現役定演

〈編集・発行〉

２面…ＯＢ会総会・会長挨拶
８面…「ワセグリ人 飯田光男さん」
３面…オールワセグリ新年会
連載「現役ウオッチャー 年」
４面…現役定演 詳報
９面…「あの時あの歌 デーモン閣下」
５面…現役上海演奏旅行 寄付者芳名
面…「音楽リレー評論」
「音楽は言葉で説明するも
６面…倶楽部グリー 周年記念演奏会
面…ＯＢ六連の練習始まる
のではない。表現がすべて
日…ＯＢＭ、 月に最後の演奏会
「応援席 古門詩帆さん」
であり、わかる人にはわか
を、相澤直人氏の指揮、渡
２０１９年度の現役グリ る、わからなければそれも
辺研一郎氏のピアノで委嘱 ーは送別演奏会の「 Missa やむをえない。だが、そう
初演した。時代を鋭敏に切
」、東京六連 突き放されることでどれだ
Mater Patris
第３ステージは、早稲田 り取った寺山の詩に、色彩 「ワセグリ日本一周！」、 けの音楽が私たちの手を離
出身の劇作家・歌人、寺山 感あふれる旋律がついて、 東 西 四 連 「 天 使 の い る 構
れていっただろう」
修司の詩句に、三宅悠太氏 孤独、憧憬、追憶など多彩 図」、定演と、多彩なプロ
最相葉月「絶対音感」
が作曲した男声合唱とピア な表情や場面を情感豊かに グラムと熱い演奏で楽しま ▼２０２０年が始まりまし
ノの た めの 「 修司 の 海」
歌い上げた。
せてくれた。
た。ワセグリの現役・ＯＢ
は今年も多くの演奏会を予
定しています。でも音楽や
感動を言葉で伝えるのは難
しいと実感しています。音
楽評論家の演奏評はどこか
上から目線で、実際に演奏
を聴いた人、演奏家のファ
ンでしかわからないような
記述・表現が多すぎます。
▼本紙やＯＢ会サイトの記
事はあえて「素っ気なく」
「淡々と」書いています。
過度な感情移入や「内輪受
け」は、かえって読者が引
いてしまいます。ＯＢや現
役以外の方でもわかりやす
いように心がけています。
▼ＯＢ会はツイッター、フ
ェイスブックなどのＳＮＳ
も活用しています。「いい
ね！」がたくさん付くのは
嬉しいですが、ネットで話
題になる「バズる」は、必
ずしも「伝わる」ことでは
ないとも感じています。編
集部では今年も試行錯誤し
ながら、より親しまれる記
事、共感を呼ぶ紙面を目指
していきたいと思います。
7
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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新年会
を早大大隈ガーデンハウス
で開いた。約１２０人のＯ
Ｂ、現役部員が参加し、交
流を深めた。
（関連記事２、３面に）
令和最初の新年会には、

オールワセグリ新年会

委嘱初演や演出ステージ

早 稲 田 大 学
グリークラブOB会

早稲田大学グリークラブ
の第 回定期演奏会が昨年
月７日、東京芸術劇場コ
ンサートホールで開催され
た。委嘱初演を含む３ステ
ージ構成の意欲的なプログ
ラムを、 人余りのメンバ
ーが重厚かつ爽快なハーモ
ニーで、表情、色彩豊かに
歌い上げ、満員の聴衆から
大きな拍手を受けた。
（関連記事４、５面に）
第１ステージは、男声合
唱組曲「永久ニ（トコシナ
ニ） 」（ 鈴 木憲 夫 作詞 作
曲）。生命や宇宙をテーマ
にした壮大なスケールの曲
を、学生指揮者の横野奏士
郎さん（４年）の指揮、牧
野圭吾、松木詩奈両氏のピ
アノ連弾で演奏した。
第２ステージは、作曲家
の青島広志氏プロデュース
による「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）」を、青島氏自身のピ
アノ、横野さんの指揮で演
奏した。アメリカの西部開
拓時代の伝説上の木こりの
巨人、ポール・バンヤンを
題材に、時にメルヘンチッ
クに、時にコミカルに歌っ
て、聴衆を楽しませた。
第３ステージは三宅悠太氏作曲の「修司の海」を委嘱初演した（写真提供：フォトチョイス）
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現役・ＯＢ120人が交歓
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床坊太郎さん(新４年)指揮の「輝く太陽」で乾杯

ＯＢ 人、新ＯＢ 人、現
役 人が出席。ＯＢ会の柿
沼郭会長（Ｓ 卒）はあい
さつで、「昨年、現役は上
海演奏旅行を行い、 月の
定期演奏会も見事な演奏だ
った。今年は現役とＯＢの
さらに良い関係をつくりた
い。昨年に設立した現役支

14

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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2020年（令和２年）2月20日

早稲田大学グリークラブＯＢ会新聞（稲グリ新聞）
（№216）

30

援委員会の活動を本格化さ
せ、 定 例の 会 合を 持 つな
ど、接点を接線、接面へと
広げたい」と述べた。
学生指揮者の床坊太郎さ
ん（新４年）の指揮で、ク
ラブソング「輝く太陽」を
歌って乾杯。世代別に〝歌
合戦〟をして、ＯＢは年次
別に２班に分かれて演奏。
現役グリーは学年別に力強
い歌声を披露し、大きな拍
手が起こった。
ＯＢ会から、出席した新
Ｏ Ｂ 人 の 一 人ひ と り に
「早稲田ネクタイ」や愛唱
曲集などの記念品が贈られ
た。新ＯＢを代表して、澤
田和 希 さん （ 前部 長 ）が
「昨年は上海演奏旅行や四
大演奏会などで、これまで
グリーを築いてきた先輩方
の力の偉大さを身に染みて
感じた。我々もＯＢになっ
て現役を支援し、グリーが
より素晴らしい団体になる
よう頑張って動きたい」と
あいさつした。

14
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2020年度の予算や活動方針などを承認したＯＢ会総会
(１月11日、大隈ガーデンハウス）

会など様々な活動について
支援やアドバイスを行って
いきます。ＯＢの皆さんの
「現役のためなら！」とい
う思いは、目標額を大きく
上回った昨年の上海演奏旅
行の寄付金にも表れていま
す。現在、ＯＢ会費の約３
分の１を現役支援に回して
いることはすでにご承知の
ことと思います。つまりＯ
Ｂ会費納入は現役支援に直
結しています。口座振替の
手続きがお済みでない方は
下記の振込先へ、どうぞ近
日中のお振込みをお願いい
たします。
オリンピックイヤーの今
年、世の中はウキウキした
気分にあふれると思います
が、ＯＢ会の運営に当たっ
ては、地に足をつけ、関係
の皆さんとの意思の疎通を
はかり、実りある１年にし
たいと思っています。どう
ぞ、ご協力よろしくお願い
いたします。
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「最強の 同窓会 」

週刊朝 日で紹 介

59

会費納入のお願い

「週 刊 朝 日 」１ 月 号
（写真は表紙）で、早稲田
大学グリークラブＯＢ会が
紹介されました。特集「最
強の同窓会」の中で、ＯＢ

会の佐々木豊幹事長（Ｓ
卒、大学職員）が取材を受
け、２０１９年の現役グリ
ークラブの上海演奏旅行へ
の支援、白井克彦元大学総
長（Ｓ 卒）のことが紹介
されています。
佐々木さんは記事の中で
「ＯＢ会費はなかなか払っ
て もら え な
い が、 現 役
生 の支 援 な
ら 出し て も
い いと い う
人 は多 い の
で す」 な ど
と コメ ン ト
し て い 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
【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
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19

24

13

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。

24

40

統一を図る。スポーツに限
らず、成功への道筋を改め
て早稲田ラグビーから教え
られた気がしました。
古典に挑むＯＢ六連
今年は５月にＯＢ六連が
あります。今回は古典的名
曲「月光とピエロ」を取り
上げます。これは指揮者の
山脇卓也さん（Ｈ 卒）自
ら選曲したものです。前号

22

の稲グリ新聞で、山脇さん
は「古典作品の受け継ぎと
世代間の受け渡し」を選曲
の理由に挙げ、「ワセグリ
ＯＢの多様性と適応力を強
みに、透明な奥行きのある
演奏を目指す」と力強く語
っていました。
既に 人を超える参加表
明をいただき、１月 日に
練習が始まりました。山脇
さ ん の狙 い を達 成 する に
は、さらなる若手の参加が

ーが務めることになりまし
た。実行委員長をサポート
するため、音連担当委員を
増強し、他団体とも意思疎
通を図り、力を合わせて音
楽祭 を 盛り 上 げて い きま
す。１月 日の音連の定例
会合で、昨年の早稲田アリ
ーナでの「第九」演奏に代
わる新たな企画として「古
関裕而名曲集（仮称）」を
グリーが提案し、了承され
ました。詳しいことは次号
で お伝 え しま
す が、 Ｏ Ｂの
皆 さん に は例
年以上に多くの方に参加し
ていただき、この企画の後
押しをお願いします。
現役との交流強化
今年も現役グリーへの支
援に力を入れていきます。
昨年立ち上げた現役支援委
員会では、新たに現役幹部
との定期的な会合を開くこ
とと し 、演 奏 会や 演 奏旅
行、新入生勧誘、就職相談

など体制を強化する。 年
のＯＢ会創立 周年演奏の
準備も本格化させる。予算
額は前年度から横ばいなが
ら、会費納入者の増加に努
め、安定黒字を確保する。
70

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
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）
三雲 孝夫（S40卒）
金岡
隆（S42卒）
若杉 進二（S45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）
清水 稔夫（S55卒）
（新）山本 広士（S55卒）
杉野 耕一（S59卒）
道浦 俊彦（S59卒）
（新）長田 能成（S63卒）
村上 政道（H03卒）
近田 修一（H06卒）
（新）桜井 裕久（H08卒）
佐藤
拓（H15卒）
古賀 弘晃（H20卒）
熊崎 陽一（H22卒）
東松 寛之（H24卒）

合直後のインタビューで、
「 月１日に明治に大敗し
た 後 、 日 間 チ ーム 全 員
で、もう一度生まれ変わろ
うと話し合い、試合に臨ん
だ」と、チーム内のコミュ
ニケーションや意思統一を
ポイ ン トに 挙 げて い まし
た。徹底した話し合いで敗
因を分析し、対策を練る。
できた戦略を共有し、意思

望まれます。気持ちを一つ
にし、「ピエロの決定版」
をつくり上げましょう！
新企画の稲門音楽祭
早稲田の の音楽系クラ
ブＯＢ会により構成されて
いる稲門音楽連盟（音連）
では、毎年 月の稲門祭で
恒例の「稲門音楽祭」を開
いています。その持ち回り
の実行委員長を今年はグリ

人事、活動方針・計画、予
算を審議し、いずれも全会
一致で了承された。
年度は、 年に設置し
た現役支援委員会を本格稼
働させ、現役と定例の会合
を開いてコミュニケーショ
ンを密にしながら、現役の
課題に積極的に関与して解
決のサポートをする。
今年はワセグリＯＢ会が
稲門音楽祭の実行委員長を
務めることから、稲門音楽
連盟担当委員会（音連担当
委員会）の委員を増員する

