上海師範大学との交流演奏会で歌う現役グリー（９月

日）

48

８面… 現役夏合宿・国内演奏旅行
９面… ２年生の役職就任祝う
「現役ウオッチャー 年㊥」
面… 若手ＯＢが「稲風会合唱団」
面…「応援席 湯川紘恵さん」
ＯＢ会総会・新年会１月 日

る」「朋友 中(国語 」)を歌
って、聴衆から大きな拍手
を受けた。
演奏会終了後も、レセプ
ションなどでメンバーが思
い思いに両大学の学生と積
極的に交流した。
◇
現役グリークラブの上海

２面…稲門祭で「第九」高らかに
順グリ会（Ｈ ～ 卒）
３面…白井克彦さん、叙勲祝賀会
４面…還暦会（Ｓ 卒）＆順グリ会Ⅱ
５面…堀俊輔さん、和田ひできさん
６・７面…現役 上海演奏旅行 詳報

語で「月亮代表我的心」を
演奏。合同演奏では「信じ

13

演奏旅行にあたっては、募
金目標の２５０万円を大き
く上回る４００万円以上の
寄付が集まるなど、ＯＢ各
位をはじめ多くの方々から
多大なご支援、ご協力をい
ただきました。ＯＢ会とし
て、 厚 く御 礼 申し 上 げま
す。

西線東陽町）。以後、ほぼ
毎週の土日・祝日に行いま
す。山脇さんを補佐する練
習指揮者は今年のＯＢ四連
に続き、小林昌司さん（Ｈ
卒）にお願いします。
ぜひ多くの皆さんにご参
加いただきますようお願い
いたします。参加者には楽
譜を 割 引販 売 する と とも
に、音取り音源ＣＤも配布
します。
参加を希望される方は早
稲田・ＯＢ六連実行委員長
の井上靖夫さん（Ｓ 卒）
inoueyyt@ybb.ne.jpま で
連絡をお願いします。ＯＢ
会サイトの参加申込フォー
ムからも申し込むことがで
きます。

１月から練習開始

19

今年も台風 号、 号な
どの風水害が日本列島を襲
い、各地に大きな爪痕を残
しました。「ソレソシレ」
の音階で鳴る緊急速報メー
ルが多くの人の携帯電話に
届いたことと思います。
▼今回、気象庁は台風 号
が上陸する３日前に、最大
レベルの警戒を呼びかけ、
交通機関もいち早く計画運
休を発表しましたが、想定
を上回る被害が出て、多く
の人々が逃げ遅れました。
▼情報通信手段が発達して
も、情報が伝わらなかった
り、人がその通りに動かな
かったりすることがありま
す。犠牲者が少なかった被
災地をみると、町内会など
のネットワークが健在で、
住民同士が声をかけ合って
早めに避難したケースが多
かったように思いました。
▼ワセグリＯＢ会も一斉メ
ール、ＳＮＳを活用してい
ますが、ＯＢ一人ひとりに
お届けする稲グリ新聞は今
なお重みがあると感じてい
ま す。 新 聞が 「 転居 先 不
明」で戻ってくると、同期
や周辺の年次に呼びかけて
〝捜索〟します。こうした
作業があって、ＯＢ会のネ
ッ トワ ー クも 維 持さ れ ま
す。やはり顔の見える関係
にまさるものはないと実感
します。また演奏会や行事
で多くの方にお目にかかる
のを楽しみにしています。

19

30

Ｏ Ｂ 六 連 「 月 光と ピ エ ロ 」

10

山脇卓也さん指揮
11

11

56

現地２大学と交流

18

12 10

は演奏機会がめっきり減っ
ており、戦後 周年を迎え
るこの機会に稲門グリーで
取り上げたいと思います。
山脇さんは合唱団お江戸
コラリアーず、女声合唱団
ぴゅあはーとなどの指揮者
・指導者として幅広く活躍
されています。今回、指揮
をするにあたって「古典作
品を受け継ぎながら、ワセ
グリの世代間の受け渡しも
していきたい。早稲田の多
様性と適応力で、透明で奥
行 きの あ る音 を 追求 し た
い」と話しています。
初練習は１月 日 日( )
～ 時、江東区文化センタ
ー・レクレーションホール
（最寄り駅・東京メトロ東

29

25

22

57

第 回 東京 六 大 学Ｏ Ｂ
合唱 連 盟演 奏 会（ Ｏ Ｂ六
連）が２０２０年５月 日
（日）、東京芸術劇場コン
サートホールで開催されま
す。稲門グリークラブは、
指揮者に山脇卓也さん（Ｈ
卒）を迎えて、男声合唱
組曲「月光とピエロ」（堀
口大學作詩、清水脩作曲）
を演奏します。今回のＯＢ
六連は開催時期が従来より
２カ月程度早いため、１月
から練習を開始します。
（関連記事３面に）
「月光とピエロ」は戦後
の男声合唱の歴史の中で、
大き な 存在 を 占め て いま
す。ワセグリも過去に何度
も歌ってきましたが、近年
10

22

10

31

23

ＩＮＤＥＸ

75

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

早稲田大学グリークラブ
は９月 ～ 日、中国・上
海演奏旅行を挙行した。現
地で上海師範大学、復旦大
学とそれぞれ交流演奏会を
開き、歌を通じて親睦を深
めた。
上海演奏旅行は２００９
年以来 年ぶり。今回は伊
東一郎・早大名誉教授（Ｓ
卒）を団長に、部員 人
（Ｈ 卒ＯＢ２人を含
む）、随行員として熊崎陽
一さん（Ｈ 卒）らが参加
した。
関(連記事６、７面に）
９月 日の午前に上海師
範大学老年大学と交流。
時から師範大の学生合唱団
と交流演奏会を開催した。
日は 時半から復旦大学
の学生合唱団、校友によっ
て編成された合唱団と交流
演奏会を開いた。
早稲田グリーは交流演奏
会で、「秋のピエロ」「Ｕ
ｂ ｏｊ 」 「酒 頌 」「 な ご
り雪」「最上川舟歌」「斎
太郎節」「遥かな友に」な
どの愛唱曲とともに、中国

17

早 稲 田 大 学
グリークラブOB会
15

04

31

〈編集・発行〉

47

24

2019年（令和元年）11月20日

早稲田大学グリークラブＯＢ会新聞（稲グリ新聞）
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23

15

19

総勢５００人が出演した第九 演奏会

07

早稲田大学で稲門祭が行
われた 月 日、総勢５０
０人によるベートーベンの
交響曲第９番の演奏会が早
稲田アリーナで開かれた。
グリークラブＯＢ会からは
関係者も含めて男女約 人
が出演し、「歓喜の歌」を
高らかに歌い上げた。
稲門祭は正午過ぎ、早稲
田アリーナでオープニング
セレモニーが行われ、ＯＢ
会の大屋誠さん（Ｈ 卒）
の指揮で、３００人を超え
る 混 声合 唱 団が 「 校歌 」

稲門音楽祭で５曲を演奏した

栄光」「遥かな友に」の５
曲を歌い、会場の聴衆から
大きな拍手を受けた。

33

「早稲田の栄光」で閉会

40

～ 襷を つ ない で ！」 と 題
し、アリーナ竣工を記念し
た稲門音楽祭の特別企画と
して開催された。指揮は早
稲田出身の野崎知之氏で、
管弦楽が早稲田大学交響楽
団校友オーケストラ、合唱
はグリークラブのほか、早
大合唱団、早大混声合唱団
のＯＢ・ＯＧ・現役らが第
４楽章を演奏した。
このあとＯＢ会は 人余
りが早稲田キャンパス 号
館１０９教室で開かれた稲
門音楽祭に出演した。島田
尚 豊 さ ん （Ｈ 卒 ） の Ｍ
Ｃ、大屋誠さん（同）の指
揮で「校歌」「紺碧の空」
「ひかる青雲」「早稲田の

卒が幹事を務め、対象学年
であるＨ ～ 年卒のＯＢ
人とそのご家族を含め
名の方々にお集まりいただ
きました。Ｈ 卒の皆様が

10

04

10

40

卒の演奏

04

「紺碧の空」「早稲田の栄
光」を歌って開幕した。
続く第九の演奏会は「第
九 ｉｎ 早稲田アリーナ
ｂｙ ａｌｌ ＷＡＳＥＤＡ

19

90

合唱のテノールパート

合唱のバスパート

07

Ｈ ～ 卒 歌で旧交温める
25

10

＆ホームカミングデーの前
日の 月 日、東京・早稲
田のリーガロイヤルホテル
東京で開催されました。
回目となる今回はＨ
10

今回で最後となるＨ

25

04

卒の演奏

04

総勢500人、グリー関係90人出演

10

20

07

（10月20日 12:30開演）
指揮：野崎知之
ソプラノ：朴瑛実 アルト：池野博子
テノール：大貫浩史
バス：西久保孝弘
管弦楽：早稲田大学交響楽団
校友オーケストラ
合唱：早稲田大学グリークラブ、早稲
田大学合唱団、早稲田大学混声合唱団卒
団生＆現役学生、早稲田大学校友・系列
校生徒有志ほか

