ＷＥＢ
特別版

ＯＢ会の柿沼会長は「我
々は何とか現役の力になり
たいという気持ちでいっぱ
いだ。どのような支援が必
要か、遠慮なく言ってもら
い、君たちがぜひやりたい
というスタンスを貫いて欲
しい」と呼びかけた。
現役グリーの活動は、い
ったん９月に延期した第
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〈編集・発行〉
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53

53

http://waseglee-ob.com
幹事長：佐々木 豊
〒192-0051
東京都八王子市元本郷町
２-５-１０-３０７
Tel．042-626-4991
tgsasaki@waseda.jp
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ＯＢ会と現役の幹部会合
（８月 日、早稲田奉仕園）

回東京六大学合唱連盟定期
演奏会が中止となり、 月
に延期した第 回東西四大
学合唱演奏会（関西開催）
も８月 日に中止が発表さ
れた。毎年、群馬県北軽井
沢の石田観光農園で行って
いる夏合宿も中止した。
69

10

13

半年ぶりに練習を本格再開
した。新型コロナウイルス
の感染対策のガイドライン
を策定したうえで、３パー
トが早稲田奉仕園でパート
練習をした。今後、通常の
練習と並行して、新人練習
も進めていく。
策定した練習ガイドライ
ンは、メンバーが連絡先・
緊急連絡先を提出し、各自
で移動ルートや接触者など
の活動記録を作成して保管
するよう求めている。その
うえで①練習前の検温実施
②練習中は常時マスク着用
と十分な距離の確保③楽譜
類の直接配布禁止④複数人

現役は合唱活動に関する
独自の厳格なガイドライン
を策定し、本格的な活動を
再開する。コロナ禍で新人
勧誘活動はＳＮＳやビデオ
会議サービス「Ｚｏｏｍ」
を活用して続けている。
現役からは今後の経済的
な不安要因として①定演の
入場者数を半分にするため
に収入が減り、部員のオン
ステ料負担が大きくなる②
大学の教室が練習場に使え
ず、施設利用料が増加する
③予定していた稲門会や帝
国ホテルなどの特ステが中
止になり、１００万円以上
の収入が見込めなくなった
ーーなどが挙げられた。
ＯＢ会と現役グリーは今
後も協議を重ね、具体的な
支援策を検討していく。

での食事の自粛ーーなどを
盛り込んだ。
学生会館の部室の利用は
「滞在時間は１人当たり最
大２時間」「同時滞在は３
人まで」と決めた。
月の定演は、２０００
人収容できる会場の客席を
半分の１０００席にして、
感染防止対策に万全を期し
て開催する。学生指揮者の
床坊太郎さんは「合唱は
今、一般の目から避けられ
ている。これ以上出来ない
というくらいのガイドライ
ンを用意して演奏会がやれ
れば、合唱への信頼を取り
戻せる」と話している。

現役、定演へ新指針で練習再開
28

現役と幹部会合

六連 ・四連 ・合宿は中止

早 稲 田 大 学
グリークラブOB会

早稲田奉仕園セミナーハ
ウスで開いた幹部会合に
は、ＯＢ会から柿沼郭会長
（Ｓ 卒）、佐々木豊幹事
長（Ｓ 卒）、木村寛之
（Ｓ 卒）、井上靖夫（Ｓ
卒）の両副幹事長、現役
から田爪創太朗部長、床坊
太郎・学生指揮者、村上元
基・演奏会マネージャー、
山田雄介・合宿マネージャ
ーの計８人が出席した。

69
現役グリークラブは８月
日、第 回定期演奏会
月 日）に向けて、約
31

12

28

10
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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）
中 止 ５月２日 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）
中 止 ５月31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）
中 止 ６月28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大ホール）
７月11日
第28回還暦会（Ｓ58卒）＆
延 期
順グリ会PartⅡ（Ｓ59～Ｈ01卒）
延 期 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）
⇒21年４月10日(土）＝同会場
中 止 10月17日 第26回順グリ会（Ｈ05～11卒）
（リーガロイヤルホテル東京）
中 止 10月18日（日）稲門祭・稲門音楽祭
（早大早稲田キャンパス）
延 期 11月23日 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）