【 2020年度のＯＢ会役員 】
（カッコ内の新は新任）

12

柿沼会長 年頭あいさつ

音連担当委も増強

90

意思疎通深め着実に前進

早稲田大学グリークラブ
ＯＢ会は１月 日、２０２
０年度総会を早大大隈ガー
デンハウスで開いた。 年
度はＯＢ六連でハイレベル
な演奏を目指し、組織体制
や現役支援を強化する活動
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、幹事３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

19

会長 柿沼郭
（Ｓ53卒）
例年、正月には駅伝とラ
グビーをテレビ観戦するの
が楽しみになっています。
とりわけ今年は感動の場面
を堪能しました。全国大学
ラグビー選手権で宿敵明治
を倒して見事優勝を果たし
た早稲田ラグビーのおかげ
です。 年ぶりの優勝。長
い苦難の時期を経てようや
く掴んだ栄冠でした。グリ
ーＯＢの皆さんも少なから
ず胸を熱くし、歓喜の美酒
に 酔 いし れ たこ と でし ょ
う。
対抗戦の早明戦では大敗
していただけに、よくぞチ
ームを立て直し、勝ち切っ
たと、その修正力に感服し
ました。斉藤直人主将は試

ＯＢ会総会で承認

10

11

41
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現役と定例会合

（№216)
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早稲田大学グリークラブＯＢ会新聞（稲グリ新聞）

2020年（令和２年）2月20日

◇ 新たにＯＢ会に加わるＲ02卒ＯＢ

卒以前は「秋のピエロ」

挨拶する長﨑潤一現役 グリー会長

Ｓ
52

Ｓ
新ＯＢに記念品を贈呈

卒以降は「いざ起て戦人よ」

53

Top Tenor
小池 功託 (人科）埼玉県立熊谷
髙橋 初文 （社学）香川県立丸亀
中西
葵 （ 法 ）頴明館
Second Tenor
井口 絢太 （ 文 ）金光八尾
今尾 一樹 （先理）東海
神頭 和希 （社学）富山県立富山南
野口
朔 （政経）都立武蔵
横井 駿平 （基理）武蔵
吉岡 和輝 （社学）城北
Baritone
遠田 雄大 （先理）茨城県立水戸第一
北川 喜槻 （政経）滋賀県立守山
萩原
颯 （文構）巣鴨
増田 旭晃 （基理）日本大学鶴ケ丘
森田遼太郎 （創理）成城
横野奏士郎 （文構）北海道旭川東
Bass
伊澤 佑介 （社学）早稲田
岩永康太朗 （文構）池田学園池田
内山 和哉 （基理）武蔵
澤田 和希 ( 商 ）横浜緑ヶ丘
柳沼 篤大 （政経）早稲田
山崎 隼弥 （社学）川越東

新ＯＢは「紀の国」を歌った

現役新３、４年は「夜の海」

「早稲田の栄光」で閉会

「遥 かな 友に 」 を小 林昌 司さ ん
（ Ｈ 卒 、右 ） の指 揮、 工 藤悠 一
郎さん（Ｓ 卒）のソロで演奏
29

40

【第67回定期演奏会 プログラム】

19年度学生指揮者
横野奏士郎
（新ＯＢ）

67

きな喜びを仲間と共有でき
たことも、目の前の困難に
打ちひしがれたことも、今
となってはすべていい思い
出です。
振り返ると、今年度の活
動は挑戦の連続でした。四
大演奏会では、かつての伝
統を踏襲した演奏ばかりで

から引き続き「ワセグリの
音楽の幅を広げる」ことを
目標 に 活動 し て参 り まし
た。新体制での初ステージ
であった送別演奏会では、
ジョ ス カン ・ デ・ プ レの
「 Missa Mater Patris
」を
演奏し、ポリフォニーを通
して旋律線の歌い方やブレ
ス、筋肉の使い方などの歌
唱における基本要素を確認
しました。

Ⅰ.男声合唱組曲「永久ニ（トコシナニ）」
作詩・作曲：鈴木憲夫
指揮：横野奏士郎（学生）
ピアノ：牧野圭吾、松木詩奈
Ⅱ.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
作詩・作曲・演出・ピアノ：青島広志
指揮：横野奏士郎（学生）
Ⅲ.男声合唱とピアノのための
「修司の海」(委嘱初演）
作詩：寺山修司 作曲：三宅悠太
指揮：相澤直人
ピアノ：渡辺研一郎

はなく、初共演の先生をお
招きし、型にとらわれない
演奏ができたと自負してお
ります。また、ペンシルバ
ニア大学グリークラブ演奏
会、国内は九州、岐阜、海
外は上海演奏旅行などの通
例ではない活動にも１１２
代を中心に全力で取り組ん

六連では温故知新を裏テ
ーマに据えたエンターテイ

１ステの「永久ニ」㊤

ンメントステージ、四連で
はワセグリ単独では初共演
となる清水敬一先生を客演
指揮者にお呼びして、新た

でまいりました。このよう
な挑戦を多くの仲間と全力
で取り組むことのできる早

なワセグリのサウンドを引
き出していただきました。
その集大成となる定期演
奏会では、濃度の高い音楽

稲 田大学 グリ
ー クラブ とい
う 組織の 素晴
ら しさを 強く
感じました。
そして あら
ゆ る行事 を成
功 に収め るこ
と ができ たこ
と、一サークルとしては規
格外に大きな活動ができる
のは、過去に早稲田大学グ

でホールを響かせることが
でき た よう に 感じ て いま
す。ここ数年４ステージ構
成で開催することが多かっ

リークラブを築き、より素
晴らしい団体にしようと努
力されたＯＢの皆様、多大
なる支援をしてくださった
関係者のおかげです。この
場を借りて感謝御礼申し上
げます。
私 もＯ Ｂ とな り まし た
が、今後は現役生の活動を
少しでも支援しつつ、さら
なるグリークラブ発展の様
子を見守ることとします。
第67回定期演奏会のチラシ

２ステ の「ポール・バンヤン」㊥とアンコールの「さんぽ」㊦＝フォトチョイス提供

たところを、 ステージご
とのクオリティとウエイト
を重視して３ステージ構成
に絞り、学指揮ステージで
も 鈴木 憲 夫先 生 の「 永 久
ニ」という大曲にチャレン
ジしました。
１１２代は２月 日に開
催される送別演奏会で完全
に 卒団 す るこ と とな り ま
す。今後ワセグリの看板を
背負っていく後輩たちに一
言 だけ 言 わせ て もら う と
「好きなようにワセグリを
謳歌してほしい」と思いま
す。伝統ある団体であるこ
とに誇りを持ちつつも、そ
れが足枷となって好きなよ
うに活動できない、という
事態に陥らないよう、君た
ちが楽しいと思える活動を
して欲しいと思います。
ワセグリでの 年間は、
入団前には想像できなかっ
たほどに充実していて、苦
しくて、かけがえのない時
間となりました。これまで
の活動を支えてくださった
方々に、改めて心より御礼
申し上げます。

1

13

定演が開かれた東京芸術劇場

4

型にとらわれずに挑戦続ける
2019年度部長
澤田 和希
（新ＯＢ）

長かったような、短かっ
たような、そんなグリーク
ラブの現役生としての活動
４年間が終わりました。大

7

音楽の幅を広げて濃度高める

12

昨年 月 日に第 回定
期演奏会を無事開催するこ
とができました。ご来場く
ださいました皆様に、心よ
り感謝申し上げます。
２０１９年度は、前年度

現役2019

（№216)

早稲田大学グリークラブＯＢ会新聞（稲グリ新聞）
2020年（令和２年）2月20日

2020年度部長
田爪創太朗
（新４年）

現役一同貴重な経験をさせ
て頂きました。重ねて御礼
申し上げます。
第 回 定 期 演 奏会 を 終
え、我々１１３代（２０２
０年度）が本格的に活動す
ることになりました。今年
度の大きなイベントは８月
下旬の岐阜演奏旅行、そし
て９月中旬に行われる千葉
県市川市での国府台女子学
院高校部とのジョイントコ
ンサートなどを予定してお
ります。
67

合唱の技術的充実続く

69

40

匿 名

19名

（注）大学公表の情
報を基にリストを作
成しました。お名前
が漏れている方は、
編集部（12ページ）
までご連絡ください。
次号で掲載します。
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寺山修司の海にまつわる詩
句が５曲に構成され、協奏
的なピアノとともに演奏さ
れた 。 曲ご と に正 統 的合
唱、ブルース、現代音楽的
書法と表情を変え、三宅氏
の引き出しの多さが発揮さ
れた。
「修司の海」は三宅氏の
初めての男声合唱曲だが、

岡村 恒平（Ｈ31卒）
藤本 卓弘（Ｈ31卒）
前田 直樹（Ｈ31卒）
渡邊健太郎（Ｈ31卒）
長﨑 潤一
(現役グリー会長)
平井 辰也
（演奏旅行協力者）
五十嵐新典
（会津稲門会）
小林 康宏
（三原稲門会）
鈴木 周一
（習志野稲門会）
中野 三樹
（仙台稲門会）
林 祝平
（上海稲門会）
藤田 治
（板橋稲門会）
福田 孝之
溝部 廣道
（渋谷稲門会）
大場三千綱
押田 敦夫
上地 慶知
城間 伸雄
平野 雄彦
杜
珮屏
渡辺恵理人

とんどなく、演出からこの
表現力が導かれたのだとし
たら興味深い。ステージア
ンコールは「さんぽ」を９
年前と同じく会場と一緒に
歌 い踊 っ た。 振 付も 同 じ
で、自然と体が動いた。
第３ステージは三宅悠太
氏 書き 下 ろし の 「修 司 の
海」。指揮は相澤直人氏。

