ＯＢ四連

「僕の愛 あなたの夢」を歌う稲門グリークラブ（大阪・フェスティバルホール）＝大阪フォトサービス提供
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80
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２・３面…ＯＢ四連特集
４面…２０２２年 ＯＢ会 周年演奏会
「あの時あの歌 三木レク」
５面…ＯＢ会各団体が演奏会
６・７面…現役四連詳報、新歓活動
米ペンシルバニア大と共演

８面…秋の稲門祭、今年は「第九」
順グリ会、Ｈ ～ 卒集まれ！
９面…ラトヴィア合唱団と感動の共演
面…近況＆遠境 「音楽リレー評論」
面…ＯＢ六連指揮者に山脇卓也さん
「応援席 中曽根敦子さん」

メンバーを鼓舞してくださ
った森田先生、練習に何度
もお越しになり温かく見守
ってくださった大藤先生に
改めて感謝申し上げます。

17

12 10

最後に、本番まで的確か
つユーモアあふれる指導で
リードしてくださった相澤
先生、編曲・ピアノにとど
まらず、自ら歌って踊って

今年のＯＢ四連の舞台と
なった大阪のフェスティバ
ルホールは、客席数２７０
０席、舞台幅 ㍍で、音響
反射板の無数の凹凸が音を
様々な角度に反射させ、ホ
ールの隅々に届ける本当に
素晴らしいホールでした。
▼でも劇場やホールが市民
権を得たのは、ごく最近の
ことです。戦後間もなく図
書館法、博物館法が施行さ
れたのに対し、「劇場・音
楽堂等に関する法律」（劇
場法）が制定されたのは２
０１２年。それまで公共ホ
ールは、体育館やプールと
同列に扱われていました。
▼今、全国各地で客席数２
０００席級の大型ホールの
建設ラッシュが起きていま
す。人口減少社会を迎え、
地域活性化の中核施設と位
置づけられたためです。
年には「文化芸術基本法」
が施行され、地域のホール
はまちづくり、コミュニテ
ィー再生、「社会包摂」へ
と役割が広げられました。
▼しかし市民生活は豊かに
なったでしょうか。有名な
アーティスト・楽団の高額
チケットはすぐ売り切れる
一方で、地域のホールと市
民との距離は逆に広がって
いるように感じます。今唱
えられている「芸術立国」
も、市民にとってホールの
敷居を高くするようになっ
ては元も子もありません。

30

ＩＮＤＥＸ

現役四連

第 回東西四大学合唱演
奏会が６月 日、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され
た。早稲田大学グリークラ
ブは男声合唱とピアノのた
めの 組 曲「 天 使 のい る 構
図」（作詩：谷川俊太郎、
作曲：松本望）を、初共演
の清水敬一氏の指揮、小田
裕之氏のピアノで演奏し、
聴衆を魅了した。
（関連記事６、７面に）
早稲田グリーは、谷川俊
太郎氏の「クレーの天使」
の詩に描かれた、人間と同
じように苦しみ、無邪気に
喜び、涙にくれ、悩む天使
たちを、表情豊かに、重厚
なハーモニーで演奏した。
合同ステージは、荻久保
和明氏作曲の男声合唱組曲
「ＩＮ ＴＥＲＲＡ ＰＡＸ
地に平和を」を荻久保氏
自身の指揮、中島剛氏のピ
アノで、大迫力の声量で演
奏した。アンコールは同じ
荻久保作品の「季節へのま
なざ し 」の 終 曲 「ゆ め み
る」を、再び圧倒的な で
歌い上げた。

ff
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「天使のいる構図」のステージ＝フォトチョイス提供

30
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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

12

04

68

〈編集・発行〉

「僕の愛」新たな領域開く
31

オンステメンバーも、昭
和 年代卒から平成 年卒
の新ＯＢまで、 年以上に
わたる幅広い世代が参加。
新旧ＯＢの融合という点で
も大きな成果があった。
60

早 稲 田 大 学
グリークラブOB会

第 回東西四大学ＯＢ合
唱連盟演奏会が７月 日、
大阪・フェスティバルホー
ルで開催された。稲門グリ
ークラブは 人余りがオン
ステし、男声合唱組曲「僕
の 愛 あ な たの 夢 」（ 作 詞
おおとうふみ
・栗原寛、作曲・大藤史、
編曲・森田花央里）を、相
澤直人氏の指揮、森田花央
里氏のピアノで演奏して、
会場の２７００席がほぼ満
席となった聴衆から大きな
拍手を受けた。（関連記事
２、３、 面に）
今回、稲門グリーにとっ
て初めてとなるポップス調
のラブソングに挑戦。女性
の シ ンガ ー ソン グ ライ タ
ー、作曲家が作曲・編曲し
た甘くせつない恋模様のメ
ロディーを、タンバリンと
シ ェ イカ ー の伴 奏 も入 れ
て、柔らかいハーモニーで
歌い上げた。
３月から練習を重ね、多
くのメンバーに染みついた
「昭和の男声合唱」から脱
皮し、「胸キュン」「胸ア
ツ」の「エモい（エモーシ
ョナル＝感情が揺さぶられ
る）」響きを追求。稲門グ
リーにとって新たな音楽領
域を切り開いたといえる。

「天使のいる構図」聴衆魅了

2019年（令和元年）8月30日

早稲田大学グリークラブＯＢ会新聞（稲グリ新聞）
（№214）

10

22

エール交歓で校歌を歌う稲門グリー
＝撮影・大阪フォトサービス

よろしいようです。個人的
にはポップス系のコーラス
が大好きで、第１回目の練
習から楽しく歌わせていた
だきました。長い音符でも
テンポ感を出すこと、五線
の下でもテノールの発声を
キープすることの大切さを
改めて痛感した曲でした。
こうして楽しく歌えたこ
と、全ては相澤直人先生が
稲門グリーの新たな面を引
き出してくださったこと、
森田花央里さんが何度もお
っしゃったリズム感覚、何
度も練習にお見えになった
大藤史さん、栗原寛さんに
は詩の意味するところを教
えていただきました。
今回のＯＢ四連では、参
加メンバーの皆様が楽しく
歌っていただける環境を作
ることを念頭に、進めてま
いりました。しかし至らな
かった点も多々あるかと思
います。この場を借りて、
20

63

新月会

お詫び申し上げます。
さあ、２年後には東京で
早稲田が幹事となってＯＢ
四連が開催されます。今度

こそ１００人を超えるメン
バーでステージに臨みまし
ょう！！ ありがとうござ
いました。

慶應ワグネル

咀嚼し、団員全体へ浸透さ
せることが上手く出来なか
ったと感じています。先生
練習の度に基礎部分に立ち
返る場面があり、そのこと
を先生方から指摘される度
に痛感させられました。
下振りはいわば本番の先
生と団員の橋渡し役。とき
に細かい調整が必要です。
先生と団員それぞれのコミ
ュニケーションが疎かにな
ったことが原因でした。
しかしながら多くのＯＢ
の方々と今回のチャレンジ
ングな曲に挑めたことは大
きな意義があったと思いま
す。真っすぐに向き合った
早稲田のＯＢは凄い、物事
を前向きに捉えていくエネ
ルギーを持っています。再
び自分が音楽作りに携われ
るのであれば、もっとチャ
レンジングなことをしたい
です。本当に幸せな半年間
でした。また共に良い音楽
をよろしくお願いします。

クロー バークラブ＝同

体の核にすえて、下振りと
して過度な表現は削ぎ落と
すことに注力しました。
初回のリズム読みから時
間をかけ、焦らずじっくり
と丁寧に基礎部分の徹底を
行いました。最初の１カ月
はなかなか戸惑っていたよ
うでしたが、徐々に皆さん
の顔つきが変わっていった
のを覚えています。最終的
には何人かの先輩方に直接
お褒め頂く場面もあり、一
定の効果は得られたのかと
嬉しく思いました。
一方、反省も多々ありま
す。一番は目指す音楽に向
けた共有の不徹底でした。
具体的には練習音源共有不
足や先生練習の復習です。
つまり先生の求める音楽を

挑戦の日々 幸せな半年間

大阪での本番からまだ１
カ月ほどですが、もう大分
昔のように感じます。
初めてのＯＢ四連で下振
りという大役を任され、強
いプレッシャーを感じなが
ら練習に臨んでいました。
下振りの役割を通じて、
いかに良い音楽を作り上げ
ていくか。ひとつ心がけた
のは「骨組みを疎かにしな
い」ということです。ＯＢ
団体は多くの世代の集合体
で、その演奏はばらつきが
あるものが多いと感じてい
ました。そのため基礎を全

練習指揮者
小林昌司
（Ｈ29卒）

31

31

家族・ご友人の皆様、あり
がとうございました。
今回の稲門グリークラブ
のメンバー構成は、昭和
年卒から平成 年卒まで、
その年齢差 歳！ 幅広い
世代のお一人おひとりに参
加してよかったと思ってい
ただくには、演奏面のみな
らず運営面も重要なポイン
トです。実行委員会も幅広
い世代で構成するべく、平
成 年代以降卒業の方々に
も参加いただきました。
また広報委員会によるＯ
Ｂ会サイトでの「速報」は
回以上に及び、メンバー
の個人練習の支えになるだ
けでなく、メンバー以外の
方々にも大変好評でした。
さて「僕の愛 あなたの
夢 」 。本 番 の演 奏 につ い
て、ネット上の評判は大変
10

（７月28日 大阪・フェスティバルホール）
１．稲門グリークラブ（早稲田）
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：
指揮：相澤直人 編曲・ピアノ：森田花央里
２．新月会（関西学院）
黒人霊歌
指揮：広瀬康夫
３．慶應義塾ワグネル・ソサィエティーＯＢ合唱団
Zigeunerlieder OP.103「ジプシーの歌」
作曲：Ｊ.ブラームス
指揮：佐藤正浩 ピアノ：前田勝則
ソプラノ：藤谷佳奈枝
４．クローバークラブ（同志社）
男声合唱曲「季節へのまなざし」
作詩：伊藤海彦 作曲：荻久保和明
指揮：小久保大輔 ピアノ：木下亜子
５．合同演奏 多田武彦を偲ぶ
・男声合唱組曲「柳河風俗詩」より「柳河」
・男声合唱組曲「富士山」より「作品第肆」
・男声合唱組曲「雨」より「雨」
アンコール「柳河風俗詩」より「梅雨の晴れ間」
指揮：山下裕司 テノール：小貫岩夫

