東京六連
68
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28

５面…現役送別演奏会・新歓活動
現役、９月に上海演奏旅行
６面…連載「現役ウオッチャー 年」
日…「音楽リレー評論」
８面…「応援席 吉田祐子さん」
ＡＷネット、今年度幹事決まる

32

7

17

２面…ＯＢ四連に向けて
「あの時あの歌 酒頌」
３面…東京稲グリ、調布で演奏会
還暦会＆順グリ会Ⅱのご案内
４面…現役指揮者インタビュー
現役六連 詳報

28

ネチ唱法」「トイレに到着
したときの幸せ感」など独
特の比喩で皆を笑わせなが
ら、全４曲をさらった。
森田先生も「曲は合唱曲
の発想ではなく、ミュージ
カル や ポッ プ スに 近 い」
と、自らダンスも披露しな
がら歌唱指導。「今のよう
な男 気 を見 せ てほ し い」
「さ っ きの 歌 い方 で は 女
(
性は）ついていく気になれ
ない」などと指摘し、メン
バーを奮い立たせた。両先
生のユニークな指導で、曲
想は み るみ る 変化 し なが
ら、仕上がっていった。
７月の大阪での本番には
多くのメンバーが参加して
演奏を成功させたい。

森田花央里先生

30

合同ステージは、男声合
唱とピアノのための「この
星の上で」を、高嶋昌二氏
の指揮、水戸見弥子さんの
ピアノで演奏した。

ＯＢ四連へ追い込み

42

20

相澤直人先生

練習部門 若手中心に編成

29

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

25

ＩＮＤＥＸ

な拍手と歓声が起こった。
他の５団体のオンステ人
数は明治 人、慶應 人、
立教 人、東大 人、法政
人（女性２人含む）。
23

れ、急ピッチで仕上がって
いる。（関連記事２面に）
練習部門は小林昌司さん
（Ｈ 卒）に練習指揮者を
お願いし、平成 年代卒の
若手がパートリーダーを務
める「超攻撃的布陣」。そ
れを中堅・ベテランがパー
トマネージャーとして支え
る態勢を敷いた。
５月 日、指揮者の相澤
直人先生、編曲・ピアノの
森田花央里先生の初練習が
行われた。相澤先生は「こ
の曲は普通の合唱曲のよう
な作りをしていない。周り
に合わせないで、もっと自
分で歌ってほしい。合わな
ければ、指揮者の僕の責任
です」とあいさつ。「コマ
11

〈編集・発行〉
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ヒット曲メドレー 会場沸く
７

12

早 稲 田 大 学
グリークラブOB会

第 回東京六大学合唱連 ンコールは沢田研二の「Ｔ
盟定期演奏会が５月 日、 ＯＫＩＯ」。会場から盛大
東京芸術劇場コンサートホ
ールで開催された。早稲田
・
大学グリークラブは宇田川
安明氏編曲による「ワセグ
リ日本一周！」を、学生指
揮者の横野奏士郎さん（４
年）の指揮、増本博子さん
７月 日（日）の第 回
のピアノ伴奏で演奏して、 東西四大学ＯＢ合唱連盟演
会場を大いに沸かせた。
奏会（大阪・フェスティバ
（関連記事４、５面に） ルホール）に向け、稲門グ
ワセグリは六大学で最多 リークラブが演奏する男声
の 人がオンステ。ステー 合唱 組 曲「 僕 の愛 あ なた
ジ は「 早 稲田 函
⇛ 館 沖⇛ 縄 ⇛ の夢」の練習が佳境を迎え
長崎 京
ている。練習は３月３日か
⇛都 東
⇛ 京 」の 順に
日本を一周する「旅情と哀 ら 週 １ 回 の ペ ー ス で 行 わ
愁と興奮に満ちた 分の弾
丸ツアー」と銘打った。
「 銀河 鉄 道９ ９ ９」 「 北
国の春」「函館の女」「浪
漫飛行」「島唄」など往年
のヒット曲メドレーをしっ
かりとした合唱音楽にして
演奏。「長崎は今日も雨だ
った」の二重唱には、ひと
きわ大きな拍手が起きた。
そして、ＪＲ東海の「そ
うだ京都、行こう。」のＣ
Ｍに使われた「私のお気に
入り」、ＴＯＫＩＯの「Ａ
Ｍ Ｂ ＩＴ Ｉ ＯＵ Ｓ Ｊ Ａ Ｐ
ＡＮ！」を、伸びやかなハ
ーモニーで歌い上げた。ア
相澤、森田両先生の初練習

22

中岡良敬
ヒット曲メドレーで聴衆を魅了した「ワセグリ日本一周！」（東京芸術劇場）＝撮影：スタッフ・テス

2019年（令和元年）5月30日

早稲田大学グリークラブＯＢ会新聞（稲グリ新聞）
（№213）

新元号「令和」になって
最初の稲グリ新聞をお届け
し ます 。 新し い 時代 に 入
り、さらに充実した紙面作
りに努めたいと思います。
▼「ビューティフル・ハー
モ ニー 」 。外 務 省は 「 令
和」の意味を外国政府に説
明する際、使用する英語を
在外公館に指示しました。
「 令」 を 「オ ー ダー ＝ 命
令、秩序」と訳す海外メデ
ィアが多かったのを受けた
措置で、しきりに「美しい
調和」と強調しています。
▼ともあれ、令和の時代に
ワセグリＯＢ会も、より調
和のとれた組織になってい
く必要があります。新しい
時代は必ずしも明るい展望
ばかりではありません。少
子高齢化、地域社会の空洞
化、雇用の流動化、忍び寄
る貧困、無縁社会など、気
が滅入るような重い課題が
数多く横たわっています。
▼それでも、様々な世代、
異なった環境にいるＯＢ一
人ひとりに居場所があり、
それぞれが輝けるようなコ
ミュニティーでありたいも
のです。稲グリ新聞やＯＢ
会のサイト、ＳＮＳはその
〝ライフライン〟として、
希望の灯を少しでも灯して
い けた ら 、と 思 って い ま
す。春は異動の季節、転居
された方も少なくないでし
ょう。住所変更は編集局に
ご連絡頂けたら幸いです。

目指すは新旧ＯＢの融合
一丸で譜面を超えた表現追求

曲の 難易 度 は
高く あり ま せ
ん。 しか し な
がら 簡単 な だ
けに 、た だ 暗
記で 終わ っ て
しま って は 陳
腐で つま ら な
い演奏にな
り、男女の恋模様が主題で
すから、上辺をなぞっただ
けでは味気ないものになっ
てしまいます。譜面を超え
た表現が求められる、歯ご
たえのある作品だと感じて
います。
今 回の 下 振り の 音楽 と し
て は、 よ り繊 細 な表 現 付

け、 よ り丁 寧 な言 葉 さば
き、より溶け合うハーモニ
ー作りを心がけていきたい
です。さらに深く、音楽を
通じて実現したいことは、
より自分から表現しようと
する〝自主性〟を育むこと
です。これは勿論下振りの
目指す音楽を支えるためで
もありますし、１人で表現
を行う弾き語りのニュアン
スを 出 すた め でも あ りま
す。
歌い手それぞれに相澤先
生に与えられる指示やイメ
ージを咀嚼してもらい、そ
のうえで一人ひとりが自分
なりに曲と向き合い、解釈

