ
ークラブ指定の寄付をしま
した。今後、毎年続けるつ
もりです。
最近の大学合唱団の部員
減少は深刻です。演奏会や
合宿などクラブ活動に費用
がかかり、経済的理由から
途中で退部する者も相次い
でいます。現役部員の減少
はＯＢ会にとってもボディ
ーブローのようにきいてき
ます。それなら、その一部
をＯＢ会として本格的に支
援することを検討する時期
に来ていると思います。
私はかつて「ワセグリ永
遠なれ基金」の設立を提言
したことがあります。基金
設立には時間がかかります
が、皆さんも「ｉＴｕｎｅ
ｓ」の私の歌の中でお気に
入りのものがあれば、ご購
入ください。それは結果と
して、私の口座からワセグ
リ指定の寄付となり、現役
支援となります。次の世代
のために何ができるか。Ｏ
Ｂ一人ひとりのご理解とご
協力をお願いいたします。
山本健二（Ｓ 卒）

10

を失い崩壊した。時の明治
政府は士族の心の拠りどこ
ろであり、象徴でもある全
国２７０余藩の城を次々と
取り壊していった。
司馬先生は「荒城の月」
は作詞者の土井晩翠が会津
若松の鶴ケ城、作曲した滝
廉太郎は豊後竹田の古城を

歌、もしくは廃藩置県前後
の鎮魂の歌とみていいのか
もしれません」
声楽界において、誰一人
として思い至らざる深い洞
察だった。私は長い間、荒
れ果てた城へのノスタルジ
アとして歌っていたが、ノ
スタルジアだけでは４節を
歌 い きる こ
と は 至難 の
こ と で、 第
３ 節 を外 し
て い た。 し
かし、日本が近代国家とし
て生まれ変わろうとすると
きに礎となった人々への鎮
魂の 祈 りと し て歌 っ たと
き、 「 あゝ 荒城 の 夜 半の
月」まで４節歌いきれた。
＃
＃
司馬先生への感謝の気持
ちをお伝えしたいと思い、

卒）

弟子の横田清文氏、編曲・
ピ アノ は 加藤 崇 子氏 で し
た。
聴衆からは「皆様方の人
生が静かに湛えられている
歌声」「日本語の語感や言
葉をとても大切に扱われて
いた」などの感想が寄せら
れ、団員一同噛みしめてい
ます。
演奏を終えて、須賀さん
の米寿を祝う花束、稲穂の
リースの贈呈があり、会場
から大きな拍手が起こりま
した。アンコールに「ふる
さと」「時無草」「遥かな
友に」を歌って終演しまし
た。
河合隆一（Ｓ

ささや かな現 役支援に

山本 健二（Ｓ

32

69

歌曲の売上金寄付

２位 だ った 。 この 時 から
「荒城の月」は私の歌唱の
仰ぎ 見る 歌曲 とな
り、それから 年が
過ぎていた。

32

45
45

27

～４～

「廃藩置県の挽歌」に共鳴
頂いた手紙 歌唱の励みに
イメージしたと指摘して、
こう結んでいる。
「この詩人と音楽家の二
人の想念にあらわれた〝荒
城〟は、いずれも、明治四
年の廃藩置県のあと数年の
あいだにこわされた城ども
であります。（中略）旧藩
時代への挽歌、悼歌、哀傷

演奏曲目 は組曲
「野分」（ 髙田三
郎作曲）、 「いそ
べ とし 子 ど もの 世
界」７曲、 「中島
みゆきの世 界」５
曲、「いそ べとし
の抒情」８ 曲の４
ステージ。
今までに ない幅
広い表現を 要求さ
れる４ステ ージで
したが、中 島みゆ
きの曲を新 鮮に歌
うなど、高 齢の団
員は４ステ の長丁
場を頑張り 通しま
した。なお、中島みゆきス
テージの指揮は須賀さんの

山本健二さん（Ｓ31卒）

39

この本との出会い
は天恵だった。司馬
さんは「廃藩置県ー
第二の革命」という
論考を載せていた。
明治４年（１８７１年）
の廃藩置県によって、当時
家族を含めると１９０万人
の士族階級が一夜にして職

41

最終回は中等唱歌の「荒
城の月」を取り上げたい。
平成元年（１９８９年）、
書店で司馬遼太郎さんの著
書「『明治』という国家」
（日本放送出版協会）の巻
頭グラビアに、大分・竹田
の岡城跡があるのを見て驚
いた。そこは昭和 年（
年）の秋、高校３年の私が
初めて独唱したところだっ
た。
＃
＃
滝廉太郎記念西部高校独
唱コンクール（現全日本高
校声楽コンクール）で、私
は「荒城の月」がどうして
もうまく歌えなくて、トス
ティのセレナーデを歌って

17

周年記念演奏会

長丁場４ステ歌い切る

11

い そべ男 声

て、合計 名の陣容で演奏
しました。

31

18

30

30
35
30

50

31

卒）、河合隆一、田邉喜三
郎、長田茂（以上Ｓ
卒）、秋永基（Ｓ 卒）、
長島義隆（Ｓ 卒）、石原
祥 弘 、板 垣 滋 （ 以上 Ｓ
卒）、児玉昌久（Ｓ 卒）
が出演。村岡昭一郎（Ｓ
卒）は体調不良のためアン
コールのみオンステ、大澤
寛之（Ｓ 卒）は客席での
参加となった。
さらに友好を深めている
須賀さん指導の大阪メール
クワイアーから 名参加し
10

25

いそべとし男声合唱団は
昨年 月 日、ティアラこ
うとう大ホールで、創立
周年記念演奏会を開催しま
した。いそべ男声は磯部俶
大先輩（Ｓ 卒）の呼びか
けによりワセグリＯＢで結
成され、ＯＢ以外も加わっ
て こ こま で 続い て きま し
た。
現在、指揮者は須賀敬一
さん（Ｓ 卒）、ピアノは
永井博子氏。今回、グリー
ＯＢは澤登典夫（Ｓ

30

「荒城の月」と司馬遼太郎
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次会で、宇野義弘、吉沢隆
志、草間康昌、宮尾吉信の
４人 が 披 露 し た「
Old
」が嚆矢となり、
Virginny
絶唱を抑えて美しいハーモ
ニーで音楽の流れを作る合
唱団が誕生した。スタート
メンバーは同期で先の４人
と新屋敷恪哉、吉田公承、
京須健男、上田恭之、鈴木
良男、神永明彌の 人で、
後に村田充が加わった。
エール大学カレッジソン
グ 「 Whiffenpoof Song
」
を手始めに、ロバートショ
ウ、バーバーショップ、日
本の懐かしい歌、欧米の民
謡・宗教曲など２、３分の

62

98

指揮者に湯川紘恵氏

年の時に、前任の原田太郎
さんの卒業を機にシニア会
の指導を託されて５年。こ
の間、自身も大学院修士課
程を修了し、シニア会の定
期演奏会も第 回までの３
回指揮をして、引退を決意
され、後輩の湯川さんにバ
トンタッチされました。
シニア会は最年少が 歳
の高齢合唱団ですが、還暦
を過ぎた「まだまだ若手」
の方々の参加を期待してい
「 あ・ か ぺ ら ｓ シ
(ク
ます。
スティーズ =歳代 )」が
照会は白井猛幹事長（Ｓ
２ ０ １８ 年 末 、 年 半 の
卒 、 takshirai@ jcom. 活動に幕をおろした。
）まで。
１９９４年４月の「華の
home.ne.jp
三雲孝夫（Ｓ 卒） （昭和） 年」同期会の２
24

60

24年の活動に幕
60

シニア 会 芸大人 脈引 き継 ぐ

指揮者に指名された湯川紘
恵さん（東京藝術大学大学
院修士課程指揮専攻１年在
籍）が訪れ、シニア会を見
聞なさっていきました。湯
川さんには２月２日の練習
から、三善晃編曲・男声合
唱版「唱歌の四季」を指導
していただきます。
シニア会は、前身の稲門
グリークラブ時代の松尾葉
子先生とのご縁で、創設初
期から東京藝大指揮科の大
井 剛 史さ ん 、山 田 和樹 さ
ん、三ツ橋敬子さん、井上
博文さんら門下生の指導を
受けてきました。
松川さんも藝大指揮科３

短い曲をレパートリーにし
て行った。月１回しか集ま
れなかったが、 年 月に
第１回コンサートを開催し
た。第２回２０００年、第
３回 年の演奏会で、延べ
約１３００人が来場した。
第２回コンサートには、
新屋敷の長男、昇さん（Ｓ
卒）がシンセサイザーと
ギターで参加した。なお、
「 Whiffenpoof Song
」は、
団の十八番で主要な演奏会
で必ず演奏している。
演奏会に寄せられたアン
ケート。「流石早大グリー
のＯＢ、格調高く上品、が
なる人も無く、美しくソフ
トで心地良い合唱に感動し
た」と総じて好評だった。
年半の間に東京男声合
唱協会の演奏会に２回特別
出演し、稲門グリー、横浜
稲グリ、東京都男声合唱フ
ェスティバル、ＳＮＦ 、
３カ所の老人介護施設で合
唱 を披 露 して き た。 Ｙ
(ｏ
ｕＴｕｂｅに 年の演奏を