す。カバンの中には譜面と
ＩＣレコーダーがいつもあ
りました。電車の中で練習
録音を繰り返し聞き、会社
では昼の休憩時に急いで食
事を終え、ピッチパイプと
譜面を抱えて空き会議室に
入り、日々減衰していく記
憶力と格闘した日々も♪夢
の中に過ぎ去り…♪です。
第 回東西四大学ＯＢ合
唱 連盟 演奏
会 に参 加さ
れ た皆 様！
お 疲れ 様で
し た。 フェ
ス ティ バル
ホ ール の客
席 にお 越し
い ただ いた
Ｏ Ｂ諸 兄、
オ ンス テメ
ン バー のご

合同演奏「多田武彦を偲ぶ」＝同

ＯＢ四連早稲田
実行委員長
木村寛之
（Ｓ53卒）

夢の中に過ぎた充実の時間

第22回 東西四大学ＯＢ合唱連盟演奏会

♪一緒に歩いてゆこう
さし出した手を握り返す♪
演奏会が終わって 日以
上経っても、通勤の電車の
中や、ふとした瞬間に、こ
のフレーズが浮かんできま

第22回ＯＢ四連 400人超がオンステ

（№214)

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）8月30日

早稲田大学グリークラブＯＢ会新聞（稲グリ新聞）
今回のＯＢ四連で、稲
門グリークラブでは今春
卒団したばかりの新ＯＢ
３人がオンステして、新
風を吹き込み、メンバー
の平均年齢を引き下げて
くれた。

新ＯＢトリオ 新風吹き込む

次回は早稲田が幹事に

第 回東西四大学ＯＢ合
唱連盟演奏会の打ち上げが
７月 日夕、大阪・堂島の
ＡＮＡクラウンプラザホテ
ル 大 阪・ 万 葉の 間 で行 わ
れ、４団体のメンバーは歌
合戦や全体合唱で親睦を深
めた。２年後の次回演奏会
に向け、ＯＢ四連のフラッ
グが今回幹事のクローバー
くらももこ作詩）を、小林
昌司さん（Ｈ 卒）の指揮
で演奏した。このあとサプ
ライズで、この日に誕生日
を迎えた相澤先生を「ハッ
ピーバースデー」の合唱と
ケーキで祝福。プレゼント
として、世界のビールの詰

次回幹 事として ＯＢ四 連のフ
ラッグを引き継ぐ柿沼会長㊧

29

め合わせの目録を贈った。
ワセグリＯＢ会の柿沼郭
会長はあいさつで、「今回
のＯＢ四連は平成卒の参加
者が増えた。全メンバーに
おける平成卒の割合はクロ
ーバークラブ ％、稲門グ
リー ％、新月会 ％、ワ
グネル５％」と指摘したう
えで、「２０２１年のＯＢ
四連では令和卒のＯＢが加
わる。これからもＯＢ四連
が各世代を繋ぐ橋渡しの場
と なっ て ほし い 」と 語 っ
た。
打ち上げは最後に全員で
多田武彦作曲の男声合唱組
曲「富士山」の終曲「作品
第貮拾壹」を歌い、２年後
の再会を誓って閉会した。
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歳になりました。そんな僕
よりもよほど青春している
稲門グリーのみなさまが、
本当に頼もしいというか、
楽しかった」と語った。
そして演奏会全般につい
て「ポップス調のラブソン
グあり、黒人霊歌あり、ブ
ラ ーム ス あり 、 『き せ ま
な』あり、最後はタダタケ
と、気がついたらバランス
のいい演奏会だったのが印
象的でした」と評した。
各団体の歌合戦で、稲門
グリーは指揮者の相澤先生
が作曲した「ぜんぶ」（さ

Ｓ47
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クラブ（同志社）から、次
回幹事の稲門グリークラブ
（早 稲 田） に 引き 継 がれ
た。（１面参照）
稲門グリークラブを指揮
した相澤直人先生はあいさ
つで、「今までにないよう
な、淡く、柔らかい、掴も
うとしたらこぼれそうな声
を出してほしい。そういう
色をつくりたい。油絵でな
くて水彩画を描きたいと思
いました」と演奏を振り返
り、「きょう誕生日で、

Ｓ36
Ｓ36
Ｓ38
Ｓ38
Ｓ44
Ｓ44
Ｓ46
Ｓ46
Ｓ48
Ｓ50
Ｓ54
Ｓ55
Ｓ55
Ｈ31

左か ら相澤先 生、森 田先生 、
作曲の大藤先生

熊谷 恒人
藤澤 行雄
星 賢太郎
林
幹夫
大谷 恒久
佐久間裕一
多奈部純一
小岩 寿樹
近藤 芳明
吉原 淑之
大部 孝広
山本 広士
林
秀樹
近藤 剛広
西澤 知彦
村上 政道
Second Tenor 濱野 将廉
津田
實 Ｓ32 東松 寛之
鎌田 龍児 Ｓ35 阿久津拓也
舘野 美久 Ｓ36
白井
猛 Ｓ38
Bass
小梶
勝 Ｓ39 辻田 行男
弥勒 誠之 Ｓ43 西川新八郎
大浦 亮一 Ｓ44 清水 卓爾
大山 重雄 Ｓ45 阿部 良行
槙
信人 Ｓ48 山岸 敏夫
伊東 哲也 Ｓ50 江連 孝雄
木村 寛之 Ｓ53 川島 基成
原田 和彦 Ｓ55 溝田 俊二
横田
均 Ｓ55 森山 耕一
井上 靖夫 Ｓ56 北尾 直樹
杉野 耕一 Ｓ59 高田 勝郎
郭
田中 規之 Ｓ61 柿沼
敬
山内 隆史 Ｈ03 福島
近田 修一 Ｈ06 安井 俊正
哲
佐藤 彰紘 Ｈ24 山崎
徳増 祐基 Ｈ24 道浦 俊彦
信
中川 暁登 Ｈ27 三浦
藤田 稔吏 Ｈ31 松島 慎司
内村 駿介
望月
俊
Baritone
徳田
浩 Ｓ31 折橋 翔太
田中 一成 Ｓ37 太田 裕也
今澤 哲朗 Ｓ45 小林 昌司
山本 雄二 Ｓ45 藤本 卓弘
高垣
健 Ｓ46

Top Tenor

長沢
護
真下 武夫
清水
實
加藤 治信
関
孟重
杉谷 道夫
鈴木
孝
日和佐省一
阿知波茂樹
市橋 信男
佐藤 宗治
坂田 耕治
清水 稔夫
橋本 哲也
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相澤先生 と森田 先生（ 中央）
の掛け合いは笑いを誘った

ＯＢ四連オンステメンバー

バース デーケー キのロー ソクの
火を吹き消す相澤先生

橋本哲也（Top）現役時代はトップパトリを務めたこ
ともあってか、ＯＢ四連でもパトリに任命されました。
しかし来てみてびっくり、トップの平成卒は私だけとい
うこの状況！一回り二回りどころではない年齢差にも関
わらず、皆様温かく接してくださり、非常に楽しく演奏
することができました。感謝申し上げます。自由奔放と
いうか、質実剛健というか、私が居心地よく感じたあの
“ワセグリらしさ”というものは、いつまでも続いてほ
しいものです。……酒と歌があれば心配無いですか！
藤田稔吏（Sec）何となく参加を検討していたＯＢ四
連でしたが、「僕の愛 あなたの夢」を練習で初めて歌
った時の感動は忘れられません。その感動がついにフェ
スティバルホールの舞台まで自分を連れていってしまう
とは……。何がどう転ぶか分からないものです。とても
幸せな経験をさせて貰いましたが、ひとつ心残りがある
とすれば「大人のラヴソング」はまだ自分には歌い尽く
せないと感じたことでしょうか。ウウム、経た年月を自
らの歌声の糧にしてしまえる諸先輩方が羨ましいなァ。
藤本卓弘（Bass）再びステージで歌う機会が、こんな
に早く巡ってくるとは思ってもみませんでした。先に参
加を決めていた同期からの度重なる誘い(圧力？)に流さ
れて参加したＯＢ四連でしたが、いざ参加してみれば、
懐かしの先輩や先生の指揮による練習と本番は、久しく
忘れていた感覚を呼び覚ましてくれました。それだけで
なく、現役時代に経験したステージの数々がいかに幸せ
な時間だったのか、フェスティバルホールの舞台から見
えた景色に改めて気付かされたような気がします。
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相澤先生作曲の「ぜんぶ」を歌う稲門グリー

左 から橋本、藤 田、
藤 本の新ＯＢトリオ

（№214）
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☆「僕の愛」作曲の大藤史先生

感動と涙で胸がいっぱい
大変感動いたしました。稲門グリー
クラブさんのファンになりました！
このまま歌が終わらないでほしいと願
うほど素晴らしい演奏でした。感動と
涙で胸ががいっぱいになりました。早
稲グリさんの柔らかくそして力強い優
しいサウンドが会場を包み込んでいま
した。作曲者として最高に幸せな演奏
会でした。
たくさんの合唱曲の中から取り上げ
てくださり、心から感謝申し上げま
す。練習にお伺いさせていただいた際
も、いつもあたたかく迎え入れてくだ
さり、ありがとうございました。とて
も嬉しかったです。
終演後のレセプションのみなさまの
笑顔が忘れられません。楽しかったで
す！まだわたしは感動の余韻の中にお
ります。

年にＯＢ会 周年演奏会
令和４年（２０２２年）に
創立 周年を迎えます。そ
の節目の年の秋に盛大な記
念演奏会を開き、ＯＢ同士
の絆を深めるとともに、Ｏ
Ｂ四連やＯＢ六連とは違っ
た演奏企画で、内外にワセ
グリＯＢ会の存在を強くア

ピールしていくことになり
ました。
ＯＢ会幹事会では、今年
初めのＯＢ会総会で、「周
年事業検討委員会」の立ち
上げを提案し了承されまし
た。それを受けて、多くの
年代で構成されている幹事