早 稲 田 大 学グ リ ーク ラ ブ ＯＢ 会 は ８
月 日、現役グリークラブと幹部会合
を開き、新型コロナウイルスの感染拡
大で活動が制限されている現役グリー
の現 状や支 援策につ いて 意見交 換し
た。ＯＢ会は現役の活動に対し、積極
的に支援する意向を表明した。現役は
月 日（月）の第 回定期演奏会
（府中の森芸術劇場どりーむホール）
開催に向け、全日本合唱連盟の「合唱
活動における新型コロナウイルス感染
症拡大防止のガイドライン」をさらに
強化 した独 自のガイ ドラ インを 策定
し、練習を再開する考えを示した。

（

12

練習を再開した現役グリーの
パート練習（早稲田奉仕園）

12

コロナの影響長期化
2020 現役・ＯＢ会の活動予定

2020年（令和2年）8月31日

早稲田大学グリークラブＯＢ会新聞（稲グリ新聞）
（№218）

「新しい生活様式」。新型
コロナウイルスの感染拡大
は、私たちの生活常識を塗
り替えようとしています。
非接触やソーシャル・ディ
スタンス（社会的距離）、
テレワーク（在宅勤務）が
推奨され、人が集まって語
り合うことが、罪悪視され
るようになってきました。
▼歴史を振り返っても、感
染症が流行した後、世界は
大きく変容しました。でも
日本の対応はどうもちぐは
ぐです。感染拡大が収まら
ないなか、アクセルとブレ
ーキを同時に踏むような不
可解な政策が目立ちます。
▼オフィス街に人が徐々に
戻り、小中高生も学校に通
い始めたのに、大学生だけ
自粛が続いています。せっ
かく入学しても、キャンパ
スに行けず、友達が一人も
できない学生が数多くいま
す。「Ｇｏ Ｔｏトラベ
ル」も、旅行に行っていい
のやら悪いのやら。結局、
どうなっても誰も責任を取
らず「自己責任」になると
いう帰結が待っています。
▼コロナが収束する過程
で、正常化するのは音楽、
特に合唱が一番最後になり
そうです。コロナ後の闘い
は社会的距離でも、オンラ
インでもありません。自粛
と萎縮を超えた人間的なつ
ながりを取り戻すオフライ
ンの闘いになるはずです。

2020年（令和２年）8月31日

早稲田大学グリークラブＯＢ会新聞（稲グリ新聞）

お相手は合唱指揮者 田中エミさん

10

り組む意思を感じさせる視
線が素敵な女性。お二人が
支え合いながら、素晴らし
い音楽を発信してくれるこ
とを期待しています」と祝
福しています。
（▼ＯＢ会サイトに詳報）

15

12

市）、フレーベル少年合唱
団 東
( 京 )な ど で 指 揮 者 と
して活躍しています。
二人をよく知る指揮者の
山脇卓也さん（Ｈ 卒）は
「エミさんは才能豊かな音
楽人で、まっすぐ合唱に取

30

し、 年の「 ＴＯＫＹ Ｏ
ＣＡＮＴＡＴ 第３回若い
指揮者のための合唱指揮コ
ンクール」で１位・ノルウ
ェースカラシップ賞を受賞
しました。現在はコール・
アザレア（神奈川県茅ヶ崎

投稿・情報提供お待ちしています

も、ご指導ご鞭撻、ご声援
の程よろしくお願いしま
す」と話しています。
新婦のエミさんは福島県
出身で、会津女子高校から
国立音楽大学に進学。松下
耕氏、栗山文昭氏らに師事

Mail：k.sugino@d4.dion.ne.jp

40

コロナ禍での合唱 実験

090-8805-9088

10

お江戸コラリアーずが演奏会

Tel

16

ケットをもぎって入場し、
ホール内ではマスク着用を
義務付けられた。
全体で約１時間のプログ
ラムながら、 分間の休憩
時間を設け、場内の換気を
行った。同団の演奏会は多
くの合唱団に示唆を与える
ものとなった。（編集部）

品川区西五反田5-19-6 杉野耕一宛

10

編集後記

久々に紙版をお届けします
〒141-0031

19

▽…コロナ禍で、オーケス
トラも少しずつ動き出して
います。８月 日、山田和
樹先生指揮の日本フィルハ
ーモニー交響楽団の演奏会
に行きました。プレトーク
で、山田先生は東京混声合
唱団が開発した合唱マスク
を付けて登場。「コロナ禍
でこそ新しい姿を見せて、
それが賛同や共感を呼んで
新しい力を生み出していき
たい」と話していました。

次号は11月中旬発刊

10

に客席を１３０席に限定。
指揮者の山脇卓也さん（Ｈ
卒）をはじめ、オンステ
した約 人の団員全員がマ
スクを着用し、１㍍以上間
隔を空けて演奏した。
来場者を把握するため、
チケットをチケットサイト
「カンフェティ」限定で販
売。来場客は検温と手の消
毒をしたうえで、各自でチ