順グリ会

～

10

ワセグリ卒団 年の学年
を中心に７学年が集う「順
グリ会」が、今年も稲門祭

Ｈ

07

稲門祭で「歓喜の歌」高らかに
「第九 in 早稲田アリーナ
by all WASEDA～襷をつないで！」

今回で順グリ会を卒業、Ｈ
卒の皆様が初参加となり
ました。
クラ ブ ソン グ 「輝 く 太
陽」で乾杯した後、今回も
近年の構成を踏襲し、年長
組と年少組の各４学年の演
奏と、順グリ卒業学年Ｈ
卒の演奏をはさみながら、
現 役時 代 の旧 交 を温 め つ
つ、会は進みました。
特 に Ｈ 卒 の ス テ ージ
は、田中宏さんの指揮で現
役 時の 各 種演 奏 会や 特 ス
テ、演奏旅行のエピソード
を振り返りつつ、メンデル
スゾーン、ブラームス、ヴ
ェルディの合唱曲から「青
葉 城恋 唄 」、 ア ニソ ン ま
で、現役時代を彷彿させる
演奏、ＭＣ、演出に会場は
大いに盛り上がりました。
最後は参加者全員で「遥か
な友に」、そして輪になっ
て 「早 稲 田の 栄 光」 を 歌
い、お開きとなりました。
また、参加者の中には翌
日の稲門祭＆ホームカミン
グデーに足を運んだり、稲
門音楽連盟の音楽祭に参加
した方々もいました。
今回参加頂いた方々には
およそ四半世紀前をいろい
ろと思い出しながら、懐か
しさに浸る週末になったの
ではないかと思います。
本年も予定通り開催でき
ましたのは各学年代表の皆
様、そして遠方からもご参
加 いた だ いた 皆 様の ご 支
援 、ご 協 力あ っ ての こ と
と、心より感謝します。
島田尚豊 Ｈ( 卒 )

04

07

04

（№215)
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10

古典に多様性と適応力で挑む
ー ー 今回 「 月光 と ピエ
ロ」を選曲した理由は。
「ひ とつ は 古 典作 品 を受
け継 ぎ たい と いう 思 いで
す。この曲は現役も 年以
上歌っておらず、他団体も
ほと ん ど演 奏 して い ませ
ん。もうひとつが世代間の
受け渡しです。稲門グリー
は近年、新しい作品を演奏
することが多く、年配の方
が若い世代の曲作りを勉強

してきました。今回はこれ
まで取り組んできた現代的
な音づくりの中で、古典作
品に取り組むのが有意義で
はないかと考えました。私
にとっても作曲当時を知る
世代の方とご一緒できる貴
重な機会と思っています」
ーー曲の魅力、特色をど
うとらえていますか。
「この曲は『月のような
る白粉の』『歌いけり、踊

大泊巌 さんが
瑞宝中 綬章受 章

りけり』のように、歌詞と
音楽が結びついています。
『白粉』などの色彩、『泣
き笑い』などの心情表現も
すべて音になっています。
大変 美 しい 作 品な の です
が、なかなかその音表現が
実現された演奏に出会って
いないのではないか、とい
うのが選曲の動機です」
ーー稲門グリーならでは
の演奏に期待することは。
「早稲田の強みは多様性
と適応力です。他団体だっ
たら『あの先生はこうやっ
た』などと伝説的なことが
多々あり、そこから離れる

こ とは 容 易で は あり ま せ
ん。早稲田もいろいろな人
が取り上げていますが、皆
さん好きにやっていらっし
ゃって、変化があります。
『おまえがそうするなら、
付き合ってやるよ』という
気風は古典作品をやるうえ
でメリットです」
「 正直 、 新し い 月光 と ピ

エロをつくろうといった気
負いはありません。でも今
だからこそできる音の表現
をしたいと思っています。
透明で奥行きがあり、歌い
手の感情移入だけでなく、
聴く人が映画を見るように
様々な場面が浮かぶものに
なればいいですね」
構成・杉野耕一（Ｓ 卒）

新曲 ・ダンス 果敢に挑戦

59

新曲で華麗な？ダンスを披露

演奏会は、すっかり定番
とな っ た吉 岡 弘行 氏 の指

ジ ョリー ラジャ ーズ演 奏会
ワセグリＯＢがメンバー
の半数を占める男声合唱団
「ジョリーラジャーズ」の
第 回演奏会が９月 日、
東京オペラシティコンサー
トホールで開かれた。 人
のメンバーが今年もすべて
ア・カペラ（無伴奏）の曲
で勝負しながら、話題の新
曲や踊りの振付に果敢に挑
戦し、会場を埋め尽くした
聴衆を楽しませた。

20

「月光とピエロ」透明な音追求

来年５月 日（日）の第
回ＯＢ六連で、稲門グリ
ー ク ラブ の 「月 光 とピ エ
ロ」を指揮する山脇卓也さ
ん（Ｈ 卒）に、演奏の抱
負や曲への思いなどについ
て聞いた。（１面参照）

38

21

40

叙勲受章祝賀会 盛大に

22

山脇 卓也
（Ｈ10卒）
38

23

佳さんのピアノで演奏しま
した。アンコールの声に応
えて、会場である「昌平小
学校校歌」を来賓の昌平小
校長の前で男声４部合唱で
披露しました。
演奏後は会場を設営し直
し、出演団体の懇親会を開
催しました。歓談、交流の
合間に各団体が演し物を披
露し合い、シニア会は服部
公一編曲のタンゴ「小雨降
る道」を歌いました。
三雲 孝夫（Ｓ 卒）

揮、柿沼郭さん（Ｓ 卒）
の司会で進行。海や川の歌
を集めた第１ステージでは
「シェナンドー」「希望の
轍」「川の流れのように」
を 歌い 、 「帰 れ ソレ ン ト
へ」の見事なテナーソロに
大きな拍手が起こった。
第２ステージはアメリカ
西部劇テーマ曲集で、岩淵
靖宏さん（Ｓ 卒）のコン
ト を交 え て「 黄 色い リ ボ
ン」「雨に濡れても」「ロ
ーハイド」を演奏した。
第３ステージは「〝人生
泣き笑い〟涙のあとには虹
も出る」と題し、人生にま
つわる歌をそろえた。時代
劇「水戸黄門」の主題歌で
始まり、２０１８年に大ヒ
ットした米津玄師の「Ｌｅ
ｍｏｎ」を繊細なハーモニ
ーで歌い上げた。
一方 、 ＤＡ Ｐ ＵＭ Ｐ の
「 U.S.A.
」は、メンバーの
「安全」を優先して、片足
でジャンプしながら親指を
立てて腕を振る〝ダサかっ
こいい〟ダンスは短めにし
た振付に。それでも息を切
らしながら歌って踊るメン
バーに、会場から温かい拍
手が送られた。
この 後 、ミ ュ ージ カ ル
「 レ・ ミ ゼラ ブ ル」 よ り
「民衆の歌声が聞こえるか
？」、さだまさしの「関白
失脚」、森昌子の「哀しみ
本線日本海」と歌い、 年
ＮＨＫ連続テレビ小説「だ
んだん」の挿入歌「いのち
の歌」で締めくくった。
編(集部）

09

卒）が瑞宝中綬章を受章さ
れました。大泊さんは理工
学術院教授として半導体・
ナノテクノロジー研究に取
り組み、政府の審議会委員
も歴任。ワセグリ会長、Ｏ
Ｂ会幹事長としても貢献さ
れました。（編集部）

12

昌平音楽祭に出演
25

31

白井克彦さん ＯＢ 会も歌 で祝福

月３日付で発表された
令和元年の秋の叙勲で、大
泊巌・早大名誉教授（Ｓ

40

ＯＢ六連
10

令和元年の春の叙勲で瑞
宝大綬章を受章した白井克
彦・元早大総長（Ｓ 卒）
の祝賀会が９月 日、東京

30

38

シ ニア会

稲門グリークラブ・シニ
ア会は８月 日、練習場に
している東京・秋葉原の昌
平童夢館で開かれた第 回
「昌平音楽祭」に出演しま
した＝写真。
シニア会は音楽祭創設時
から出演している２団体の
一つで、今年も 団体が３
部に分かれてのトリとして
出演 。 西岡 瞳 編曲 に よる
「いい日旅立ち」「青葉城
恋歌 」 を、 耕 納邦 雄 さん
（Ｓ 卒）の指揮、佐藤美
37

15

・早稲田のリーガロイヤル
ホテル東京・ロイヤルホー
ルで行われた。発起人代表
が森喜朗元首相で、発起人
に政財界、教育界の重鎮が
名を連ね、出席者も河野洋
平元外相、萩生田光一、柴
山昌彦の新旧文部科学相ら
多士済々の顔ぶれだった。
祝賀会の後半に「稲門グ
リークラブ」としてグリー
クラブの同期やシニア会、
東京稲門グリークラブ、横
浜稲門グリークラブなど有
志約 名が出演。それに列
席していたグリーＯＢや白
井氏も加わり、校歌、応援
歌、愛唱歌を、同期で横浜
稲グ リ 指揮 者 の加 藤 治信
（Ｓ 卒）の指揮で演奏し
た。
清水實（Ｓ 卒）

11

11

祝賀会に歌いに駆けつけたＯＢ
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53

63

第 回還暦会＆順グリ会
ＰａｒｔⅡが８月 日、早
稲田奉仕園、大隈ガーデン
ハウスで開かれた。還暦を
迎えたＳ 卒が 人、順グ
リ 会Ⅱの Ｓ ～ 卒が
人、その他の世代や来賓も
含めて１１９人が参加。懐
かしい奉仕園で、還暦のＳ
卒 が 思 い出 の 歌 を 披 露
し、各年次が合唱で旧交を
57