24

アップロードした
https:
//youtu.be/ AcseHqLOGg)
このほかの参加メンバー
は稲田弘、諸葛泰次郎、藤
森正敏（以上Ｓ 卒）、宮
沢正安（Ｓ 卒）、木下協
（Ｓ 卒）、石原祥弘、村
主一彦（Ｓ 卒）、鉅鹿明
弘、白井猛（Ｓ 卒）、佐
藤隆一（Ｓ 卒）。美野輪
英 二 （ Ｓ 卒 ） 、 阿 部滋
（Ｓ 卒）。ともに楽しん
できた諸兄に敬意を表しま
す。至福の集まりに感謝。
宇野義弘（Ｓ 卒）

21

５日、昌平童夢館で行われ
ました。浅妻勲会長（Ｓ
卒）が「今年は亥年、イノ
シシ と 言え ば 猪突 猛 進で
す。今年のシニア会は〝勝
負の年〟です。２０２０年
に最後の演奏会を開催する
などの目標に向けて、猪突
猛進、邁進しましょう。」
と新年挨拶をした後、松川
智哉さんの指揮、佐藤美佳
さんのピアノで練習に入り
ました。
この日の練習には、次期

60

美しいハーモニー追求

った。難解な歌詞、ベース系
へ の容 赦の ない 高音 …。 正
直、おそろしいものが出てき
たと感じた。
さらに演奏会まで１カ月を
切った頃だっただろうか。ま
だ終曲のないことに不安を感
じ、菅野さんに「あと何曲あ
りますか？」と質問したとこ
ろ、「あと２曲！」という答
えに、（もう既に７曲もある
のに…と）唖然とした記憶が
ある。さらに当時、ワセグリ
が 苦手 とし た手 拍子 足拍 子
に、振付も付くのだからおそ
ろしい。
そうした困難を突破し、本
番に突き進んだ。この怒涛の
流れがあったからこそ、あそ
こまで熱量の高い演奏ができ
たのだと思う。そして、あの
瞬間の客席からの拍手は一生
忘れることはないだろう。
久島知希（Ｈ 卒）

97

32

38

3

33

菅野よう子氏と怒涛の本番へ

12

40

78

「あ・かぺら60s」
32

そうだったから引き受けたと
のことで、毎年の定演は重要
であると感じた瞬間でもあっ
た。
打ち 合わ せを するに あ た
り、問題は多かった。どんな
楽曲にするか？曲数は？伴奏
は？歌詞は？指揮者は？こち
らのざっくりとしたイメージ
を聞きながら、菅野さんは演
奏会で受けたインスピレーシ
ョンからか、楽曲のイメージ
を伝えてくれた。曲は誰もが
歌えるように無伴奏で、言葉
もどこかの言葉に限定しない
もの。曲数については１ステ
ージの時間を伝え、そこに収
ま る長 さと いう ことに な っ
た。
そうして夏合宿前、合宿中
に ２曲 、３ 曲と 楽譜が 届 い
た。歌詞が日本語ではない。
歌詞のない楽曲も存在した。
ここからが戦いの始まりであ

09

34

57

38

15

初、同期の練習系では自分た
ちの代の定演が第 回という
節目を迎えることを意識し、
今までにないものにしたいと
考えていた。特に最終ステー
ジはこれまで合唱曲を作った
ことのない、それでいて一般
でも知名度の高い作曲家にお
願いしたいと考えた。何名か
の著名な作曲家にフラれるな
か、早稲田大学に在学してい
た菅野よう子さんにお願いし
たらどうかと団内で提案があ
った。
年 月にコンタクトをと
り、先方からの返信は「演奏
会を見てみたい」。菅野さん
に 年 の 定演 を ご覧 いた だ
き、その後、面会して曲を作
って いた だけ るこ とに なっ
た。ワセグリの演奏会が面白

10

32

11

11

35

41

43

菅野よう子氏の作曲・指揮で初演した（2012年12月１日）

10

25

29

菅野さんのかわいらしい指揮
ぶりを覚えておられることだ
ろう。
この楽曲には初演曲では付
き物の紆余曲折があった。当

2012年定演「Song of departure」

稲門グリークラブ・シニ
ア会の新年練習始めが１月

12

５年間お世話になった松川
智哉先生㊨と湯川紘恵先生㊧

ＳＮＳに写真を投稿すると
「〇年前の今日は」というよ
うに過去の投稿、写真が表示
されたりして不意に思い出の
引き出しが開くことがある。
今回の寄稿のお話をいただ
く前に、昨年 月１日にＳＮ
Ｓから「２０１２年の今日は
こんな投稿をしていた」との
通知があった。まさしく、私
どもの代が定期演奏会を開催
した日の投稿であった。これ
も運命だと思い、この文章を
書かせていただいている。
「 Song of departure
」は
年 の ステ ー ジ構 成 の中 で
も 、際 立っ て異 色の ステ ー
ジ、楽曲だっただろう。作詞
作曲は、その楽曲を耳にした
ことのない人はいないであろ
う菅野よう子氏。大変おこが
ましいお願いではあったが、
当日の指揮までしていただい
た。演奏をご覧になった方は
12
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90

年

差社会での倫理的な教えな
どを説いています。昨年４
月、８年がかりで執筆した
注解書（全３巻予定）の第
１巻を出版しました。また
昨年末に 年ぶりに改訳さ
れ た日 本 聖書 協 会の 「 聖
書」の編纂にも原語翻訳者
として関わりました。

関学の入学式で司式を務める

現在は大学宗教主事とし
て、礼拝形式で行われる入
学式や卒業式の司式を務め
ます。ワセグリで歌った経
験のお蔭で、数千人の前で
も何とか役目を果たせてい
る気がします。
ーー関学グリーとのかか
わりは。
高等部では吹奏楽をやっ
ていて、グリーとの接点は
ありませんでした。でも帰
国後、関学の宗教センター
に関わる中で、その部署の
職員であるグリーの指揮者
の広瀬康夫先生と親しくさ
せていただくようになりま
した。２０１４年から現役
顧問になり、リサイタルの
ほか、コンクール、東西四
連などに帯同します。毎年
のリサイタルの合同演奏に
もオンステしています。
ーーワセグリと関学の違
いは。
やはり早稲田はライブ向
きです。型通りの音楽をや
らないのが早稲田の良さ、
魅力だと思います。関学は
調和を大切にするメンタル

ハーモニーを追求します。
最近は東西四連の性格も変
わってきました。かつての
ように「演奏を競う」「日
本一決定戦」というのでは
なく、「交流を深め、楽し
もう」というスタンスにな
ってきているようです。
ーー関学はコンクールへ
の出場、女声合唱団の創設
など改革を進めています。
関学はＯＢ団体の新月会
と現役の関係が密で、現役
を支える姿勢がはっきりし
ています。現役も十数年前
には部員が 数名にまで減
少し、 年から再興プロジ
ェ クト が スタ ー トし ま し
た。その柱となったのがコ
ンクール出場と女子マネー
ジャーの導入です。その結
果、最近ではコンクールで
も毎年金賞を受賞し、部員
数も回復して、良い循環が
生まれています。
昨年 ４ 月、 女 声合 唱 団
「ウィメンズ・グリークラ
ブ」を発足させました。関
学の初等部の開設に合わせ
る形で、中高も順次共学化
し、中高グリーはすでに混
声になっていますが、女子
の１期生の大学進学に合わ
せて新設しました。
これは学生合唱団の将来
を見据えた一つの取り組み
です。関学グリーは今年１
２０周年を迎える日本最古
の歴史を持つ男声合唱団で
すが、今後は両団体が良い
関係を保ちつつ発展してい
くことを願っています。
杉野耕一（Ｓ 卒）

30

現役時代の嶺重さん㊧＝

っていたと思います。思い
出深いのはやはり４年の定
演で、卒業後に難しい問題
にぶつかるたびに当時を思
い出し、励みにしました。
卒業後、横浜ＹＭＣＡに
就職しましたが、牧師にな
るために関学神学部の３年
に編入しました。修士課程
修了後、大阪・泉北の教会
で働きながら、博士課程で
新約聖書の研究を続け、ス
イスのベルン大学に５年間
留学して神学博士号を取り
ました。
新約聖書の中でも「ルカ
福音書」の研究をライフワ
ークにしています。ルカ福
音書は貧しい者に対する社
会的な視点が投影され、格

した。
とはいえ、新しい流れも
出てきています。 年ほど
前、東大コールアカデミー
の働きかけで東京大学音楽
部女声合唱団コーロ・レテ
ィツィアが誕生し、元気に
活動を続けています。関西
学院グリークラブも女声部
（ウィメンズ・グリークラ
ブ）を創設しました。
そして昨年春、早稲田に
も数十年ぶりに早稲田大学
女声合唱団が誕生し、活動
を開始しました。私もサー
クル顧問という立場で、お
手伝いをさせてもらってい
ます。どこかで皆さんに聞
いていただけるようがんば
りますので、こちらも応援
をよろしくお願いいたしま
す。