小林研一郎先生を軸に検討

早稲田大学グリークラブ
ＯＢ会は昭和 年（１９５
２年）に発足し、３年後の

会そのものを周年事業委員
会に位置付けて検討を進め
てきました。その結果、６
月 日の臨時幹事会で、記
念演奏会の開催が決定され
ました。
そして早速、第１回の企
画推進会議を７月５日に開
催しました。メンバーは、
溝田俊二（Ｓ 卒）、木村
寛之（Ｓ 卒）、井上靖夫
（Ｓ 卒）、佐々木豊（Ｓ
卒）、津久井竜一（Ｈ
卒）の各氏、それに私の６

人です。
まず演奏会のコンセプト
を「ワセグリＯＢとして誇
りと喜びを感じられる演奏
会」にすることを確認。そ
のために、指揮者、楽曲、
会 場、 参 加者 （ 年代 ・ 人
数）、練習などの充実を図
ることにしました。また、
過去の記念演奏会の演奏曲
目 やス テ ージ 構 成を 検 証
し、 周年記念演奏会をど
のような演奏会にするか、
様々な角度から検討しまし

た。
参考にしたのは、２００
２年の「ＯＢ会創立 周年
記念演奏会」、 年の「早
稲田大学グリークラブ創立
１００周年記念演奏会」、
それに 年の「コバケンが
振る稲門グリークラブ演奏
会」です。
検討の結果、次のような
ことが提案され、７月の幹
事会で了承されました。
▽開催は２０２２年の秋を
想定して準備を進める。

08

る気に呼応して、１００名の
男の声 が次 第に 変化 して い
く。このわずか 小節に午前
中一杯を費やした。
こうして先生とのご縁が始
まり、その２年後、先生はハ
ンガリーのブダペスト国際指
揮者コンクールを経て、世界
のマエストロへと羽ばたいて
いかれた。その後も現役の東
西四連で何度か振ってくださ
り、三木レクは 年、 年に
演奏した。
そしてＯＢの中で「コバケ
ン演奏会を開催しよう」とい
う声が 高ま った 。２ ０１ １
年、小林先生とお付き合いの
あった 筆者 や津 久井 竜一 君
（Ｈ 卒）、当時の安斎眞治
ＯＢ会長（Ｓ 卒）、武内正
幹事長（Ｓ 卒）が先生とお
会いして快諾をいただき、
年の「コバケンが振る」演奏
会につながった。
（この文章を書くにあたり、
同期数名の文を使わせてもら
いました）
溝田俊二（Ｓ 卒）
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▽稲門グリーのみで全てを
構成するのは困難なので、
東京稲グリなど関連団体の
参加をお願いする方向で検
討する。
▽現役にもできるだけ負担
の少ない内容での参加をお
願いする方向で検討する。
▽同じ年のＯＢ六連の単独
曲と連動させ、練習負担の
軽減と演奏の成熟を図る。
さらに指揮者選びについ
て、臨時幹事会で名前の挙
がった小林研一郎先生につ
いて検討しました。
メンバーからは「多くの
世 代が お 世話 に なっ て い
て、大勢の参加が望める」
「 年のコバケン演奏会で
三木稔の『レクイエム』と
『水のいのち』を振ってい
ただいているので、今度お
願いするとしたら『さすら
う若人の歌』か『月光とピ
エロ』ではないか」などの
意見が出され、結局、小林
先生にメインステージをお
願いする方針を決定しまし
た。
早速、津久井さんを通し
て先生本人に打診したとこ
ろ、「再共演は歓迎」との
好感触を得ました。今後、
正式に出演の承諾を得られ
るよう丁寧に先生とのコミ
ュニケーションを図ること
になりました。
年の秋、ワセグリ 会
OB
ならではの記憶に残る演奏
会を企画していきますので
どうぞご期待ください。そ
して、多くのＯＢの参加を
お待ちしております。

13

22

13

51

01

70

などで、小林先生もこの曲を
選んだ。
定演時のパンフより三木先
生の文章を抜粋させていただ
く。
「早大グリーが、今年はじ
めの『阿波』についで、私の
曲にアプローチしてくれ、特
に今回は小林研一郎君という
気鋭の指揮者の下に、このレ
クイエムを捉えてくれること
は、感謝と同時に大きな期待
を持っています。彼こそ、こ
のレクイエムのオケ・パート
が初めて迎えた（オケを熟知
した）指揮者であるのがその
一つの理由であり、素晴らし
く気 迫の こも った音 楽 作り
を、小林君がこのところ連続
して見せているのを私が目撃
しているのが、もう一つの理
由です」
夏期合宿での初めての練習
は緊張の連続だった。暗い混
沌から地を這うようにピアニ
ッシモで始まる冒頭部「聞こ
えるか友よ、海鳴りの声がー
ー」。先生の体からほとばし

01

59

12

53

48

の指揮を依頼した。先生も東
京交響楽団で指揮者デビュー
したばかりで、まだ時間の余
裕があったことも幸いした。
そして夏期合宿での出会いと
なった。
三木レクは、学指揮の岡本
君が３年生の時、横浜国大グ
リークラブの演奏会で深町純
氏 のピ アノ によ る演 奏を 聴
き、いつかやりたいと楽譜を
持っていたこと、三木稔先生
の「阿波」を歌っていたこと

定演の打ち上げでの小林先生（中央）

70

コバケン先生との交流の始まり

り、演奏旅行後、濱田先生か
ら離れ、定期演奏会の指揮者
を探していた。
当時学生指揮者だった岡本
俊久君と筆者（溝田）が新宿
で小林先生とお会いし、定演
での三木稔の「レクイエム」

東京交響楽団、中村義春氏の独唱で演奏した

ＯＢ会 会長
柿沼郭
（Ｓ53卒）
21

56

70

三木稔「レクイエム」
1972年定演

22

１９７２年の盛夏、群馬県
川原湯温泉のある旅館に１台
のフェアレディＺがやってき
た。降り立ったのは、長髪で
やや小柄ながら精悍さの塊と
いった小林研一郎先生だ。そ
こは早稲田大学グリークラブ
の夏期合宿所。この日が両者
の初顔合わせである。
この年の４月６日～５月５
日、我々４年生や３年生はニ
ューヨークでの世界大学合唱
祭に招待され、約１カ月のア
メリカ旅行をした。そしてこ
の演奏旅行まで濱田徳昭先生
のご指導の下、数年間ポリフ
ォニー男声合唱を掘り下げて
きた。
帰国後、すぐ５月 日に第
回東京六大学合唱連盟演奏
会が開催された。そこで立教
大学グリークラブで「水のい
のち」を指揮する小林先生を
見て、「この人だ！」と霊感
が働いた。実は、世界大学合
唱祭に参加して、「新たな発
展を新たな指導者の下で」と
いう気 運が 我々 の中 で高 ま
21

（№214)

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）8月30日

17

季」（須賀敬一編曲）から
６曲を、いずれも恩田佳奈
さんのピアノで歌った。
第３ステージは「もう一
度うたいたい歌たち」と題
して、過去の定演の演奏曲
から選んだ９曲を、加藤さ

んと吉村さんの指揮、恩田
さんのピアノ、大川邦之さ
ん （Ｓ 卒 ） のＭ Ｃ で 演
奏 。 「 Finlandia-hymni
」
「 Die Nacht
」で始 まり、
北原白秋の詩による「びい
でび い で 」 「 野焼 き の

頃」、黒人霊歌の「 Little
」 「 Swing
Innocent Lamb
」
Low, Sweet Chariot
「 Soon Ah Will Be Done
」
と歌い継ぎ、磯部俶先生作
曲の「横浜はじめて物語」
で締めくくった。
アンコールには黒人霊歌
の 「 Dry Bones
」を鳴り物
を 入れ て 演奏 し 、最 後 は
「遥かな友に」を会場の聴
衆 とと も に歌 っ て閉 幕 し
た。

（編集部）

（編集部）

ときわ大きな拍手が起こっ
た。
すっかり倶楽部グリーの
名物となった南方昭彦さん
（Ｓ 卒）のＭＣも、軽妙
でユーモアあふれるトーク
と自虐ネタで会場を沸かせ
た。アンコールには再び内
田さんとともに「五月のバ
ラ 」を 歌 って 締 めく く っ
た。
続いて登場したクロコデ
ィロスは、 人のメンバー
が見事な歌唱力と振付で、
スタンダードナンバーから
ジャズ、バラードなど幅広
いレパートリーの中から約
曲を披露した。
ステージは中嶋勝彦さん
（Ｓ 卒）の通訳を交えな
がら進行し、演奏の合間に
はメンバー１人ひとりが日
本 語も 交 えて 自 己紹 介 。
「上を向いて歩こう」「花
は咲く」などの日本の曲も
歌って、最後まで聴衆を魅
了した。

12

回定演

横浜稲門グリークラブは６
月 日、第 回定期演奏会
を横浜みなとみらいホール

小ホールで開催した。１９
９６年の結成から節目とな
る 回目の定演に 人がオ
ンステし、思い出の曲の数
々を柔らかいハーモニーで
情感豊かに歌い上げて、ほ
ぼ満席の４００人近い聴衆
を魅了した。
第１ステージは加藤治信
さん（Ｓ 卒）の指揮でミ
ュージカル「南太平洋」か
ら５曲、第２ステージは吉
村幹郎さん（Ｓ 卒）の指
揮で男声合唱組曲「心の四

円熟の声で愛の歌熱唱

倶 楽部グ リー 米クロ コと共 演

鈴さんのピアノで、「 You
」「 明日
Are My Sunshine
に架ける橋」「また逢う日
まで」などのポピュラーソ
ングを歌った。
中でもソプラノ歌手の内
田智子さんを迎えて演奏し
た「恋人よ」「聖母たちの
ララバイ」には会場からひ

ラ男声合唱団クロコディロ
スとのジョイントコンサー
トを、東京・池袋の帝京平
成大学冲永記念ホールで開
催した。日本のシニアの円
熟したハーモニーと、米国
の若者の潑剌とした歌声が
競演して、聴衆を楽しませ
た。
今回で 回目となるジョ
イントで、倶楽部グリーは
「愛、そして別れ」と題し
て、丸山はるおさん（Ｓ
卒）の編曲・指揮、山中麻