58

温めた。
今回初めて、「音楽を楽
しむ」演奏会、「語らいを
楽しむ」祝賀会に分けた２
部構成で開催した。
第１部の奉仕園スコット
ホールでの演奏会は、武熊
聡さん（Ｓ 卒）の司会で
開会し、順グリ会Ⅱの演奏
でスタート。利光敬司さん
（Ｓ 卒）の指揮で、愛唱
58

曲の数々を歌った。
続く還暦ステージは、山
本正洋さん（Ｓ 卒）の指
揮、安宅望さん（同）のＭ
Ｃ、上杉奈央子さんのピア
ノで実に 曲も演奏。山本
さんの夫人で、ソプラノ歌
手の山本恵子さんも加わっ
て、花を添えた。そして参
加者全員で「見上げてごら
ん夜の星を」など３曲を歌
57

間との深い絆、そして歌う
ことの素晴らしさを改めて
強く実感する機会でした。
我々昭和 年卒は安宅望
君の幹事として献身的な段

大隈ガーデンハウスでの祝賀会の出席者全員で記念撮影

って締めくくった。
会場を大隈ガーデンハウ
スに移して開いた第２部の
祝賀会では、Ｓ 卒の入部
時の４年だった渡辺明さん
（ Ｓ 卒 ） 、 板東 功 さ ん
（同）がお祝いのメッセー
ジを送った。出席者全員で
愛唱 曲 を合 唱 し、 最 後は
「早稲田の栄光」を歌って
閉会した。

この仲間でしかできない演奏の喜び

10

57

57

取りにより準備が進みまし
た。選曲は各人が思い入れ
の強い曲を推薦し合い、
曲が選ばれましたが、大き
な影響を受けた福永陽一郎
先生ゆかりの曲が多数を占
めることにもなりました。
今回、同期 名中 名が
参加し、従来と異なる形式
での還暦ステージへの不安
を払拭すべく、山本正洋君
の指揮・指導の下で２月か
ら練習が始まりました。案

の定、現役時代あれだけ練
習した曲もほぼ忘れ、当初
は楽譜にかじりつくことが
多く、ハモらずリズムが合
わず、悪戦苦闘のスタート
でした。それでも前向きに
合宿を含めて８回の練習を
重ね、徐々にアンサンブル
が整っていきました。
当日は我らが学指揮、山
本 君の 表 現豊 か な指 揮 の
下、安宅君の絶妙なＭＣと
ステージ構成、平田耕造君
の牽引と見事なソロ、ピア
ノ伴奏の上杉奈央子先生と
ソプラノの山本夫人、恵子
さ んの 素 敵な 女 性共 演 者
と、４年間の思い出の詰ま
った奉仕園スコットホール
の響きに包まれ、皆のここ
一番の集中力により、手前
味噌ながら、この仲間でし
かできない演奏の喜びを共
有することができました。
祝賀会では我々 年時の
最高学年の渡辺明先輩、板
東功先輩から温かいスピー
チをいただいて感激し、多
くのＯＢ・関係者に会を盛
り上げていただき感謝にた
えません。わずか４年間の
出会いがこのような繋がり
となり、生涯の友・かけが
えのない仲間になっている
ことを再認識し、つくづく
グリークラブに入部して良
かったと感じています。
我々の還暦会までの活動
が一区切りして寂しさもあ
りますが、これからもグリ
ークラブの仲間との絆を一
層育んでいきたいと思いま
す。

1

54

平田耕造さん（Ｓ 卒、左）の
ソロ、大越智さん（Ｓ 卒）の
指揮で「遥かな友に」を演奏

10

60

荒川勝男（Ｓ 卒）
還暦学年として今回の還
暦会＆順グリ会ＰａｒｔⅡ
を振り返ると、４年間とも
に男声合唱に明け暮れた仲
57

15

31

63

卒の順グリ会Ⅱステージ（同下）

49

◇早稲田の栄光

～

57

指揮：山本 正洋（Ｓ57卒）
指揮：渡辺
明（Ｓ54卒）
指揮：佐久間宰士（Ｓ63卒）
指揮：利光 敬司（Ｓ60卒）
指揮：笹原 優樹（Ｓ59卒）
指揮：大越
智（Ｓ58卒）
独唱：平田 耕造（Ｓ57卒）
指揮：山本 正洋（Ｓ57卒）
◇クラブソング
◇Slavnostni Sbor
◇紺碧の空
◇ひかる青雲
◇U Boj
◇遥かな友に

15

58

27

【祝賀会】

58

指揮：山本正洋 ピアノ：上杉奈央子
◇三木稔「レクイエム」前奏～「演奏旅行の歌」
◇清水脩「青い照明」より「高原」
◇南弘明「月下の一群 第１集」より
「小曲」「輪おどり」
◇Ａ.カプレ「三声のミサ」より「Sanctus」
◇大河原敏雄さん（Ｓ57卒）作詞・作曲・歌
「Lovely Night for You」
◇「Sea Chanty」より「シェナンドウ」
◇Ｒ.シュトラウス歌曲集より「万霊節」
◇萩原英彦「光る砂漠」より「早春」
◇オペレッタ「メリーウィドウ」より
「ドゥエット」 ソプラノ独唱 山本恵子
【全体合唱】指揮：利光敬司（Ｓ60卒）
◇見上げてごらん夜の星を◇最上川舟唄
◇Soon ah will be done

卒による還暦ステージ（写真右）とＳ

【Ｓ57卒 還暦ステージ】

57

指揮：利光敬司（Ｓ60卒）
◇夜のうた ◇斎太郎節
◇Vive L'Amour

22

57

指揮：利光敬司（Ｓ60卒）
歌
◇校

Ｓ

【順グリ会Ⅱステージ】（Ｓ58～63年卒）

思い出の奉仕園で歌声再び
第27回還暦会＆順グリ会Ⅱ
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カーテンコールで聴衆の拍手に こたえる出演者

焼、躍動させました。
現役学指揮時代から伝説
を残し、稲門グリークラブ
の演奏会・海外演奏旅行な
どでも大きな貢献をしてく

バリトン歌手で、早稲田
大学グリークラブのヴォイ
ストレーナーを務めている

れた堀さんは、まさにワセ
グリが生んだ巨星・怪物。
彼のような後輩がいること
を心から誇らしく感じまし
た。 徳田 浩（Ｓ 卒）

和田ひできさん 頭領 役で存 在感

「真珠とり」に出演 ・熱唱

31

和田ひできさん（Ｈ 卒）
が 月 日、東京・小石川
のトッパンホールで開かれ
た歌劇「真珠とり」（全３
幕）のコンサート形式の演
奏会に出演しました。和田
さん は 重要 な 脇役 「 ズル
ガ」役で見事な歌声を披露
し、主役に劣らぬ存在感を
示しました。
「真珠とり」はビゼーが
作曲した「カルメン」に次
ぐ人気オペラで、テノール
の「耳に残る君の歌声」、

10

13

04

武蔵野合唱団が「カルミナ」を歌うのは18回目で、このう
ち小林先生の指揮では11回目と、先生と合唱団の歴史を象徴
する作品となっている。先生は来年80歳を迎えるとは思えな
い流麗なタクトと迫力あふれる息遣い、軽快なフットワーク
で、曲の強烈なエネルギーと反抗精神を引き出した。最後に
は合唱の声を会場全体に送り出すようなお馴染みのポーズを
とり、指揮棒を天に突き上げて締めくくった。
終演後、小林先生は「この迫力、入魂の演奏。合唱団はよ
くぞここまで楽譜なしで歌う練習をしてきたことと思いま
す」と団員たちをたたえた。（編集部）

歌劇「真珠とり」のフライヤー

武蔵野合唱団の第52回定期演奏会が10月３日夜、東京芸術
劇場で開催された。小林研一郎先生の指揮で、百数十人の団
員がカール・オルフのカンタータ「カルミナ・ブラーナ」を
圧倒的な迫力で歌い上げ、満員の会場から万雷の拍手とブラ
ボー・コールが沸き起こった＝写真。

担い、だからこそ堀さんが
この作品を取り上げたと思
いますが、通常の公演は少
人数のプロの合唱団があく
までも脇役で歌います。
今回の、合唱団を主役の
ように歌わせた企画は本当
に見事でした。さらにオケ
ピットではなく、ステージ
上で演奏する東京交響楽団
は、水を得た魚のように素
晴ら し い音 を 鳴ら し まし
た。大合唱とともにもの凄
い迫力でした。
オペラはソリストだけが
印象に残りますが、今回は
違いました。演奏会形式で
プッチーニの魅力を完璧に
聴衆に伝えました。ソリス
ト８人、１４０人を超える
少年少女（ゆりがおか児童
合唱団）を含む合唱団、東
響を、堀さんの棒が完全燃

◆コバケン先生、入魂の「カルミナ・ブラーナ」

指揮者の堀俊輔さん（Ｓ
卒）が９月７日、オペラ
「トゥーランドット」を演
奏会形式で全曲演奏しまし
た。堀さんの渾身の指揮に
観客は圧倒され、怒涛のブ
ラボーコールと拍手の嵐が
起きました。
ミューザ川崎シンフォニ
ーホールが沸きに沸きまし
た。合唱団「アニモＫＡＷ
ＡＳＡＫＩ」の第 回演奏
会で、堀さんが企画したの
がアリア「誰も寝てはなら
ぬ」で知られるプッチーニ
のオペラ「トゥーランドッ
ト」です。まず堀さんが徹
底的に鍛えた合唱団のパワ
ーに圧倒されました。この
作品は合唱が重要な役割を