や世界観をキチンと持って
表現する、これが実現する
よう働きかけていきたいと
思います。
さて今回のＯＢ四連、組
織としてのテーマは、新旧
ＯＢの「融合」だと考えて
います。近年、ＯＢ合唱団
の演奏会で若手ＯＢの比率
が上がっていることが注目
されていますが、今回目指
すのはその先です。ただ若
手ＯＢが参加している場で
はなく、新旧ＯＢ一人ひと
りにとっての心の拠り所と
な るよ う 、Ｏ Ｂ 全体 の 融
合、組織の一体感の醸成を
図っていきたいです。
その実現に向けた具体的
な施策として①若手パート
リーダー起用②発声や練習
で交流時間設定③練習後の
積極的な飲みニケーション
ーーの３つを実施し、推進
していきます。
非常に短い時間ではあり
ますが、下振りとして参加
の諸先輩方はじめ練習ピア
ニストの古門詩帆さんや多
くの方の力を借りながら、
１回１回の練習を密度の濃
いものにしていけるよう頑
張ります。
最後に、７月 日（日）
大阪・フェスティバルホー
ルで歌う喜びを、多くの方
と共有したいと思っていま
す。ふと気になったら練習
にお越し下さい。叶わなけ
れば、是非本番を聴きに来
てください。ＯＢ一丸とな
って、共に良い音楽をつく
っていきましょう。

28

み）さんで、合唱編曲が今
回ピアニストをお願いして
いる森田花央里（もりたか
おり）さんです。
もともと弾き語り用の曲
だけあって、どの曲もキャ
ッチーなメロディーライン
の素敵な曲揃いです。ユニ
ゾンでの進行が多く、合唱

17

して挑む組曲「僕の愛 あ
なたの夢」は、〝恋愛〟を
テーマとした４曲から構成
されています。とても新し
い作品で、２０１７年７月
に駿河台倶楽部（明治大学
グ リ ーク ラ ブＯ Ｂ 会合 唱
団）によって委嘱初演され
ました。
作曲は女性シンガーソン
グライターとして活躍され
ている大藤史（おおとうふ

ださった。初見のスコアと卒
団生を前に、本番直前の楽屋
でリハーサルをしていただい
た（これも大変なご無礼を働
きました）。
こうして 年２月 日、杉
並公会堂で、卒団生ステージ
「ヤマチャソといっしょ♪～
１００代目の断末魔～」のア
ンコール曲として、卒団生
名 、山田 先生 の指 揮で 「酒
頌」が初演された。
今や全国津々浦々で広く愛
唱 される よう にな った 「酒
頌」。筆者自身で作ったわけ
でもないが、「酒頌」が歌わ
れる場面に出くわすと、なぜ
か誇らしい気持ちになる。一
学生の若気の至りに、本気で
向き合ってくださった先生方
の寛容なお心に、この場を借
りて、改めて深く感謝申し上
げます。
星 雅貴（Ｈ 卒）

23

20

第22回ＯＢ四連のチラシ

許し下さい）。
年明け後しばらくして、上
田先生よりメールが届いた。
「何事か 」と恐る恐るメー
しゅしょう
ルを開くと、「酒頌」と題さ
れた曲が添付されていた。そ
こには「お酒好きの卒団生た
ちへ」とのメッセージも添え
られていた。興奮冷めやらぬ
まま学生会館に出向き、すぐ
さま練習に取り掛かった。
そして迎えた送別演奏会。
我々卒団生は上田先生作曲の
「稲風」を演奏。山田先生は
そのピアニストとしてオンス
テしていただくという大変贅
沢なステージであった。ただ
「せっかく山田先生に来てい
ただいている。『酒頌』を振
っていただければ……絶対お
いし いわ ぁ」と の思 い が働
き、先生の楽屋へ向かった。
当日のお願いにもかかわら
ず、山田先生は引き受けてく

08

在 歳、独身の新宿区在住
で、出身は福島県の会津、
大好物はラーメンです。現
役時代、今回指揮していた
だく相澤直人先生をお呼び
したことがきっかけでお声
掛けをいただきまして、僭
越ながら練習指揮者をお引
き受けさせていただきまし
た。どうぞよろしくお願い
します。
今回稲門グリークラブと

「海のあなたの」も作ってい
ただいた。両先生と早稲田の
居酒屋で、べろんべろんにな
るまで呑んだりもした。
年末、そんな１年の思い出
を振り返りつつ、筆者は都立
家政のアパートで上田先生へ
の年賀状に感謝の気持ちを記
した。その結びの５㍉くらい
の 余白 に、 半ば 冗談 で「 追
伸：僕たち卒団生のために送
別演奏会で演奏する曲を書い
てください！（笑）」と追記
した（今思えば失礼千万では
ありますが、若気の至りとお

!?

この度、ＯＢ四連単独ス
テージの男声合唱組曲「僕
の愛 あなたの夢」の下振
りを担当します、小林昌司
（Ｈ 卒）と申します。現

12

24

無礼なお願い 上田 ・山田先生動く

討する中、山田先生から「上
田先生にお願いしてみるのは
？」との話があり、そこから
だったと記憶している。
上田先生は定演での委嘱を
快く 引き 受け して くだ さっ
た。 前述 の下 田で 演奏 した

山田和樹先生は本番当日の依頼に応えて
「酒頌」を指揮した（2008年２月23日）

練習指揮者
小林昌司（Ｈ29卒）
ワセグリ創立１００周年の
２００７年。現役にとっては
「ヤマカズ※イヤー」（※山
田和樹先生）であった。６月
の東西四連、９月の下田市で
の特別公演、そして 月の定
期演奏会と、山田先生にタク
トを振っていただいた。さら
に先生は定演の打ち上げで、
４年生最後の舞台である送別
演奏会の卒団生ステージへの
出演を約束してくださった。
年のワセグリは作曲家、
上田真樹先生と出会った年で
もあった。この年の２月、山
田先生×東京混声合唱団のタ
ッグで、上田先生作曲の「夢
の意味」が初演された。まさ
に「稀代のメロディーメーカ
ー爆誕！」という印象であっ
た。上田先生とワセグリのコ
ンタクトはそれからほどなく
してである。１００周年を飾
る定演のプログラム構成を検

2008年送別演奏会「酒頌」委嘱初演

ＯＢ四連
29

07

（№213)

早稲田大学グリークラブＯＢ会新聞（稲グリ新聞）
2019年（令和元年）5月30日

昭和35年卒同期会「十日会」の恒例の新年会が１月19日、
中野サンプラザホテルで、メンバー17名、サポーター５名が
出席して開催されました。今年は関西勢が欠席となりました
が、高橋一一（岐阜）、島田宗彦（長野）、秋元孟（栃木）
の諸兄が遠方より出席。浅井光雄、故大町正人、高梨清志、
長井秀行、故宮崎宏の夫人方、三雲孝夫君（Ｓ40卒）の参加
を得て、寒中とはいえ好天に恵まれた新春の午後のひととき