42

42

13

10
10

聴衆と「遥かな友に」を歌って閉幕

ワセグリの昭和 年代前
半卒のＯＢらで構成する倶
楽部グリーは６月 日、米
ハーバード大学のア・カペ
40

クロコディロスのステージ

20

〈オンステメンバー〉
Top Tenor
中山
寛（Ｓ31卒）
堀内 啓吉（Ｓ37卒）
加藤 治信（Ｓ38卒）
北村 勝昭（Ｓ38卒）
鈴木 賢一（Ｓ40卒）
Second tenor
長井 秀行（Ｓ35卒）
稲山 輝機（Ｓ40卒）
三雲 孝夫（Ｓ40卒）
山田 靖二（Ｓ42卒）
Baritone
村主 一彦（Ｓ35卒）
高梨 清志（Ｓ35卒）
島村
稔（Ｓ36卒）
三巻 義夫（Ｓ37卒）
山本
信（Ｓ41卒）
熊谷 恒人（Ｓ47卒）
Bass
浅井 光雄（Ｓ35卒）
板垣
滋（Ｓ35卒）
宮地 和夫（Ｓ35卒）
石川
理（Ｓ36卒）
鹿島田秀夫（Ｓ36卒）
杉浦 忠武（Ｓ37卒）
中澤
亨（Ｓ39卒）
吉村 幹郎（Ｓ41卒）

23

横 浜稲グ リ第

大阪 稲グリ 府合唱 祭に出 演
マズイ状況ではありました
が、発声練習を続けている

10

38

41

23

ソプラノの内田智子さんと共演

45

42

第１ステージのミュージカル「南太平洋」

56

14

うちに少しずつ出るように
なってきました。
「僕の愛～」の曲の雰囲
気から、「ネクタイ姿のユ
ニホーム」よりもラフな格
好が良かろうと、皆半袖カ
ラーシャツ。ズボンは「チ
ノパンか綿パンで」と連絡
したところ、一部に「『チ
ノパン』の意味が分からな
い」という方もいました。
最後のハミングでハモる
ところの音がずれて（と言
うより、最後まで音程を持
たせる体力がなかった）し
まいましたが、全体として
は曲調を理解して、良い雰
囲気で歌えたと思います。
道浦俊彦（Ｓ 卒）
59

思い出の曲 情感豊かに

「僕の愛」一足先に演奏
22

大阪稲門グリークラブは
６月 日、大阪府池田市の
アゼリアホールで開かれた
「第 回大阪府合唱祭」に
出演しました。メンバー
人が横田清文さんの指揮、
吉岡美喜さんのピアノで、
Ｏ Ｂ 四連 の 演奏 曲 「僕 の
愛、あなたの夢」からタイ
トル曲の「僕の愛、あなた
の夢」を本番に先行して演
奏しました。
登 場順 が 朝の ２ 番で 、
「高い声が出ない」という
この曲を歌うには致命的に

大阪府合唱祭に出演した大阪稲グリのメンバー

2019年（令和元年）8月30日
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（６月22日

た緊張感を与える指揮は他
ではなかなか味わえないだ
ろう。
そして、合同ステージの
成功はひとえに、過去２回
の 定演 で 「東 海 道四 谷 怪
談」「炎える母」を荻久保
氏の指揮で歌ったワセグリ
が、荻久保氏の世界観を表
現することについて他校に
良い影響を与えていたとい
う点が非常に大きかったの
ではないかと思う。
総じて、今回の四連はワ
セグリが単独・合同ともに
存在感を放ち、他校もそれ
ぞれのステージで好演を披
露した実に素晴らしい演奏
会であった。 月７日に開
催される定期演奏会にも大
いに期待したい。
内村駿介 Ｈ( 卒 )

24

演奏した。４大学で唯一の
ア・カペラのミサを、途中
の音取りもせずに、見事な
ソ ロや ゾ リを 披 露し な が
ら、美しく重厚なハーモニ
ーで歌い上げた。
合同ステージの男声合唱
組 曲「 Ｉ Ｎ Ｔ ＥＲ Ｒ Ａ
ＰＡＸ 地に平和を」も、
練習時間の少なさを感じさ
せないほど各パートの声が
そろい、ヘビーなアンコー
ル「ゆめみる」とともに、
大迫力の声量で聴衆を楽し
ませた。こうして４時間近
い演奏会は終演した。
次回は２０２０年６月
日 日( ） 、兵 庫 県 立芸 術 文
化センター（西宮市）で開
催される。
（編集部）

12

力強さと繊細さ両立

レに向けて、最後にもう一
度振り絞って歌っていくと
ころではないのかと個人的
には感じた。
合 同 ステ ー ジは 「 ＩＮ
ＴＥ Ｒ ＲＡ ＰＡ Ｘ 地 に
平和を」を作曲者の荻久保
和明氏自身の指揮で演奏し
た。基本的に、荻久保氏が
指揮を振ると、大半が名演
になるので期待はしていた
のだが、同時に先述した合
同ステージ特有の事情もあ
り、多少の不安もあった。
しかし心配はすぐに杞憂
に終わり、大人数による大
迫力のステージに筆者を含
め会場が大いに沸きあがっ
た。特に、荻久保氏の熱の
入った指揮は相変わらず素
晴らしいの一言で、曲間に
至るまで客席にも張り詰め

った青春の「痛み」を表現
した。
同志社グリークラブは男
声合唱とピアノのための組
曲「回風歌」（作詩・木島
始、作曲・松本望）。「つ
きぬけよう」「掘りおこそ
う」など木島始の政治意識
の強い詩と、エスペラント
語の諺「モーノ・モンドン
・レーガス」（金が世界を
支配する）が交錯する組曲
を少人数で熱唱した。
関西学院グリークラブは
今年で関学による日本初演
から 年を迎えたデュオパ
の「 Messe Solennelle
」を

28

ただ一つ気になった点を
挙げるとすれば、この曲の
構成において大きな意味を
持つ、終曲における１曲目
の テー マ への 回 帰と い う
「仕掛け」に対する表現で
ある。音量自体のピークは
曲の最後にあるのでその前
に音量を出しすぎないこと
はもちろん大事なのだが、
リタルダンドを越えて戻っ
てきた際に気持ちの面でも
少し落ち着いてしまってい
た よう に 思え た 。そ こ は
「 Ⅴ .Finale
」 のフ ィ ナ ー

34

52

少数精鋭の熱演相次ぐ

48

22

59

単独 ・合同ともに存在感
人的には満足な演奏ができ
なかったと思っている。
このため、単独ステージ
という舞台で今のワセグリ
現役と清水氏がこの曲をど
のように演奏するのかとい
うのが、今回の四連におけ
る筆者最大の関心事であっ
た。
結論から言うと、今回ワ
セグリはこの曲における複
雑な表現を清水氏やピアノ
の小田裕之氏と共に見事に
表現 で きて い たよ う に思
う。曲ごとに全く違った顔
を見せてくるこの組曲に対
して、力強さだけではなく
繊細な表現も巧みに歌い上
げることができていたのは
ここ数年のワセグリの良い
傾向である。

43

何から何まで「令和初」
の文字がついてくる時勢で
あるが、６月 日に開催さ
れた令和初の東西四連は積
み重ねてきた歴史の重みの
故か、良い意味で変わりの
ない、厳粛な雰囲気があっ
たように思う。
（１面参照）
ワセグリ単独ステージは
松本望作曲の「天使のいる
構図」を清水敬一氏の指揮
で演奏した。この曲は筆者
が 現 役 だ った 第 回 四 連
２
( ０１ ０ 年、 京 都コ ン サ
ー ト ホー ル の) 合 同ス テ ー
ジで、伊東恵司氏の指揮で
演奏したことがあったのだ
が、合同であるが故に、単
独と比べてどうしても各校
の練習量が不足がちで、個

56

現役2019

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「青い小径」（男声版委嘱初演）
作詩：竹久夢二 作曲：森田花央里
指揮：雨森文也 ピアノ：平林知子
２．同志社グリークラブ
男声合唱とピアノのための組曲「回風歌」
作詞：木島始
作曲：松本望
指揮：伊東恵司
ピアノ：水戸見弥子
３．関西学院グリークラブ
「Messe Solennelle」（Ａ.デュオパ作曲）
指揮：広瀬康夫
４．早稲田大学グリークラブ
男声合唱とピアノのための組曲「天使のいる構図」
作詩：谷川俊太郎 作曲：松本望
指揮：清水敬一
ピアノ：小田裕之
５．四大学合同ステージ
「ＩＮ ＴＥＲＲＡ ＰＡＸ 地に平和を」
作詞：鶴見正夫
作曲・指揮：荻久保和明 ピアノ：中島剛

忘れっぽい天使
(パウル・クレー）

今年の東西四連の各大学
のオンステ人数は、早稲田
が２～４年生で 人（単独
ステージは 人）、その他
は１年生もオンステし、慶
應 人、同志社 人、関学
人。昨年より人数が減っ
た もの の 、少 数 精鋭 の 好
演、熱演が相次いだ。
慶應義塾ワグネル・ソサ
ィエティー男声合唱団は、
稲門グリークラブがＯＢ四
連で共演した森田花央里先
生作曲の合唱組曲「青い小
径」の男声版を委嘱初演し
た。竹久夢二の詩による大
正ロマンの世界と、過ぎ去

70

すみだトリフォニーホール大ホール）

合同ステージの「ＩＮ ＴＥＲＲＡ ＰＡＸ」
＝フォトチョイス提供

第68回 東西四大学合唱演奏会

（№214）

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）8月30日

ストームで早稲田(右端）は「斎太郎節」を演奏＝同

拍手に応える３大学の指揮者

ペンシルバニア大と共演
早慶で日米歌のエール交歓
唱団 と とも に 賛助 出 演し
て、互いの応援歌や愛唱曲
を披露。３大学による合同
演奏もして、日米の「歌の
エール交歓」で聴衆を楽し
ませた。
ペンシルバニア大グリー
は 人がオンステし、第１
ステージで「アメイジング
・グレイス」「シェナンド
ウ」「モーツァルトのレク
イエム」など古典・伝統曲
を９曲、第２ステージでは
「カントリーロード」など
ポピュラーソングを中心に
曲を演奏した。
地声に近い自然体の発声
ながら、実声とファルセッ
ト（裏声）をうまくつなぐ
歌い方で、柔らかいハーモ