早稲田大学グリークラブやＯＢ会がお世話になった指揮者
の山田和樹先生のインタビューが９月９日から13日まで、日
本経済新聞夕刊の「人間発見」で５回連載されました（写
真、担当記者はワセグリＯＢです）。
山田先生はワセグリなど多くの出会いを振り返り、「僕は
世界で一番幸せな指揮者です」「新しい領域に踏み出す勇気
を持ち続けたい」と語っています。日経電子版、ＯＢ会サイ
トでも読むことができます。ご一読ください。（編集部）

18

◆山田和樹先生、日経「人間発見」で連載
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堀俊輔さん指揮

合唱を主役に新境地開く
50

テノールとバリトンの二重
唱「神殿の奥深く」など多
くの有名なアリアがありま
す。稲門グリークラブも２
００６年のＯＢ六連で演奏
し、和田さんに歌唱指導を
受け、一緒にオンステして
もらいました。
今回の演奏会は安藤敬氏
の指揮で、レイラが籔田瑞
穂（ソプラノ）、ナディー
ル が 松 尾順 二 （ テ ノー
ル）、ヌーラバッドを中原
和人（バリトン）の各氏。
コンサート形式ながら、歌
い手に演技の振付をつけ、
和田さんが手がけた日本語
の字幕もステージに投影し
て、聴衆にわかりやすく歌
を聴かせる工夫をしていま
した。
和田 さ んの 歌 うズ ル ガ
は、セイロン島の真珠とり
の頭領で、かつて巫女のレ
イラを巡って恋敵となった
ナディールと真の友情を誓
います。そこに真珠とりの
安全を祈る尼僧としてレイ
ラが島を訪れ、ナディール
との恋が再燃。禁断の恋に
怒ったズルガは２人に死刑
を宣告しますが、処刑直前
に身を挺して２人を逃がし
ます。
和田さんはズルガの頭領
としての威厳と男気を豊か
な声量で表現し、第３幕で
の独唱とレイラとの二重唱
では、ズルガの内面に潜む
苦悩と繊細さを表情豊かに
歌い上げて、終演後にひと
きわ大きな拍手を受けまし
た。
（編集部）

（№215）
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上海旅行

師範大学老年大学と交流

復旦大学の学生合唱団、校友 合唱団と交流演奏会

上海師範大学国際交流所で平井夫妻と

2019年（令和元年）11月20日

2
師範大学との演奏 会

各々のテーブルで盛り上が
っておりました。中でも学
生指揮者の横野奏士郎は女
子学生が周囲に群がるほど
モテておりましたね。途中
からは歌の応酬が始まり、
最後に全員で中国語の曲を
歌い解散しました。歌は国
境を越えるのだと実感する
経験になりました。
別れ際には連絡先を交換
し合い、再会を固く約束す
る日中双方の学生の姿が目
立ちました。帰国後、ＳＮ
Ｓを通して現地の大学生と
やり取りを続けているメン
バーもいるようです。
上海演奏旅行の企画に
年近く携わらせていただい
た私の立場では、仕事上の
やり取りで、中国特有の難
しさを感じることもありま
した。中国の公的機関は全

国情の違い超えて交流
この度は上海演奏旅行に
多大なるご協力を賜り、誠
に あ りが と うご ざ いま し
た。ここでは私から見て印
象に残ったエピソードをい
くつかご紹介いたします。
９ 月 日の 上 海 師 範 大
学、 日の復旦大学との演
奏会の後には学生同士の交
流の場をセッティングいた
しました。最初はグリーク
ラブと相手大学の合唱団が
恥ずかしがって別々に座っ
ていたのが、やがて席を混
ぜて座るようになり、相手
の合唱団に女性が多かった
こともあって、会場はさな
がら合コン会場の様相を呈
しておりました。
それぞれの団員が慣れな
い英語に身振り手振りを交
えながら、アニメや歌手な
ど共通の話題を見つけては
23

老年大学とプレート交歓

24

師範大学の合唱団との交流会

て上意下達型の党組織に組
み込まれており、大学も例
外ではありません。上が言
っ た事 は 絶対 に なる 一 方
で、上が言ったこと以外は
誰もやりたがりません。
中国側の言う事がコロコ
ロと変わるのに振り回され
た事は数知れず。私の提案
に対して「その問題につい
ての責任者が誰なのか自分
でもよくわからない」と言
われて、途方に暮れたこと
もあります。
リハーサル前に指揮者用
の譜面台を使いたいと申し

伊東団長と外灘の夜景を楽しむ

出て、「譜面台の管理はホ
ール部門の管轄ではなく音
楽部門の管轄だからすぐに
提供できない」と言われた
時には、「なんだと！こっ
ちは 今 すぐ に 必要 な のだ
！」とごねて無理やり対応
してもらいました。
５月に部長の澤田和希と
私で 上 海へ 実 地見 学 に赴
き、現地大学の担当者との
打ち合わせやホールの下見
を行いましたが、構内を案
内される私たちの ｍほど
後ろには警察官がピッタリ
ついてきました。愛唱曲の
「
Ride
the
」は歌
Chariot
詞がキリスト
教的であると
いう理由で演
奏を許可され
ま せん でし
た。現役メン
バーはこうし
た旧態依然と
した中国の側
面も街にあふ
れる監視カメ
ラなどから学
ぶことが出来
たのではない
でしょうか。
最終日には外

20

灘の夜景を見るため１時間
程度の自由時間を設けまし
た。近未来的な金融街、対
岸の西洋風の建築群のライ
トアップは息をのむような
美しさでした。自由時間が
ほとんど取れなかった今回
の演奏旅行でしたが、外灘
の夜景にはメンバーも非常
に喜んでおりました。
「百聞は一見に如かず」
といいますが、たとえ短い
期間であっても実際に現地
に赴いて等身大の中国の姿
を目にすることが出来たの
は、メンバーにとって良い
経験であったと考えます。
普段、日本のメディアを通
して知る中国、中国人と、
実際の姿には乖離がありま
す。私たちが目にした旧態
依然で、明らかに日本とは
違 う理 念 に基 づ いた 中 国
も、進んだ技術を果敢に取
り入れる先進的な中国も、
等しく真実であります。
日本とは全く異なる国で
すが、そこには私たちと同
じように音楽を愛し、歌を
もって通じ合う事の出来る
人達がいます。歌には価値
観の違いを乗り越える力が
あります。そしてグリーク
ラブの歌声に感動してくれ
る人が世界中にいます。こ
れを学ぶことが出来たこと
が、今回の最大の成果であ
ったと感じています。この
ような貴重な機会を与えて
くださったすべての方々に
心から感謝いたします。
上海演奏旅行実行委員会
事務局長 野口朔（４年）
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また、今回の演奏旅行に
賛同くださり、多額のご寄
付をしてくださったグリー
クラブＯＢをはじめとする
皆様に感謝申し上げます。
計画段階では 年前と比べ
て航空機代が大幅に値上が
りし、団員の負担に大きな
懸念がありました。しかし
皆様の温かいご支援のおか
げで目標金額を上回る寄付
金が集まり、団員たちが安
心して演奏旅行に集中する
ことができました。
その他にもグリーを支援
してくださる方々が大勢い
らっしゃるからこそ、今日
のワセグリがあることを身
にしみて感じました。関係
者の皆様に改めて感謝を申
し上げまして、挨拶とさせ
ていただきます。

復旦大とのプレート交歓

２０１９年度学生指揮者
横野奏士郎（４年）
上海に行くまでは、中国
語の曲のレパートリーがあ
るわけでもなく、言葉が違
うところで演奏するのは初
めてで、正直不安でした。
上海グリークラブの方に現
地でよく歌われている歌を
紹 介 して も らい 、 平井 辰
也、八重先生と相談しなが
ら選曲しました。

復旦大と合同で「信じる」を演奏

10

幸い、中国語の「月亮代
表我 的 心」 「 朋友 」 の２
曲、日本民謡とも非常に受
けが良く、現地の学生から
「演奏は素晴らしかった」
「ま た いつ か 一緒 に やろ
う」 と 言っ て もら え まし
た。中国も音楽の分野は結
構開けていて、どんな国籍
の人もひとつの音楽を楽し
めるものだと感じました。
上海師範大の合唱団員は
ほぼ全員が音楽専攻で、復
旦大も医学生などレベルの
高い学生が多くいました。
さらに驚いたのは、学生が
流暢な英語で積極的に話し
かけてきたことです。こち
らはそうもいかず、語学力
の必要性を痛感しました。
とにかく多くの刺激と気づ
きを得た４日間でした。

復旦大との交流会で歌う

演奏旅行を振り返って
97

平井八重先生はワセグリ
と上海をつなげてくれた最
大の功労者と言えるでしょ
う。都立高校で国語教師を
されていた先生は、１９８
８年に上海に日本語教師と
して招かれ、教鞭をとられ
ました。時は天安門事件の
前夜。赴任してすぐに事件
が 起こ り、 動乱 の
地 と化 した 上海 に
危 険を 顧み ずに と
ど まっ て教 鞭を 取
り 続け たこ とが 、
今 日ま で多 くの 人
と のつ なが りを つ
く り、 当時 の教 え
子 たち は上 海の 教
育 界を 担う 人物 と
なっています。
先生 とグ リー ク
ラ ブの 出会 いは 、
年 に開 催 され た
ワ セ グリ 創立 周
年 の記 念演 奏会 を
聴 きに 行っ たこ と
だったそうです。