15

27 24

レ クシ ョ ン」 と 題し て 、
「酒頌」「いい日旅立ち」
「川の流れのように」「こ
の街で」（新井満作詞・作
曲）などを歌った。
中でも、ムソルグスキー
作曲の「蚤の歌」を故前田
憲 男氏 が 作詞 ・ 編曲 し た
「飲めの歌」は、メンバー
の酔っ払いのパフォーマン
スと最後の「シェーッ！」
の決めポーズで会場は大爆

笑。 ロ シア 民 謡「 カ リン
カ」 で は貝 塚 文一 郎 さん
（Ｓ 卒）の名テナーソロ
に拍手喝采が起こった。
合同ステージは、谷本さ
んの母親の谷本智子さんが
作詞・作曲した「小さな幸
せ」を、作曲者自身の指揮
で演奏した後、佐藤さん指
揮の「遥かな友に」で締め
くくった。
（編集部）

号を祝い、多くのＯＢの皆
様の昭和～平成の郷愁を呼
び覚まし、令和の時代をま
すます明るく元気に過ごし
ていただくきっかけとなる
よう、知恵を絞って準備を
進めています。
▽第１部＝ 時開演・早稲
田奉仕園スコットホール
▽第２部＝ 時開宴・大隈
ガーデンハウス
▽会費 ＯＢ ８千円
（昨年から２千円値下げ）
同伴者３千円
詳細は６月上旬にお送り
するＯＢ向け一斉メール、
または往復はがきにて御案
内させていただきます。令
和で初めての還暦会＆順グ
リ会ＰａｒｔⅡ。たくさん
の笑顔で満たす会にしたい
と思います。是非ご参加く
ださい！
幹事一同

13

東京稲グリ 調布で演奏会

号」も出演し、バーバーシ
ョップのナンバーを披露し
た。
東京稲グリは第２ステー
ジから登場し、三木稔作曲
の「生活漕ぎ歌」「男声蛮
歌集」を振り付けとメンバ
ーのギター伴奏をつけて演
奏。佐藤美佳さんのピアノ
伴奏が加わった第４ステー
ジは「春だ！酒だ！合唱だ
！東京稲門グリークラブコ

回還暦会＆順グリ会Ⅱ

年を中心とした演奏会、そ
の後、大隈講堂隣の大隈ガ
ーデンハウスに移動してパ
ーティー、という２部形式
にて執り行います。
今年の還暦会はＳ 卒、
順グリ会ⅡはＳ ～ 卒の
方々が対象です。ビューテ
ィフル・ハーモニーとも訳
される「令和」。この新元

63 57

15

れ、22名が参加しました。もう卒業して54年にもなり、午後
２時半の開宴から５時過ぎまで、互いの情報交換も交えなが
ら、昔憶えた愛唱曲を歌いまくりました。遠隔地から唯一、
福井市の前波亨哉が参加し、彼を宿から迎えにきた夫人を、
唯一の聴衆として演奏を披露しました。三雲孝夫（Ｓ40卒）

こととしました。さらに元
号も新たに令和となった今
年、銀座の地を離れ、早稲
田大学グリークラブの〝聖
地〟ともいえる早稲田奉仕
園スコットホールで還暦学

58

第

31

８月 日 早稲田で開催

28

31

第 回「還暦会＆順グリ
会ＰａｒｔⅡ」を８月 日
（土）に開催します。今年
はＯＢ四連が７月 日に行
われるため、例年よりも１
カ月ほど遅らせて開催する

昭和40年ワセグリ卒の同期会「野郎会」が２月２日、東京
・後楽園の講道館地下のレストラン「J bien」で今年も開か

27

27

39

◆Ｓ40卒「野郎会」、今年も22人が参加

リーンホール大ホールで、
地 元 の女 声 合唱 団 など と
「春のコーラスフェス in
調
布」を開いた。佐藤拓さん
（Ｈ 卒）の指揮で、三木
稔作品集や春・酒にちなん
だ曲を歌って、聴衆を楽し
ませた。
今回のコーラスフェスは
「ちょうふアルモニア合唱
団」の指揮者、谷本喜基さ
んと佐藤さんが同じヴォー
カルアンサンブルにいた縁
で実現した。東松寛之さん
（Ｈ 卒）、太田裕也さん
（Ｈ 卒）、阿久津拓也さ
ん（Ｈ 卒）が参加する若
手７人のコーラスグループ
「 合 唱 団 特急 う た ご え

少なく、元大学総長の白井克彦が日本オープンオンライン教
育推進協議会(ＪＭＯＯＣ)の代表理事を務めていて、鹿島で
役員をしていた岡本章が週何回か働いているくらい。指揮者
の加藤治信も昨年まで働いていたが、辞めた途端に体調を崩
すなど、全員が加齢の〝洗礼〟を受けている。須山高はバッ
ハにのめり込み、俳句の本を出したと思ったら今度は個展を
開くという西川新八郎、ゴルフを奥様と一緒に年間１００回
近くする高野昌幸……。稲門グリークラブで歌っていなくと
も、地元やカラオケで歌っていたりと、出席者は皆、互いの
元気を確認し合った。
清水實（Ｓ38卒）

81

同期会は毎年やらないとどんどん人が減っていくからと、
毎年開催が決まって２年。案の定、新宮の福田丈太朗、木曽
節の長岡義麿、カメラマンの中尾駿が亡くなり、今回は４月
10日昼、メンバー１3名、奥様方５名が出席して東京・新橋
の新橋亭で開催した。
各人の近況報告では、この年になると仕事をしている者は

東京稲門グリークラブは
４月７日、東京・調布市グ

三木 稔作品のステージ

◆Ｓ38卒同期会、18人が健康を確認し合う

29

を楽しく過ごすことができました。
新年会は昨年亡くなった冨永侃君の冥福を祈って黙とうを
捧げた後、大町ますみさんの熱唱、吉例のビンゴ大会などで
楽しい時間を過ごしました。本会もメンバーの高齢化で出席
者が減少気味でもありますので、新年会の開催は今回をもっ
て一区切りとし、次回からは開催時季、趣向、会場を縷々相
談しながら継続させることにしました。最後に校歌、愛唱歌
をハモり、またの再会を期し、互いの健康を祈って散会しま
した。
馬渡晴男（Ｓ35卒）

会場を沸かせた「飲めの歌」

◆Ｓ35卒「十日会」、一区切りの新年会
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令和初となった今回の六
連。 ワ セグ リ のス テ ージ

東西四 連６ 月 日
定演も 曲目 決まる

現役 グ リ ー は６ 月 日
（土）の第 回東西四大学
合唱演奏会（すみだトリフ
ォニーホール）では、男声
合唱とピアノのための組曲
「天使のいる構図」（作曲
・松本望）を、清水敬一氏
の指揮、小田裕之氏のピア
ノで演奏する。
月７日（土）の第 回
定期演奏会の演奏曲目も決
まった。作曲家の青島広志
氏プロデュースのステージ
をはじめ、三宅悠太氏の新
作委嘱初演（指揮・相澤直
人氏）、男声合唱組曲「永
久ニ」など、意欲的なプロ
グラムをそろえた。