06

卒） 関学グリー顧問も

8

31

嶺重淑 さん （Ｓ

4

86

そもそも、大学女声合唱
団が成り立ちにくい理由と
して、勉学が忙しくなって
いる と いう 事 情が あ りま
す。通常の講義に加えて、
公務員や教員などの資格試
験講座などが実施され、下
手をすると講義が朝から夜
まで、また平日で収まらず
に土曜日まで及ぶことがあ
ります。その
中で、週３回
も練習がある
合唱団は敬遠されてしまう
ようです。
こうした流れから、店じ
まいをする女声合唱団も多
くあり、四女連以外では、
大妻、学習院は残っている
ものの、白百合、上智、津
田塾など多くの大学女声合
唱団の名前を見なくなりま

10

後、関学に戻りました。
私の場合、卒業してから
ワセグリのありがたみを感
じることが多いです。グリ
ーという枠に収まったから
充実した４年間が送れまし
た。逆に入っていなかった
ら、消化不良の４年間にな

（幸い今年度、多くの新入
生が入った模様です）。共
立はもともと多くはないの
で横ばいですが、やはり
人に満たない人数です。
ちなみに、私が学生のこ
ろ（１９９７年）は日本女
子、立教、共立の３大学で
人。前回四女連を指揮し
た時（２０１１年）は４大

学 （ 三 大 学＋ 慶 應 ） で
名、そして今回が 名ちょ
っと。もちろん昨今の就職
活 動 時期 の 前倒 し もあ っ
て、オンステできなかった
人もいたのですが、全体で
名程度の減少と、少しさ
び し いこ と にな っ てい ま
す。
70

関西学院大学人間福祉学
部 教 授 の嶺 重 淑 さん Ｓ
(

卒 は
) 、関 学 高 等部 か ら早
稲田大学に入学してワセグ
リで活動。 卒業
後は関学に 戻っ
て新約聖書 の研
究に取り組 んで
いる。現在 は関
学グリーの 現役
顧問も務め 、合
唱活動をサ ポー
トしている。
ーー関学 高等
部から二浪 して
早大、ワセ グリ
に入 り、 その

ったのですが、四大学合同
人という規模を十分に生
かした良い演奏ができまし
た。お聞きいただいた方々
からも良い反応をいただく

7

新たな団誕生の流れに期待

10

62

みねしげ・きよし 1962年兵庫県生まれ。早大
第一文学部史学科卒、2012年関学人間福祉学
部教授（宗教主事）、14年から関学グリー現
役顧問。

山脇 卓也（Ｈ 卒、合唱指揮者）

敬遠される大学女声合唱団

10

70

ことができたのを覚えてい
ます。
ただ、そこで少し残念な
ことがありました。それは
人数の減少です。特に、我
々と関係の深い日本女子大
学合唱団。人数が 人で、
しかも 人は 年生という
かな り 危な い 状況 で した

59

96

10

62

昨年春、第 回四大学女
声合唱連盟定期演奏会の合
同ステージに客演す
る 機会 が あり まし
た。各合唱団ともと
てもレベルが高く、
趣向を凝らした邦人
作品からイギリス、
北欧の作品までそれ
ぞれの特色を生かし
たレパートリーを高
い水準で演奏しまし
た。
合同ステージも、
少し難しい作品（女声合唱
と ピ アノ の ため の 「百 年
後」／作曲：信長貴富）だ
33
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新潟第九2018のチラシ

37

の妻とともに参加できたこ
とを喜ばねばならない。
（編集部追記＝栗川さん
は昨年 月の現役定演を聴
きに来てくれました。「圧
倒的な迫力の初演を体験し
た者として、 年ぶりの再

25

演を聞き逃すわけにいかな
かった。（演奏は）壮絶な
情景と心情を時空を超えて
現出 さ せた 。 私は 心 打た
れ、 感 動し た 。死 者 を思
い、涙が流れた」と話して
いました）

賞した。
おえコラは自由曲で、男
声合 唱 組曲 「 縄文 土 偶」
（宗 左 近作 詩 、三 善 晃作
曲）から「ふるさと」を演
奏。凄惨な戦争体験を持つ
作詩者と作曲者が曲に込め
た死者への鎮魂の思い、生
者への愛を、 人を超すメ

「縄文土偶」歌い上げる

全日 本合唱 コン クール 全国大 会

お江 戸コラ リア ーず 最高賞

38

11

ンバーが一糸乱れぬハーモ
ニーと圧倒的な迫力で歌い
上げた。この作品は、おえ
コラの演奏がきっかけとな
り、昨年 月にカワイ出版
から楽譜が出版された。
全国大会には 年連続
回目の出場。今回で金賞が
９回目、最高位の文科大臣
賞 は５ 回 目の 受 賞と な っ
た。毎年、メンバーが就職
や転勤などで３分の１ほど
入れ替わるが、濃密な練習
とコミュニケーションで高
い 技術 力 を保 ち 続け て い
る。
指揮 者 の山 脇 卓也 さ ん
（Ｈ 卒）は「受賞もさる
ことながら、埋もれていた
名曲を演奏して出版までで
きたことで、合唱界に一つ
貢献できたかなと思ってい
ます」と話している。

10

12

10

10

卒）新 潟で出 演

07

栗川 治さん （Ｓ

奏者が一体となる。
終演後、聞くところによ
ると、合唱団は最年少 歳
のボーイソプラノから、最
高 齢は 米 寿 歳 の男 性 ま
で。私の他にも初参加の視
覚障害女性がいたり、がん
闘病中の女性が姉と主治医
に付き添われて車いすで参
加したりと、まさに多様な
市民が包擁しあいながら、
ベートーヴェンの「いのち
の讃歌」を歌った。
激動と苦難の２０１８年
の締めくくりに、素晴らし
い演奏ができ、そこに天国

71

20

18

19

12

ワセグリの中堅・若手Ｏ
Ｂらが参加する合唱団「お
江戸コラリアーず」（おえ
コラ）が昨年 月 日、札
幌市で開いた第 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、金賞と最高賞に
あたる文部科学大臣賞を受

80

マーケティングプランナーの須藤亮さん（Ｓ55卒）が、２
冊目の著書「スマホメモ 仕事と人生の質を上げるすごいメ
モ術」（ＣＣＣメディアハウス、税込み1620円）＝写真＝を
出版した。
スマホの「世界とつながる」コミュニ
ケーション機能だけでなく、知識を創造
する「思考基地」としての機能に着目。
スマホでメモを取って自分の気づきや知
見をストックし、それを熟成してアウト
プットすることで脳が活性化し、「自分
を価値化する手段」になると説く。
昨年の「博報堂で学んだ負けないプレ
ゼン」(ダイヤモンド社）に続き、短期間
で２冊目を出版できたのも、「スマホメ
モの蓄積」があったからという。
現役時にセカンドテノールのパートリーダーを務め、今も
ジョリーラジャーズで合唱を続けている須藤さんは、本著の
中で「自分の歌メモ」として、自身の歌唱メソッドも披露し
ている。ご一読ください。（編集部）

生がオケに対し、「最後の
（とても速
prestissimo
く）の直前の subito piano
（突然の弱音）の部分は合
唱 が ‘ Elysium
’と歌って
いるところで、ただ弱いの
でなく、強い思いを込めて
の 表 現で な けれ ば なら な
い」と説明し、何度もやり
直 し をし た 。そ の 時、 私
に天啓のようなイメージの
扉が開いた。‘ Elysium
’ =
天国、楽園。「そうだ！天
国の清美さんに向かって歌
おう」と私の心は決まり、
涙が流れ出た。
（本番で）天の門が御開
帳され、生と死の世界を超
えた根源的ないのちの歓喜
が沸きあふれる。私の顔面
は、汗か唾か涙か、ぐじょ
ぐじょである。ブラヴォー
と拍手が炸裂し、聴衆と演

◆須藤亮さん、２冊目の著書「スマホメモ」出版

88
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音楽書を中心に翻訳活動を続けている石坂廬さん（Ｓ46
卒）が新刊「マリアン・アンダースン」（アルファベータブ
ックス、税込み2160円）＝写真＝を出版した。「音楽の友」
1月号、毎日新聞（2018年12月23日
付）に書評が掲載され、高い評価を
受けた。
世界的指揮者のトスカニーニが
「世紀の歌唱」と絶賛した不世出の
黒人アルト歌手の生涯を、長く彼女
の伴奏を務めたピアニスト、コステ
ィ・ヴェハーネンが回想し、彼女の
人間像を温かく描いている。
彼女は10余年にわたって日本を含む
世界中で演奏旅行を行い、全ての会
場で絶賛を博した。ただ、母国アメ
リカでは肌の色から会場使用を拒否
される屈辱的な扱いを受けることもあった。しかし1939年の
イースターにリンカーン記念堂に集まった聴衆は７万5000人
を超え、アメリカの首都を完全制覇した。
石坂さんはあとがきに「彼女は黒人クラシック歌手の先達
として後進の為の道を切り開き、遂には人種の壁を乗り越
え、後に続く黒人歌手のロールモデルとなった米国を代表す
クラシック歌手である。今では彼女を知る日本人はとても少
なくなったが、時の流れのままに忘れ去られてしまうには何
としても惜しい歌手」と記している。
徳田浩（Ｓ31卒）