ニーが会場を包んだ。２ス
テ では 「 上を 向 いて 歩 こ
う 」を 流 暢な 日 本語 で 歌
い 、 「 Walk Him Up the
」では華麗なダンス
Stairs
も披露して、会場から大き
な拍手を受けた。
第３ステージは早稲田が
約 人、慶應が 人余りの
メンバーが加わって、「日
米応援歌合戦」を繰り広げ
た。早稲田は校歌と「紺碧
の空」「斎太郎節」、慶應
は「若き血」「我ぞ覇者」
「 Slavnostni Sbor
」を、
〝日本流〟の重厚なハーモ
ニーで演奏した。
３大学合同演奏は「最上
川 舟 唄 」 と 「 Ride the
」。両曲とも日米
Chariot
双方からソリストが出て声
を競い、互いに友好を深め
な がら フ ィナ ー レと な っ
た。
編(集部）

20

ます。
その前段階として、秩父

40

て、約 曲の愛唱曲を新入
生だけで披露する場となり

27

新入生を指導したサブ練習系

12

秩父で行われた新歓合宿

20

開かれた。早稲田大学グリ
ークラブは慶應義塾ワグネ
ル・ソサィエティー男声合

16

ペンシルバニア大のステージ

６月 日、本年度の新入
生の初舞台となる金の卵コ
ンサートを終え、今年も
人をグリークラブに迎える
ことができました。例年に
比べて少ない人数ではあり
ますが、それを個人のパフ
ォーマンスで補うことので
き る 良い 歌 い手 ば かり で
す。
金の卵コンサートは４月
からおよそ３カ月に渡る新
入生練習の集大成として、
４年生の先輩方や女子大の
皆様、慶應義塾ワグネル・
ソサィエティー男声合唱団
のライバルたちをお招きし
29

米国のペンシルバニア大
学グリークラブの東京公演
が６月３日、杉並公会堂で

新人16人 頼もしく

応援歌を披露した早稲田グリー

金の玉コンサートで歌う新入生 奉(仕園）

新歓合宿・金の卵コンサート

2019年（令和元年）8月30日

早稲田大学グリークラブＯＢ会新聞（稲グリ新聞）
（№214）

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。

で毎年行う新歓合宿が挟ま
ります。そこでも学年別に
演奏を披露する場があり、
新入生も学年のみで歌いま
す。指揮者も学年の中から
出さねばならないため、新
入生にとっては緊張という
言葉では表現できないほど
の感 情 があ っ たと 思 いま
す。
それでもチャレンジング
な曲目を見事に演奏し、金
の卵コンサートへの期待が
高まりました。そしてコン
サート本番では、聴きに来
ていただいた皆様に、期待
通りの演奏をお届けできた
のではないかと思います。
今回の新入生練習は私を
含め３年生の練習系にとっ
て本格的な指導について考
える契機となりました。経
験者だけでなく初心者も混
在するなか、いかにして合
唱を、音楽を面白いと思っ
てもらうか。このことを常
に念頭に置きながら、毎回
の新入生練習に臨んできま

会費納入のお願い

【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

した。
合唱においては、声のま
とまりを作るために個人の
力は重要視すべきでないと
思 われ が ちか も しれ ま せ
ん 。で も 私は そ うで は な
く、多彩な個人の集合によ
って色鮮やかに花開く声の
芸 術こ そ 合唱 だ と思 い ま
す。だからこそ、一人ひと
りの団員の特徴を把握し、
良い点を伸ばせる時間の過
ごし方が出来ればと思って
います。
そのためには、常に自分
自身が学び続けること、音
楽に対して謙虚であること
が求められているのではな
いか、と今回の新入生練習
を通して考えました。全て
の団員にとって、グリーク
ラブを通じて得た音楽的な
活動がその後に繋がるよう
に、学生指揮者としてこれ
からも活動できればと思い
ます。
サブ学生指揮者
床坊太郎（３年）

【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

2019年（令和元年）8月30日

早稲田大学グリークラブＯＢ会新聞（稲グリ新聞）

◆星雅貴さん、山田和樹先生と11年ぶりに再会

《「第九」の合唱練習日程》
（練習時間は原則18:30～21:15）
９月１日（日）森下文化センター
第１レクホール
15日（日）東大島文化センター
レクホール
23日（月）江東区総合区民センター
10月６日 (日）烏山区民会館（オケ付）
14日（月）森下文化センター
第１レクホール（オケ付）
19日(土、時間未定）早稲田アリーナ

現役上海演奏旅行への支援のお願い （再掲）

12

12
15

ｉｎ 早稲田アリーナ ｂｙ
ａｌｌ ＷＡＳＥＤＡ ～
襷 をつ な いで ！ 早
(稲田ア
リ ーナ 竣 工記 念 稲門 音 楽
祭２ ０ １９ 特別 企画 」
)
と銘 打 って 、 ベー ト ー
ヴェ ン の交 響 曲第 ９ 番
・第４楽章「歓喜の
歌」 を オー ケ スト ラ 、
合唱 団 総員 ４ ００ 名 程
度で 演 奏す る 予定 に な
っています。
参 加 費は ２ ５０ ０ 円
で、 練 習日 は ９月 １ 、
、 日、 月６、
、 日です。参加を
希望 さ れる 方 は幹 事 の
若 杉進 二 （ Ｓ 卒
sw@
）ま
dance.plala.or.jp
でご連絡ください。

◆上海演奏旅行の募金要項
◇募金目標額 250万円
◇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。

14 15
19 23

10

45

10月19日（土）順グリ会

また、オープニングセレ
モニーでの校歌・応援歌の
合唱、 時 分から早稲田
キャンパスの 号館１０９
教室で開かれる「稲門音楽
祭２０１９」にも出演しま
す。オープニング、稲門音
楽祭２０１９は、卒業後

ワセグリ卒団 年の学年
を中心に７学年が集う「順

昨年の順グリ会

25

15

対象はＨ04～10卒
歌で旧交温めよう

30

10

25

04

10

10

07

25

19

年目で順グリ会の幹事学年
でもある平成 年卒が中心
です。これに第九も加えた
稲 門祭 当 日の 一 連の 合 唱
に、ひとりでも多くのＯＢ
が参加されることを期待し
ています。
若杉進二（Ｓ 卒）

グリ会」を今年も 月 日
（土）午後７時から、東京
・早稲田のリーガロイヤル
ホ テル 東 京で 開 催し ま す
（ 会 費 ８０ ０ ０ 円 の予
定）。
稲門祭、ホームカミング
デーの前日での開催で、
回目となる今回はＨ 卒が
幹事を務めます。また、Ｈ
卒の皆様が今回で順グリ
会を卒業し、Ｈ 卒の皆様
が初参加となります。
今回も前回の内容を踏襲
し、年長組と年少組の４学
年での演奏と、順グリ会卒
業学年 Ｈ( 卒 の)演奏を予
定しています。
現役時代を振り返りなが
ら呑んだり、喋ったり、歌
っ たり と 、旧 交 を温 め つ
つ、大いにお楽しみくださ
い。また、ご都合がつく方
は翌日の稲門祭のステージ
もご一緒しましょう。
今回の参加対象学年はち
ょうどＡＷネット第５グル
ープの方々になります。Ａ
Ｗネットを通じ、各学年代
表の方から、出欠について
確認させていただきます。
みなさまのご参加を心より
お待ちしています。
島田尚豊（Ｈ 卒）
04

07

20

ため、併用されません）。
オープニングセレモニー
は 時から行われます。直
後 の 時 分 か ら「 第 九

新設された早稲田アリーナ

現役の早稲田大学グリークラブは９月22～25日の日程で、上海演奏
旅行を計画しています。中国の建国70周年と2009年のグリークラブ上
海演奏旅行10周年を記念して、現地の上海師範大学、復旦大学とのコ
ンサートをそれぞれ開催するほか、音楽を通じて現地の人々と交流を
深めて、日中友好の架け橋になりたいと意気込んでいます。
本紙５月30日号で「上海演奏旅行 ご協力のお願い」を掲載するとと
もに、ＯＢの皆さま宛てに趣意書「ご寄付のお願い」を同封させてい
ただきました。しかし、８月中旬時点で、寄付金総額は目標額に達し
ていません。このため寄付金の募集期間を当初の８月末までから９月
25日までに延長しました。１人でも多くの方々のご協力を賜りますよ
う、ＯＢ会としてもお願い申し上げます。

10

の初めての開催です（今年
は大隈講堂は耐震工事中の

本紙５月30日号とワセグリＯＢ会サイトに「あの時あの歌 2008年
『酒頌』」を寄稿した星雅貴さん（Ｈ20卒、元学生指揮者）が６月16
日、杉並公会堂で、「酒頌」の初演を指揮していただいた山田和樹先
生と、卒業以来11年ぶりに再会し
ました＝写真。
きっかけは５月下旬、発刊前の
稲グリ新聞のゲラが山田先生に渡
り、記事を読んだ先生が星さんの
携帯電話に「良い記事を書いてく
れて、ありがとう」と電話されま
した。その際に、先生は東京混声
合唱団の演奏会に誘い、仙台市に
住む星さんが上京して、再会が実
現しました。
山田先生は「記事を読んでガラ
ケーを見たら、星君の電話番号が
残っていた。ワセグリの縁って、不思議ですね」と笑顔で振り返りま
した。
星さんは「これほどのスーパースターになっても、僕たちのことを
忘れず、気にかけてくださっている。先生の心の大きさ、懐の深さ
に、ただただ感無量の思いです」と話していました。
（編集部）

い記念会堂の跡地に新設さ
れた「早稲田アリーナ」で

稲門祭オープニング
（早稲田アリーナ）
〔演奏曲〕校歌、紺碧の空、
早稲田の栄光
指揮：大屋 誠（Ｈ07卒）
12:15 第九 in 早稲田アリーナ
15:30 稲門音楽祭2019
（早稲田キャンパス10号館109教室）
〔演奏者〕グリークラブＯＢ会
〔演奏曲〕校歌、紺碧の空、ひかる青雲
早稲田の栄光、遥かな友に
指揮：大屋 誠（Ｈ07卒）
ＭＣ：島田尚豊（Ｈ07卒）
…………………………………………