エンタメ性が強調され、歌
以外に踊りや奇抜な衣装な
どで会場を沸かすことが多
かった。今回の演奏ではそ
ういった視覚的な演出を敢
えて抑えて、ここ数年で飛
躍的にレベルアップした合
唱の表現力で聴衆を虜にし
たことは特筆に値する。
六連直前の５月５日に現
役のＦａｃｅｂｏｏｋに投
稿された宇田川先生へのイ
ンタビュー記事で、宇田川
先生が「ピアニッシモを上
手く 歌 える 」 と評 し てい
た。その通り、今回の演奏
で特 に 素晴 ら しか っ たの
が、 Ｔ ＨＥ ＢＯ Ｏ Ｍの 代
表曲「島唄」における弱声

68

合唱の可能性 伝えたい

が上手 で、新
しいワ セグリ
を開拓 するた
めにお 願いし
ました 。四連
では、 今まで
聴いた ことが
ないワ セグリ
のサウ ンドが
鳴ると思います」
ーー 月の定期演奏会の
曲も早々に発表しました。
「今 年 度は 合 唱の 可 能
性、ワセグリの可能性を探
る 年になると思います。
合唱ってこんなこともあん
なこともできるんだぞ！っ
ていうのを、ワセグリのや
り方で世の中に伝えていき
たいです」
構成・杉野耕一（Ｓ 卒）

12

22

22

67

学生指揮者
横野奏士郎
（４年）

四連は清水敬一氏と初共演

京だよおっかさん 』を、
我々の代が好きだったこと
もありました。ポピュラー
な曲を歌いながら、演出・
振付は極力抑えて、音楽で
勝負できたと思います」
ーー東西四連では清水敬
一氏と初めて共演します。
「清水先生は早大コール
・フリューゲルのイメージ
が強いですが、演奏を繊細
なところまで創り上げるの

59

磨き上げた表現力 聴衆を虜に

第68回東西四連のチラシ

は、約 年ぶりとなった宇
田川安明先生編曲によるポ
ップス曲メドレーだった。
宇田川先生編曲のステー
ジは、これまで何度かある
が、特に好評を博したのが
１９９７年の第 回六連の
単独ステージで演奏された
46

曲をしましたが、どちらも
〝合唱〟という形式に軸を
置くことを意識しました」
「六連の『日本一周！』
は、１９９７年六連の『東

エンタメでも演出・振付は抑え
音楽で勝負した＝同

1

「東京だよ おっかさん 」
であろう。現役がこの「お
っかさん」の演奏をリスペ
ク トし て いた の であ ろ う
か、今回の演奏でも「おっ
かさん」で取り上げられた
曲が随所で現れ、往時を知
るファンにとってはニクい
演出であった。
２０１０年前後から、ワ
セグリの六連単独演奏では

'97

勧められ、入部しました」
ーー今年のワセグリの特
徴、目標は何ですか。
「昨年１年間、前任の田
中 渉 さん （ Ｈ 卒） の 下
で、ハモるワセグリを目指
したＤＮＡを受け継ぐ人間
が４分の３いるのは心強い
です。各パートのバランス
がとれていて、個々のパフ
ォーマンスで鳴らすのでは
なく、全体でひとつのサウ
ンドをつくり上げる代にな
ると思います」
ーー送別演奏会、東京六
連と好演が続きました。
「今年度は合唱の魅力を
さまざまな形で伝えること
を目標にしています。送別
ではミサ、六連ではエンタ
メと、全く違うタイプの選

12

10

《現役2019国内演奏旅行の予定》

の美しさだ。今回の六連で
弱声を最も美しく演奏して
いたのはワセグリだったと
断言してもよい。ステージ
が終わった後、観客からこ
の日一番といえる万雷の拍
手が送られ、ブラボーコー
ルが飛び交った。
他の５団体についてもハ
イレベルな演奏が続き、男
声合唱の祭典のような六連
であった。ただ、惜しむら
くは、遠方の人が来場しに
くいゴールデンウイーク後
の日曜夕方開催となり、来
場客数が若干寂しかった。
今年はこれから四連、定
演のほか、国内演奏旅行、
さらには上海演奏旅行と、
現役にとってハードな１年
となるが、それら一つひと
つを糧にして、ＯＢの度肝
を抜かすようなハイレベル
な演奏をしてくれることを
期待したい。
濱野将廉（Ｈ 卒）

８月22日（木）熊本県立劇場（17:00開演）
23日（金）長崎市民会館（17:30開演）
24日（土）佐賀市文化会館（17:00開演）
25日（日）福岡ＦＦＧホール（17:00開演）
31日（土）岐阜県八百津町
ファミリーセンター（時間未定）

14
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16:30開演
東京芸術劇場コンサートホール)
１.東京大学音楽部合唱団コールアカデミー
ゼンフルのモテット
指揮：有村祐輔
２.慶應義塾ワグネル・ソサィエティー男声合唱団
Colors～ラトビアの人と風景～
指揮：佐藤正浩
３.法政大学アリオンコール
男声合唱組曲「明日へ続く道」
指揮：蓮沼喜文 ピアノ：中川万里花
４.早稲田大学グリークラブ
ワセグリ日本一周!
編曲：宇田川安明
指揮：横野奏士郎 ピアノ：増本博子
５.明治大学グリークラブ
男声合唱とピアノのために「新しい歌」
指揮：佐藤賢太郎 ピアノ：樟山仁美
６.立教大学グリークラブ
男声合唱曲集「そのひとがうたうとき」
指揮：田中豊輝
ピアノ：内木優子
六大学合同演奏ステージ
男声合唱とピアノのための「この星の上で」
指揮：高嶋昌二
ピアノ：水戸見弥子
（５月12日

31

第68回東京六大学合唱連盟定期演奏会

現役2019
２０１９年度のワセグリ
はどのような音楽を追求し
ていくのか。学生指揮者の
横野奏士郎さん（４年）に
聞いた。
ーー北海道出身の学生指
揮者は久しぶりですね。
「旭川東高校で混声合唱
の 学 生指 揮 者を 務 めま し
た。高校時代、ワセグリの
パワーでガンガン行く演奏
を聴いて、正直『ここでは
やっていけない』と思いま
した。でも『それなら自分
で変えてみたら』と周囲に

六大学合同演奏「この星の上で」（東京芸術劇場）
＝撮影：スタッフ・テス 中岡良敬

（№213)

早稲田大学グリークラブＯＢ会新聞（稲グリ新聞）
2019年（令和元年）5月30日

らかいハーモニーが会場を
包み、聴衆から盛大な拍手
が送られた。

20

人に温かい拍手

士郎さん（新４年）の指揮
で 、久 し ぶり の ミサ に 挑
戦。深い発声で、重厚で柔

新人練習 約 人が参加

愛唱曲を練習する新入生

めての企画として、大学の
８つの合唱サークルによる
合同新歓コンサートを４月
日、 奉 仕 園 で開 き ま し
た。各合唱団に 分ずつ時
間が与えられ、新入生の前
で演奏やプレゼンをしまし