の演奏が放送されました。
その後、２００７年に当時
のサブ部長だった丹治亮介
さん（Ｈ 卒）が、上海か
らの訪問団が日本に来ると
の連絡を受け、奉仕園で交
流しました。
年に再度、上海演奏旅
行が計画され、私の同期の
部長だった引土慎也（Ｈ
卒）と演奏旅行マネージャ
ーの野崎翔也 同( の)働きも
あって、上海師範大学と復
旦大学との交流演奏会が実
現しました。今回の演奏旅
行は、それからちょうど
年目にあたります。
平井先生は上海や都立高
校時代の教え子をまとめ、
日中友好を目的とした「七
宝会」を結成しました。今
回の演奏旅行も、そのメン
バーの尽力がなければ実現
できなかったでしょう。
中国と付き合うには、オ
フィシャルな面と人間関係
の上で成り立つ面の両輪が
なければ成立しないと思い
ます。オフィシャルな申請
をしていても、実際は現地
スタッフが動いていないこ
ともあり、今回も事前に早
稲田大学から相手大学にオ
ファーしていたにもかかわ
らず、直前になって慌てた
ところがあったようです。
今年で八重先生は 歳を
迎えます。次の 年に向け
て、先生からいただいた人
の輪をしっかりと結びなが
ら、つなげていく活動をや
っていければと思います。
熊崎陽一（Ｈ 卒）

22
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熊崎陽一さん㊧と復旦大との演
奏会でお世話になった華彪さん

その頃、上海の日本人学
校で教師をしていた教え子
から、中国に駐在する日本
人の傍若無人で、程度の低
い振る舞いを聞かされてい
たそうです。真剣に授業を
しようとしても、陰で中国
人教師を罵り、平気で差別
用語を使う小中学生、それ
を当たり前にしている保護
者や日本人教員……。こう
した状況に日本人への不信
感は募るばかりだったと言
います。
そんな日本人の下衆な姿
を目の当たりにして帰って
きた日本で、友人と聴きに
行っ た ワセ グ リの 演 奏会
で、微動だにせず直立で一
心に歌う姿を見て、かつて
あった日本人の品格や自分
が学生時代を過ごした早稲
田の 景 色を 思 い起 こ し、
「こんな学生たちがまだい
るのか！ この子たちなら
中国 人 にタ イ マン を 張れ
る」 と 感じ ら れた そ うで
す。
年の中国建国 周年に
合わせて、ラジオ上海で２
時間にわたって、ワセグリ

99

50
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21
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現役 上海演奏旅行報告

２０１９年度 部長
澤田和希（４年）
我々グリークラブ現役は
９月 日、中国・上海に中
国建国 周年を記念した上
海演奏旅行に出発し、 日
に全員無事帰国いたしまし
た。今回の旅行団は、昨年
度まで早稲田大学文学部教
授でグリークラブ会長でい
らした伊東一郎先生に団長
を務めていただきました。
70

復旦大学相輝堂での集合写真

87

22

平井先生の功労に感謝
次の10年へつなげたい
90

2019年（令和元年）11月20日

早稲田大学グリークラブＯＢ会新聞（稲グリ新聞）
（№215）

守っ た 伝説 の 木こ り の巨
人、ポール・バンヤンを題
材にした青島広志先生の委
嘱作品「子どもの心を忘れ
ない人たちのためのポール
・バンヤン（合唱版）」で
す。青島先生のピアノで、
演出・振付を付けて演奏し
ます。動きがとてもコミカ
ルで、青島ワールド全開の

い、農業体験、ファイヤー
ストームなどは、これから
も受け継がれていくでしょ
う。特に最終日の長大コン
パ（大宴会）は呑めや歌え
の大騒ぎとなり、朝方まで
笑い声が絶えることはあり
ませんでした。
今年も楽しく夏合宿を行
えたのは石田観光農園様、
そしてグリークラブに長年
よくしてくださる松尾伊都
子様、そして様々な伝統を
作り上げてきた先輩方のお
陰です。
この場を借りてお世話に
なった全ての方々に御礼申
し上げるとともに、これか
らも現役一同にお力添えい
ただけますようお願い申し
上げます。
サブ部長
田爪創太朗（３年）

作品です。
最終ス テー
ジ は三宅 悠太
先 生が寺 山修
司 の詩に 作曲
し た「修 司の
海 」（仮 題）
を 、相澤 直人
先 生の指 揮で
初演します。 月中旬によ
うやく楽譜が届きました。
カラーが違う３ステ構成
の定演は、全力で爽快に駆
け 抜け て 終わ る と思 い ま
す。終演後に心地よい充足
感が残り、お客様に「もっ
と聴きたい」と思わせて終
わるような演奏会になれば
と思っています。（談）

また岐阜演奏旅行は、第
２次世界大戦中に「命のビ
ザ」を発給して多くのユダ
ヤ人を救った早稲田ＯＢの
外交官、杉原千畝の出身地
の岐阜県八百津町で、早稲
田大学文化交流事業の一環
として行われました。
地元の中学生との交流で
は、歌唱指導を通じて合唱
の楽しさを知ってもらおう
と、団員たちが個性を発揮
しながら、奮闘していた姿
が印象的でした。
どちらの演奏会でも多く
のお客様、関係者から「グ
リークラブの演奏は素晴ら
しかった」と仰っていただ
けたこと、また団員たちが
演 奏旅 行 を楽 し む姿 を 見
て、改めて演奏旅行の素晴
らしさを実感しました。今
後もこうした事業が続き、
より多くの人に感動を届け
る団体であることを切に願
います。
部長 澤田和希（４年）

国 内演 奏旅 行

早稲田大学グリークラブ
は８月 ～ 日に九州、８
月 、 日に岐阜県で国内
演奏旅行を行いました。
九州演奏旅行は、早稲田
大学 校 友会 の 主催 で 、熊
本、長崎、佐賀、福岡の順
に各県を移動し、応援部、
ニューオルリンズジャズク
ラブ、全早連とともに演奏
会を開催しました。
毎日長距離の移動と演奏
会、その後の打ち上げが続
き、過去に類を見ないほど
ハードな演奏旅行でした。
それでも、グリーＯＢを含
めた 現 地の 方 の温 か い歓
迎、そして我々の演奏で涙
を流すお客様の姿が最後ま
で背中を後押ししてくれた
ように感じました。

佐賀市の演奏会の打ち上げ

31 22

26

九州４ 県で 演奏会
杉原千 畝の 故郷も

長崎市民会館での演奏会

30

３ステ爽快に駆け抜けたい
大きな作品です。通常は演
奏会の最終ステージで歌わ
れるピアノ連弾の大曲を、
１ステに持ってきました。
これまでの定演で、学生指
揮者のステージはプロの先
生の〝前座〟のような存在
になることが多く、もった
いないと感じていました。
学指揮ステージにもう少し
選択肢があってもいいと思
い、選曲しました。
第２ステージは、アメリ
カの西部開拓時代に森林を
新入生を迎えて、グリー
クラブの在籍人数は 人と
なりました。この夏合宿か
ら 月７日の定期演奏会の
第１ステージ「永久ニ（と
こしなに）」の練習が本格
的に始まりました。多くの
団員がこの組曲に対し積極
的な姿勢を持っていること
がよくわかる練習風景が印
象に残っています。
今年の新入生たちのやる
気は凄まじく、昼食後の短
い休憩を音取り、譜読みな
どにあてて、パートごとに
集まっていました。 月の
定演で彼らの努力やひたむ
きな想いが報われることを
願ってやみません。
また夏合宿で行われる多
くのイベントは今年も無事
行わ れ まし た 。小 学 校訪
問、 カ レー の 早食 い 大食
79

12

学生指揮者
横野奏士郎（４年）
今回の定演は委嘱初演の
２作品を含む３ステージ構
成です。２年前から先生方
に作曲を委嘱するなど準備
をしてきました。
第１ステージは僕の指揮
で、男声合唱組曲『永久ニ
（トコシナニ）』（鈴木憲
夫作詞・作曲）を演奏しま
す。宇宙や生命、永久に受
け継がれていく人間の営み
をテーマとしたスケールの
早稲田大学グリークラブ
は今年も、群馬県北軽井沢
の石田観光農園で夏合宿を
行いました。今年は９月２
～ ７ 日の ５ 泊６ 日 の滞 在
で、２～４年生のほか新入
生 人を迎えて練習に励み
ました。
13

合宿最終日のコンパ

12

青島広志 、三宅悠太氏に委嘱

早稲田大学グリークラブ
は 月７日（土）、第 回
定期演奏会を東京・池袋の
東京芸術劇場コンサートホ
ール（午後５時開演）で開
催する。今回は青島広志、
三宅悠太の両氏に新作を委
嘱して初演する意欲的な構
成になっている。学生指揮
者 の 横野 奏 士郎 さ ん（ ４
年）に定演への意気込み、
プログラムなどについて聞
いた。
67

夏合宿 での全体練習で記念写真

夏合宿 新人13人加わり練習漬け

現役定演
12

（№215）

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）11月20日

第67回定期演奏会のチラシ
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２年生の役職就任祝う
若手ＯＢも加わり大騒ぎ

所属！グリークラブにおき
ましては華の！華の！華の
！第１１４代部長兼ＤＭマ
ネージャーを務めさせてい
ただきます、姓を大野、名
を柊と申します！ 以後、
お見知り置きを！」
緊 張 と焦 り を感 じ つつ
も、温かい拍手が湧き上が
った。すると、唐突に別の
声が 次 々に 飛 んで き た。
「何かやれ！」「何かやれ
！」。何と、即興でモノマ
ネをしろとの無茶振りが飛
んできたのだ。
さて、２０２１年度部長
就任にあたり、ここに明記
したい抱負がある。それは

!!