57

昨年12月23日、恒例の「大阪稲グリクリスマス会」が大阪
駅前の「ガーデンシティクラブ大阪」で開かれ、44人が参加
しました。このところ練習には不参加だった辻壽さん（Ｓ34
卒）、東京から
三雲孝夫さん
（Ｓ40卒）、恒
例となった島木
雄哉（Ｓ44卒）
ファミリーの姿
も。ただ今年
は、坪井秀夫終
身名誉会長（Ｓ
28卒）、田村謙
サンタガールとして、お手伝いいただいた
之 助さ ん（ Ｓ39
大津びわこ（大橋美恵子）さん㊧
卒）の姿 が無か
ったのが寂しく感じました。
会では、11月の「バッカスフェスタ」で得た「兵庫県合唱
連盟理事長賞」の副賞の日本酒「呉春」も振る舞われ、大い
に飲みかつ食べ、歌いました。恒例「オークション」では、
津田實さん（Ｓ32卒）が大活躍！「現金握って前に登場」
「100円単位と言っているのに50円刻みの値付け」などの必
殺技で盛り上がり、お陰で９万円近い売り上げがありまし
た。道浦俊彦（Ｓ59卒）

18

57
てくれた妻の清美さんを亡
くした。「新潟第九」には
年、ワセグリの先輩の故
宮尾益治さん（Ｓ 卒）の
サポートを受けてオンステ
して以来、毎年出演してい
る。
以下、栗川さんのブログ
から抜粋させていただく。
◇
私は今夏、妻を亡くし、
「歓 喜 の歌 」を
どう 歌 った らよ
いか 、 気持 ちが
定ま ら ない まま
本番 当 日を 迎え
た。 本 番前 最後
の総 練 習で 、指
揮者 の 伊藤 翔先

◆石坂廬さん、黒人アルト歌手の伝記を翻訳

亡き妻に捧げた「第九」

12

本紙２０１７年５月 日
号の「ワセグリ人」で紹介
した新潟市の高校教諭、栗
川治さん（Ｓ 卒）が 年
月９日、新潟市民芸術文
化会館で開催した「第 回
新潟第九コンサート２０１
８」に合唱で出演した。
栗川さんは 年７月、視
覚障害を抱えながらの教員
生活や社会活動を長年支え

◆大阪稲グリ、クリスマス会 盛大に
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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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◆和田ひできさん 「ロメオとジュリエット」に出演
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ＯＢ四 連ゴル フ
３連覇 逃し３ 位

第 回東西四連ＯＢゴル
フ大会が 月２日、４校の
ＯＢ 人が参加して大宮ゴ
ルフコースで開催された＝
34

写真。過去 回、 回と連
続優勝している早稲田は３
連覇を目指したが、ハンデ
ィキャップ算出法の「新ペ
リア」のいたずらでハンデ
ィに恵まれず、僅差ではあ
ったが、残念ながら３位と
なった。
成績は慶應が優勝、２位
関学、３位早稲田、４位同
志社。来年は早稲田が幹事
校となる。
工藤悠一郎（Ｓ 卒）
◇
▽早稲田の参加メンバー
＝耕納邦雄（Ｓ 卒）、清
水卓爾（Ｓ 卒）、工藤悠
一郎（Ｓ 卒）、山口隆久
（Ｓ 卒）、井上攻（Ｓ
卒）、岩崎俊彦（Ｓ
卒）、南方昭彦（Ｓ
卒 ） 、 村上 雄 二 郎 （ Ｓ
卒）

昨年11月24日、磯部俶先生の21回忌の祥月命日の前日に、
いそべとし男声合唱団古参のＯＢ有志が磯部さんの墓参りを
して「殿」（磯部さんの隠れた通称）をしのびました＝写
真。
磯部さんが存命中
に決めていた「大庭
台墓園」は、ＪＲ辻
堂駅の北の台地にあ
る宗派不問の藤沢市
営墓地。殿のお墓は
中央の芝生墓地にあ
り、洋式の横長墓碑
に「遥かな友に」と
刻まれており、逝去後も命日とずれることはあっても毎年、
墓参は続けてきました。殿の伝説「晴れ男」にたがわず、微
風快晴の中、日本酒をお墓に注ぎ献杯、「遥かな友に」を献
歌しました。（勿論、お墓にかけたお酒は洗い流しました）
なお、長田茂氏（Ｓ30卒）から、磯部さんが作曲した全国
各地の小中高校の「校歌」を収集して譜面化する企画につい
て、学校側の対応に温度差があり、なかなか進捗せず、息長
く取り組むと報告。いそべ男声が刊行している磯部さん作曲
の曲集25冊をさらに拡充していくとの意欲も示されました。
【参列者】澤登典夫（Ｓ27卒）、河合隆一、田邉喜三郎、
長田茂（以上Ｓ30卒）、板垣滋（Ｓ35卒）、鈴木賢一、三雲
孝夫（以上Ｓ40卒）、安部建雄（城須美子ワセグリ元ボイス
トレーナー甥）。常連の秋永基（Ｓ31卒）、大澤寛之（Ｓ32
卒）両氏は都合つかず欠席。
近年は常連から磯部さんに呼ばれてあの世に赴く者が増
え、参加者が減り気味なのが残念なところです。
三雲孝夫（Ｓ40卒）
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み、様々な仕事をして家族
が助け合ったという。同期
の戦友との再会が励みにな
ったとも聞いた。 年に
歳で亡くなった。
さらに驚いたのは、武子
さんのご主人がグリー先輩
の須山高さん（Ｓ 卒）と
判ったことだ。その後、須
山先輩にご挨拶した。音楽
の縁がお２人を結び、トク
ちゃんと小生をつないでく
れたのだ。
本紙前号でお伝えした米
シアトルの日系３世は、父
の母方の曽祖父母が同じ血
族で、血族同士が日米に分
かれ、戦争に翻弄された。
この機会に戦争で苦労した
先人を偲び、平和のありが
たさを噛みしめて若い世代
に 伝え た い。 中 嶋（ 旧 中
山）勝彦（Ｓ 卒）

◆磯部俶先生の21回忌、有志が墓参り

17

った。ＮＺでも日本人捕虜
の本があり、トクちゃんは
終戦翌年の昭和 年２月に
日本に帰国と記され、名前
入りの写真もあった。
トクちゃんは突然生還し
た後、親族の前から姿を消
した。生きて虜囚の辱めを
受けずと言われた時代だか
ら、想像を絶する葛藤があ
ったはずだ。その後のこと
はわ か らず 、 遺族 を 探し
た。半年後、お嬢さん２人
と連絡がつき、姉と一緒に
お会いした。父方の曽祖父
母が同じ血族になる。長女
の武子さんは、父親の生還
時、私たちの祖父の家で対
面したという。幼少時の記
憶が幾つも符合し、共に両
親の苦労を偲び合った。
ト ク ちゃ ん の一 家 は土
浦、 京 都、 東 京と 移 り住

楽壇で声楽付きオーケストラ作品では第一人者の折り紙が
ついている指揮者の堀俊輔さん（Ｓ50卒）＝写真＝が、昨年
絶賛を博したヴェルディ「レクイエム」に続い
て、今年はプッチーニの歌劇「トゥーランドッ
ト」を演奏会形式で全曲演奏する。
９月７日（土）、ミューザ川崎（午後２時開
演）で、出演はトゥーランドット・田崎尚美、カ
ラフ・城宏憲、リュー・大隅智佳子、皇帝アルト
ゥム・五郎部俊朗。合唱団「アニモＫＡＷＡＳＡＫＩ」ほ
か。同団はこの演奏会の参加者を募集中（特に男声）。堀さ
んはワセグリＯＢ大歓迎で積極参加を求めている。詳細は
「アニモＫＡＷＡＳＡＫＩ」で検索。
このほか８月５日（月）、川口リリア（午後２時開演）で
「モーツァルトコンサート」を開く。交響曲31番「パリ」、
「フルートとハープのための協奏曲」ほか。オーケストラは
いずれも東京交響楽団。
徳田浩（Ｓ31卒）