佐藤 正基（Ｓ60卒）
薮下 真平（Ｓ60卒）
山本 洋祐（Ｓ60卒）
早野 元弘（Ｓ61卒）
南小柿 謙（Ｓ61卒）
五十嵐 肇（Ｓ62卒）
佐藤 和哉（Ｓ62卒）
川崎 辰哉（Ｓ63卒）
吾郷洋一郎（Ｈ02卒）
江原 一郎（Ｈ02卒）
佐藤
毅（Ｈ02卒）
鎌田 浩二（Ｈ03卒）
川越 太郎（Ｈ03卒）
関
達哉（Ｈ03卒）
山内 隆史（Ｈ03卒）
木村 寿広（Ｈ04卒）
和田 英樹（Ｈ04卒）
亀田 雄一（Ｈ05卒）
国吉 知樹（Ｈ06卒）
佐藤 昌弘（Ｈ06卒）
近田 修一（Ｈ06卒）
浦野 一郎（Ｈ07卒）
吉光寺勝己（Ｈ07卒）
島田 尚豊（Ｈ07卒）
三田 剛史（Ｈ07卒）
三宅 竜太（Ｈ07卒）
吉沢
泰（Ｈ07卒）
尾崎
肇（Ｈ08卒）
中島 太郎（Ｈ08卒）
四元
滋（Ｈ08卒）
櫻庭 和彦（Ｈ09卒)
沢辺 亮一（Ｈ09卒）
蓮見 裕基（Ｈ09卒）
磯部
司（Ｈ10卒）
大村
剛（Ｈ11卒）
長尾 孝洋（Ｈ11卒）
丸岡
晶（Ｈ11卒）
村松 和徳（Ｈ11卒）
岡田
浩（Ｈ12卒）
倉林 寛幸（Ｈ12卒）
岡山幸一郎（Ｈ13卒）
久峨 正義（Ｈ13卒）
塩津
正（Ｈ13卒）
柴崎 哲也（Ｈ13卒）
白井 章稔（Ｈ13卒）
長谷川 亘（Ｈ13卒）
木村
巧（Ｈ14卒）
下田 浩司（Ｈ14卒）
濱野 将廉（Ｈ14卒）
坂巻 賢一（Ｈ15卒）
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筆者が男声合唱の魅力と考
える温度感を、冷たさから
温かさまで感じられる作品
となった。合唱も新曲委嘱
の常で時間的余裕のない中
での仕上げとなったが、そ
れを感じさせないスケール
の大きな演奏で応えた。
アンコールは「海、その
愛」「青春譜」「遙かな友
に」を歌い、ストームで終
演。客席の反応も温かい、
良い演奏会になった。数年
来の技術的充実は継続して
いる。来年、再来年へと期
待が高まった。

伊東 一郎（Ｓ47卒）
久保田修二（Ｓ47卒）
熊谷 恒人（Ｓ47卒）
藤澤 行雄（Ｓ47卒）
星 賢太郎（Ｓ47卒）
江連 孝雄（Ｓ48卒）
川島 基成（Ｓ48卒）
木下大二郎（Ｓ48卒）
佐藤眞一郎（Ｓ48卒）
槙
信人（Ｓ48卒）
溝田 俊二（Ｓ48卒）
向川原愼一（Ｓ48卒）
森田 知治（Ｓ48卒）
鎧澤
勇（Ｓ48卒）
北尾 直樹（Ｓ49卒）
佐久間裕一（Ｓ49卒）
武内
正（Ｓ51卒）
古村
高（Ｓ51卒）
牧
生夫（Ｓ51卒）
小岩 寿樹（Ｓ52卒）
近藤 芳明（Ｓ52卒）
本間 雄一（Ｓ52卒）
柿沼
郭（Ｓ53卒）
菅野 伸一（Ｓ53卒）
佐藤 宗治（Ｓ54卒）
坂田 耕治（Ｓ55卒）
清水 稔夫（Ｓ55卒）
細金 雅彦（Ｓ55卒）
横田
均（Ｓ55卒）
井上 靖夫（Ｓ56卒）
菊地 隆一（Ｓ56卒）
塚田 俊彦（Ｓ56卒）
仁科 正夫（Ｓ56卒）
平賀 英彦（Ｓ56卒）
益冨 晃一（Ｓ56卒）
山崎
哲（Ｓ56卒）
吉田 源三（Ｓ56卒）
渡邊 康行（Ｓ56卒）
大場
肇（Ｓ57卒）
栗川
治（Ｓ57卒）
坪井 達也（Ｓ57卒）
小澤 直樹（Ｓ58卒）
加藤 康聡（Ｓ58卒）
一門 俊光（Ｓ59卒）
佐々木 豊（Ｓ59卒）
笹原 優樹（Ｓ59卒）
杉野 耕一（Ｓ59卒）
竹腰
昇（Ｓ59卒）
道浦 俊彦（Ｓ59卒）
渡辺 敦郎（Ｓ59卒）

佐藤
拓（Ｈ15卒）
佐藤 嘉晃（Ｈ15卒）
鈴江 信哉（Ｈ15卒）
福井 敦郎（Ｈ15卒）
松島 慎司（Ｈ15卒）
松本 数馬（Ｈ15卒）
矢吉 正志（Ｈ15卒）
佐藤 健児（Ｈ16卒）
瀬川 恵介（Ｈ17卒）
村上 健一（Ｈ19卒）
古賀 弘晃（Ｈ20卒）
星
雅貴（Ｈ20卒）
大町
基（Ｈ21卒）
高橋 理人（Ｈ21卒）
武内 一矢（Ｈ21卒）
阿部 邦久（Ｈ22卒）
熊崎 陽一（Ｈ22卒）
松本眞之介（Ｈ22卒）
加藤
翼（Ｈ24卒）
下り藤 佑（Ｈ24卒）
東松 寛之（Ｈ24卒）
徳増 祐基（Ｈ24卒）
井上 智之（Ｈ25卒）
井上
亮（Ｈ25卒）
渡辺 義紀（Ｈ25卒）
今原
亮（Ｈ26卒）
古家 大貴（Ｈ26卒）
坂口 欣之（Ｈ27卒）
佐藤 正義（Ｈ28卒）
白石 貴啓（Ｈ28卒）
中村 優樹（Ｈ28卒）
奥村
恒（Ｈ29卒）
小野 直也（Ｈ29卒）
門倉
永（Ｈ29卒）
佐藤 俊輔（Ｈ29卒）
清水 貴裕（Ｈ29卒）
蓮見 智彦（Ｈ29卒）
古田 夏樹（Ｈ29卒）
北条 信樹（Ｈ29卒）
柳下
幹（Ｈ29卒）
吉元 崇紘（Ｈ29卒）
大海 修平（Ｈ30卒）
後藤 貴央（Ｈ30卒）
櫻町
潤（Ｈ30卒）
田上 裕貴（Ｈ30卒）
仲川 裕麻（Ｈ30卒）
西岡
遼（Ｈ30卒）
長谷川正己（Ｈ30卒）
藤井 大輔（Ｈ30卒）
帆刈 晴宣（Ｈ30卒）
宮路 将人（Ｈ30卒）
宮原 雅人（Ｈ30卒）
山田 圭悟（Ｈ30卒）
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氏作曲の「ポール・バンヤ
ン」。青島氏は筆者４年時
の 第 回 定 演 以 来の 出 演
で、懐かしく鑑賞した。青
島氏の演出で振付を伴う演
奏は他のステージと比べる
と、発声もアンサンブルも
精緻とは言えないものの、
表情付けが非常に豊か。青
島氏から音楽的な指導はほ

現役上海演奏旅行の寄付者 （敬称略）

三好 駿（Ｈ 卒）
現役の第 回定期演奏会
は５年ぶりに東京芸術劇場
での開催、客席を見まわし
た印象では８～９割ほどの
大入り。チケットの販売は
１７７２枚にのぼった。
第１ステージは学生指揮
者、横野奏士郎君の指揮で
「永久ニ」。四手ピアノの
ダイナミクスとともに、合
唱もレンジの広い演奏を聴
かせた。発声も崩れずに縄
文を主題とした大曲を歌い
切った。他方、音色に工夫
の余地があった。弱音では
場面に沿った息遣いがあっ
たが、強奏すると歌うこと
に懸命なあまり、常に同じ
ように聞こえるのがもった
いなかった。
第２ステージは青島広志

２月 日（木）に杉並公
会堂で行われる第 回送別
演奏会現役生ステージでは
男声合唱組曲「草野心平の
詩から」を演奏します。早
稲田大学グリークラブがこ
の曲を演奏するのは、１９
７９年の東京六大学合唱連
盟定期演奏会以来で、約
年ぶりになります。
これから現役一同は送別
演奏会、新人勧誘活動、東
京六連、東西四連など様々
な 活 動に 勤 んで ま いり ま
す。定期演奏会に向けて、
１年間駆け抜けてまいりま
す。新体制となりました我
々現役一同の活動を温かく
見守っていただきたく存じ
ます。
13

石塚 康久（Ｓ26卒）
浅妻
勲（Ｓ29卒）
七條 俊政（Ｓ30卒）
田邉喜三郎（Ｓ30卒）
矢野
雄（Ｓ30卒）
青木 弘之（Ｓ31卒）
徳田
浩（Ｓ31卒）
山本 健二（Ｓ31卒）
辻
寿（Ｓ34卒）
茨木 泰隆（Ｓ35卒）
鎌田 龍児（Ｓ35卒）
島田 宗彦（Ｓ35卒）
三宅
昇（Ｓ35卒）
石川
理（Ｓ36卒）
舘野 美久（Ｓ36卒）
千葉
守（Ｓ36卒）
長沢
護（Ｓ36卒）
小出石恒宏（Ｓ37卒）
岡本
章（Ｓ38卒）
加藤 治信（Ｓ38卒）
清水
實（Ｓ38卒）
白井 克彦（Ｓ38卒）
西川新八郎（Ｓ38卒）
松崎
忠（Ｓ39卒）
大泊
巌（Ｓ40卒）
菊地 正明（Ｓ40卒）
工藤悠一郎（Ｓ40卒）
迫 秀一郎（Ｓ40卒）
藤野
充（Ｓ40卒）
田中 勝利（Ｓ41卒）
麦野
賦（Ｓ41卒）
頴原信二郎（Ｓ42卒）
金岡
隆（Ｓ42卒）
佐々木憲元（Ｓ42卒）
前澤
勝（Ｓ42卒）
正木 規之（Ｓ42卒）
和田
清（Ｓ42卒）
内山 守太（Ｓ43卒）
神出
亨（Ｓ43卒）
服部 博人（Ｓ43卒）
今澤 哲朗（Ｓ45卒）
白石 和夫（Ｓ45卒）
竹田 禎久（Ｓ45卒）
水上 博一（Ｓ45卒）
若杉 進二（Ｓ45卒）
石坂
廬（Ｓ46卒）
稲田
優（Ｓ46卒）
宮田 博之（Ｓ46卒）
山岸 敏夫（Ｓ46卒）
安斎 眞治（Ｓ47卒）

2020年（令和２年）2月20日

定演のステージストーム＝フォトチョイス提供
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現 役２ ０ ２０

はじめに昨年の上海演奏
旅行実行に際し、御支援い
ただきましたＯＢの皆様に
この場をお借りし、お礼申
し上げます。ＯＢの方々を
はじめ、多くの方々から頂
きましたご寄付のお陰で演
奏旅行も無事成功を収め、

年ぶりに「草野心平」
今年も多彩なステージ

早稲田大学グリークラブＯＢ会新聞（稲グリ新聞）

（№216）

若い声でポップスを熱唱

第１ステージ「思い出のアルバム」の演奏

銘打ち、 人のメンバーが
丸山はるおさん（Ｓ 卒）
の編曲・指揮、永井みなみ
さんのピアノで、得意とす
るポップスの合唱曲を若々
しい歌声で熱唱。地元の中
学校２校の合唱団も賛助出
演し、聴衆とも一体となっ
て幅広い世代をつなぐ心温
まるコンサートになった。
第１ステージは倶楽部グ
リー の 「思 い 出の ア ルバ
ム」 と 題し て 、「 岬 めぐ
り」「涙そうそう」「なご
り雪」「時代」など時代を
彩ったヒット曲を演奏。最
後は「あの素晴らしい愛を
もう一度」「いちご白書を
もう一度」「 才の別れ」
など１９７０年代フォーク
ソングメドレーを歌った。
ＭＣの南方昭彦さん（Ｓ
卒）が名調子で演奏曲を
解説しながら、「私たちの
賞味期限が切れないうちに
45