14

12

16

何が何でもフルオンステ
して、笑顔で卒団する！
先生方との付き合いやこ
れからの業務に不安は尽き
ない。しかし、グリークラ
ブを代表する人間として精
進し続ける所存である。
２０２１年度部長
大野 柊（２年）

経 験伝え て激励
意 志力育 む装置
ここ最近、練習系の就任
式の二次会は合同で朝まで
行っている。今年、二次会
まで参加したＯＢは、元学
指 揮 で 佐 藤拓 さ ん （ Ｈ
卒）、熊崎陽一さん（Ｈ

卒）、東松寛之さん（Ｈ
卒）、久島知希さん（Ｈ
卒）、私、同期の元セカン
ドパートリーダー、奥村恒
（Ｈ 卒）の６人。久島さ
んと私が最後まで残った。
毎回、現役の想いが聞け
て面白い。特に就任したば
かりの孫サブとの話は新鮮
だ。 「 あん な 曲を や りた
い」「昔のあの代のステー
ジに憧れています」と目を
輝かせて語る者もいれば、
逆に「正直、合唱に興味が
ないが、同期のために」と
就任した者もいる。それに
対してＯＢは自分の現役時
代の経験を話して応える。
持論だが、練習系に求め

２０１８年春に誕生した
早稲田大学女声合唱団が
月 日、早稲田奉仕園スコ
ットホールで第１回演奏会
を開催し、熱い祝福を受け
た。「 Old Gjeilo
選曲集」

早大女 声合 唱団
初めて の演 奏会

25 24
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スタート。学生指揮者から
順に自己紹介を行い、最後
に就任する役職を告げた。
司会が就任式の報告を終え
たかに見えたその時、私は
奉 仕 園の ド アを 開 けた 。
「ちょっと待った！」、ス
ーツに身を包んだ私は叫ん
だ。グリーメンの一瞬の驚
きと歓迎の笑みを確認しな
がらステージの前に進む。
「ちゅす、早稲田大学高
等学院出身！早稲田大学創
造理工学部環境資源工学科

94

22 15
の企画ステージは、構成な
どは外部のプロにお願いし
て、指揮は学生指揮者が担
当しているのがほとんどで
ある。逆に、企画ステージ
ではない場合は客演のプロ
の指揮者の方にお願いする
ことが多いようである。
見て楽しい、聴いて楽し
い企画ステージであるが、
手間もお金もかかるであろ
うし、部員諸君の苦労は察
して余りある。そして、特
に強調しておきたいのが、
企画ステージでも、ワセグ
リ はき ち んと 「 歌っ て い
る」のである。発声やハー
モニーは他のステージに引
けを取らず、実にしっかり
している。このことは、歌
って踊れるワセグリの真骨
頂だと思うのである。
石毛昭範（Ｓ 卒、
拓殖大学教授）
62

早稲田大学グリークラブ
は 月４日、２年生部員
人が練習系やマネージャー
の役職に就く「就任式」を
奉仕園で開いた。その後、
役職別の飲み会となり、若
手ＯＢも加わって夜通しで
騒いで盛り上がった。

就任式は、私（筆者）を
除く２年生のグリーメンが
一斉に入場するところから

99

29

３ステの「笑いのコーラス」

26

プしていったように思われ
る。例えば、「東京だよお
'97

意気 込ん だ挨拶
無茶 振り の洗礼

役 職に就いて自己紹介する２年生

六連の委嘱による企画ス
テージとしておそらく最も
早いものが「前田憲男 ア
ト ラ ン ダ ムシ ー ト 」 （
年 ） であ る 。ジ ャ ズの 巨
匠、前田憲男氏に「指揮・
編 曲 ・ピ ア ノ・ 演 出・ お
話」と５つもの役割をお願

っかさん 」 （ 年）、
「ＫＯＢＵーＳＨＩ～今宵
咲かせるおとこの花道～」
（ 年）、「ワセグリだヨ
！全員集合！」（ 年）、
「お 兄 さん と いっ し ょ」
（ 年 ） 、 「ワ セ グ リ Ｔ
ＨＥ ＭＯ Ｖ ＩＥ ～ 芸 術劇
97

06

㊥
かにワセグリはこの企画ス
テージが多い。古くは「ウ
エストサイドストーリー」
（１９７４年定演）、「ジ
ーザスクライストスーパー

78

ら れる の は意 志 力だ と 思
う。素人が形のない「歌」
で人を感動させるのは容易
ではない。まして合唱には
華もない。だからこそ「Ｗ
Ｈ Ｙ＝ な ぜ我 々 は歌 う の
か」という目的が重要だ。
練習系はその目的を明ら
かにし、団員全体に浸透さ
せることが使命である。そ
れには必ずこうやりたいと
いう意志力が必要。就任式
の二次会は、先輩や自分が
話をすることを通じて、大
切な意志力を育む装置にな
っていると思う。今後も新
しいリーダーたちの動向を
見守っていきたい。
小林昌司（Ｈ 卒）

「 ＰＯ Ｐ Ｓ Ｓ Ｏ ＮＧ Ｓ 」
「女声合唱曲集・笑いのコ
ーラス」と意欲的なステー
ジが続いた。２ステでは振
付を入れて、笑顔いっぱい
で歌うパフォーマンスが秀
逸で、随所に今後の伸びし
ろを感じさせた。
この合唱団は２人の仕掛
け人からスタートした。一
人は大学院生の兼重麗弥さ
ん（学生指揮者）、もう一
人 はワ セ グリ の サブ 学 指
揮 、 床 坊太 郎 さ ん （３
年）。２人は顧問・指揮者
をグリー先輩の山脇卓也さ
ん（Ｈ 卒）に、ボイスト
レーナー・ピアニストを東
京混声合唱団の小林音葉さ
ん に依 頼 して 団 員を 募 集
し、設立から１年余りで演
奏会開催に漕ぎ着けた。
徳田 浩（Ｓ 卒）

29

31

02

07

場を封鎖せよ～」（
年）、「ワセグリ夜もヒッ
パレー見たい！聴きたい！
歌 いた い ！ 」 （ 年 ） 、
「ＷＡＳＥＧＬＥＥ ＯＮ
ＴＨ Ｅ Ｂ Ｒ ＯＡ Ｄ Ｗ ＡＹ
」（ 年）、「負け犬戦
隊ルーザーズ」（ 年）な
ど、題名だけでは合唱とは
思えないテーマが並ぶ。
２０００年代以降の六連

10

企画ステージ 進化続ける

83

「歌って踊れる」真骨頂
いして、実に面白いステー
ジを見せてもらった。前田
氏はこの後も 年「黒人霊
歌」、 年「グッドバイブ
レーション」、２００１年
「黒人霊歌」と何度もお世
話になった。ワセグリを相
当お気に召していただいた
ことは確かであろう。
年代後半からは、次第
に企画の中身がヒートアッ

08

's

18

ス ター 」（
年定演）、
「屋 根の上 の
ヴァイオリン弾き」（ 年
定演）といったミュージカ
ルステージがある。
ここ 年近く、特に東京
六連でこの企画ステージが
とても多いように感じられ
る。そして六連の観客から
も「今年のワセグリのステ
ージは楽しみ」といった声
を聞くことも多くなってき
たように思うのである。
30

91

10

ワセグリの定番ステージ
と し てよ く 挙げ ら れる の
が、一般的な合唱曲・合唱
組曲ではない、いわゆる企
画ステージと呼ばれるもの
である。ここでいう企画ス
テージとは、ミュージカル
やオペラの一部分を振り付
けや踊り付きで歌ったり、
何らかのテーマを設定して
オリジナルの「組曲」をつ
く っ て（ 委 嘱も 少 なく な
い）、しばしば振り付けや
寸劇付きで歌ったりするも
のと思っていただきたい。
「組曲」といっても、比較
的なじみのある曲で構成さ
れることが多く、例えばＪ
ーＰＯＰや歌謡曲、童謡や
民謡が入ることもある。
あくまで私見だが、明ら
90
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19

月４日）

平成 年～ 年卒の若手
ＯＢが中心となって、新し
いＯＢ合唱団を立ち上げま
した。ワセグリ創立１００
周年の２００７年の定期演
奏会で初演された上田真樹
さ ん 作曲 の 男声 合 唱組 曲
「 稲 風」 か ら名 前 を頂 戴
し、「稲風会合唱団」と名
付けました。
月４日から練習をスタ
ートし、月に３回程度、土
日を中心に活動していきま
す。最初の本番は 年３月
１日に開催される東京春の
コーラスコンテスト（春こ
ん。）の一般の部（クラシ
ック現代音楽部門・指揮あ
24

29

20

のですが、その中のひとつ
が職場の部で、静岡県大会
か ら 関東 大 会に 進 みま し
た。グリーで４年間過ごし
卒、カワイ出版前編集長） た私には、まるでお遊びの
ような合唱団ではありまし
たが、何しろ静岡県大会の
職場の部のエントリーが、
その 団体のみでしたので
……（笑）。

り）を予定しています。演
奏曲目は赤本収録の「 Deep
」と、宇田川安明さ
River
ん編曲の「なごり雪」の２
曲で、指揮は小林昌司さん
（Ｈ 卒）が担当します。