米国人記者の著書に掲載
された「トクちゃん」
70

人がほぼ全員戦死する米軍
の 奇 襲を 受 けた 。 それ 以
降、日本側の記録はない。
さ らに 英 語で 検 索す る
と、米国人記者が出版した
「地獄の島ガダルカナル」
の中に、トクちゃんを見つ
けた。凛々しい航空服姿の
写真と、捕虜になった経緯
が詳しく掲載されていた。
トクちゃんは米軍奇襲の
際、 人程の仲間とジャン
グルに逃げた。生き延びた
のはわずか２人で、最後は
島民に捕まり、記述は終わ
っていた。さらに捕虜はニ
ュージーランド（ＮＺ）の
収容所に移されたことが判

◆堀俊輔さん、「トゥーランドット」全曲演奏

トクちゃんの本名を知らず
に名簿を探すと、「平橋読
千代 （ とく ち よ） 」 を発
見。この人がトクちゃんか
？ 調べると、祖父の弟が
土浦 の 平橋 家 を継 い でい
た。さらにインターネット
で検索すると、数奇な運命
がわかってきた。
昭和７年、予科練３期生
（当時は 倍以上の倍率）
に合 格してパ
イロ ットにな
り 、昭 和 年
５月 にガダル
カナ ル島対岸
の水 上基地に
赴任 。翌月、
日本 兵９００

声楽家で現役グリークラブのヴォイストレーナーを務める
和田ひできさん（Ｈ04卒）が３月３日（日）、東京・中野の
なかのＺＥＲＯで上演する東京オペラ・プロデュースのオペ
ラ「ロメオとジュリエット」（グノー作曲、全５幕、フラン
ス語上演、字幕付）に出演します＝写真はチラシ。
出演は指揮：飯坂純、演出：八木清市、ロメオ：城宏憲、
ジュリエット：梅津碧、メルキュシ
オ：和田ひでき、キャピュレ：羽山
晃生ほか（チケットはＳＳ席12000
円、Ｓ席10000円、Ａ席8000円、Ｂ席
6000円＝全席指定）
以下、和田さんからのメッセージ
です。
ご存知、シェークスピアの原作に
基づくグノーの代表作です。ほぼ原
作通りの台本に名曲がついた、フラ
ンスオペラを代表する名作の一つで
す。主役２人も定評ある若手歌手
で、大いに盛り上がると思います。
和田が演じるのはロメオの親友メル
キュシオ（マキューシオ）で、シェークスピア作品中で最も
おしゃべりといわれるキャラクター。オペラでは原作ほどは
しゃべりませんが、冒頭のアリアはフランスオペラ最大の早
口で知られる難アリアとして有名です。字幕のもととなる翻
訳も和田が担当していますので、そちらにもご注目くださ
い。 チケット注文は和田（hidefuku1120@yahoo.co.jp）ま
でお願いします。グリー関係者は１割引きで承ります。
(編集部）

娘さんはグリー先輩の妻に

年前の出来事です。父
の従弟で、戦闘機の零戦乗
りの「トクちゃん」が、第
２次世界大戦のガダルカナ
ル島で戦死したとされ、葬
式を済ませたのに、戦後ひ
ょっこり帰郷したと、両親
から聞かされていた。
２ 年前 、 両親 の 墓参 の
後、茨城県の霞ヶ浦湖畔で
予科練記念館を見つけた。
77

零戦の血族「戦死」から生還
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ワセグリと数多くの共演
前田氏とワセグリの長い
関係は１９７４年の定演か
ら始まった。学生指揮者だ
った堀俊輔さん（Ｓ 卒）
が２ 年 越し の 構想 を 経て
「ウエストサイド・ストー
リー」の編曲を依頼、男声
合唱とジャズのビッグバン
ドの共演という空前絶後の
ステ ー ジが 実 現し た 。以
降、ジャズピアニスト・ア
レンジャーの第一人者とワ
セグリという考えられない
蜜月関係が生まれることに
なった。
堀さんは卒業後、東京芸
89

83 歳

大指揮科で学び、プロ指揮
者に成長して稲門グリーを
度々指揮したが、 年ＯＢ
四 連 、 年稲 グ リ 定 演 で
「ウエストサイド」を再演
し、聴衆の度肝を抜いた。
年、学指揮の田中宏さ
ん（Ｈ 卒）は東京六連と
定演で編曲・ピアノ・指揮
を依頼。前田氏は従来のワ
セグリになかったシンコペ
ーションの強烈なリズムと
エンターテイメントの快感
を満喫させた。六連は「前
田憲男 ｓ
` アト ラ ンダ ム シ
ート」、定演は「前田憲男
91

のザッツ・エンターテイメ
ント」で大喝采を浴びた。
田中さんは卒業後、２０
０１年のＯＢ四連で前田氏
を招き、「前田憲男 ワセ
グリ」を企画実現した。鶴
岡市議を務めながら音楽活
動を続ける田中さんは、以
下のメッセージを寄せた。
「親 愛 なる マ エノ リ 先生
へ。大学 年の頃、先生と
ご一緒したステージを通し
て、融通無碍な音楽の魔法
に取り憑かれました。自分
なりに先生の背中を追って
きた 年間。これからもエ
ンターテイメントの志を高
く掲げ、音楽で街を元気に
していくことを誓います」
年の東京六連で「きゅ
うきょくの黒人霊歌集」を
演奏。〝黒人霊歌もマエダ
4

vs

流ではこうなる〟と話題を
集めた。このプログラムは
年定演でも再演された。
年の東京六連では「黒
人 霊歌 で オゥ 、 イエ ー イ
！ 」。 こ の頃 、 前田 氏 は
「ワセグリとのコンサート
もなんだかんだと回を重ね
てきたせいか、いつの頃か
らかワセグリＯＢの一人に
なった気分でいる」と述べ
ている。
さらに 年の定演で「声
で遊ぶオーケストラの名曲
たち」の編曲・ピアノを務
めた。「クラシックの名曲
に歌詞を付けて合唱する」
という型破りの企画で、当
時の学指揮、東松寛之さん
（Ｈ 卒）は歌詞まで前田
氏に書かせた。
最後に大阪稲グリの話。
01

09

24

11

強引に進めた。前田さんは
ピアニスト、アレンジャー
と して 私 の憧 れ であ っ た
し、ジャンルを超えて普遍
的な音楽を実際のプレイで
示 して く れて い る人 だ っ
た。そんな彼の音楽に全身
でぶつかりたかったのであ
る。
前田憲男は昭和９年、大
阪に生まれた。少年の頃は
同郷の手塚治虫をめざして
漫画を描いていたが、父親
に手解きを受けただけのピ
ア ノが メ キメ キ と上 達 す
る 。高 校 卒業 と 同時 に 上
京、さらに腕に磨きをかけ

前田憲男氏を悼む ― 年前の約束―
平成 年 月５日午前、
私は青山葬儀所にいた。前
田憲男さんに 年前の御礼
と、その時の無礼をお詫び
するためにーー。
昭和 年 月初旬、学指
揮の私は絶体絶命の窮地に
立たされていた。定演まで
残り１カ月を切ったという
のに、前田さんに委嘱した
男声版「ウェストサイド・
ストーリー」がまだ１ペー
ジも出来ていないのだ。イ
カン、これでは定演に穴が
あく。そうなれば私はおろ
か、責任学年である同期の
12

44

11

前田憲男先生が逝去

4

11

25

ジャズピアニストで作・
編曲家の前田憲男氏（本名
・暢人）が昨年 月 日、
肺炎のため死去された。
歳。 月 、５日の両日、
青山葬儀所で通夜葬儀が行
われて４００人余りが別れ
を惜しみ、ワセグリ関係者
数名も参列した。葬儀では
「Ａ列車で行こう」の生演
奏で見送った。

90

04

30

49

44

28
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この企画を発表した時、
当時音楽監督であったコバ
ケン（小林研一郎）先生を
はじめ、先輩諸氏、現役部
員からも猛烈な反対を受け
た。
それはそうだろう。純粋
に合唱音楽を追求し愛して
いる人から見れば、全くジ
ャンルの違うジャズアレン
ジャーに委嘱し、共演はこ
ともあろうに、大音響を出
しま く るビ ッ クバ ン ド 早
(
大ハイソサイエティーオー
ケス ト ラ だ
) なん て 正 気の
沙汰ではない。
それでも私はこの企画を

年、前田氏と高校のクラ
スメイトの故・山路洋平さ
ん（Ｓ 卒）が前田氏の半
生を描いた著書「紙のピア
ノ」が、前田氏の作曲でミ
ュージカルになり、重要な
場面で大阪稲グリが出演し
た。アップテンポの合唱に
演出の山路さんからがダン
スの振り付けを求められ、
メンバーは老骨を鞭打って
大奮 闘 、公 演 は大 成 功し
た。葬儀の祭壇には大きな
紙ピアノが飾られていた。
筆者は 代の頃、山路さ
んから紹介されて前田氏と
知り合った。その後いろい
ろ話 題 を残 し たが 、 あの
頃、ワセグリとこんなに深
い関係になるとは夢にも思
わなかった。
徳田浩（Ｓ 卒）