８団体で合同新歓演奏会
早稲田大学グリークラブ
に今年も、多くの新入生が
来てくれています。４月に
名のパート分けをし、毎
週水・土曜日のフレッシュ
マン練習（Ｆ練）に 名前
後が参加しています。毎週
２、３名の新入生が新たに
来てくれている状況です。
特にバリトン、ベースに多
く配属され、バリトンは大
所帯となり、ベースは人数
不足が解消されそうです。
今年は４月５日に奉仕園
スコットホールで新歓コン
サート、６日にガイダンス
を開催しました。さらに初
20

12

早稲田大学グリークラブ
は２月 日、第 回送別演
奏会を杉並公会堂大ホール

で開いた。新体制の現役生
ステージはジョスカン・デ
・ プ レ の 「 Missa Mater
」（皆川達夫編曲）
Patris
を荘厳な響きで歌い上げ、
好スタートを切った。
卒団生・現役生合同ステ
ージ「愛唱曲集」は、「ア
カシヤの径」「なごり雪」
「斎太郎節」などのソロを
すべて卒団生が務めた。
第１１１代の卒団生ステ
ージは「半分、いない。」
と題し、他学年の半分の
人で４年間を乗り切った思
い出の曲を、前学生指揮者
の田中渉さんの指揮で披露
した。ビートルズの「ヘイ
・ジュード」を会場の温か
い拍 手 と一 体 にな っ て演
奏。 最 後は 「 終わ ら ない
歌」で締めくくった。
現役生ステージは横野奏

た。新入生には１度に全て
の合唱団の演奏を聴き比べ
られる機会となりました。
合同新歓コンサートは土
曜日で、グリーのＦ練と重
なり、新入生は練習に来て
くれないのではないかと心
配しましたが、予想に反し
て多くの新入生がＦ練に来
てくれました。このため、
合同新歓コンサートの来場
者の８割以上が女性となり
ました（笑）。
合同新歓に来た女子新入
生から「マネージャーとし
て入りたい」との相談もい
ただきました。残念ながら
お断りしましたが、合同新
歓を通して女性ファンが増
えたかな？とも思います。
まだまだ新歓活動は続き
ますが、次代のグリーメン
を育み、先輩方から受け継
いだ伝統をより発展させる
ように、現役一同頑張って
いく所存です。
サブ学内・ＯＢ担当マネ
杉村直輝（３年）

【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

12
挙行するには、団員が多額
の個人負担をしなければな
りません。その負担を少し
でも軽減するため、ＯＢの
皆様のご理解とご協力を賜
りたく、ご寄付をお願いす
る次第でございます。ＯＢ
の皆様には同封いたしまし
た趣意書をご覧いただき、
いくらかでもご支援をいた
だけましたら幸いです。
現地では中国語の歌も歌
い、現地の人々に感動を届
けるとともに、交流を深め
てまいります。皆様には何
卒温かいご支援を賜ります
ようお願い申し上げます。

【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

20

会費納入のお願い

68

人によるステージ

10

卒団生

16

31

◆上海演奏旅行の募金要項
◇募金目標額 250万円（2019年８月31日まで募集）
◇募集金額
１口 10,000円
◇募金方法
①ゆうちょ銀行からの振り込み
口座番号 00110-5-792284 （当座預金）
早稲田大学グリークラブ海外演奏旅行寄付局
②早稲田大学の寄付サイトからの申し込み
（「早稲田 寄付」で検索してアクセス、
寄付先を「グリークラブ」と指定）
＊早稲田大学への寄付は税制優遇の対象となります。

18

送別演奏会 卒団生

19

12

今回の演奏旅行では、上
海師範大学、復旦大学とジ
ョイントコンサートを開催
する予定です。両大学は中
国を代表する大学であり、
学生はまさに中国を代表す
る学生たちであります。そ
のような学生たちと 年越
しに再び演奏会を行えるこ
と は 大変 貴 重な 経 験で あ
り、団員一同、意気込んで
います。５月 ～ 日には
上海に赴き、両大学との調
整やコンサートホールの下
見を行いました。
しかしながら学生団体で
ある当団が海外演奏旅行を
14

見事なハーモニーを披露した現役生ステージ

70

15

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 よろしく
お願いいたします。

上 海演 奏 旅行 ご 協力 のお 願 い

に行き、 年の上海演奏旅
行に続いて、今回が３度目
の訪中となります。
日 中両 国 政 府 は 年 を
「日中青少年交流推進年」
とするなど、日中間の交流
はますます活発になってい
ます。世界の大国としての
歩みを進める中国の経済の
中心ともいえる上海への演
奏旅行は、両国の友好を深
める大きな意義があると考
えます。
09

現地の２大学と演奏会
演奏旅行
マネージャー
野口朔（４年）

早稲田大学グリークラブ
は ９ 月 、 中 国の 建 国 周
年、当団の２００９年の上
海演奏旅行 周年を記念し
て、上海演奏旅行を計画し
ています。グリークラブは
１９８９年、改革開放が進
んだ中国に初めて演奏旅行
10
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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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㊤
番中の定番と言えば、宮城
県民謡「斎太郎節」であろ
う。とりわけ東西四連では
関学 グ リー の 「Ｕ Ｂｏ
ｊ」と並び、毎回変わらぬ
レパートリーとして、各団

声版を初演した 年の第
回四連の２日目公演（旧簡
易保険ホール）。初日に演
奏 し た「 ロ ッキ ー のテ ー
マ」から差し替えられた。
そ して 定 番に な った の
は 、 井上 道 義氏 の 指揮 で
「ことばあそびうたⅡ」を
演奏した 年の第 回四連
32

あまり思わしくなく、〝窮
余の策〟で、すぐに歌える
曲として「斎太郎節」が選
ばれたのではないか、と推
測している。この２日目公
演での演奏は、観客の反応
も良かったようである。
それ以降、筆者が聴いた
四連すべてで、ワセグリの
ストームは「斎太郎節」で
あったが、この不変のレパ

「窮余の策」が定番に
ートリーのきっかけがこの
ような急遽の変更であると
いうことは、記憶されてよ
いのではないかと思う。
東西四連は、男声合唱界
で最高レベルの演奏会とい
われることもあり、観客に
も相当耳の肥えた方が少な
からずおられる。各団ＯＢ

にとっては、その年の現役
の演奏のレベルや曲の志向
などを味わえる機会である
とともに、他の３団体の演
奏、ストームを聴くことも
また楽しみであろう。
上述の通り、四連のスト
ームは、ワセグリの「斎太
郎節」と関学の「Ｕ Ｂｏ
ｊ」が定番で、慶應ワグネ
ルと同志社グリーは絶対的
な定番はないといわれる。
かつて東京開催（昭和女
子大学人見記念講堂）の時
には、公演終了後に渋谷駅
前で〝場外ストーム〟が行
われたことが数回あった。
おそらく今では難しいであ
ろう。さて、今年の東西四
連のストームはどうなるで
あろうか…。
石毛昭範（Ｓ 卒、
拓殖大学教授）
62
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バルト３国の建国１００
周年を祝うフェスティバル
（主催・リガ・コレクショ
ン）が２月 日、めぐろパ