春こん以降も合唱連盟の
イベントへの参加、コンサ
ートの開催など、常設の合
唱団として活動をしていく
予定です。参加者は年代を

合唱団ガイスマ
日本ラトビア音楽協会合
唱団ガイスマ は 月 日
夜、天皇陛下の即位礼正殿
の儀のために来日したラト
ビア共和国のエルギス・レ
ヴィッツ大統領の大使館で
のレセプションに招かれ、
佐藤拓さん（Ｈ 卒）の指
揮で演奏した。大統領は合
唱団と共に歌い、団にとっ
て貴重な経験となった。

ラ トビア 大統領
来 日を歌 で歓迎

大統領 とともに記念撮影

問わず募集しています。
私も少々緊張したが、大統
練習日や費用など詳細は 領の豊かなバリトンの歌声
toufuukai.chor@gmail.com に導かれて気持ち良く歌い
まで お 問い 合 わせ く ださ
進んだ。だが転調部にさし
い。 東松寛之（Ｈ 卒） かかって彼は突然黙り、私
の楽譜を覗き込んだ。この
編曲は大統領にとって未知
だったと気づき、楽譜を差
し出したが、最終部のユニ
ゾンまで沈黙が続いた。
大統領の知らない編曲を
選んだことが、大統領と肩
を組んで歌うという稀有の
機会に水を差してしまった
ことが少し残念である。も
う一度心行くまで歌えると
きが欲しいと思っている。
ガイスマ代表
児玉昌久（Ｓ 卒）

招待にあたって、リクエ
スト曲が伝えられた。「二
羽の鳩は空へ飛び立った」
という国を守るため戦場に
赴き、帰ってこなかった２
人の若者を悼む曲である。
大統領は、ラトビアの有
名合唱団のメンバーとして
の経験もあり、気さくにガ
イスマの列に入って、ベー
スパートの私の隣で歌い出
した。国家元首と並んで歌
うという初めての経験に、

大藤史 さん ライブ
美声で 聴衆 を魅了

ふみ

稲門グリークラブが７月
の東西ＯＢ四連で演奏した
男声 合 唱組 曲 「僕 の 愛 あ
なたの夢」の作曲者でシン
おおとう
ガーソングライターの大藤

史さんのライブが 月 日
夜、東京・高田馬場の「四
谷天窓 .comfort
」で行われ
た。
時 に 明る く 、時 に 切々
と、 時 には 情 感豊 か に…
…。一曲一曲を聴く人の心

に語りかけるように、新作
「夕暮れのラブレター」を
含む珠玉のオリジナルを中
心に 数曲を歌い続けた。
ハイトーンの美しい声が優
しく響く。さわやかな語り
がまた実に優しく、魅力的
だった。
この日、ワセグリＯＢ会
は稲門音楽祭を終えて、
数人が駆けつけた。我々が
ＯＢ四連で歌った「僕の愛
～ 」か ら ２曲 を 歌っ て く
れ、稲グリメンバーへの最
高 の贈 り 物と い う気 が し
た。大藤さんのピアノ弾き
語りは合唱曲とは全く違っ
た味わいで、うっとり聴き
惚れた。終演後、残ったメ
ンバーで大藤さんを囲んで
記念撮影するなど、心豊か
なひとときを過ごした。
徳田 浩（Ｓ 卒）

10

10

15

24

ライブで歌う大藤史さん

37

31

21

しまうのです。「そんな考
え で金 賞 が獲 れ るか ！ 」
「金賞を獲るにはそれなり
の曲があるのだ！」という
声に抗うのは骨の折れるこ
とですが。
ぜひ一度、できれば全国
大会の会場に足を運んでみ
てください。参加団体の技
量の高さに触れることも勉
強になりますし、一方で私
が抱いている疑問も理解で
きるのではないかと思いま
す。
火花の散るような現代作
品の合間に、ふっと古典的
なレパートリーを聴くと、
実にほっとした気分になり
ます。ただし、その団体が
金賞を獲ることはほとんど
ありませんがね。

10

29

門が新設されてから 年、
ついに小学校にまで及んだ
わけです。
仕事でこれまで何度もコ
ンクール会場に足を運びま
したが、どうにも納得のい
かないことがあります。そ
れは、一般だろうが大学だ
ろうが高校だろうが中学だ
ろうが、自由曲のレパート
リ ーが ほと んど
違 わな いと いう
こ とで す。 小学
校も多分同じ傾向を辿るこ
とでしょう。
もちろん音楽に年齢差を
持ち込む必要はないのかも
知れませんが、その年齢の
肉体的・精神的な発達段階
に適した音楽というものも
あるのでは、と考え込んで

20

11

さて、その全日本合唱コ
ンクールですが、今年から
小学校の部が新設されまし
た。合唱人口の伸び悩みか
ら、対象を拡大しないとや
っていけない、というのが
正 直 なと こ ろな ん でし ょ
う。１９９１年に中学校部

10

初舞台は３月春こん

には、もちろんそれ以前の
コンクール経験はありませ
んが、卒業後にたった一度
だけ合唱連盟のコンクール
に出 場 した こ とが あ りま
す。
浜松に１年いたときに、
４つの合唱団に入っていた

18

Ｈ24～29卒を中心に結成
着したので、ひと安心とい
ったところですが、出場校
の皆さんは気が気ではなか
ったことでしょう。
大学から合唱を始めた私

1

11

年齢に応じた選曲 あっていい

28

合唱コンクールの自由曲
11

56

初練習後に喉を潤すメンバー （

12

川元啓司（Ｓ
今年は台風の被害が大き
な範囲に及びました。被災
さ れた方には 心か
ら お見舞い申 し上
げます。
月 日に予 定
さ れていた、 ＮＨ
Ｋ 全国学校音 楽コ
ン クール（通 称Ｎ
コ ン）の高等 学校
の 部が、台 風 号
の 来襲により 中止
さ れたことを ご存
知 の方も多い と思
います。結果的には 月
日に「延期」という形で決
10
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て、その後は悠々自適、自
宅にてご家族に見守られ、
大往生の永眠。幸せな生涯
であった。
彼と小生の出会いは、新
宿駅山手線外回りホームで
電車を待っていた時、何処
かで見たような人が木下だ
った。グリーの練習時にベ
ースパートにいた人だ。付
き合いは日月とともに親密
になり、グリー同期では最
も親しかった。
彼はピアノをよくした。
当時、グリーのほかにワセ
オケやジャズバンド、軽音
楽部などの大学公認の音楽
サークルをひとまとめにし
た早稲田大学音楽協会演奏
会が毎年開催されていた。
ある演奏会で、ステリハな

のにサンバレーというスイ
ングジャズバンドのピアニ
スト 、 中村 八 大が 遅 刻し
た。ステージの袖で見かね
た木下が即興で中村八大の
ピアノを代行した。これは

39

相当な弾き手でなければ出
来ないことだろう。
昭和 年、グリークラブ
は音楽協会から脱退して、
現在の名称「早稲田大学グ
リークラブ」となり、その
年に開催 された
定期演奏 会が後
になって 、「第
１回定期演奏
会」とカ ウント
されるよ うにな
った。
木 下は 年 度
の指揮者 を務め
たので、 早稲田
大学グリ ークラ
ブ第１回 定期演
奏会の学 生指揮
者となっ た。同
年夏、ワ セグリ
28

28

早稲田大学校友会会津稲門
会会長。
再度訪れたとき、ここで
同期会をしたいと言ったら
嬉 しそ う な顔 が 返事 だ っ
た 。写 真 はそ の 翌年 の も
の。唯一人、丹前無着用が
本文の主人公。そのとき食
事のお世話をしていた女性
から「みなさん方はうちの
旦 那様 と どん な 関係 で す
か」と尋ねられた。「早稲
田大学グリークラブという
男声合唱団の仲間だ」と答
えると「えっ、旦那様が歌
う‼」と腰を抜かし、「ウ
ソでしょ」と言う。やがて
宴に歌う時が来た。歌い終
わったとき、件の女性は２
度目の腰を抜かした。ウン
十年ぶりでハモッた旦那様

木下さんの愛艇「いそしぎ号」で、左から木下さん、
筆者、坪井秀夫さん（Ｓ28卒）＝2003年、福岡・小戸
ヨットハーバー

は初 の 国内 演 奏旅 行 を実
施。 岡 山か ら 始ま っ て高
松、高知、今治、松山、福
岡、北九州戸畑、宇部、山
口、 小 郡、 西 宮（ 関 西学

の笑顔は格別だった。
一行が宿を発つとき、幹
事の故浅妻暉雄君が「支払
いが ？ 」「 こ れで い いの
か」と言う。感謝を込めて
頷いた。
妻と２度訪れ、３度目は
兄嫁と３人だった。その時
彼は私の耳もとでささやい
た。「どっちが奥さんだっ
け？ 」 。訃 報 を受 け たと
き、その言葉が耳の奥底で
聞こえた。
いろいろな資料を会津若
松市役所に勤務する吉田秀
一君（Ｓ 卒）からいただ
いた。ワセグリの連帯を改
めて思った。感謝。
８月 日 畏友彼岸へと
旅立つ。
山本健二（Ｓ 卒）