32
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倶楽部グリーは12月１日、千葉県浦安市のオリエンタ
ルホテル東京ベイで開かれた、うらやす・はっぴーくら
ぶ主催の「チャリティ・クリスマス」に出演しました＝
写真。レパートリーであるポップスの合唱曲を演奏し、
お客様とともにクリスマスソングも歌って、楽しいひと
ときを過ごしました。
チャリティ・クリスマスは80人余りのお客様を迎え

お声がけください」「私た
ちが誘われて、お断りする
のは『桜を見る会』だけで
す」などと笑いを誘った。
第２ステージは中学生ス
テージで、杉並区立の和泉
学園中学部合唱部、東原中
学校混声合唱団が出演し、
みずみずしい歌声を披露し
た。最後に倶楽部グリーと
丸山さん編曲の「ＢＥＬＩ
ＥＶＥ」を歌った。
第３ステージは「倶楽部
グリー
」。メ
Great Hits
ンバーがカジュアルな服装
に着替えて、「慕情」「熱
き心に」「川の流れのよう
に」「明日に架ける橋」な
どのヒット曲を多くのソリ
ストを出して演奏し、大き

な拍手を受けた。アンコー
ルは「チャンピオン」、最
後に中学生も加わって「世
界で一つだけの花」を歌っ
て、大団円となった。
倶楽部グリーは、学園紛
争のために送別演奏会を開
けなかった１９６６年（昭
和 年 ） 卒 Ｏ Ｂら に よ る
「 年目の送別演奏会」が
年に開催されたのをきっ
かけに、メンバーの交流が

30 41

千代田区合唱祭
稲門グリークラブ・シニ
ア会は昨年 月 日、東京
・大手町の日経ホールで開
かれた千代田区の第 回コ

24

40

人で「唱歌の四季」を演奏

11

始まり、２００５年に正式
に発足した。
レパートリーは指揮者の
丸山さんが編曲したポップ
スが中心。これまで２回の
米国演奏旅行、東日本大震
災を受けて宮城県石巻市で
復興支援コンサートを６年
連続で行ったほか、 年か
ら毎年、ハーバード大学ク
ロコディロスの東京公演で
共演している。

06

ーラスフェスティバルに出
演した。 人のメンバーが
男声合唱版「唱歌の四季」
（ 三善 晃 編曲 ） から 「 紅
葉」「夕焼小焼」を、湯川
紘恵さん（東京藝術大学大
学院生）の指揮、中西亮さ
ん（同）のピアノで演奏。
お馴染みの歌を豊かな声量
で情感豊かに歌い、会場か
ら大きな拍手を受けた。
今回は２月に指揮者に就
任した湯川さんのデビュー
ステージ。湯川さんの伸び
やかな指揮に乗って、メン
バーが気持ちよく歌う様子
が会場にもよく伝わった。
演奏後、湯川さんは「皆
さん、本当に素晴らしかっ
た。堂々としていて、舞台
に出てからのシャンとした
姿が印象的でした。歌声も
練習の時よりずっと出てい
て、すごく良かった」と顔
をほころばせた。

18

95

「唱 歌の四 季」
シニ ア会堂 々と

て、倶楽部グリーが約１時間の演奏をした後、参加者全
員でクリスマスソングを３曲歌いました。演奏終了後に
は私たちメンバー28人も豪華な食事をいただきながら、
福引抽選会にも参加させていただき、本当に和やかなク
リスマスパーティーとなりました。内山守太（Ｓ43卒）

15

◆倶楽部グリー、浦安のＸマス会に出演

昭和 年前後に卒団した
ワセグリＯＢで構成する倶
楽部グリ ーは昨年 月
日、創立 周年記念コンサ
ートを杉並公会堂大ホール
で開催した。「歌は青春！
輝け黄昏のハーモニー」と
15

40

12

ワセグリの昭和35年卒、40年卒のＯＢらで構成する
「江藤純子＆THE DREAMERS」のオータムコンサート２が
昨年11月19日、ルーテル市ケ谷センターで開かれた＝写
真。10人のメンバーが、平均年齢81歳とは思えない若々
しい歌声を披露して聴衆を楽しませた。
同団は2010年に結成し、毎年夏に長野県蓼科でコンサ
ートを開いてきた。東京でのコンサートは16年10月以来
３年ぶり２回目。第１部は「我が青春のポップス」と題
し、「Whiffenpoof Song」「Down by the riverside」
など６曲を歌った。第２部「心に残る日本の歌」は「愛
燦燦」「時代」「別れの歌」などを演奏。アンコールは
「聖者の行進」を会場の手拍子とともに歌い、団のテー
マソング「Dream」で締めくくった。
(編集部）
メンバーはトップテノール：石原祥弘（Ｓ35卒）、鈴
木賢一（Ｓ40卒）▽セカンドテノール：長井秀行（Ｓ35
卒）、安部建雄（ワセグリの初代ヴォイス・トレーナ
ー、城須美子さんの甥）▽バリトン：茨木泰隆（Ｓ35
卒）、高梨清志（同）、三雲孝夫（Ｓ40卒）▽バス：板
垣滋（Ｓ35卒）、宮地和夫（同）、馬渡晴男（同）

〈出演メンバー〉
指揮者
丸山はるお Ｓ42
Top Tenor
広西 英紀 Ｓ40
市川 皓造 Ｓ41
小松 靖幸 Ｓ41
頴原信二郎 Ｓ42
金岡
隆 Ｓ42
清水
透 Ｓ42
美野輪英二 Ｓ43
村上
實 Ｓ44
岩崎 俊彦 Ｓ45
Second Tenor
工藤悠一郎 Ｓ40
田中 勝利 Ｓ41
山口 隆久 Ｓ41
横尾 紀彦 Ｓ41
井上
攻 Ｓ42
前澤
勝 Ｓ42
大山 重雄 Ｓ45
Baritone
菊地 正明 Ｓ40
板坂
進 Ｓ41
鈴木 紘輝 Ｓ41
松島 靖宏 Ｓ42
木村
徹 Ｓ43
村上雄二郎 Ｓ45
若杉 進二 Ｓ45
Bass
中村 昭貞 Ｓ36
辻田 行男 Ｓ37
清水 卓爾 Ｓ40
清水 孝彦 Ｓ42
中嶋 勝彦 Ｓ42
二瓶 春樹 Ｓ42
内山 守太 Ｓ43
服部 博人 Ｓ43
南方 昭彦 Ｓ45

18

中学生と「世界で一つだけの花」を演奏

◆江藤純子＆THE DREAMERS、市ヶ谷で演奏会

（№216）
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倶楽部グリー 創立15周年記念コンサート

42

月に最後の演奏会

会が終わるたびに解散する
のか理解できない」といっ
たご批判もありましたが、
そうした正論は承知のうえ
で、あえて高いモチベーシ
ョンの維持を選んだわけで
す。
かくしてＯＢＭは、それ
までにないスタイルのＯＢ
合唱団として歩みを始めま
した。その特徴は数ある早
稲田グリーＯＢ団体の中に
おいて「声が最もデカく、
演 奏会 集 客能 力 が最 も 低
い」。良いのか悪いのか。
年の間、良いことばか
りではなく、紆余曲折もあ
りました。 年ほど前には
参加メンバーが思うように
集まらず「ＯＢＭも、もは
やこれまでか」と腹をくく
ったこともありました。そ
の後、２０１２年の同志社
グリークラブＯＢシンガー

ズ（ＤＯＢＳ）とのジョイ
ントコンサートがカンフル
剤となり、息を吹き返して
活動を続けてきました。
しかしながらここ数年に
おいては、初期の頃のよう
な高いモチベーションを維
持することが困難であると
感じることが多くなってき
ました。その現象としては
練習効率が低下し、演奏会
本番までの期間に十分な習
熟度が得られなくなったこ
と。さらにはオンステメン
バーの確保が年々難しくな
っており、良好なパートバ
ランスが得られなくなった
ことなどです。
理想から遠くなってきた
ら、ダラダラと続けずに潔
く活動を終了しよう、との
思いは当初からメンバーの
間で共有されていたと記憶
しています。幹事会の中で

20

63

ＯＢＭ
23

活動 年 フィナーレは華やかに

（休んで家庭孝行する）と
いう方式は、発足当初のメ
ンバーの多くが子育て世代
であ り 、仕 事 も多 忙 であ
り、それまでのＯＢ団体で
は活動したくてもできない
といった事情に合わせたも
のでした。
また一方で、「自分たち
が本当にやりたい楽曲を選
び、演奏クオリティー最重
視の活動をする」といった
ポリシーも掲げました。そ
してまた「奇跡のように集
まったこのメンバーで歌え
るこ と の喜 び 、あ り がた
さ」を共有し、ひいてはそ
れが歌、演奏で高みを目指
すためのモチベーションを
共有することにつながって
いました。
「演奏クオリティー最重
視ならば、継続こそが本来
の道ではないか。なぜ演奏

も、高い理想を掲げたＯＢ
Ｍの活動は、この 年の間
に一定の成果を残した今、
最後に悔いを残さない演奏
会を一度開催して、そこで
区切りをつけて良いのでは
ないかとの意見に集約され
ました。
ただし、解散するからに
は、最後に一発ぶちかまし
ます。指揮者にはこの 年
の間にとりわけ大きな実績
を残している３人を選びま
した。
今も名演として語り継が
れている２００３年の「シ
ベリウス男声合唱曲集」の
佐久間宰士氏（Ｓ 卒）。
個人的にこれまでの合唱人
生で最高に素晴らしいステ
ージ経験だった２０１２年
の「シューベルト男声合唱
曲集」を指揮した笹原優樹
氏 （ Ｓ 卒 ） 。 「 光 る砂
漠 」「 デ ュオ パ のミ サ 」
「ミュージカル名曲集」な
どジャンルを問わず器用に
こなし、ＯＢＭのレパート
リーに幅広さをもたらした
山本正洋氏（Ｓ 卒）。
ステ ー ジで 一 緒に 歌 う
か、それとも客席で最後の
熱唱をお聴き届けいただく
か。どちらにしても、 月
日、大和田さくらホール
でご一緒いたしましょう。
そして、すでに解散したあ
との、次なる活動計画を語
り 始め る 者も 出 てき ま し
た。この先何が起こるか、
乞うご期待。
ＯＢメンバーズ代表幹事
平田耕造（Ｓ 卒）