２月１日、早稲田の老舗居酒屋「源兵衛」に、平成以降の
バリトンパート
リーダーが集い
ました。名付け
て「炎のバリト
ン会」。もちろ
ん、名前の由来
はあのパートフ
ラッグです。松
崎一夫先 輩(Ｈ
03卒 )と 古賀 弘
晃 先輩 (Ｈ 20年
卒) のご尽力に
より、北は函館、南は愛媛から14人の元パトリが集まりまし
た。乾杯の際には、バリトンだけではありましたが、「輝く
太陽」を歌いました。会の終盤には現役のチーフ＆サブパト
リも駆けつけ、とても賑やかな会になりました＝写真。
世代を超えて歌で繋がる、グリークラブの縁に感謝です。
こうした縁を感じるたびに、私は「グリーに入って良かっ
た」と感じます。後輩たちにもそう感じてもらえるよう、こ
れからも精進して参ります。
前田直樹(Ｈ31卒)

ーシモン小ホールで開催さ
れた。当日はリトアニアの
独立記念日とも重なり、エ
ストニア、ラトヴィア、リ
トアニアの３国の駐日大使
も勢ぞろいするなど格式高
いイベントとなった。
筆者は２つの合唱団の指
揮者として参加した。一つ
は昨年春に立ち上げたバル
ト３国の合唱音楽を専門に
歌 う 団 体 「 Baltu
」で、オ
ープニングに３国の第２国
歌ともいうべき作品を演奏
した。その後、日本ラトビ
ア音楽協会合唱団「ガイス
マ」によるステージを指揮
した＝写真。ピアノの風呂
本佳苗さん、フルートの高
市紀子さん、ソプラノの坂
本雅子さんを迎えて、好評
を博した。
佐藤拓（Ｈ 卒）
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83

の２日目公演（東京文化会
館）からだ。１日目の公演
ではブルックナーの「アヴ
ェ・マリア」が歌われ、２
日目もその曲を演奏する予
定が、急遽「斎太郎節」へ
変更になったという。
変更の理由は定かではな
いが、１日目の曲の演奏が

◆慶應スプリングコンサートに13名出演

34

四連ストーム「斎太郎節」

82

ＯＢは勿 論、多
くの観客 からも
期待が高 いので
はないかと思う。
記録によると、ワセグリ
が四連のストームで最初に
「斎 太 郎節 」 を歌 っ たの
は、 年の第 回四連（大
阪フェスティバルホール）
だった（当時、四連は２回
公演だった）。次は小林研
一郎氏の指揮で「縄文」男

◆「炎のバリトン会」、平成以降のパトリ集合

バルト３国建国100年祭で歌う

４月７日、慶應義塾ワグネル・ソサィエティー合唱団の関連
団体が一堂に会する「ワグ
ネルファミリー・スプリン
グコンサート」が開催さ
れ、ワセグリＯＢも５団体
に計13名が出演しました＝
写真。
24回目の今年は「敵地」
日吉キャンパス藤原記念ホ
ールを離れて、目黒区中小
企業センターホールでの開
催でした。昨年より多少は
気楽、とはいっても、やは
りアウェー感は拭い去れず、誇らしげな三色旗を見上げれば
ふつふつと湧き上がるライバル意識…。 しかしそんな私た
ちの心持ちをよそに、「よくぞ来たれり」とばかりに温かく
迎えてくださったワグネルの皆様でした。これからも末永く
よろしくお願いします。
村上政道（Ｈ03卒）

85

の降り注ぐこの日、南は鹿児島、北は仙台から集まった総勢
23名が「喜寿」を祝いました＝写真。
喜寿を迎えた皆の代表として、「平成を寿（ことほ）ぐ」
というめでたい名前の高橋「寿平」さんを表彰しました。喜
寿記念スペシャルイベントは、もう一人縁起の良い名前の常
盤安英さんの「ご長寿手打ち蕎麦」。早朝４時半に精進潔斎
して自宅で蕎麦打ちし、店で茹で上げるだけの状態で持ち込
んだ常盤さんの汗の結晶は、腰のある美味しい蕎麦で、大好
評でした。知人の高津都旭寿さんが祝賀の生田流箏曲を演奏
していただき、歌ったり、笑い合ったりしたひとときでし
た。最後は「早稲田の栄光」を肩組み交わして歌い、お開き
に。３年後は「傘寿記念・宴想会」を予定しています。
では、皆さん、令和の時代に再見！
佐藤隆一（Ｓ41卒）

筆者は１９８７年（昭和
年）卒団であるが、２回
の休部があり、在学中にワ
セグリの演奏会を聴く機会
も多かった。また卒団後、
幸いにして、現役の定期演
奏会と東西四連はすべて、
東京六連も２回を除いて聴
く こ とが で きた 。 本稿 で
は、この 年余りの演奏会
ウオッチャー暮らしで、印
象に残った出来事をいくつ
かご紹介したいと思う。な
お、プログラムやＣＤなど
でなるべく裏を取るよう努
めたが、必ずしも十分でな
い点があることを、あらか
じめお許しいただきたい。
＃
＃
ワセグリのストームの定
昭和41年卒の同期会「宴想会」が４月13日、東京・後楽園の
講道館地下１階「J bien」で開かれました。桜花爛漫、陽光

30

◆S41卒「宴想会」、23人が喜寿を祝う
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い

ひ

さ お

か お

しゅん

しい限りである。
二八会も、こちらの世界
より、あちらの世界の方が
に ぎ やか に なっ て しま っ
た。私も仲間入りできる日
な

中尾 駿さん

熟年 で活動再開
写 真 ・会 計で活 躍
２月 日、同期で同じト
ップテノールの中尾駿君が
亡くなりました。稲門グリ
ークラブ・シニア会の練習

はそう遠くないと思う。ま
た一緒にハーモニーを奏で
るその日まで、どうぞ安ら
かにお眠りください。合掌
土屋昌也（Ｓ 卒）
中に倒れ、１年間の闘病生
活でした。
その間、奥様は毎日病院
に出向いて看病をされたと
伺いました。奥様とは小学
校の同級生で、出会ってか
ら 年になるとのこと。最
後は奥様の手厚い看病を受
け、「幸せな人生だった」
と本人が言っているように
感じました。
中尾君と再会したのは、
卒業後 年たったころでし
た。「稲門グリーに歌いに

28

す。でも日本人のあなたた
ちが歌うのを聴けば、この
音楽こそが世界に誇るべき
サルデーニャの大切な財産
であることを確信するでし
ょう」
異 文 化と の 接触 に よっ
て、自分たちの足元を新し
い視点で見つめ直すことが
できるーー。それは我々に
とって も全く
同じこ とだっ
た。
また、ある歌い手はこう
教えてくれた。「この島で
は隣り合った村でさえ、言
葉や発音、音楽のスタイル
が異なっている。だから隣
村で歌われている歌を俺た
ちは歌えないんだ。どっち
が良いとか優れているとか
は誰も気にしない。この違