院）と回った。全て木下が
指揮をした。
忘れられない思い出があ
る。大学２年の時、木下ら
と阿蘇九重縦断のキャンプ
旅行をした。ある夜、豪雨
に見舞われて、テントを撤
収し、近くの湯治場温泉宿
に潜り込んだ。寒くて、辺
りにあった壁板などを炉端
で燃やして暖をとっていた
ら、宿の主に見つかった。
「その木材はどうした」と
聞かれ、木下が咄嗟に「家
から持って来ました」と答
えたら、主に「言うに事欠
いて、家から持って来た、
とは何事か！」と強く叱責
された。それ以後、彼と僕
との間では「言うに事欠い
て 」が 友 情の 証 しと な っ
た。
全てにあうんの仲だった
木下も亡くなった。そろそ
ろ、俺も行かなきゃダメか
な？ 待ってろよ！
浅妻 勲（Ｓ 卒）

【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

訃報・追想
日

知らされた。享年
合掌
彼は郷土愛が強く、博多
を、福岡を、九州を、こよ
なく愛した。博多の酒問屋
木下商店の長男として生ま
れ育ち、今ではラグビーで
も有名な名門校、県立福岡
高校を卒業、早稲田大学商
学部に現役入学した。福高
の１年後輩に山本健二（Ｓ
年卒）がいた。
卒業後に即帰郷、木下商
店の 近 代化 拡 充繁 栄 に努
め、酒屋さんらしくない広
大な土地に酒類の配送セン
ター を 設け て 木下 酒 販（
株）を経営、一時は売り上
げが九州一の酒販会社に盛
り上げた。幾多の経営を経

15

きのした りんさく

卒、 歳、９月

のぼる

昇さん

で語られる「太郎と花子の
物語」は検閲すれすれのオ
モロイもので、上級生にも
人気だった。今思えば、三
遊亭小遊三の上をいくもの

だった。
しかし、卒業後は旅館の
５代目としての家業と社会
貢献に専念した。以下はそ
れを物語る。
元 東山 温泉観
光協 会会 長、元
国際 観光 旅館連
盟理 事、 それら
の功 績な どによ
り「旭日双光
章」 受賞 、会津
若松市消防団
（団員 年、団
長 年） 、 福 島
県消 防協 会会長
（６ 年） 、消防
庁長 官賞 並びに
功労 章受 賞、日
本消 防協 会特別
功労 章受 賞、前
同期会で前列の丹前を着ていないのが平田さん。
後列左から２人目が筆者

木下 林策さん
Ｓ

ひらた

平田

久美子夫人から電話をい
ただき、木下林策の逝去を

第 １回 定演指 揮者
故 郷で 酒問屋 営む

88

老 舗旅 館５代 目
社 会貢 献に専 念

31

88

の好々爺然とした風貌はそ
のままだった。
言葉は続く。「高度成長
期、東山温泉は次々と鉄筋
コンクリートに建て替えら
れていった。自分も同調し
ようと計画していた。しか
し４度もお泊りいただいた
高松宮様の『鉄筋にしない
でください』とのお言葉で
中止した」。向滝は平成８
年、文化庁登録有形文化財
全国第１号となった。
昭和 年卒、それはまこ
とに小さな集団だった。バ
スのパートは４人、そのう
ちの１人だった。同期とし
て貴重な存在だった。貴重
な存在と言えば、話芸にも
あった。合宿の夜、会津弁
丸出しのイントネーション

31

【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

29

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。

56

27
Ｓ31卒、87歳
８月18日

会費納入のお願い

18

29

福 島・ 会 津の 老 舗旅 館
むかいたき
「向瀧」には、かつて「宮
内 庁 指定 」 とさ れ てい た
「はなれの間」という特別
客室がある。
「高松宮様、三笠宮様、
その他皇族方がお泊りにな
ったのがこの部屋だよ」。
私が初めて訪れたとき、館
内を案内してくれた平田昇
君の言葉だ。学生時代から

31
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◇オールワセグリ新年会＝午後５時開会
（早稲田大学大隈ガーデンハウス）
会 費 8000円
（平成25年卒以降のＯＢは4000円、
新ＯＢ・現役は2000円）
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湯川 紘恵さん

関係を大切にしなさい」と
言われ、友人にも恵まれて
苦しい受験生活も楽しみな
がら乗り越えることが出来
ました。
藝大１年の時、大学に公
開レッスンにいらっしゃっ
た山田和樹先生が「ぜひ、
やった方がいい」と背中を

押してくださり、同期らと
音楽と美術の融合をテーマ
に 「 ：Ｄ オ ーケ ス トラ 」
（ 現 ＴＯ Ｋ ＹＯ ＡＲ Ｔ
ＯＲＣＨＥＳＴＲＡ）を結
成しました。
思い出深いのは人生を鐘
の音に例えた、ラフマニノ
フ の 合唱 交 響曲 「 鐘」 で
す。振りながら心が震え、
泣きそうになりました。人

中 橋祐 紀さん
作 曲部 門３位
日本音楽コンクール

の音楽／六つの断章」をは
じめ、多くの管弦楽曲を発
表しています。
中橋さんがピアノを師事
しているのが、横浜稲グリ
のピアニスト、恩田佳奈さ
ん（東京藝大ピアノ科非常
勤講師）。横浜稲グリの練
習で恩田さんの都合がつか
ない際の練習ピアニストと
して、２年前からお付き合
いが続いています。
今回の入賞について、中
橋さんは「昔からよく知ら
れている大きなコンクール
で入賞出来たのは思いがけ
ない幸運。これを一つの良
い経験として次の機会に活
かし て いき た いと 思 いま
す」と語りました。横浜稲
グリは中橋さんの祝賀会を
９月 日、練習後に近くの
中華料理屋を貸し切って開
き、お祝いしました。
三雲孝夫（Ｓ 卒）
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2019 現役・ＯＢ会の活動予定

横浜稲門グリークラブの
練習ピアニストの中橋祐紀
さん（東京藝術大学大学院
修士２年）が８月 日、第
回 日 本 音楽 コ ン ク ー ル
（主催：毎日新聞社・ＮＨ
Ｋ）の作曲部門で、３位に
入賞しました。
中橋さんは１９９５年富
山県生まれ。東京藝大作曲
科 に入 学 し、 作 曲を 松 本
清、久行敏彦、野平一郎の
各氏に師事。卒業時に成績
優秀者に贈られるアカンサ
ス 音楽 賞 を受 賞 して い ま
す。今回の受賞作品「家具

中橋祐紀さん

前回のオールワセグリ新年会の記念撮影（１月14日）

の声の力は素晴らしいと思
います。声が集まった時に
鳥肌が立つ経験を何度もし
ました。
今はオーケストラとオペ
ラが仕事の大半で、男声合
唱を振らせていただいてい
るのはシニア会だけです。
第一印象はとにかく皆さん
お元気で、お若い！ 嬉し
かったのは私の歓迎会で、
艶々の声で歌ってくださっ
たク ラ ブソ ン グ「 輝 く太
陽」です。何十年も一緒に
歌っていらっしゃるからこ
そのハーモニー、音色があ
り、素敵だなと思います。
音楽は「音を楽しむ」と
書きます。シニア会の皆さ
んと一緒に音楽を分かち合
い、楽しく演奏できること
がとても嬉しいです。
皆さん！ 今後ともよろ
しくお願いします。
（富山県高岡市出身）

22

ＯＢの皆さんには案内メール、案内状を送ら
せていただきますので、出欠のご連絡をよろし
くお願いいたします。
〈問い合わせ〉事務局：佐々木豊（Ｓ59卒）
Mail tgsasaki@waseda.jp

ＯＢ会総会 ・オールワセグリ新年会
（早稲田大学大隈ガーデンハウス）

心震わせる人の声の力
楽しく音楽分かち合う

◇ＯＢ会総会 ＝ 午後３時開会

思っていませんでした。
しかし、高２の時に東日
本大震災が起き、かつて住
んでいた岩手県も被災して
「最後に人を救うのは音楽
かもしれない」と思い、指
揮者 に なろ う と決 め まし
た。準備が遅く、２浪しま
した。１浪して入学した私
立音大で、お世話になった
方から「今ここにある人間

編集後記

▽…今号で掲載した世界的
指揮者の山田和樹先生、湯
川 紘恵 さ ん、 中 橋祐 紀 さ
ん 、Ｏ Ｂ 四連 の 諸先 生 な
ど、我々の活動は「若き才
能」に支えられてきたこと
を改めて実感します。彼ら
のエネルギーを吸収しなが
ら、いつまでも応援し続け
る関係でいたいものです。

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

ひろえ
ゆかわ

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・オールワセグリ新年会
（大隈ガーデンハウス）

次号は ２月下旬 発刊

2020年１月11日（土）
東京藝術大学大学院音楽
研究科修士課程指揮専攻２
年で、２月から稲門グリー
クラブ・シニア会の指揮者
をしています。 月 日の
千代田コーラスフェスティ
バルが初舞台で、「唱歌の
四季」を演奏します。
私が音楽の素晴らしさに
目覚めたのは小学生の頃に
聴いた山崎伸子さんのチェ
ロのカザルス「鳥の歌」で
した。中高一貫校の雙葉学
園に進み、管弦楽同好会で
チェロや指揮をやりました
が、音楽の道に進もうとは
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早稲田大学グリークラブＯＢ会は2020年１月
11日（土）、20年度のＯＢ会総会とオールワセ
グリ新年会を開催します。
今回もＯＢと現役が歌で親睦を深めながら、
令和最初の卒団生のＯＢ会への仲間入り、現役
の新体制スタートを祝福する機会となります。
多くのＯＢ、現役の皆さんの参加をお待ちして
います。
11
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