06

20

32

31

た。
私が前田憲男の名を知っ
た時は既にスィングジャー
ナル誌のグラビアを飾り、
ＮＨＫをはじめ各局の音楽
番組に彼の名前が出ないも
のはないぐらい売れっ子に
なっていた。
量産はしていたが、クオ
リティは高かった。シャー
プス＆フラッツやニューハ
ードのような一流バンドの
ためのアレンジは華やかさ
がより増した。ピアノを弾
けば重厚なブロックコード
が響き、フレーズに富んだ
鮮やかなアドリブは、私を
完全に虜にした。
黛敏郎氏が「前田憲男は
天才だ。のみならず、それ

まで低かった日本のアレン
ジ ャー の 地位 を 引き 上 げ
た。」と絶賛。もう一人や
はりアカデミズムとは無縁
の天才、武満徹と並べて発
言されていたが、まさしく
慧眼である。
さて定演は刻々無情に迫
って来る。理性を失い、前
田さんのマンションを襲っ
てしまった。「どうしても
すぐ書いて下さい。でない
と、ここに火をつけて僕も
死にます」。さすがに前田
さんも驚いて「書かないと
は言ってない。時間をくれ
と言ってるんだ！」しばら
く 押し 問 答が 続 いた 後 、
「３日後に日テレのロビー
に取りにおいで」「約束、
約束ですよ！」
３日後、市ヶ谷の日本テ
レビでスコアの束を受け取
って、一目散に早稲田奉仕
園へ走った。苦しい息を吐
きながら「みんなぁ、この
中 に定 演 が入 っ てい る ぞ
！ 」と 叫 んだ 時 の私 の 声
は、人生で一番明るい声だ
ったのではなかろうか。
定演後のある日、前田さ
んから手紙が届いた。「あ
のような演奏会を開くこと
がどんなに大変なことか、
私は良く知っています。そ
の熱意があれば何でも出来
ます。これからもこの調子
で頑張って下さい」
手紙のほかに、その頃雪
村いづみのために書いた歌
曲「約束」 藤(田敏雄詞 が)
同封してあった。
堀俊輔（Ｓ 卒、指揮者）

50

12

50

堀俊 輔 氏が 指揮 した 定演 の「 ウエ
年現役定演の「前 田憲男のザ
末代までの恥となる。
ストサイド・ストーリー」＝ 年 ッツ・エンターテイメント」
91

前田憲男氏
83

74
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大中恩先生が逝去

く や

3

２ ０１６ 年ＯＢ 六連で「 島よ」 を
演奏した 稲門グリークラブ

中で、はっきりと異彩を放
つ作品です。上記の対話の
際に「先生、『島よ』の時
は一体どうしちゃったんで
す？ 」 とズ ケ ズケ 尋 ねる
と、先生は「あはは、そう
だね、何かが降りてきたっ
て感じだったかな」と照れ
くさそうに答えてください
ました。私の経験上、優れ
た作曲家には必ずそんな瞬
間があるように思います。
このＯＢ六連に大中先生
をお呼びできたこと、また
演奏会の翌日にわざわざ電
話をくださって、過分なお

褒めの言葉をいただいたこ
とは一生忘れられない思い
出です。
先生はこの高齢になって
も、２年先、３年先まで演
奏会の予定を入れていまし
た。周りの人々が「そうし
ておけば、ステージ大好き
な先生は気力を保てるだろ
う」と気遣ってのことでは
ありましたが、最後は耳が
聴こえづらくなって、そこ
で気力も衰えてしまったよ
うにも聞きます。生涯どこ
までも音楽家であり続けた
大中先生に合掌したいと思
います。
川元啓司（Ｓ 卒）

31

を主宰するなど、多くのア
マチ ュ ア合 唱 団を 指 導し
た。
年紫綬褒章、 年旭日
小綬章。父は「椰子の実」
の作曲者でオルガン奏者の
大中寅二さん。

か

18

この曲は、大中先生の軽や
かで洒落た多くの作品群の

し ん や し き

新屋敷恪哉さん

31

「サッちゃん」「おなかの
へるうた」など童謡の名曲
を世に送り出した。
合唱曲や歌曲も数多く手
がけた。 年から 年間に
わたって、自身の作品を歌
う合唱団「コールＭｅｇ」

え、昔はずいぶん尖ってい
たんだよ」と聞いて驚いた
記憶があります。「陽ちゃ
ん（故福永陽一郎先生）と
大論争したこともある」と
のことでした。かつてのコ
ールＭｅｇの練習が厳しか
った話も聞きますし、やっ
ぱりただの温厚な人ではな
かったわけです。
私は３年前のＯＢ六連で
「島よ」を振りましたが、

9

の音楽の創作に力を注ぎ、
いとこの芥川賞作家で詩人
の阪田寛夫さんが作詞した

くの人がいました。
実を言うと、私が編集者
として直接大中先生と仕事
をしたのは「魔女追慕」と
いう混声合唱作品ひとつで
す。他の編集者のサポート
としては多くの作品に関わ
りましたけれども……。
その仕事に先生のお宅に
伺って、いろいろな話をし
ましたが、「最近でこそ丸
くなったと言われるけどね

12

温厚さと厳しさ 「生涯音楽家」貫く
大中恩先生が昨年 月
日 に 歳 で 逝 去 され ま し
た。
我々合唱人からすると、
何をおいても「島よ」「愛
の風船」の作曲者、という
ことになりますが、世間一
般には「サッちゃん」「犬
のおまわりさん」の作曲者
というほうが自然かもしれ
ません。にこやかで温厚な
先生の周りには、いつも多

17

「島よ」「サッちゃん」作曲

童謡「サッちゃん」「い
ぬのおまわりさん」、合唱
曲「島よ」などで知られる
作曲家の大中恩（おおなか
・めぐみ）さんが２０１８
年 月３日、菌血症のため
亡くなられた。 歳。
東京音楽学校（現・東京
芸大）作曲科に入学後、学
徒出陣を経験した。１９５
５年に中田喜直、磯部俶ら
と作曲家グループ「ろばの
会」を結成。子どものため

つよし

19 84

訃報・追想
い だ

60

い

11
20

飯田 剛さん

10

32

11

12

56

しいリーダーでした。昭和
年の定期演奏会は産経会
館大ホールで、グリーとし
て前代未聞の２夜連日公演
を成功させました。
卒業後は家業の印刷業を
継ぎ、グリークラブの演奏
会のプログラムの印刷にも
関わっていました。同期の
仲間といそべとし男声合唱
団を結成し、運営と演奏活
動に尽力しました。
また、１９９４年、華の
昭和 年卒の有志 人で
「 あ ・ かぺ ら ｓ 」 を結
成、以来 年以上ほぼ毎月
１回顔を合わせてハモって
来た仲でした。常に「メン
バーが２人だけになっても
続 ける 」 と言 っ てい た の
に、突然逝去してしまい、
痛恨の極みです。故人のご
冥福をお祈りします。
宇野義弘（Ｓ 卒）

20

卓越 した責 任者
印刷 業でも 貢献

年 月に同期の草間康
昌と２人で介護施設に慰問
に行きました。この時、新
屋敷さんが突然「遥かな友
に」を歌い出し、昇さんと
４人で感動のカルテットが
できました。それまで昇夫
人が楽譜を見せ、再三誘い
をかけても無反応だったの
で、全員感動して歓喜して
しまいました。リハビリに
意欲が出てきたのです。
その後、元気にしている
と聞いていましたが、 年
秋に肺炎にかかり、突然の
病変で逝去されてしまいま
した。悔やまれます。
新屋敷さんは昭和 年の
グリークラブの責任者で、
１７０名を超える大世帯と
なったグリーを取り仕切っ
ていました。口うるさい連
中を取りまとめ、ユーモア
と茶目っ気もあり、素晴ら

32

Ｓ32卒、84歳
18年11月16日

新屋敷恪哉さんを追悼し
ます。新屋敷さんは昨年
月 日、多臓器不全で急逝
されました。享年 歳。通
夜・告別式は 月 、 日
に長男の昇さん（グリーＳ
卒）さんの家族だけで行
われました。
２０１５年 月、脳出血
で倒れ、半年ほど病院で治
療を受け、半身が不自由の
まま自宅療養となり、その
後は介護施設に入り、リハ
ビリを続けていました。
16

89

収録されたが、いま読み返
しても、貴重な証言やクラ
ブへの切々たる愛情が満ち
ている。写真を含む全ての
資料 を 完全 に 保管 し てい
た。
時は巡り、卒業から 年
後、同期で神戸、淡路島、
四国に旅をした。
「お前、あの時は真っ青
だったな」
「練習が終わると、いつ
も焼き芋を食いながら帰っ
たな」
「お前は振られてばかり
いたな。ギャハハハハ」…
…。
ゴウちゃん、俺ももうす
ぐだ。また会おう。
坪井秀夫（Ｓ 卒）