25

訃報・追想
わ た

う」と声をかけてくれ、Ｏ
Ｂの活動に参加するきっか
けを つ くっ て くれ た 一人
だ。
ともにシニア会で活動し
てきただけでなく、二八会
で年に１、２回、旅行に出
かけて音楽論議を交わした
ことは、今では懐かしい思
い出である。
岩田さんが病に倒れ、グ
リー の 活動 か ら離 れ た後
も、電話を通じて近況を報
告し合っていたが、ここ数
年は電話にも出られない状
態になられていて、どうし
ているか心配していた。奥
様より訃報を知らされ、寂

った。島で出会う人は皆、
我 々 を熱 烈 に歓 迎 、賞 賛
し、篤い感謝の言葉を惜し
げ も なく 投 げか け てく れ
た。
ある女性は言う。「今で
はこの伝統的な音楽につい
て、若い世代ほど価値を見
出 さ なく な って き てい ま

70

岩田 尚夫さん

理 工学部 の同期
二 八会で も交流
岩田尚夫さんとは早稲田
大学理工学部から一緒で、
私は建築、彼は機械と学科
は別れたものの、グリーク
ラブの昭和 年卒仲間で作
った「二八会」でつながっ
て い た。 定 年を 迎 えた こ
ろ 、 「公 演 を聴 く 側で な
く、演者として一緒にやろ

で、 日 本で （ アジ ア でも
？）唯一、このポリフォニ
ーを見よう見まねで実践し
てきた。今年３月、口伝で
しか継承されていないこの
音楽を実地で学ぶため、我
々はサルデーニャ島を周り
各地のグループと交流する
ツアーを行った。

お いで よ 」と 誘 った と こ
ろ、「僕、送別演奏会に出
てないので、ＯＢ会名簿に
載っていないんだよ」との
返事。そこで私はＯＢ会の
幹事をしていたので、幹事
会に諮って名簿登載の了承
を得ました。そのことを中
尾君に伝えると、大変喜ん
でくれ、その時の笑顔が忘
れられません。
シニア会ではバリトンパ
ートを歌い、写真をたくさ
ん撮って、皆を喜ばせてく
れました。また会計を担当
してくれ、大活躍でした。
そ のう ち 皆そ ち らに 行 く
よ、また一緒に歌おう。あ
りがとう、さようなら。
小俣泰英（Ｓ 卒）
38

い、多様性を良しとして、
そのままにしておくのがサ
ルデーニャのいいところな
んだよ」
テクノロジーが発達した
現代で、これほど〝土地〟
と〝人〟に強く結びついた
音楽の在り方に、私はただ
率直に嫉妬した。日本で、
こういった音楽の在り方が
再び興ることはあるのだろ
うか。私にとっては永遠の
問いである。
サルデーニャ島で得た経
験はまだまだ語りつくすこ
とができない。あまりに多
くのインプットがありすぎ
て、私の中でまだ咀嚼しき
れていないほどだ。更なる
深 みを 目 指し て 、近 い 将
来、この島を再訪するつも
りである。

あ い か わ

た

く お

相川 拓雄さん

関西風 薄口貫 く
早すぎ る旅立 ち

じ

こ う

２月２日、奥様からの電
話で、相川拓雄君が１月
日に 息 を引 き 取っ た と聞
き、絶句しました。１年前
に大腸がんが判明、１月
日ま で 出勤 し てい て 、本
人、家族、医師ともこんな
に早く進行するとは予想し
ていなかったそうです。
現役時代は早大田無寮や
東中野の下宿に在住。関西
風の薄口？のパート練習を

に し や ま

西山 治宏さん

池袋 とロン ドン
積み 重ねた 交流

池袋とロンドン。西山治
宏くんと僕のつながりの多
くはこの２か所だった。奉
仕園での練習後、東武東上
線だった僕と、池袋に住ん
でいた彼は、池袋駅北口の
喫茶店「伯爵」で数々の真
剣な話をした。４対４で３
組が結婚した伝説の東京家
政合コン問題しかり、誰が
部長 に なる ん だ問 題 しか
り、六連のニグロで彼の初

しながら、オーディション
でうろ覚えだったりするも
のならどつき回す〝暴力パ
トリ〟と恐れられました。
一方、同じ政治経済学部の
後輩からゼミの相談を受け
ると、親身になって応じる
一面もありました。
ＯＢになってからは各種
行事に姿を見せず、死の直
前も「グリー同期に知らせ
なくていい」と言っていた
というのも彼らしい。２月
３日の通夜には急な連絡に
もかかわらず、関西からの
２名も含め、同期・後輩
名で「見上げてごらん夜の
星を」「遥かな友に」「早
稲田の栄光」を歌って、お
別れをしたのでした。合掌
佐々木豊（Ｓ 卒）

ソロをどうやって歌うか問
題しかり……。
銀行員になった彼がロン
ドンに赴任すると、僕はパ
ナマから遊びに行った。彼
が日本に戻ると、今度は僕
がロンドン駐在になり、彼
の家族が遊びに来た。日本
に一時帰国したときは池袋
の西山邸での新年会が定番
だった。英国風パーティメ
ニュー、懐かしいね。
合唱の練習の帰りに車に
は ねら れ て亡 く なる な ん
て、ちょっと酷い。本人も
家族も友人もそんなこと予
想できるわけがない。せめ
て天上での日々が音楽の恩
寵に包まれたものでありま
すように。
細野孝規（Ｓ 卒）
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Ｓ38卒、81歳
２月25日

ツアー前の最大の懸念は
「この由緒ある伝統音楽を
東洋人がモノマネするなん
て…」という拒否反応がな
いか、ということだった。
以前、ネットで我々の演奏
が拡散したときには、実際
わずかながらネガティブな
意見が見られたからだ。し
かし、それは全くの杞憂だ

25

異文化に触れ 足元見つめ直す

けであろう。
知る人ぞ知る音楽だが、
私がアンサンブルトレーナ
ーを務める特殊発声グルー
プ「 コ エダ イ ｒ合 唱 団」

佐藤 拓（Ｈ 卒、指揮者）
地中海に浮かぶイタリア
の 島、 サル デー ニャ
島 には 「カ ント ゥ・
ア ・テ ノー レス 」と
い う独 特な 男声 ポリ
フ ォニ ーの 伝統 があ
る 。男 性４ 人の アカ
ペ ラで 歌わ れる が、
面 白い のは 〝喉 歌〟
と 呼ば れる ダミ 声の
よ うな 特殊 な発 声法
を用いている こと
だ 。こ の発 声は アジ
ア のモ ンゴ ルや トゥ
バ な どに も 存在 し てい る
が、この声で四声合唱をす
るのは世界中でもこの島だ

28

Ｓ59卒、58歳
１月31日

Ｓ62卒、54歳
４月１日

59

62

15

Ｓ28卒、89歳
１月27日

イタリアの島の〝喉歌〟
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関西大学混声合唱団ひび
きＯＧで、夫は大阪大学男
声合唱団ＯＢです。１９９
１年の第 回東西四連を聴
いて以来、ずっと男声合唱
が大好きです。この 年ほ
ど は 「お 江 戸コ ラ リア ー
ず」の大ファンで、作曲家
の信長貴富さんを推してい
ます。
大学時代、関西合唱連盟
の高野山合宿に参加し、ワ
セグリＯＢの須賀敬一先生
（ Ｓ 卒 ） 、藤 野 充 先 生
（Ｓ 卒）にお世話になり