57

11

13

早稲田大学グリークラブ
ＯＢメンバーズ（ＯＢＭ）

1

ました。つまり今までも演
奏会が終わるたびに解散し
ており、ある意味では解散
慣れしている我々ではある
の で すが 、 今度 の 解散 は
「その次」が無い本当の意
味での解散となります。
ＯＢＭの前身は１９９９
年のＯＢのシンガポール演
奏旅行のために結成された
合唱団でした。そこに参加
したメンバーの有志が「こ
の奇跡的な集まりを 回限
りで終わらせるのはもった
いない」との思いから結成
したのがＯＢＭでした。
毎週末 回の練習で半年
間活動し、演奏会本番をや
っ た らあ と の半 年 は休 む

現役の第67回定期演奏会が開催された昨年12月７日
夜、卒団から1年を迎える第111代（Ｈ31卒）が集まって
同期会を開きました。ＯＢにとって現役の演奏会は、後
輩の成長を楽しむ場であると同時に、懐かしい同期が顔
を揃える貴重な機会でもあります。同期全員で12人、
「歴代稀に見る少人数」といわれる我々ですが、だから
こそというべきか、同期会の出席率は目を見張るものが
ありました。北は北海道、南は大分から駆け付け、飛び
入り参加のワグネル同期数名もあわせて、10名以上とな
りました。時が経つにつれ、こうして集まる機会も減っ
ていくのだと思いますが、怒涛の４年間を乗り越えてき
たかけがえのない仲間の絆は、ずっと忘れないでいたい
ものです。
藤本卓弘（Ｈ31卒）

1

20

10

早稲田祭の最中の昨年11月３日、平成14年卒の同期会
が２年４カ月ぶりに開かれました＝写真。今回何よりも
喜ばしかったのは、首都圏だけでなく、遠くは青森、名
古屋、岐阜、大
阪、果ては高知か
ら同期が参集した
ことです。同期全
員に声掛けしてく
れた発起人の中村
強君に感謝！卒業
以来17年ぶりに会
う者もおり、話を
するうちに、無限
に続くように思え
た現役当時の楽し
い日々の思い出が蘇りました。
思い出話で特に多かったのが、１年次の金の卵コンサ
ートから定期演奏会の時までのことでした。今まで全く
聞いたこともない言語の曲を、訳も分からずに歌った金
の卵コンサート。講義を受けアルバイトに行く一方、毎
日の如く練習に明け暮れた忙しい日々。初めて白ジャケ
ットに袖を通して東京厚生年金会館の舞台に立ち、大勢
のお客様から熱い声援を受けながら歌えたこと……。
今は仕事や家庭で大変なために合唱を続けていない同
期がほとんどですが、これだけ濃厚なワセグリライフを
体験したことは、きっと人生の糧、プライドとなってい
ることでしょう。年齢的に社会の中軸を担う世代となっ
た私たち平成14年卒。今度会うときにどれだけ進化して
いるか、楽しみでなりません。
濱野将廉（Ｈ14卒)

20

11

1

◆Ｈ14卒同期会、全国各地から参集

は、次回演奏会を 月 日
（月・祝）、渋谷区文化総
合センター大和田さくらホ
ールで開催します。初回練
習は３月８日（日） 時～
ア カデ ミ ー 茗 台 （茗 荷
谷）、以降、ＯＢ六連の練
習と重複しないスケジュー
ルで練習予定。そして、こ
の演奏会を最後にＯＢＭは
活動を終了し、解散するこ
とといたしました。
ＯＢＭは、演奏会が終わ
れば解散し、次の演奏会が
企画 さ れれ ば また 集 まる
「集まり散じて方式」の
回ごとのプロジェクト集団
であり、常設の団体とは異
なる特殊な性格を貫いてき

◆Ｈ31卒、卒団から１年で同期会開催

11

20

早稲田大学グリークラブは昨年12月24日、毎年恒例
の帝国ホテル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 。総
勢 約 80人 が ク リ
ス マス キャ ロル
を 重厚 なハ ーモ
ニーで歌い上
げ 、ラ ウン ジや
ロ ビー を埋 め尽
く した 聴衆 を楽
しませた＝写真。早慶とも定期演奏会後に発足した新体
制のデビュー・ステージ。ワセグリは床坊太郎さん（新
４年）の指揮で、均整のとれた柔らかいハーモニーを披
露し、大きな拍手を受けた。(編集部）

Ⅰ シューベルト男声合唱曲集
指揮：笹原優樹（Ｓ59卒) ピアノ：上杉奈央子
Ⅱ 男声合唱とピアノのための
「祈りの虹」（新実徳英作曲）
指揮：佐久間宰士（Ｓ63卒) ピアノ：前田勝則
Ⅲ クリスマスソング集
指揮：山本正洋（Ｓ57卒）ピアノ：上杉奈央子

◆現役新体制、帝国ホテルＸマスで始動

11月23日の演奏会
ＯＢメンバーズ

2020年（令和２年）2月20日

早稲田大学グリークラブＯＢ会新聞（稲グリ新聞）
（№216）
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思いませんでした。今は渡
辺久信ゼネラルマネジャー
（ＧＭ）、辻監督、松井稼
頭 央さ ん 、潮 崎 哲也 さ ん
ら、昔憧れた選手と一緒に
仕事をしていて、不思議な
気分です」
「 スポ ー ツは 言 葉で 表 せ
ない力、勇気を与えてくれ
ます。チームが勝つと、球
場全体が盛り上がり、お客
様はいい顔で帰っていきま
す。選手の素晴らしいパフ
ォーマンスは、トレーナー
やスコアラー、スカウトな
ど多くのスタッフに支えら
れています。表に出ないつ
らい仕事もありますが、結
声合唱曲集」（ 年、大越
智氏）、前述の「デーモン
閣下委嘱」（ 年）、「日
本のシンドラー杉原千畝を
顕彰して」（ 年、佐藤拓
氏＝松原千振氏とのダブル
指揮）と極めて少ない。
学生指揮者は定演でステ
ージを持ち、客演指揮者の
ステージの下振りも担当す
る。これだけでもかなりの
負担だが、さらに自分のス
テージが最終ステージとな
ると、肉体的にも精神的に
もタフでなければこなせな
いのではないかと思う。
このように、定演の最終
ステージは時代を追って変
化しつつあるように思う。
さて、今年の年末はどんな
ステージで観客を楽しませ
てくれるのだろうかーー。
石毛昭範（Ｓ 卒、
拓殖大学教授）
82

の鷺ノ宮駅で朝の通勤ラッ
シュ対応のバイトをして、
満員電車に乗る乗客を補助
する仕事をしていました」
「 当 時、 ラ イオ ン ズ は石
毛宏 典 、辻 発 彦、 秋 山幸
二、工藤公康らがいて、第
１期黄金時代でした。でも
西武鉄道に入社して、まさ
か野球の仕事ができるとは
登氏＝学生）である。
一方、２０００年代に入
って 委 嘱初 演 が増 え てい
る。もともとワセグリは委
嘱初演が多いが、定演の最
終ステージで多くなったの
はここ 年ほどである。
年、 年、 年、 年、
年、 年、 年と７回を数
える。曲の完成から初演ま
での期間がどこまでとれる
15

卒） 球団本部長で活躍

88
83

西武は２０１８年から２年
連続でパ・リーグ優勝を成
し遂げた。飯田さんは選手
やスタッフを束ね、「育て
て勝つ」野球で最強軍団を
目指している。
ーー学生時代から西武新
宿線の駅でアルバイトをし
ていました。
「グリークラブの活動を
していると、なかなかなバ
イトができませんでした。
大学３年から、下宿の近く
年と６回に及ぶ。ほとん
ど が 荻久 保 作品 の 指揮 だ
が 、 年 は千 原 英 喜 作 曲
「東海道四谷怪談」で〝純
粋に〟指揮者として迎えた
特筆すべき年となった。
もうひとつ、 年代以降
の 特 色と し て、 い わゆ る
「企画ステージ」の増加を
90

長（Ｈ 卒）は、鉄道マン
から球団経営にかかわり、

㊦

78

委嘱初演 ・企画も増加

15

14

02

いいだ・みつお 1966年栃木県生ま
れ。県立足利高校から早大商学部に入
学。89年に西武鉄道入社。池袋駅長、
監査部長などを経て、2015年に西武球
団取締役、19年１月から球団本部長

版（ 年）や「ＡＮＴＩＧ
ＯＮＥ」（ 年）の本邦初
演、「十の詩曲」（ 、
年）、「メリーウィドウ」
（ 年）、「岬の墓」（
87

変化する定演最終ステージ

17

飯田光 男さん （Ｈ

81

01
01

77

99

16 09

か、作曲者と指揮者との曲
への思いのすり合わせがど
れだけできるか、といった
難しい問題を毎年のように
クリアしてきた皆さんに心
からの敬意を表したい。
最後に学生指揮者が定演
最終ステージを担った例を
挙げたい。筆者入部前後の
ここ 年では「コダーイ男

62

18

挙げることができる。ワセ
グリは〝歌って踊る〟企画
ステージが多い。中でも印
象に残るのが「ザッツ・エ
ン タ ー テ イメ ン ト 」 （
年、指揮・前田憲男氏）、
「男の愛と生涯」（ 年、
指揮・青島広志氏）、「デ
ーモン閣下委嘱初演ステー
ジ」（ 年、指揮・中川暁
10

80

90

年 ） と同 氏 が
編 曲 ・訳 詞 し
た曲もある。
年代以降で存在感を増
すの が 荻久 保 和明 氏 であ
る。いわゆる「縄文」シリ
ーズ を はじ め 、「 炎 える
母」「季節へのまなざし」
などの初演・男声版初演も
多く、ワセグリとの縁は深
い。定演の最終ステージも
年の「縄文」に始まり、
年、 年、 年、 年、
92 90

プロ野球・埼玉西武ライ
オンズの飯田光男球団本部

定期演奏会といえば、音
楽団体にとって、その年度
の総決算というべき演奏会
であろう。その中でも最終
ステージは、その団体の年
度の最後を飾るステージで
あることが多く、とりわけ
重要性を帯びている。
さて、ワセグリの定演の
最終ステージを振り返って
みたい。ワセグリは長年常
任指揮者を置いていないた
め、最終ステージを振るの
は客演の指揮者がほとんど
である。福永陽一郎氏が最
も多く、筆者の入部（１９
８ ３ 年） の 前ま で 含め る
と、 ～ 年、 ～ 年の
回にのぼる。中には
」オケ
Die Tageszeiten
「

12
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果がはっきり出ることにや
りがいを感じています」
「 年に 年ぶりにリー
グ優勝し、 年に連覇でき
た時の感慨はひとしおでし
た。でも２年続けて日本一
にはなれませんでした。今
年こそは日本一を目指して
いこうと思っています」
「 Ｎ ＰＢ （ 日本 野 球機
構）の仕事もしていて、最
近ではビデオ判定のリクエ
スト制導入、投手の二段モ
ーションの解禁などにかか
わりました」
ーー西武は毎年、有力選
手が流出しながら、リーグ
優勝するなど常に結果を出
しています。
「浅村栄斗、秋山翔吾、
炭谷銀仁朗らを、渡辺ＧＭ
とともに引き留めをしまし
た。彼らが出て行ったのは
つらかったですが、個々の
選手に頼りすぎず、どんな
選手 が いな く なっ て も、
『育てて勝つ』強いチーム
をつくり上げるのが、私と