今年の稲門祭は 月 日
日( に)開かれます。懐かし

《10月20日の演奏予定》
12:00

（№214）

7

45

東京で「歌の祭典」再現
24

「王孫不帰」や委嘱初演

豊かな表現力で魅了

旧ソ連の大粛清時代に森に
潜んで生き延びたパルチザ
ンたちを歌った「二羽の鳩
が飛ぶ」と、続いて歌われ
たグラスハープを伴奏とす
る 「 Stars
」（エシェンヴ
ァルズ作曲）のコンビネー
ションで、ラトヴィアの歴
史を支え、築いてきた人々
の魂が静かに天に昇華して
いくような、えもいわれぬ
感動的な瞬間だった。
アンコールでの観客を巻
き込んだ「上を向いて歩こ

10

ラトヴィア合唱団と感動の共演

18

ーとの演奏に続き、ＭＡＳ
ＫＡが 分ほどのプログラ
ムを演奏した。コンクール
のために仕上げてきている
のでその演奏レベルの高さ
は疑いないが、複雑な現代
音楽も、ラトヴィア民謡を
基にした作品も、美しくブ
レンドした声と柔軟なフレ
ージングが隅々まで行き渡
り、時には力強い地声発声
も用いたりして、終始聞き
手を魅了し続けた。
特に印象的だったのは、

お江戸コラリアーず定演

う」の熱唱に続き、３団体
合同でラトヴィアの合唱曲
を３曲歌った。ラウラさん
は「まるで東京で（同国で
５年に１度開催する）〝歌
の祭典〟が再現されたみた
い」と興奮気味に語ってい
た。
その数日後の東京国際合
唱コンクールにおいて、Ｍ
ＡＳＫＡは総合グランプリ
を獲得。見事、前人未到の
２冠を達成した。
佐藤拓（Ｈ 卒）

新 代表幹 事に
平 田耕造 さん

合唱とピアノで表現して、
会場からひときわ大きな拍
手が起こった。 編(集部）

15

ＯＢメンバーズ
ワセグリの中堅・若手Ｏ
ＢでつくるＯＢメンバーズ
（ＯＢＭ）は７月６日、臨
時幹部会議を開き、山形に
転勤した松井修平代表幹事
（Ｈ 卒）の後任に、平田
耕造さん（Ｓ 卒）が就く
ことを決めた。次回演奏会
の開催について、２０２０
年秋から 年春までの間を
目標に準備を進める方針を
確認した。
新体制では、事務局長の
井上靖夫さん（Ｓ 卒）が
留任し、音楽監督に佐久間
宰士さん（Ｓ 卒）、事務
方マネージャーに山内隆史
さん（Ｈ 卒）、リクルー
ト担当マネージャーに村上
政道さん（Ｈ 卒）が就い
た。
（編集部）

56

イスマ前指揮者でラトヴィ
アとの縁が深い山脇卓也さ
ん（Ｈ 卒）が指揮する気
鋭の女声合唱団「ぴゅあは
ーと」にも参加していただ
くことができた。
直前に行われた宝塚国際
室内合唱コンクールで、Ｍ
ＡＳＫＡは総合グランプリ
を獲得。にわかに彼らの来
京が注目度を増した。コン
サートに先立ち、 日午後
にはＭＡＳＫＡのコンミス
で歌手・作曲家でもあるラ
ウラ ・ イェ ー カブ ソ ネさ
ん、指揮者のヤーニス・オ
ゾルスさんによるワークシ
ョップも開催。 名もの受
講者が参加し、発声とウォ
ームアップ、楽曲のレッス
ンをしていただいた。
夜のコンサートは満席と
なり、ガイスマ、ぴゅあは

山脇卓也さん（Ｈ 卒）
の指揮で、シューマン作曲
の「男声合唱のための６つ
の歌」と「王孫不帰」を演
奏。「王孫不帰」は能の要
素を取り入れた反戦歌で、
合唱と３人のソリスト、打
楽器が交錯しながら、戦争
から帰ってこない息子を思
いながら年老いていく両親
の姿を通じて、戦争の悲し
み、むなしさを表現した。
続く「合唱のためのコン
ポジション第６番」は、民
謡や労働歌をもとにしたポ
リフォニーをエネルギッシ
ュに歌い上げた。
最後は世界の名曲をとり
そろえた「アラカルトステ
ージ」。豊富なソリストを
繰り出し、振り付けも入れ
て演奏し、聴衆を楽しませ
た。クイーンの「ボヘミア
ン・ラプソディ」を、田中
達也氏の編曲で委嘱初演。
原曲 で はロ ッ クや バ ラー
ド、オペラの要素が盛り込
まれた重厚なサウンドを、

57

63

03

21

03

今年の年明けごろ、日本
ラトビア音楽協会合唱団ガ
イスマのもとへ１通のメッ
セージが届いた。送り主は
ＭＡＳＫＡ（マスカ）とい
うラトヴィアの合唱団で、
７月に日本で行われるコン
クールに参加するために東
京を訪れる予定で、それに
合わせてぜひガイスマと交
流を持ちたい、という熱烈
なラブコールであった。
すぐさま準備を始め、Ｍ
ＡＳＫＡが出場する宝塚と
東京のコンクールの間の７
月 日に森下文化センター
の多目的室を押さえ、東京
で唯一となる彼らの演奏機
会をアレンジした。歓迎演
奏にはガイスマのほか、ガ

17

75

ワセグリの中堅・若手Ｏ
Ｂが参加している合唱団お
江戸コラリアーず（おえコ
ラ）の第 回演奏会が８月
日、東京芸術劇場コンサ
ートホールで開かれた。男
声合唱の〝古典〟ともいえ
る「王孫不帰」（三善晃作
曲）や「合唱のためのコン
ポジション第６番」（間宮
芳生作曲）、世界の名曲ア
ラカルトなど多彩なプログ
ラムを、磨き抜かれた重厚
なハーモニーで演奏し、聴
衆を魅了した。

02

ガイスマと「ぴゅあはーと」

10

40

24

作曲家の信長貴富氏の作品を実力派合唱団が競演する演奏
会が６月２日、東京・王子の北とぴあで開催された。「オー
ル信長作品」の演奏会は最近増えているが、著名な指揮者と
ハイレベルの合唱団が一堂に会した豪華なプログラム。信長
氏が約20年にわたって発表した珠玉の作品を美しいハーモニ
ーで歌い上げ、満席の1300人の聴衆を魅了した。
演奏会は、ＪＣＤＡ日本合唱指揮者協会が開いた「第20回
北とぴあ合唱フ
ェスティバル」
のクロージング
コンサート「作
曲家個展シリー
ズVol.８信長貴
富」（写真はチ
ラシ）として企
画され、10団体
が出演した。多
くの合唱団で歌
われている「くちびるに歌を」「新しい歌」「うたをうたう
とき」などを演奏した。
ワセグリのＯＢらが参加している合唱団お江戸コラリアー
ず（おえコラ）は、山脇卓也さん（Ｈ10卒）の指揮で、男声
合唱「若者たち 昭和歌謡に見る４つの群像」より「ヨイト
マケの唄」を演奏。本家の美輪明宏に劣らぬ歌唱力で歌い上
げ、大きな拍手を受けた。
後半は東日本大震災後の福島で生まれた「夜明けから日暮
れまで」（詩・和合亮一）、「群青」（曲・詞構成・小田美
樹）を、公募のユース合唱団117人が歌ってスタートした。
目玉のステージは、Combinir di Corista（コンビーニ・
ディ・コリスタ）の混声合唱とピアノのための「静寂のスペ
クトラム」。信長氏が現代詩で新しい叙情性を描きながら、
詩の行間や空白、「！」で視覚的に訴える「とてつもない
秋」などの詩をデザイン的なアプローチで音に表現し、合唱
の新しい可能性を切り開いた。2018年７月に同団が委嘱初演
してから高い評価を受け、この日に全４曲が再演された。
最後の合同合唱は、出演団体の324人が混声合唱曲集「等
圧線」（詩・覚和歌子）の終曲「リフレイン」を歌って締め
くくった。（編集部）

フィナーレを飾った３団体 の合同演奏

◆オール信長作品の演奏会、実力派合唱団が競演
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寿司店の前に立つ小林大礎さん

５代目継承へ修行中

なり緊張して、演奏曲であ
るショスタコーヴィチの十
の詩曲による「六つの男声
合唱曲」について話し合っ
た。１時間ほどで仕事の話

本殿が国宝に指定された
め ぬま
妻沼聖天山の門前町、埼玉
県北部の熊谷市妻沼地区。
この土地の名物、いなり寿
司を作って１３０年以上の

一人前パックは４６０円

われたのだ（一瞬怒られた
か と 思っ た ）。 そ のう え
「お腹がすいたのか？」と
言いながら、台所でゴソゴ
ソしていたかと思うと、落
花生（皮付き）が５００グ
ラム入った袋を掲げ、天真
爛漫な笑顔で「これ全部食
っていいぞ！」
この後の長い雑談のこと

な作曲家や指揮者の話……
まさに宝の山だった（ここ
には書けない話も多く、今
回は省略）。
すると、電話がかかって
きた。氏が会長を務めてい
たマ ー ラー 協 会か ら だっ
た。電話を切ると「年取る
とこうして役職ばかりが増
えるが、くだらぬことだ。
音 楽家 にも 地位
や 名誉 に拘 泥す
る 者が 少な くな
いが、それこそが音楽の敵
なんだ。それは覚えておい
てくれよな」。感じ入って
いると、庭の芝生を悠然と
猫が横切っていく。それを
指し て 「そ う 、音 楽 家は
ね、ああやって自由じゃな
きゃいけないんだよ」。
そ の 時、 悲 鳴が 上 がっ

歴史 を誇 る 小
｢ 林 寿司 店
で、伝統の味を受け継ぎ、
４代目のお父様とともに汗
だ いき
をかくのが、小林大礎さん
Ｈ( 卒）だ。
県立熊谷高校で男声合唱
の重厚なハーモニーに魅せ
られ、ワセグリではベース
のパートリーダーを務める
ほど合唱を謳歌した小林さ
ん。ワセグリ在籍中は、モ
ンゴルへの演奏旅行やデー
モン閣下への作曲委嘱とチ