62

30

行ったのは、いつも事ある
ごとに彼に相談していたか
らだ。何かあると彼の方に
足が向く。彼は正統派、秀
才で冷静沈着、几帳面、私
にないものを全て持ってい
た。
在学中から、若き福永陽
一郎氏が作った東京コラリ
アーズに加わり、より高い
合唱を目指していた。福永
氏との交流は長く続いた。
特筆したいのは卒業から
年後に、勤務先である清
水建設の長期休暇を利用し
て、グリーに在籍した４年
間 の 思い 出 を克 明 にま と
め、「輝く太陽」と名付け
た冊子を手書きで制作した
ことだ。１００年史に全文

47

94

恩氏
大中
Ｓ28卒、88歳
18年11月26日

95

28

94

冷 静沈着 な秀才
グ リー冊 子編纂
11

57

えたので傍へ行き、「これ
じゃ歌えないよ」「問題な
い 。落 ち 着 け 、 落ち 着
け」。彼の顔を見ていると
安心できた。戻って床の揺
れない場所を探して再開。
部員に格別の動揺もなく、
無事歌い終える。
結果は、１位が横浜国立
大学、２位は僅差で早稲田
大学。有名指揮者と一介の
学生指揮者の差を思い知ら
された。
あの時代、ホールという
ようなホールはなく、舞台
が狭くて応急の張り出しも
粗悪 工 事で あ った 。 この
時、咄嗟に飯田のところに

20

12

昭和 年 月２日、中央
大学講堂で開かれた第７回
関東合唱コンクール。張り
詰 め た空 気 の中 で 歌い だ
す。途端に床が揺れ出し、
ガタガタと音が出た。緊急
停止、凍り付く。
ベースに飯田剛の顔が見
27
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な が お か

よ し ま ろ

わ と し ゆ き

し、稲門グリークラブの行
事によく参加して、ソヴィ
エト、エジプトなどの海外
演奏旅行にも行った。
第７回ＯＢ四連で「ウエ
ストサイドストーリー」を
演奏した時のある練習日。
長岡が模範を示すつもりで
歌っ た 「サ バ ッパ ー …」
が、 指 揮者 の 堀俊 輔 さん
（Ｓ 卒）に「ですから、
それが間違ってるんです」
と指摘され、皆で大爆笑し
たのも良い思い出だ。
現役時代、我々は新宿か
ら近い同期の高野昌幸の家
に入り浸っていた。神谷紀
一郎、大古殿宗三、北村勝
昭、加藤治信、そしてなぜ
か 年上の竹久重義先輩。
長岡と私を入れた 人組は
麻雀をするのが常だった。
高野はソニーに入社し、
役員、関連会社の社長を務
めた 。 彼に は 妹が ２ 人い
て、上の妹が長岡の奥様の
喜美子さんだ。貴美子さん

には、グリー同期とその奥
様が核になり、加藤治信の
指揮で２０１７年まで二十
数年続いた混声合唱団コー
ロ・リーゾの初代会長を務
めていただいた。
長 岡は 鹿 島を 定 年退 職
後、長野か山梨の企業に技
術者として再就職し、週末
に東京に帰る生活をしてい
た。その帰宅の高速バスの
中で倒れ、救急車で搬送さ
れた。命はとりとめたが、
車いすの生活になった。
車いす生活になっても、
時々演奏会に顔を出してく
れていたが、最近は公の場
所に顔を出さず、長岡家に
北村と夫婦で行ったのはも
うだいぶ前になる。ほぼ
年の介護生活は奥さんにと
って本当に大変だったと思
う。木曽は遠いので近くの
墓地に埋葬すると聞いてい
るので、落ち着いたら墓参
りをしようと思っている。
清水實（Ｓ 卒）

な か む ら

こ

う き

中村 浩毅さん

兄と共 にグリ ー
人懐っ こい笑 顔

の

ぶ き

体調を崩して、伊豆の療
養所で静養していると聞い
ていた。同期の永久幹事で
ある松島靖宏君が連絡をし
ても返事がないと心配して
お お つ か

大塚 伸樹さん

愛称「 チビ太 」
まとめ 役で尽 力
大塚伸樹君の存在を知っ
たのは昭和 年８月、伊豆
・吉名温泉のさかや旅館で
のグリークラブ夏季合宿の
１年生部員会でした。同期
ひ ろ ま さ

ースとは離れたトップテナ
ー。兄弟部員だから下の名
前で 浩毅 こ
( うき と
) 呼ば
れ、皆に好かれた。
１年生は多すぎて先輩と
一緒に初めて練習したのは
伊豆での夏合宿。しかもオ
ンステできたのは２年生か
ら。その時兄弟オンステが
実現していたことになる。
就職先の西武百貨店で、責
任あ る 職場 を 任さ れ てい
た。結婚式に呼ばれたら、
今なら珍しくない、洒落た

良を中心に考古学者と遺跡
発掘調査に貢献しました。
昭和 年の卒業生の送別
演奏会が学園紛争で中止に
なりました。彼はグリー史
上初の「 年目の送別演奏
会」 の 開催 に 奔走 し まし
た。その時に集まった私た
ちに「このまま解散するの
はもったいない」と、Ｓ
～ 卒を中心とした「倶楽
部グリー」の設立に尽力し
てくれました。
自 分 の病 気 と闘 い なが

い たと こ ろ、 １ 年先 輩 の
兄、中村洋暉さんからの連
絡で訃報を知った。
年以上前を思い起こせ
ば、新入部員となった同期
は１００人以上いた。それ
が卒業時には３分の１に減
り、残った中に同じベース
の中村君がいた。白い歯を
見せて人懐っこい顔でベー
ス らし い 声を 響 かせ て い
た。クリーム色のユニフォ
ーム姿が懐かしい。
お兄さんの洋暉さんはベ
とはいえ、３年間の社会人
経験があり、最年長ながら
小柄な体型と愛嬌のある笑
顔で、同期約 名（新入部
員は約１００名）の心をつ
か み、 進 行役 を 務め ま し
た。その風貌から当時の人
気 漫画 「 おそ 松 くん 」 の
「チビ太」と称され、一躍
人気者となりました。
卒業後は日本アップジョ
ンなど薬品関係の仕事に携
わり、その後はライフワー
クの考古学に関わって、奈

青山の一軒家だった。だか
ら記憶に鮮明に残る。数年
後の同期会では、連れてき
たお嬢さんを可愛がる良き
父親になっていた。とても
愛くるしいお嬢さんが膝に
乗ってきて。皆を喜ばせて
くれたのも懐かしい思い出
だ。
最近は同期会に出てこら
れず、会えなかったのがと
ても残念。今はただ冥福を
祈るばかりだ。
中嶋勝彦（Ｓ 卒）

ら、２年前に逝去した同期
の内田康彦君を見舞い、連
絡をくれたものの、家族に
は「自分のことは同期には
一切伝えるな」と厳命。亡
くなる２日前に、奥様から
「歌いに来てください」と
の電話が入り、急きょＳ
卒の大川邦之さん、同期の
服部、三浦光紀、私の４人
が駆けつけ、大塚君の手を
握りながらハモったのが最
後の別れでした。合掌
内山守太（Ｓ 卒）

そして、卒業後も西君は
地元合唱団の主力メンバー
として活躍したと伺ってい
ます。
改めて振り返ると、結局
西君は「合唱好き」もさる
こ とな が ら、 そ れ以 上 に
「グリー好き人間」だった
んだなと思います。天国で
も学生時代を思い出して若
いグリーメンを応援してあ
げてください。
合掌
瀬戸 裕（Ｓ 卒）

42

長岡 義麿さん

が

に し

西 宏昌さん

40

稲 グリで 存在感
夫 婦で合 唱団も

せ

グリー同期の長岡義麿が
死んじまった。こんな表現
の方が似合う男だった。
木曽福島の出身で、現役
時代の酒の席では必ず「正
調木曽節」が出て、グリー
では広くなじみになってい
た。私の家族も夏に木曽福
島を訪れ、１泊した記憶が
ある。亭主はチェーンソー
で裏の大木を切ろうと張り
切り、奥様は美味しいそば
屋に案内してくれた。
現役の時は印刷局長で、
名 前 の義 麿 から 「 ＭＡ Ｒ
Ｏ」の署名できれいな楽譜
を提供してくれた。グリー
では一大勢力の鹿島に就職
は

長谷川俊行さん

詰 襟の実 直な男
黙 々とガ リ版に

多く、印刷物の仕事をこな
し、その後の練習にも必ず
出ていました。
昭和 年春の東海・関西
方面への演奏旅行は私が担
当しました。その事前交渉
で奈 良 に行 っ た際 、 ２日
間、奈良の実家に泊めても
らいました。伝統を感じさ
せる風格のある立派な旧家
で、ご両親、妹さんに大変
お世話になったことを今で
も鮮明に覚えています。

30

50

い重厚な音量の持ち主で、
パートの幹になる貴重なメ
ンバーでした。とりわけ全
体に溶け込む音色は、高い
レベルの合唱づくりに大い
に貢献しました。
一方で、印刷物全体を担
当して楽譜づくりや連絡物
をコツコツ作成していまし
た。当時はガリ版刷りが主
流でしたので、さぞ大変だ
っただろうと思います。彼
は鶴巻の部室にいることが