18
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ＧＭの仕事で
す」
「 今季、秋山
が 抜けて も、
球団 一の最強打
線を 維持してい
きま す。投手陣
はこ こ数年苦し
んできました
が、 高橋光成、
松本 航、今井達
也ら 若い芽が育
ってきていま
す。 若い投手陣
にも ぜひ注目し
てください」
ーーグリーでは内政マネ
ージャーで、多くの部員に
慕われました。
「私 の 場合 、 先 輩に 恵 ま
れました。『下手くそ！』
とボールペンを投げつけら
れるほど厳しく指導された
り、下宿でファミコンをや
りながら再オーディション
を受けたりと、本当にかわ
いがってもらいました」
「グ リ ーも 野 球 も、 皆 が
同じ目標に向かって突き進
みます。一人ひとりが自分
に与えられた役割を果たし
な がら 、 スク ラ ムを 組 ん
で、一瞬、一瞬の爆発力を
生み出していきます。西武
で はフ ァ ンと と もに 戦 う
『ＷＥ ＡＲＥ ＯＮＥ』を
掲げています。ワセグリも
演奏会で、メンバーと観客
が一体となって、素晴らし
い時空間を共有できるもの
をつくっていってほしいで
す」
構成 杉野耕一（Ｓ 卒）

現役時代の飯田さん（最後列右、1986年東西四連）

59
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山本 健二（Ｓ 卒）
ワセグリ、そして福岡県
立福岡高校の先輩の木下林
策さん（Ｓ 卒）が昨年、
亡くなられた。改めて、私
の 音 楽の 原 点が 福 岡に あ
り 、 高校 の 恩師 、 木下 さ
ん、福永陽一郎先生ら多く
の出会いに恵まれたことを
しみじみと実感している。
写真は昭和 年、福高の
音楽部で撮った１枚だ。生
徒はみんな裸足で、物資は
乏しかった。音楽専任教師
の江口保之先生は音楽室や
ピアノを開放し、貴重なレ
コードも好きなように聴か
せてくれた。先生はボクシ
ング部にいた私を音楽部に
強引に入部させた。
１つ年上の学生指揮者だ
った木下さんはピアノがう
まく、ジャズも大好きだっ
た。文化祭で、江口先生の
反対を押し切って、アメリ
カンジャズを演奏した。ま
さに一徹者である。私も一
緒に「聖メリーの鐘」など
を歌った。
その頃、福岡にやってき
たのが福永陽一郎先生だ。

なりふり構わず やんちゃを貫く

ミ ラー ボ ール 、 パイ プオ ル ガン を
使ったステージ㊤と定演のチラシ㊨

賞し、先生は「音大に行く
気があるなら、僕が教えよ
う」と秘密のレッスンをし
てくれた。しかし親に反対
され、音大への進学は頓挫
してしまった。
浪人中の 年夏、早稲田
大学に進学していた林策さ
んが、グリークラブの同期
の浅妻勲さん、福井忠雄さ
んを連れて帰福した。「お
まえは歌が歌いたいんだろ
？ だったら早稲田、グリ
ーに来いよ」
翌 年 、ワ セ グリ に 入っ
て 、坪 井 秀 夫 さん （ Ｓ
卒）のリーダーシップ、オ
ーラに圧倒された。１つ下

26

付きで音声テープを頂戴し、
東京芸術劇場にミラーボール
が煌めき、挙げ句は滅多に御
目にかかれない芸劇のパイプ
オルガンまで持ち出したのだ
った。
定演が成立したのは、ひと
えに陰の立役者がいたためで
ある。この場をお借りして言
わせていただきます、ありが
とう、太田裕也君！
生憎、演奏会当日は全日本
合唱コンクールと日程が重な
ったため、ご来場頂けなかっ
た方も多かったそうで、非常
に勿体ない演奏会だったと、
個人的には思っている。
しかし、今となっては当時
の熱量を到底感じることがな
く、どの団体に所属しても物
足りなさを感じてしまう、そ
んな憧憬の演奏会として心に
残っている。
中川暁登（Ｈ 卒）

「教授と喧嘩して東京藝術
大学を退学した」との触れ
込みで、西南学院大学を指
揮し、手足が長い風貌から
「 宇宙 人 」と 呼 ばれ て い
た。ワセグリとの付き合い
はずっと後になるが、先生
は後年「木下さん、山本さ
んが私と縁の深い福岡出身
であったことから、少しは
早稲田グリーと近しくなっ
ていた」と述懐している。
私が高３の 年夏、江口
先 生は 「 阿蘇 を 見に 行 こ
う」と私を連れ出し、着い
た先は大分県竹田市で開か
れた西日本高校独唱コンク
ールだった。そこで私は入
25

ネ は使 おう 。そ んな天 の 声
は、当時渉外担当のＯ田君。
某日本放送局からの依頼の窓
口をしていた。ここでお気づ
きかもしれないが、デーモン
閣下が相撲好きということか
ら、その線で攻めてみようと
いう安直な考えだった。
効果てきめん、そこから数
週とかからず楽譜が出揃った
（定演当日、大相撲秋場所千
秋楽の中、「千秋楽」という
曲を歌うことになったのはイ
イ思い出話）。
窮地は脱したと、胸を撫で
下ろしたのも束の間、先にも
述べたように指揮者も伴奏者
もいない。当然、曲も組曲で
はないため、ただ歌うだけで
はつまらない。問題は山積み
だった。ならばいっそ、自分
たちで好き勝手にやってしま
おう。そこから先は最早、Ｏ
田君の独壇場であった。台本

の林策さんは指揮が華麗で
格好良かった。そして教わ
ったのが「お猪口指揮法」
だ。お猪口を目の前に置い
て、その一点にまとまるよ
うに指揮棒を振り下ろすの
が歌いやすいというものだ
った。女子大生に人気があ
り、早稲田大学女声合唱団
の指揮者もしていた。こう
した先輩方の指導の積み重
ねがあって、私が学指揮だ
った昭和 年、関東合唱コ
ンクールで念願の優勝を果
たせたと思っている。
林策さんとは卒業後も交
流が続いた。私はサラリー
マン、合唱指導、声楽家の
〝三足の草鞋〟を履き、歌
のＣＤを林策さんに送り続
けた。電話で感想を聞くと
「俺、（感動して）泣きよ
っとたい」と励ましてくれ
た。毎年帰郷するたびに開
く飲み会も楽しみだった。
まさに私の運命を決めたキ
ーパーソンで、音楽的にも
精神的にも兄弟のような存
在だったといえる。
本紙（昨年 月 日号）
に掲載された林策さんの遺
影は２０１２年、プロカメ
ラマンである林策さんの娘
さんに私がＣＤのジャケッ
ト用写真を撮ってもらった
際、渋る林策さんをピアノ
の前に座らせて撮影した。
生来、写真嫌いで、これが
晩 年で 唯 一の 写 真と な っ
た。この幸運に感謝しなが
らも、「あの時、二人一緒
に 撮っ て もら え ばよ か っ
た」と思うこともある。
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のになっていないことだけが
気がかりではあった。
楽譜もない、バンドが合唱
曲？ 指揮者も伴奏者も決め
られるほどステージがまとま
っていない。最悪を想定して
動くべきではあろうが、エゴ
を捨てるのは難しい。結局、
「待ち」の姿勢でいるために
時間が経ち、冒頭の連絡をも
らうに至った。
なりふり構わず、使えるコ

30

29

24

周囲の文句を黙殺できるだけ
の力を付けよう。サブ練習系
として次年の打ち合わせをし
ているときに、そんな話をし
ていた。実際、紆余曲折はあ
ったものの、それなりに歌い
込 みが でき る団 体に なっ た
と、満足感と手応えが４年の
夏合宿までにあった。ただ一
点、第４ステージが確かなも

11

最前列中央の眼 鏡をかけている のが江口先
生、その右 が木下さ ん。筆者 は座って いる生
徒の最後列の左から２番目（１９４９年）

「契 約を 白紙 と致し ま
す」。そんな知らせが届いた
のは、夏合宿が明けて幾日か
経ってからだった。周りの学
生は早稲田祭の準備のために
ど こか 浮か れた 空気 が漂 う
中、学生会館の、部室から離
れたフロアに、重々しい雰囲
気を漂わせた冴えない男達が
今後の対応を考えていた。
当時は核となる人物がその
パートを率いて数で成立させ
るような、ある意味乱暴な演
奏が目立っていた。純粋に合
唱を、音楽を楽しめる団体に
立ち戻ろう。そんな気持ちで
１年間のステージ構成を考え
ていた。しかし定期演奏会だ
けは、４年間の集大成となる
演奏会だけは、エゴにまみれ
たステージ構成となった。
「やんちゃ」ができるのは
ワセグリがワセグリであるか
らこそ。きっと何とかなる、

27

わが音楽の原点 福岡
恩人との出会いに感謝
2014年定演 デーモン閣下委嘱初演ステージ
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ンバーが磨き上げた重厚な
ハーモニーを披露し、聴衆
を魅了した。一方、ブロガ
ーが企画したＳＮＳの観客
の投票では、混声や大学ユ
ース、室内合唱の部も含め

の方に聴いていただき、よ
うやく２０００人クラスの
ホールで演奏会ができるよ
うになりました（この環境
が学生時代に当たり前のよ
うに用意されていたという
のは凄いことだと改めて思
います）。
コンクールの活動を一区
切りし、ある意味、学生時
代の初心に帰って新たな男
声合唱の世界を切り拓く活
動を続けたいと思います。
実はすでに新作の委嘱を３
つお願いしています。他団
体とのジョイント企画も進
行中で、より一層充実した
音楽を目指して活動してま
いります。
〈おえコラの今年の演奏会
は 月 日（祝）にウェス
タ川越で開催予定〉

た全 団体の中で１位とな
る「観客大賞」に輝いた。
おえ コ ラは 、 課題 曲 で
「 クレ ー の絵 本 第２ 集 」
（谷川俊太郎作詩、三善晃
作 曲） の 「ま じ めな 顔 つ