た。部屋に入って来た奥様
が、うず高く落花生と吸い
殻が積みあがった灰皿のタ
ワーに気づいたのだ。「何
よ、それ！」
すると氏は言った。「こ
れは…これは、こいつら学
生たちがやったんだ！」
その時不意に、僕も音楽
家に、芸術家になろうと思
ったのだ。こんなカッコい
い愉快な爺さんになりたい
と心から思った。いわゆる
「音楽」は流れていなかっ
たが、間違いなくある種の
忘れられぬ「音楽体験」だ
った。
（追記＝山田一雄先生は
年、病に倒れ、四連での指
揮は実現しなかった。同年
８月に逝去され、今年で
回目の命日を迎えた）

｣ ャレンジングなプロジェク
トを成し遂げ、自身最後の
２ ０１ ４ 年の 定 期演 奏 会
に、委嘱曲を作曲したデー
モン閣下が聴きに来てくれ
たのは大切な思い出と語っ
てくれた。
大学卒業後は調理師の専
門学校に通い、小林寿司店
の５代目として家業を継ぐ
ことを決めたという。
ところで、妻沼のいなり
寿司は、縦長で大きいのが
特 徴。 ひ とた び 口に す れ
ば、程よい甘さのいなり揚
げとサッパリした酢飯との
相性が抜群で、実に美味。
これならば、いくら疲れた
時でも夏バテした時でも食
べられて、活力を与えてく

愉快な巨匠 音楽家志す契機に
は今でも大切に心の中にし
まってある。
御大は入れ歯を外し、歯
茎で落花生の殻を割りモリ
モリ食べ進み、がんがんタ
バコを吸う。灰皿には落花
生の皮と吸い殻で センチ
ほどのタワーが出来た。指
揮法についての持論、様々

れそうだ。
▼ 有( 小)林寿司店
取材中もひっきりなしに 【ＴＥＬ】０４８・５８８
いなり寿司を求めるお客様 ・００２９【所在地】埼玉
が訪れ、その度に元気一杯 県熊谷市妻沼１２４３
に応対する小林さん。店の 【アクセス】ＪＲ熊谷駅よ
定休日には現役の演奏会を り バ スで 分 、 妻
｢ 沼聖天
聴きに行くなど、今でもワ 前 バ
｣ ス停 から 徒 歩４ 分
セグリ、合唱への情熱を傾 【 営 業時 間 】 ８ : ～ 売 り
ける小林さんの今後の活躍 切 れ ま で 【 定 休 日 】 月 曜
に期待。また近くを通った
祝
( 祭 日は 営業 【
) メニ ュ
時にはいなり寿司を買いに ー 】１ 人 前 い な り３ 本 、
(
行きますよ！
太 巻き ４ 切れ ４
) ６０ 円 、
濱野将廉 Ｈ( 卒 ) 大パック１４９０円

40

30

（Ｓ 卒）、河合隆一（Ｓ
卒）、長田茂（Ｓ
卒）、秋永基（Ｓ 卒）、
石原祥弘（Ｓ 卒）、板垣
滋 （ Ｓ 卒 ） 、 児 玉 昌久
（Ｓ 卒）、元団員の鈴木
賢一（Ｓ 卒）。
今回は令息の磯部周平さ
ん夫妻が出席され、話題が
広がりました。周平さんは
元ＮＨＫ交響楽団の首席ク
ラリネット奏者で、３月ま
でベトナムへオーケストラ
の指導に行っておられ、土
産話をたっぷりしていただ
きました。
出席者は高齢化が進んで
はいますが、話は尽きず、
「遥かな友に」まで歌声は
延々と続きました。最後に
澤登先輩が「グリー以外の
メンバーも増えたが、須賀
敬一音楽監督（Ｓ 卒）が
指揮者としていてくれる。
推薦してくれた磯部先輩の
最大の功績です。応援をよ
ろしく」と挨拶して閉会し
ました。
河合隆一（Ｓ 卒）

27

37

35

30

30

14

令息 周平さんが帰国報告

ワセグリの大先輩の作曲
家、磯部俶先生の生誕祭が
７月 日、いそべとし男声
合唱団の主催により、江東
区古石場文化センターで開
催されました。磯部先生が
ご存 命 なら 今 年で １ ０２
歳。磯部グループの女声団
体なども加わり、 名以上
が出席して賑わいました。
この日参加した、磯部先
生に直接指導を受けたグリ
ー出 身 の団 員 は澤 登 典夫

40名以上が歌で祝う

30

35

40

31

30

埼玉・熊谷の小林大礎さん（Ｈ27卒）
は終わったので「お忙しい
でしょうからーー」と腰を
上げた。するとーー
「君たちは帰りたいのかね
？」「いや、本当に帰りた
いなら帰ってもいいが、帰
りたくないなら、僕は夜ま
で時間があるから居てもい
いんだぞ」とかなり強く言

30

磯部俶先生の生誕祭

28

04

和田ひでき（Ｈ 卒、声楽家）
大学３年の１９９０年の
秋。横浜・山手にある指揮
者 の山 田 一雄 先生
のご自宅に伺っ
た 。次 回 、自 分た
ち がチ ー フと して
迎 える 東 西四 連の
指 揮を 山 田先 生に
お 願い し たの だ。
ラ ッキ ー にも 引き
受 けて い ただ ける
方 向で 、 まず は学
生 と会 っ て話 がし
た い、 と いう こと
での訪問だった。
当 時 、 氏 はす で に 歳
で、楽壇の重鎮だった。か

91
28

山田一雄先生の思い出
78

30

（№214）

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）8月30日

27

さ き

たけし

け泊めていただくなど、今
なら考えられない程、お世
話になっています。
彼の面倒見が良いのは、
お母様のおかげだと思いま
さ

佐々木 毅さん

わ いわい クラブ で
最 後まで 明るく
長年、前立腺がんを患っ
ていた佐々木毅君が５月
日に旅立ってしまった。
昭和 年卒メンバーで結
成して老人ホームで歌って
いる「わいわいクラブ」で
は重要なトップテノールの

す。 大 澤君 が いな く なっ
て、何とも寂しい思いでい
っぱいです。安らかなご冥
福をお祈りします。合掌
長島義隆（Ｓ 卒）
32

メンバーとして積極的に参
加していた。がん発症以降
は徐々に参加回数も減って
きたが、ＰＳＡ数値が天文
学的な数値になっているに
もかかわらず、体調と相談
しながら参加してくれ、明
るく元気に歌っていた姿が
今でも目に浮かぶ。
今年２月の同期会にも出
席し て 「も う 治療 は しな
い。 成 り行 き まか せ にす
る」と周囲の心配をよそに
飄々と話していたのが印象
に残っている。苦しむこと
なく旅立ったのがせめても
の慰めである。

理工学部機械工学科を卒
業して富士重工業に入社。
東京ディズニーランド開場
とともにオリエンタルラン
ドに転職し、設備関係の重
しょうじくちゆきなり

小路口征也さん

愛され た「金 太」
札幌で 歌い続 ける
札幌住まいの小路口征也
君の訃報が 連休中に飛び
込んできた。奥様を温泉に
誘い、現地で急逝されたと
のこと。あまりに突然で信
じられない。金沢にいる同
期 の稲 元 国道 君 が連 休 の
中、札幌に飛んで別れに参
ゆうや

を開く予定であった。
昭和 年、百名を超える
新入生がいたが、その風貌
が♪マサカリ担いだ金太郎
♪のイメージから皆に「金
太」と呼ばれ愛された。演
奏旅行では数少ない１年生
メンバーとなり、４年では
内政マネージャーとして早
稲田紛争のため送別演奏会
中止の苦労を分け合った。
同期会には札幌から駆け
付けてくれたから、いつで
も会えると思っていたが叶
わぬことになった。人生は
出会いの積み重ねだが別れ
の積み重ねにもなる歳月を
感 じる 。 それ に して も 金
太、早すぎるぞ。ＹｏｕＴ
ｕｂｅで歌う君といつでも
会えるから、まだお別れは
言わないでおく。
中嶋勝彦（Ｓ 卒）

要な仕事をしていた。現役
グリーの就職相談会にも講
師として参加を要請される
など幅広く活躍していた。
工藤悠一郎（Ｓ 卒）

列してくれた。いつもの微
笑むような表情をしていた
との報告を受けて、現実を
悟り冥福を祈った。
甘いテナーの美声を響か
せグリーの４年間、練習・
活動を殆ど休むことなく濃
密に過ごし、出身地の札幌
に戻ってからは国鉄・ＪＲ
に勤める傍ら合唱団活動を
続けた根っからの歌好きだ
った。数年前にデュークエ
イセスの持ち歌を中心に歌
うカルテット「ダンディー
・フォー」に加わり、６月
に札幌グランドホテルでフ
ルバンドをバックに演奏会

してくれました。
以前から全身の動脈が硬
化していく難病で療養され
ていたようですが、以前受
けた胸部動脈部の手術経過
が思わしくなく、集中治療
室での手当てを受けるなど
の苦労をされました。足の
方も思わしくなく、近く手
当てする必要があると聞い
ていた矢先の訃報でした。
告別式には、大阪稲グリ
メンバーが集まって、御霊
前で「遥かな友に」を献歌
しました。ソロは当日駆け
つけてくれた同期の村上實
氏 が歌 い 上げ ま した 。 合
掌。
大浦亮一（Ｓ 卒）
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訃報・追想
おおさわ ひろゆき

大澤 寛之さん

自 宅で 部員を 歓待
慕 われ た印刷 局長

呼び集められ、ＬＰを聴き
ながら各パートごとに採譜
をして、その楽譜で歌って
みて、おかしなところがあ
れば、聴き直して、納得行
くまで繰り返して楽譜を作
る大変な作業をしたもので
した。その後で、お母様の
すばらしい夕飯を御馳走に
なるのが毎回の事でした。
大澤君は２代目印刷局長
（初代は 年卒の現いそべ
とし男声合唱団代表・長田
茂さん）で、就任してから
下級生が大澤邸へ押しかけ
ることになります。 年卒
の皆さんは、どれだけお世
話に な った か わか り ませ
ん。新宿で飲んで終電車が
なくなると、経堂行の最終
電車に乗り大澤家に押しか
しまき