45

42

43

43

奈良の 旧家出 身
地元で も合唱 団
昨年 月 日、昭和 年
卒バリトンの西宏昌君が逝
去されました。享年 歳で
した。西君はバリトンらし
43

50

Ｓ42卒、74歳
18年４月17日
Ｓ43卒、76歳
18年12月12日
Ｓ43卒、73歳
18年10月28日

73

41

42

39

28

20

謄 写 版で 印 刷し て いた に
)
所属し、合宿の際などは徹
夜で翌日の練習に間に合わ
せることもあったが、彼は
黙々とガリ版を切っていた
姿が今も目に浮かぶ。
だが卒業後はＯＢ会の会
合にも一度も顔を出してく
れることもなく、 年がた
とうとしている。詰襟姿の
彼 し かイ メ ージ で きな い
が、何とかして君に一度で
も会っておきたかった。ご
冥福を祈る。合掌
山口純一（Ｓ 卒）
60

1

50

た。
卒業後、同期会の案内に
もいつも返事がなく、いく
ら電話しても通じない。何
回目かの同期会の時、漸く
連絡 で きた の だが 、 その
際、老親の面倒と田舎の家
の管理で、東京と郷里福島
と半々の生活だということ
だった。あれから 年以上
はたっているだろう。
思えば、実に真面目で実
直な 男 だっ た 。印 刷 局 当(
時は 楽 譜も 部 報も 手 書き
で、鉄筆でガリ版を切り、

10

38

37

Ｓ38卒、79歳
９月３日
Ｓ37卒、80歳
18年６月９日

昭和 年卒の長谷川俊行
君が昨年夏に亡くなってい
たことを年末に知った。オ
ールワセグリ会の案内メー
ルに、奥様から「死亡」の
返 事 が届 い たと 知 らさ れ
37

7
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譜面と音取り音源のキット
は セット５００円で配布
します。
現役時代に相澤先生にお
世話になった方をはじめ、
先生の名曲「ぜんぶ」のフ
ァンの方、大阪のフェステ
ィバルホールで歌いたいと
いう方、慶應、同志社、関
西学院と一緒に男声合唱の
素晴らしさを伝えたいと思
っている方など、皆さまに
はいろいろな思いがおあり
と思います。そうしたお気

持ちに添えるようなステー
ジに な ると 確 信し て いま
す。
参加に際しては、譜面代
金などのほかに、参加費１
万円（平成 年卒以降は５
０００円）、大阪への交通
費・宿泊費をご負担いただ
きます。
参加の申し込みは、第
回ＯＢ四連・早稲田実行委
員会副委員長井上靖夫（Ｓ
卒） inoueyyt@ybb.ne.jp
までお願いいたします。
多くの皆様の参加をお待ち
しています。
木村寛之（Ｓ 卒）

現役 就職相 談会
意見 交換濃 密に
１月 日、２０１９年度
の就職相談会を早稲田奉仕
園で開催しました。今年は
例 年よ り も少 な い現 役 ７
名、ＯＢ７名の計 名の参
加でした。でも少人数なら
ではのディスカッション形
式 のＱ ＆ Ａを 実 施す る な

ど、参加者のコミュニケー
ションは濃いものになり、
例年より盛り上がったと感
じています。
最近の就活事情ですが、
採用数は多いものの、内定
を多数もらう学生と、そう
でない学生とではっきりと
明暗が分かれています。理
由のひとつに、内定を多数
獲得する学生は就活の動き
出しが早いことが挙げられ
ます。そのような学生は所
属するゼミやサークルで、
働いているＯＢと接する機
会が多いため、自然と就職
に対する意識が芽生えてい
るようです。
ＯＢ会の就職相談会も、
就活の時期に限定したもの
ではなく、現役が就職に興
味を持つきっかけとなるよ
うな会に変えていく必要が
ありそうです。
古賀弘晃（Ｈ 卒）

20

2019 現役・ＯＢ会の活動予定

現役に就活の体験を話すＯＢ

14

ＯＢ四連 ３月から練習開始
～ 時：文京シビックホー
ル練習室１）から開始しま
す。練習指揮者は小林昌司
さん（Ｈ 卒）に務めてい
ただきます。
「 僕 の愛 あ なた の 夢」
は、２０１７年７月に駿河
台倶楽部（明治大学グリー
クラ ブ ＯＢ ） によ り 初演
され、同倶楽部が 年にも
歌った素晴らしい曲です。
ＹｏｕＴｕｂｅで初演ステ
ージが公開されていますの
で、是非お聴きください。
立 し たラ ト ビア の 祭典 で
は、女性は宇宙を意味する
花冠をかぶります。言葉は
わからなくても指揮者の指
示が伝わる、現地の若い女
性たちが泣きながら国歌を
歌っている……。国境を越
えて、歌う喜びと感動を共
有した瞬間でした。

37

56

25

53

22

り、２年連続で賞状を作ら
せていただきました。ワセ
グリとの縁が次々に広がっ
ていく不思議さに、自分で
も驚いています。
ワセグリの印象は、やっ
ぱり男臭い。でも、ガイス
マ代表の児玉昌久さん（Ｓ
卒）から中堅・若手ＯＢ
まで 、 専門 性 を磨 き なが
ら、外に出て色々なことに
挑戦している人が多いよう
に感じます。
立正グリーＯＢ・ＯＧ会
には合唱団がありません。
今回、若手を中心に呼びか
けて、２月に彩の国さいた
ま芸術劇場で開催した現役
の定期演奏会に、初めて賛
助出演しました。将来、Ｏ
Ｂ・ Ｏ Ｇ合 唱 団を つ くっ
て、ワセグリのように楽し
くやっていけたら、と思っ
ています。
（愛媛県西条市出身）

19

第 回東西四大学ＯＢ合
唱連盟演奏会（ＯＢ四連）
が７月 日（日）、大阪の
フェスティバルホールで開
催されます。本紙前々号で
お知らせしました通り、稲
門グリークラブは男声合唱
組 曲「 僕 の愛 あ なた の
夢 」 （ 作 詞： 栗 原寛 、 作
曲：大藤史、編曲：森田花
央里）を、相澤直人先生の
指揮、森田花央里先生のピ
アノで演奏します。
練習は３月３日（日、
29

歌う喜びと感動を共有
縁が次々広がる不思議
合唱団のつながりで、お
江戸コラリアーずの団員の
方が経営する高田馬場駅近
くの小料理屋にも通うよう
になりました。店に通うた
びに、新しい歌仲間が増え
ていきます。
年には新たな偶然が加
わりました。私が勤める印
刷会社に、ワセグリＯＢ会
から感謝状の作成依頼があ

編集後記

▽…本紙もついに禁断？の
領域に踏み出しました。男
声合唱団ＯＢ会の会報では
おそらく初めてであろう女
性欄「応援席」を設けまし
た。ヤラセはなしで、ワセ
グリに対する率直な思いを
語っていただく欄にしたい
と思います。読者の皆さん
からの他薦、自薦？をお待
ちしています。（編集部）

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
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か
す
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や ま ね

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19日（土）就職相談会（早稲田奉仕園）
１月27日（日）ＯＢメンバーズ演奏会
（ティアラこうとう大ホール）
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３日（月）ペンシルベニア大学グリークラブ
ジョイントコンサート（杉並公会堂）
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）
８月下旬
第27回還暦会（Ｓ57卒）
＆順グリ会PartⅡ（Ｓ58～63卒）
８月22～25日 現役 九州演奏旅行
30、31日 現役、岐阜県八百津町で演奏会
９月
現役上海演奏旅行
10月19日（土）第25回順グリ会（Ｈ04～10卒）
（リーガロイヤルホテル東京）
10月20日（日）稲門祭・稲門音楽祭
（早大早稲田キャンパス）
12月７日（土）現役第67回定期演奏会
（東京芸術劇場）
【2020年】
１月11日（土）ＯＢ会総会・オールワセグリ会

次号は ５月下旬 発刊
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「歌と踊りの祭典」に、日
本ラトビア音楽協会合唱団
ガイスマとともに参加させ
ていただきました。
特 に佐 藤 拓 さ ん（ Ｈ
卒）の指揮で参加した 年
は、建国１００周年にあた
り、審査を経て数少ない外
国人団体として出演が認め
られ、気合が入りました。
１９９１年に旧ソ連から独

15

28

立正大学グリークラブＯ
Ｇ で 、現 在 は混 声 合唱 団
「アンサンブル歌日和」で
歌っています。小学４年生
で合唱を始めてから、ずっ
と縁が切れないまま、音楽
は私の生活に欠かせない一
部になっています。
ワセグリとのご縁は学生
時代、指揮者（現常任指揮
者）の山脇卓也さん（Ｈ
卒）の指導を受けながら、
学生指揮者を務めました。
２０１３年と 年、ラトビ
アで５年に１度開催される

18

山根 明日香さん
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