ドンク サッ クが
パワフ ルな 歌声

き」、自由曲で「ヨイトマ
ケの唄」（信長貴富編曲）
を演奏した。特にヨイトマ
ケの唄は「美輪明宏ワール

ド」をしままなぶ氏の演出
で、重厚なハーモニーに見
事なソロを交え、圧巻の演
奏を披露した。（編集部）

ワセグリＯＢが多数参加

す るＤ ｏｎ Ｋ ｕ ｓａ ｋ
（ドンクサック）合唱団の
第 回自 前 音 楽会 入
( 場無
料）が昨年 月 日、目黒
区民センターホールで開か
れた。 人のメンバーが、
今回もパワフルな歌声で観
客を楽しませた。
第１ステージはシベリウ
スの合唱曲から「ユモレス
ク」「讃歌」など７曲を、
宍戸誠さん（Ｈ 卒）の指
揮で歌った。
第２ステージは「ドンク
サックのスポーツ大唱（た
いしょう）」と題して、ス
ポーツにまつわる古今東西
の名曲を、宍戸さんと永島
健一さんの指揮、西川秀人
氏のピアノで演奏。米津玄
師の「パプリカ」では、水
野博文さん（Ｈ 卒）の２
人の娘さんがダンスを披露
して花を添えた＝写真。
最後はＱＵＥＥＮの「ボ
ヘ ミア ン ・ラ プ ソデ ィ 」
「 We Will Rock You
」「 We
」をメド
Are the Champion
レーで歌い上げた。
第３ステージは、男声合
唱とピアノのための「祈り
の虹」（新実徳英作曲）。
広島への原爆投下に対する
怒りと鎮魂が込められた難
曲を、怒涛の とやわらか
い を 使い 分 け な が ら、
「祈りの心」を見事に表現
した。
編(集部）

いたようですが、そのよう
なことをあまり我々に話さ
なかった人なので、年賀状
だけの付き合いになってい
た私は全く知らずにいて、
失礼してしまいました。
一足先に逝ってしまいま
したけれど、もうすぐ我々
も仲 間 入り す るは ず なの
で、そちらでしばらく待っ
ていてください。また一緒
にハモりましょう。合掌
長田 茂（Ｓ 卒）
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お江戸コラリアーず 銀賞

グビイ」、 年「
歌を」が愛唱されるように
Sämann
ー 種 を蒔 く 人 ー 」、 年
なったり、という嬉しいこ
「 Credo
」
ともあり、少しは男声合唱
▽あまり演奏されていなか の普及に貢献できたのでは
った作品の紹介＝ 年「く ないかと感じています。
ちびるに歌を」、 年
今でこそ 人を超えるメ
「 Freude soll in deinen ンバーで充実した演奏活動
」、 年「飛 を行っていますが、コンク
Werken sein!
ぶ も のへ の 打 電 」、 年
ール参加当初は支部大会銀

10

開かれた第 回全日本合唱
コンクール全国大会（大学
職場一般部門・同声合唱の
部）に出場し、銀賞を受賞
した。山脇卓也さん（Ｈ
卒）の指揮で、約 人のメ
賞止まり、ある年は 団体
中 位という結果まで落ち
込んだことも。このまま合
唱団の活動を維持するのも
難しいか…となった時もあ
りました。そんな中「続け
よう、諦めずに頑張ろう」
と言ってくれたメンバーが
いたことは幸せでした。結
果が出ないコンクールの後
の酒ほ どマ ズ
イもの はあ り
ません 。ど う
やったら金賞に届くのか、
全国大会に行けるのか、何
度もマズイ酒を飲みながら
様々な試行錯誤をメンバー
とともに重ねた時間は、今
の自分にとってこれ以上な
い宝物になっています。
一つの合唱活動を 年続
け、コンクールなどで多く

ず、案外ごつい仕事をして
いたのかもしれません。
卒業後は稲門グリークラ
ブには顔を出していなかっ
たし、コーラスとは縁が切
れていたようですが、夜の
巷のカラオケでは活躍して
いたようです。プロに付い
てカラオケの勉強をし、美
声に磨きをかけていた、と
いう話も……。
晩年は脊椎間狭窄症に悩
まされ、療養生活が続いて

8

10

かな友に」の生まれた神奈
川県津久井渓谷の夫婦園で
の合宿にも参加しており、
にこやかに道志川で水遊び
している写真が残っていま

80

16

14

18

で、 松 木一 彌 君（ 旧 姓小
林）が亡くなったことを知
りました。松木君は新潟県
立新潟高校出身で、新潟市
の名店「小林デパート」経
営者のご子息らしく、名門
出という独特の雰囲気を持
っていました。
グリーでは練習にきちん
と出席する真面目な部員で
した。１年部員の時、「遥

11

20

72

「縄文土偶」
▽名曲への挑戦＝ 年「バ
トンタッチの歌」
などです。
このような活動を評価し
ていただいてか、委嘱作品
はもちろん、我々の演奏を
きっかけに「起点」「縄文
土偶」など未出版作品が出
版されたり、「くちびるに

す。
３年部員の時にワセグリ
初の夏の長期演奏旅行（四
国・中国・九州）がありま
した。その時の瀬戸内海の
連 絡 船の デッ キ での
写 真 がこ れで す 。前
列 左 から ２人 目 が松
木君です。
就 職は 土木 会 社で
し た 。フ チな し の眼
鏡 を かけ た一 見 、優
男 の風貌に似 合わ

10

90

12

全日本 合唱 コンク ール全 国大会
コラリアーず（おえコラ）
が昨年 月 日、京都市で

卒、合唱指揮者）

11

ていないというとウソにな
りますが、それ以上の活動
を目指して、特に選曲には
こだわってきました。
▽委嘱初演作品＝ 年「ラ

10

初心に帰って男声合唱切り拓く

09

10

ワセグリの中堅・若手Ｏ
Ｂが参加する合唱団お江戸

新 潟名店 の子息
土 木会社 に勤務
奥様からの「年末年始の
ご 挨 拶を ご 遠慮 」 の葉 書

30

24

11

05

03

山脇 卓也（Ｈ
合唱団お江戸コラリアー
ずは、昨年 月に開催され
た合唱コンクール
全国大会に参加し
ました。１９９９
年からコンクール
に挑戦し、２００
９年に初めて全国
大会にコマを進
め 、以来 年連続
で出場してきまし
たが、今回を区切
りとしていったん
コンクールへの参加をお休
みすることにしました。
コンクールはやはり賞が
ありますので、結果を求め

かずや

松木 一彌さん

まつき

訃報・追想

コンクール出場一区切り

Ｓ30卒、86歳
19年８月28日
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11

11
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48

よしざわ

たかし

逝で、愕然としています。
悔しく残念です。でも別れ
た後で「友達は有難いな」
と言っていたことを知り、
本望です。生前にたっぷり
とハモることが出来たのは
幸甚でした。
吉 沢 さん と は特 に 合
唱 と ワ セダ ・ リコ ー ダ
ー ・ コ ンソ ー トで 長 く
付 き 合 って い まし た 。
合 唱 は 稲門 グ リー ク ラ
ブ 、 い そべ と し男 声 合
唱 団 、 東京 オ ラト リ オ
研 究 会 、中 で も「 あ か
ぺら
シ
( クスティ
ーズ 」
) で は １９ ９ ４
年 か ら ２ ０１ ８ 年 の
年 間 一 緒に 歌 い続 け て
来た仲間です。
ワ セ ダ・ リ コー ダ ー
・ コ ン ソー ト は吉 沢 さ
ん の 呼 びか け で１ ９ ７
０ 年 に 結 成さ れ 、 年
の 演 奏 を最 後 に解 散 し

ました。楽器音痴のはずの
吉沢さんの発案で始めたリ
コー ダ ー。 同 期の 宮 尾吉
信、草間康昌、宇野の４人
でマドリガルやバロック、
ジャズなどの曲を楽しんで
きました。
リコーダー・コンソート
は「聴いていただく会」と
いう無料発表会を５回、親
族・友人・知人の身内だけ
で開催しました。第１回の
発表会後に「グリーＯＢな
のに歌わないの？」とのご
指摘があり、第２回からア
ンコールでカルテットを披
露してきました。
年の同期会「華の 年
会」で浜名湖のホテルに集
まり、２次会にリコーダー
・ コン ソ ー ト の４ 人 が
「 Old Virginny
」 をハ モ
ったところ、「一緒に歌い
たい」という声が出てきま
した。 年卒の有志を中心

に 人が集まり、「あかぺ
ら
」の誕生となりまし
た。卒業以来 歳になるま
でグリークラブに疎遠だっ
た者も美声を取り戻し、演
奏会では立派に歌えるよう
になりました。吉沢さんは
第１回演奏会で、司会者と
し て盛 り 立て て くれ ま し
た。
昭和 年４月１日に早稲
田大学グリークラブＯＢ会
の会報第１号「いなご」が
発刊され、吉沢さんは同期
の大沢寛之、村田充と編集
人になっています。
彼は 家 業の 出 版社 を 継
ぎ、中学生向けの高校受験
用テスト問題集などを扱う
「早進社」を経営していま
ふみあき

60

後藤 文顕さん

ごとう

32

広告 業から 大学
研究 者の道 歩む

した。会社が穴八幡下の交
差点の近くにあったことか
ら、グリーの多くの学生諸
兄がアルバイトでお世話に
なっています。
吉沢さんは学生時代に山
歩きをして槍ヶ岳で遭難し
かけたことがあったようで
す。趣味は手広く、バード
ハンティング、ヨットクル
ーザーなども楽しんでいま
した。
彼とはリコーダー、合唱
でともに音楽を楽しんでき
ましたが、奇妙なことにク
ラシックの演奏会に一緒に
聴きに出かけたことがあま
りな か った よ うに 思 いま
す。
宇野義弘（Ｓ 卒）

荒 谷俊 治氏が 逝去

１９６０年代に早稲田大
学グリークラブを指揮した
あ らたにしゅんじ
指揮者の荒谷俊治氏が１月
１日、心不全のため亡くな
られました。 歳でした。
東京フィルハーモニー交
響楽団、名古屋フィルハー
モニー交響楽団などの指揮
者を歴任。日本指揮者協会
会長を務めたほか、アマチ
ュアの育成にも尽力しまし
た。 年のワセグリ第 回
定演で、小倉朗作曲「東北
地方の民謡による七つの無
伴奏男声合唱曲」の委嘱初
演を指揮し、１００周年Ｃ
Ｄへの収録もご快諾いただ
きました。

89

ング。インストラクターと
して海の楽しさを発信する
ばかりでなく、水難防止の
「着衣救命」の実地指導に
も当たっていました。多忙
な中で、あの有名なキャッ
チフレーズ「カルピスは初
恋の味」がなぜ生まれ、な
ぜ一世を風靡したかを、広
告を介して解き明かした前
述の著書を上梓しました。
平成 年夏、癌が首に転
移しているのが見つかり、
手術不能部位のため、免疫
療 法 で 対処 。 令 和 元 年
月、自宅に近い緩和ケア病
院に転院し、ご家族に看護
られながら穏やかに旅立た
れました。これからの活躍
が期待される惜しい人物で
した。合掌。
佐藤隆一（Ｓ 卒）

64

吉沢 隆志さん

ご家族３人（葆美夫人、
お嬢さんの京子さん、侑子
さん）も時に唱和し、楽し
い集いとなりました。吉沢
さんと時々顔を見合わす余
裕がありました。元気にな
ったと思っていた矢先の急