島木 雄哉さん

大阪 稲グ リ行事
欠か さず に出席

ったことは言うまでもあり
ません。
卒業後、大阪の広告会社
に就職されました。後に独
立され、持ち前の人を惹き
付け、人を楽しくさせる技
量をいかんなく発揮され、
業績を伸ばしていかれまし
た。
大阪稲門グリークラブに
は長く活動に参加されてい
ましたが、なぜか「ステー
ジが怖い」と、ステージに
は乗られませんでした。し
かし、総会などのイベント
の後の懇親会には欠かさず
出席されました。年末恒例
の大阪稲グリクリスマス会
には、必ず家族総出で参加
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Ｓ40卒、78歳
５月19日

19

Ｓ42卒、75歳
５月４日
Ｓ44卒、73歳
５月８日

30

30

岩手県一関市で観光会社「イーハトーブ東北」を経営する
松本数馬さん（Ｈ15卒）が６月、同市内に古民家宿＆カフェ
「栗駒茶屋」＝写真＝を開業しました。７月13日付の日本経
済新聞朝刊・東北版で
紹介されました（日経
電子版でも読むことが
できます）。
松 本 さ んは 昨 年７
月、世界遺産のある平
泉町の古民家を改装し
て１日１組限定で一棟
貸しする宿泊施設「平
泉倶楽部」をオープンしました。 本紙2018年８月30日号
の「近況・遠境」に寄稿してくれています。(編集部）

10

５月８日 昭和 年卒ト
ップテナーの島木君の訃報
を受けました。
薩摩出身の島木君は、演
奏 旅行 マ ネー ジ ャー と し
て、我々を西日本縦断して
九州まで連れて行ってくれ
ました。鹿児島での最後の
演 奏会 は 、島 木 君独 唱 の
「遥かな友に」で締めくく
44

32

◆松本数馬さんが岩手・一関に古民家宿開業

40

新潟市の高校教諭、栗川治さん（Ｓ57卒）が、昨年７月に
がんのため59歳で逝去された清美夫人をしのぶ遺稿追悼集
「愛とユーモアの保育園長」（新潟日報事業社、1300円＋
税）を自費出版しました＝写真。
清美さんは目の不自由な栗川さん
の教員生活と社会活動を支え、３人
の子どもを育てながら、保育園長、
指導保育士として亡くなる４カ月前
まで保育の現場で活躍されました。
400ページ近い遺稿追悼集は「死を
悼 む」 よりも「生を記 録し 、顕 彰
し、祝福する」ことに主眼を置いて
編集。職場仲間や同級生、地域の人
々の多数の寄稿とともに、清美さん
が書いた保育園の「クラスだより」
「園長だより」も掲載して、その実直な仕事ぶりを伝えてい
ます。
そして、栗川さんとの結婚にまつわるエピソード、２人の
往復書簡や家族とのメールのやりとり、亡くなる数日前の家
族との会話も収録するなど、最後まで明るく生きた清美さん
の姿を克明に記録しています。それらには、かけがえのない
夫婦、家族の歩みが凝縮されています。（編集部）

Ｓ32卒、85歳
６月30日

昭和 年卒も毎年減って
寂しい限りです。
大澤寛之君のことを話す
とき、彼のお母様抜きには
語れません。小田急線経堂
駅の近くに大澤家はありま
した。昭和 年頃は、新し
い外国の男声合唱曲の楽譜
がなかった時代で、大澤君
はヤマハ楽器に外注しても
らって、新しいＬＰが入る
と、彼の自宅に練習部門が

◆栗川治さん、亡き夫人の遺稿追悼集を出版
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指揮者に山脇卓也さん

ど 一 切さ れ ず、 そ れで い
て、とても紳士的、かつ真
摯に真剣に自由に、皆様と
共有したかけがえのない時
間は、学生指揮者として、
さ ら には 合 唱指 揮 者と し
て、今でも私の初心そのも
の！ 叱咤激励しつつ、快
く仲間に入れてくださった

生指揮者を務め、１９９８
年 に 「お 江 戸コ ラ リア ー
ず」の結成に参加。これま
で全日本合唱コンクール全
国大会で金賞を９回、この
うち最高位の文部科学大臣
賞を５回受賞しています。
このほか全日本合唱連盟
のイベントで指揮者、講師
として活躍。「グリークラ
ブ ア ルバ ム ＣＬ Ａ ＳＳ Ｉ
Ｃ」「同ＮＥＸＴ」（カワ
イ 出 版） の 編者 を 広瀬 康

５月 日 東京芸術劇場で開催

10

は、 稲門グ リ
ーク ラブの 指
揮者 を、山 脇
卓也 さん（ Ｈ
卒） にお 願
いす ること を
決め ました 。
演奏 曲は調 整
中で、決まり次第、改めて
お知らせします。多くの皆
さまの参加をお待ちしてい
ます。
山脇さんは現役時代、学
山脇卓也さん（Ｈ10卒）

酒と歌と男の荒波泳ぐ
気がつけば合唱指揮者
同期はじめＯＢ諸兄に厚く
感謝申し上げます。
福永陽一郎氏ら名だたる
指揮者など共演者も、もち
ろん魅力的な方ばかりで、
作品と演者の魅力を余すと
ころなく発信するパフォー
マンスの見事さに感服。
「嗚呼、男に生まれりゃ
よかった 」と、本気で男

夫、伊東恵司の両氏と務め
るなど、合唱界のリーダー
的存在となっています。
稲門グリーでは、２００
７ 年の 第 回 Ｏ Ｂ四 連 で
「ア イ ヌの ウ ポポ 」 を指
揮。 年の早稲田大学グリ
ークラブ創立１００周年記
念演奏会で、多田武彦作曲
の「 帆 船の 子 」（ 委 嘱初
演）を指揮しました。
次回のＯＢ六連は、開催
日が 従 来よ り 約２ カ 月早
く、年明けから練習を始め
ます。皆さまにはスケジュ
ールをご確認のうえ、奮っ
てご参加いただけましたら
幸いです。
（編集部）
08

16

声合唱に想いを募らせ、師
匠の北村協一氏の下、とう
とう上智大学グリークラブ
ＯＢ 合 唱団 Ｓ ＶＥ の 定演
で、久邇之宜氏のピアノに
導かれ、幸運にも男声合唱
デビュー！ ワセグリがキ
ッカケのたくさんのめぐり
逢いにより、平成の幕明け
と共に、私の指揮者人生も
開幕と相成りました。そし
て令和を迎えた今もなお、
男声への愉悦と羨望は飽く
なき欲求の塊なのです。
歌への想像力は即ち生き
る力……。高校時代から薄
々理解してはいましたが、
合唱を続けて歳を重ねて超
実感！ 進取の精神＆久遠
の理想を胸に光射す更なる
高みへ、これからも皆様と
共に…歌うことは生きるこ
と……。早稲田魂、万歳！
（群馬県高崎市出身）

相 澤 先生 は ツイ ッ ター
で、練習の記事を毎回リツ
イー ト して く ださ い まし
た。大藤先生はいつも「超
いいね」をして、温かい励
ましの言葉を添えてシェア
・リツイートし、ご自身の
ファン層に稲門グリークラ
ブを紹介してくださいまし
た。
森田先生は稲門グリーに
ついて「昭和の男声合唱」
「相澤先生は森田の暴走を
止められるか」などと挑発
的なコメントを連発。練習
以外でも叱咤激励していた
だき ま した 。 本番 後 には
「皆様の一生懸命さ、何か
美しいものをたくさん発見
できた演奏会でした！ 曲

先生方と共有 一体感醸成

ＳＮＳでＯＢ四連発信

2019 現役・ＯＢ会の活動予定

ワセグリＯＢ会は今回の
ＯＢ四連で、ＯＢ会サイト
に本番や練習風景の記事を
リアルタイムでアップし、
ツイッターやフェイスブッ
クで拡散して、機運を盛り
上げようと考えました。幸
い、オンステメンバーやＯ
Ｂ各位にとどまらず、多く
の方に閲覧いただき、諸先
生方にもＳＮＳで共有して
いただくなど、本番までの
一体感の醸成に少しは貢献
できたかなと思います。
（１面参照）
指揮者の相澤直人、編曲
・ピアノの森田花央里、作
曲の大藤史、作詞の栗原寛
の各先生は、ＳＮＳで多く
の人とつながっています。

に真摯に向き合ってくださ
り、素晴らしい歌をありが
とうございました！！！」
と、最後までメンバーの男
心をくすぐってくださいま
した。
我々 の 記事 や 「つ ぶ や
き」には、時に不適切な記
述、表現もあったかと思い
ます。先生方をはじめ皆様
のご厚情、寛容な心に感謝
申し上げます。 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

第 回東京六大学ＯＢ合
唱連盟演奏会が２０２０年
５月 日（日）、東京芸術
劇場で開催されます。早稲
田大学グリークラブＯＢ会

!?

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）
12月15日（日）倶楽部グリー創立15周年記念コンサート
(杉並公会堂）
【2020年】
１月11日（土）ＯＢ会総会・オールワセグリ会

次号は 11月下旬 発刊

あつこ
な か そ ね
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と合唱談義の渦中に身を投
じ、男声合唱の荒波を泳ぐ
術を得て共に大海へ……。
どこまでも広く碧く深い、
その感触を心ゆくまで楽し
み始めた頃には、すっかり
男気溢れる学生指揮者とな
っておりましたとさ。めで
たし、めで…たいのかっ
しかし幸いにも女扱いな

!!

中曽根 敦子さん

日本女子大学合唱団に入
ってみたら、物凄いおまけ
付きで、びっくりポン！だ
ったお話です。男声合唱を
初めてまともに喰らってか
ら、ずっと当たり前のよう
に ワ セグ リ が隣 に いて …
…。すぐに男声に魅了され
てしまった私は女子校、女
子大と女声合唱に勤しんで
いたはずなのに、気がつけ
ばしっかりグリー化
飲んでは朝帰り、時には
グリーメンの下宿に転がり
込んで雑魚寝……。酒と歌

!?

2020 ＯＢ六連
11
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