TwitterとFacebook始めました

40 30

早稲田大学グリークラブＯＢ会は、TwitterとFacebook
ページを始めました。登録しなくてもインターネットで閲
覧できます。ＯＢ会サイトも同時にリニューアルして、幅
広い情報をリアルタイムで発信していきます。
それぞれの運営管理人（匿名希望）からひとこと――。

40

よ し だ

ゆ う こ

吉田 祐子さん

10

https://twitter.com/OBkaiWasedaGlee

ff

近になり、過去の音源を何
度も聴いています。委嘱・
男声版初演が多いことを知
り、時にアカペラの名演も
あ り 、こ れ まで の 気炎 万
丈、怒涛の （フォルテシ
モ）の印象がちょっぴり変
わりました。周りを圧倒す
るような は面白く、男声

の醍醐味の一つでしょう。
けれども、疎外感、距離感
を覚えます。会場を温かく
包み込むような慈愛あふれ
る も期待しています。
卒業して四半世紀。器楽
曲、美術、文学、能などに
触れてきて、「縄文」「王
孫不帰」「御誦」に改めて
感ずる私がいます。ワセグ
ff

は温かく包み込んで
信長作品もっと歌って

ました。お二人がまいてく
ださった種のお蔭で、今も
合唱を続けられています。
２０１７年 月、日本経
済新聞に信長さんのインタ
ビュー記事が連載されまし
た。嬉しくて担当記者に手
紙を出したところ、何と記
者はワセグリＯＢでした！
以来、ワセグリがぐっと身
10

ＯＢ会の公式Twitter(ツイッター)アカウントは、２月
より運用を開始しており、５月６日現在、フォロワー数は
453となり、徐々に認知度が高まっております。Twitterで
は、現役生とＯＢの各団体の活動や、稲グリ新聞電子版の
記事などＯＢ会ホームページに掲載しているコンテンツの
紹介を主に行っております。
Twitterの最大のウリは従来のメディアとは一線を画し
た気軽さとリツイートによる圧倒的な情報拡散力です。企
業や団体のTwitterの中には、当意即妙かつユーモラスな
コメントが多くのフォロワーにリツイートされ、大きな宣
伝効果を得ているところもあります。
Twitterを利用されているＯＢの皆様も、ぜひＯＢ会公
式アカウントをフォローしていただき、リツイートによる
情報拡散にご協力いただけましたら幸いです。
(公式アカウント｢中の人｣“は”）

ff

https://www.facebook.com/pg/wasedagleeob/

ff

リも男声合唱という枠に閉
じこもらずに、様々な芸術
を体験していただきたいと
思います。
話は戻りますが、信長さ
んの作品には音楽の素晴ら
しさ、楽しさを教えてくれ
る引き出しがたくさんあり
ます。作曲を委嘱する合唱
団に合わせて、オーダーメ
ードの服を作るテーラー、
極上のもてなしをする茶会
の亭主のように、聴き手も
幸せになる時空間をつくっ
てくれます。今年出版され
る混声合唱曲「静寂のスペ
クトラム」はお薦めです。
現役もＯＢも活気あるワ
セグリが、信長さんの作品
を丁寧に歌い、名演を残し
てほしいと思います。そし
て、国内外に男声合唱の魅
力を伝えてください。
（京都府福知山市出身）

２月から、ＯＢ会Facebookページの運用を開始しまし
た。ＯＢはもちろん、ＯＢ会に興味を持ってくださる方に
も幅広く情報を発信しています。稲グリ新聞電子版やＯＢ
会YouTubeチャンネルの新着のお知らせ、現役やＯＢ合唱
団の演奏会の案内などが主な内容となります。
ワセグリＯＢが紹介制で参加できるFacebookグループは
2011年５月から始まっていました。その年の東日本大震災
では被災地との電話がつながりにくい中、ＳＮＳで連絡を
取り合うことができ、災害時におけるＳＮＳの有用性に気
づくことができました。また、人と人とのつながりについ
て改めて意識を強くした時期ではなかったでしょうか。
Facebookページはスタートしたばかり。まだ試行錯誤の
段階ですが、皆さまにとって有用なツールとなるよう、運
用していきます。（ち）

ＡＷ ネット の
リー ダー決 まる

早稲田大学グリークラブ
ＯＢ会は、昨年に開設した
ＯＢ間の連絡網「オールワ
セ グリ ネ ット （ ＡＷ ネ ッ
ト）」の今年度のグループ
リーダーを決定しました。
ＡＷネットはＯＢを卒年

【ＡＷネット 各グループのリーダー】
第1グループ（Ｓ45卒以前）若杉進二（Ｓ45卒）
第2グループ（Ｓ46～Ｓ52）本多行昭（Ｓ49卒）
第3グループ（Ｓ53～Ｓ59）井上靖夫（Ｓ56卒）
第4グループ（Ｓ60～Ｈ03）三浦康正（Ｓ63卒）
第5グループ（Ｈ04～Ｈ10）島田尚豊（Ｈ07卒）
第6グループ（Ｈ11～Ｈ17）濱野将廉（Ｈ14卒）
第7グループ（Ｈ18～Ｈ24）高橋理人（Ｈ21卒）
第8グループ（Ｈ25～Ｈ31）勝田啓一（Ｈ27卒）

次で７年区切りの８グルー
プに分け、真ん中の年次の
方にリーダーを務めていた
だきます。現役時代の４年
間に共に歌った「顔がわか
る」関係から、各年次にＯ
Ｂ会や現役の情報を伝えて
いきます。
これは５年に１度開催す
るオールワセグリフェステ
ィバル（ＡＷＦ）と同じグ
ループ分けです。リーダー
の任期は１年間で、毎年１
年次ずつ繰り下げていきま
す。
ＯＢ会の「新聞、ホーム
ページ、一斉メール」の情
報伝達手段に、新たな連絡
網を加えることで、ＯＢ間
の交流を深め、各種演奏会
・イベントへの参加者、Ｏ
Ｂ会費納入者の増加につな
げたいと思います。皆様に
はご理解とご協力の程よろ
しくお願いいたします。
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白井 克彦さ んが
瑞宝 大綬章 受章

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

政府が５月 日付で発表
した春の叙勲で、元早稲田
大 学総 長 の白 井 克彦 さ ん
（Ｓ 卒）が瑞宝大綬章を
受章されました。公共的な
仕事に長年尽くした功労者
に与えられる瑞宝章の最高
位にあたります。白井さん
は２００２～ 年に総長を
務め、大学改革や系属校新
設などに尽力されました。
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2019 現役・ＯＢ会の活動予定
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）ペンシルバ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22～25日 現役 九州演奏旅行
31日 現役、岐阜県八百津町で演奏会
８月31日（土）第27回還暦会（Ｓ57卒）
＆順グリ会PartⅡ（Ｓ58～63卒）
（早稲田奉仕園・大隈ガーデンハウス）
９月22～25日 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