吉 沢さ ん（ 中央 ）を 見舞 い 、
共に歌った（ 年 月 日）
20

音 楽で長 年交流
最 後は共 に合唱
亡くなる１カ月前の昨年
月 日、南池袋アバンセ
に療養中の吉沢隆志さんと
ハモるため、昭和 年卒同
期の長島義隆、草間康昌、
藤森正敏、玉田元康、宇野
義弘と、 年卒の村主一彦
の６人で訪問しました。
施設の休日に一室を借り
て、「夏の想い出」「雪の
降る街を」「野ばら」「い

やすお

兒玉 康夫さん

こだま

ざ起て戦人よ」「
Home on
」「 Love's Old
the Range
」など長年歌い
Sweet Song
込んできた愛唱曲 曲を次
々と歌っていきました。

20

多 くの演 奏経験
Ｏ Ｂ会で も活躍

ＯＢ会の幹事としても活
躍し、ある時期のＯＢ会名
簿は 彼 が作 っ てく れ てい
た。ＯＢ会費の納入で「引
き落とし手数料が安い郵便
貯金も入れよう」と、郵貯
を会費引き落としの金融機
関に加えたのも彼だった。
いつからか、一人では外出
できなくなり、稲グリでの
活動もなくなった。
グリーＯＢ会の基礎を築
いてくれた人がまた一人旅
立ち、あの世の組織もだい
ぶ充 実 して き たこ と だろ
う。

32

術。快気祝いで「声帯は残
って声を失わずに済んだ」
と喜んでいました。そのと
き謹呈された著書「カルピ
ス創業者三島海雲の企業コ
ミュ ニ ケー シ ョン 戦 略」
（学術出版会）が遺品とな
ってしまいました。
都立大泉高校、早稲田大
学政治経済学部卒。博報堂
に入社し、営業勤務のかた
わら日本語教育に携わりま
した。早期退職し、平成
～ 年に大正大学文学部講
師として「広告コミュニケ
ーション論」を講義。 年
東京経済大学大学院「コミ
ュニケーション学」専攻、
修士課程修了。童顔が凛々
しい研究者の顔つきに変貌
したのも頷けます。
趣味はスキューバダイビ

15

60 10
s

戒名、陽報院禅海榮顕居
士。令和２年１月４日、龍
興 寺（ 東 京都 中 野区 上 高
田）で行われた四十九日の
法要・納骨の儀に、同期６
名（市川皓造、岡村宏一、
小松靖幸、鈴木紘輝、田中
勝利、佐藤隆一）で、「希
望の島」と「遥かな友に」
を献歌いたしました。奥様
の嗚咽を堪える姿に胸が熱
くなりました。
７年 前 に食 道 がん を 手

23

12

11

32

實（Ｓ 卒）

41

94

32

清水

肺炎もあるんですね」とび
っくりされていた。
決して大きな声では歌わ
ないが、譜読みが早く、特
に暗譜が早いのが特徴で、
いくつかの合唱団（稲門グ
リークラブ、シニア会、同
期の混声合唱団コーロ・リ
ーゾ）や市民オペラで歌っ
ていた。
稲門グリーの海外演奏旅
行にもほとんど参加し、私
も一緒の写真が多い。１９
９０年の旧ソビエト連邦へ
の演奏旅行は、ＩＢＭの社
内報でも大きく取り上げら
れた。

30
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Ｓ32卒、85歳
19年11月23日

32

11

Ｓ38卒、81歳
19年５月４日

19

んでいた鉅鹿明弘、家族ぐ
るみで付き合っていた長岡
おおふるとん
義麿……。大古殿宗三だけ
は例外だったが、人数の少
なかった同期のバリトン５
人のうち、元気なのは神山
和夫 １ 人に な って し まっ
た。
兒玉とはグリーも学部も
一緒、就職した会社（日本
ＩＢＭ）も一緒で、本当に
長い付き合いだった。
昨年４月の同期会の連絡
をした際、電話で元気に話
してくれたのに、その数週
間後に亡くなるなんて。奥
様も「突然で、熱の出ない

21

35

38

Ｓ41卒、75歳
19年11月19日

10

同期の兒玉康夫が逝って
しまった。それにしても、
我々昭和 年卒同期のバリ
トンは、どうして亡くなっ
たのをすぐ知らせてくれな
いんだろう。四国の沖吉洋
和、一緒にカルテットを組

38
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24

90

１月 日、東京・東陽町
の江東区文化センターで行
われた初練習には、約 人
が参加した。ワセグリＯＢ
会の柿沼郭会長（Ｓ 卒）
は「『月光とピエロ』は多
53

た新たな発見が沢山ありま
す。楽譜に書かれている情
報を、どれだけ大切に扱っ
てあげなくてはいけないの
か…。私が普段演奏してい
る、いわゆるクラシック音
楽において、作曲家の意見
を直接聞くことはなかなか

19

叶わぬこと。先生ご自身の
言葉で直接アドバイスをい
ただけたことに感動し、帰
宅しながら何度も楽譜を見
返 し たこ と を思 い 出し ま
す。
思い返してみれば、小学
生の頃から合唱が大好きで
した。伴奏するのも歌うの
も、いつもノリノリで参加

くの世代が歌った経験があ
り、それぞれのイメージが
あると思う。今回は山脇組
の仲間で歌うイメージを共
有し た い。 新 たな 『 ピエ
ロ』に挑戦するイメージの
方がうまく行くと思う」と
激励した。
山脇さんの初練習は２月
１日、中野のなかのゼロで
行われた。山脇さんは「１
曲目の『月夜 』が
一番大事。こ れで
組曲の世界観 が決
まる。特に組 曲を
俯瞰できる１ ペー
ジ目がうまく いけ
ば、すべてう まく
いくと思う」 と、
第11回ＯＢ六連のチラシ

していました。
ＯＢの皆さんが年齢の壁
を超えて歌っているのを目
の当 た りに す る度 に 、以
前、合唱指揮の先生が仰っ
ていた「合唱っていうのは
不思議で、名前も素性も何
も知らない人同士でも、同
じ歌を一度歌えばすぐに打
ち解けられるんだ」という
言葉を思い出します。年齢
も境遇も関係なく時空間を
共有できるのは、合唱に限
らずとも、音楽の醍醐味だ
と思います。
皆さんと共に弾かせてい
ただける時間は、私にとっ
て、とても幸せなひととき
です。これからも皆さんと
ご一緒できる機会をいただ
けますように、勉強を続け
ていきたいと思います。
（東京都町田市出身）

練習時間の大半を１曲目に
費やした。
特に意識付けをしたのが
音 の「 色 の違 い 、変 わ り
目」。１曲目冒頭のト長調
は「月の光が当たって、ピ

山脇さんの初練習（２月１日）

エロ が 鮮 や か に登 場 す
る」、やがて短調に変わっ
て「ピエロの内面や心情を
表現し、その後の展開を暗
示させる」など、メンバー
に視覚的なイメージを植え
付け な がら 歌 唱を 指 導し
た。
早稲田のＯＢ六連実行委
員長の井上靖夫さん（Ｓ
卒）は、山脇さんが５月２
日 土
( ）の 現 役六 連 の合 同
演奏も指揮することを紹介
し、「ＯＢも現役も、六連
を〝 山 脇イ ヤ ー〟 に しよ
う」と呼びかけた。
◇
ＯＢ六連はまだ参加者を
募集しています。参加を希
望さ れ る 方 は 井上 さ ん
inoueyyt@ybb.ne.jpま で
連絡をお願いします。ＯＢ
会サイトのＯＢ六連・参加
申込フォームからも申し込
むことができます。

10

編集後記

ＯＢ六連、現役六連を詳報します
〒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
投稿・情報提供お待ちしています

今号も、長文の原稿を寄
せてくださった方が多くい
ました。歌うのも、文章を
書くのも、多大なエネルギ
ーを消耗します。本紙も様
々な方々のエネルギーをい
た だい て 成り 立 って い ま
す。出来上がった紙面が読
者 に元 気 を与 え られ る よ
う、頑張っていきます。

次号 は６月中 旬発刊

ＯＢ六連の練習始まる
け、稲門グリークラブが演
奏する男声合唱組曲「月光
とピ エ ロ」 （ 堀口 大 學作
詩、清 水脩作曲） の練
習が始まった。
指揮 者の山脇卓 也さ
ん（ Ｈ 卒） が稲門 グ
リーを 指揮するの は、
２０ ０７年 の第 回 Ｏ
Ｂ四連 の「アイヌ のウ
ポポ」 以来。練習 指揮
者は昨 年のＯＢ四 連に
続き 、 小林 昌司 さん
（Ｈ 卒）が務める。
16

「月光とピエロ」色の描写を追求
５月 日（日）の第 回
東京六大学ＯＢ合唱連盟演
奏会（東京芸術劇場）に向
11

卒）

10

男声の「圧」に毒されて
音楽を共有する醍醐味

29

うほど、ワセグリサウンド
に毒されています。
普段の練習では下振りの
指揮者の方とご一緒させて
いただいていますが、何回
か、荻久保和明先生や相澤
直人先生の練習にも参加さ
せていただきました。作曲
家の先生ご自身の作品に対
する思いを知ることで、ま

56

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）
２月１日（土）現役就職相談会（早稲田奉仕園）
２月13日（木）現役第69回送別演奏会
（杉並公会堂大ホール）
５月２日（土）第69回東京六大学合唱連盟定期演奏会
（府中の森芸術劇場どりーむホール）
５月31日（日）第11回東京六大学ＯＢ合唱連盟演奏会
（東京芸術劇場コンサートホール）
６月28日（日）第69回東西四大学合唱演奏会
（兵庫県立芸術文化センターKOBELCOホール）
７月11日（土）第28回還暦会（Ｓ58卒）＆
順グリ会PartⅡ（Ｓ59～Ｈ01卒）
（大隈ガーデンハウスほか）
９月27日(日）東京稲門グリークラブ第９回定期演奏会
（めぐろパーシモンホール）
10月17日（土）第26回順グリ会（Ｈ05～11卒）
（リーガロイヤルホテル東京）
10月18日（日）稲門祭・稲門音楽祭
（早大早稲田キャンパス）
11月23日（月・祝）ＯＢメンバーズ「2020 The Final」
（渋谷区文化総合センター大和田さくらホール）
12月13日（日）倶楽部グリー演奏会 (セシオン杉並）
12月28日（月）現役第68回定期演奏会
（府中の森芸術劇場どりーむホール）

ほ
し

ワセグリＯＢの皆さんの
練習ピアニストとしてお世
話になっています。高校か
ら大学院まで、桐朋学園で
ピアノを中心に学んでいま
した。初めて練習に伺った
時、男声合唱を間近で聴く
機会がそれまでなかったの
で、ワセグリの〝音圧〟に
怖気づき、ついていくのに
精一杯でした。今では他の
団体にお邪魔した際に「ワ
セグリで弾いているから圧
がすごい」と言われてしま

2020 現役・ＯＢ会の活動予定

31

指揮者の山脇卓也さん（Ｈ

古門 詩帆さん

ふるかど
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