水泳、自転車、マラソンで226㌔を走破するトライアスロ
ンに挑み続けている稲田弘さん（Ｓ32卒）が７月、2016年と
18年の「アイアンマン世界選手権」
で達成した世界最高齢完走で、ギネ
ス世界記録に認定 されました ＝写
真。稲田さんは来 年の大会を 見据
え、「大変な名誉。もっともっと練
習して、体が動く限り挑戦したい」
と話しています。
認定されたのは、米国ハワイで行
われた16年大会（83歳・16時間49分
12秒）と18年大会（85歳・16時間53
分49秒）の記録。今年の大会は新型
コロナウイルスの影響で中止された
ものの、千葉市のトライアスロンクラブの指導を受けなが
ら、毎日練習に励んでいます。
稲田さんの快挙は６月12日放送のＮＨＫ・ＢＳ番組「最高
齢に会いに行く！」、８月21日の読売新聞夕刊でも紹介され
ました。（編集部）

佐藤拓さん（左、Ｈ15卒）とエミさん

ワセグリの中堅・若手Ｏ
Ｂが参加している合唱団お
江戸コラリアーずは８月
日、コロナ禍での合唱演奏
会の可能性を探る小演奏会
「お江戸の実証実験～ここ
からはじまる～」を、八王
子市芸術文化会館いちょう
ホールで開催した＝写真。
８００人収容のホールで
社会的距離を確保するため

◆「鉄人」稲田弘さん 最高齢完走でギネス認定

23

披露宴などは見送ったもの
の、 月３日に佐藤さんの
故郷、岩手県一関市の日本
基督教団一関教会（国指定
重要文化財）で結婚式を挙
げる予定です。式中の讃美
歌で、二人の合唱団関係者
によるリモート合唱を計画
しているそうです。
佐藤さんによると、出会
ったのは２０１７年の冬、
付き合い始めたのは 年
月。「スピード婚のように
も見えますが、最初から
『この人しかいない』と感
じた、人生でただ一人の人
で、結婚はごく自然のこと
のように進みました。若く
はありませんが、結婚生活
はまだ新米！ 夫婦ともど

ワセグリ昭和31年卒の同期10人が、グリークラブの思い出
や経歴、体験を綴った
「自分史集」を発刊しま
した＝写真。バリトン歌
手の山本健二さんの呼び
かけで企画され、青木弘
之さんがデータ入力やレ
イアウト、印刷発注など
を担当。ワセグリＯＢ会
で最年長の津田照通さん
（Ｓ22卒）、坪井秀夫さ
ん（Ｓ28卒）も特別寄稿
しています。
発刊したのは「ワセグリへの感謝を込めて 『向瀧（むか
いたき）』と信州に旅した仲間の自分史集―信頼の絆65年
―」。2019年８月に亡くなった平田昇さんが経営していた福
島県会津若松市の老舗旅館「向瀧」と信州に集まった10人
が、来し方を振り返り、思いを綴っています。ワセグリでの
思い出のほか、幼少期や社会人時代の体験談、闘病記など、
これまで同期の間でも語り尽くされていなかった逸話が満載
です。80歳代後半になっても「合唱三昧の日々に感謝」「老
人福祉施設専務理事、現役です、年下の世話をしています」
といった元気な近況報告もありました。
編集後記は「グリーライフ抜きの人生はありえないとの思
いにワセグリへの感謝の念は深まっていく」「誠実な友人を
持つことは人生を豊かにしてくれる」と結ばれています。Ｓ
31卒にとどまらず、ＯＢ各位にとってグリーと人生を見つめ
直すうえで、多くの示唆を与えてくれます。（編集部）

15

結婚で、お二人の幸せとと
もに、今後益々の活躍をお
祈りしたいと思います。
６月 日に二人で婚姻届
を提出。新型コロナウイル
スの感染拡大に配慮して、

◆Ｓ31卒同期らが「自分史集」を発刊

指揮者、ヴォーカルアン
サンブルで活躍する佐藤拓
さん（Ｈ 卒）が６月、合
唱指揮者の田中エミさんと
結婚されました。「同い年
の同業者」 佐
( 藤さ ん）の

◆現役「紺碧の空」動画、再生100万回に迫る
早稲田大学グリークラブは５月、ＮＨＫの連続テレビ小説
「エール」にちなんで「紺碧の空」の演奏動画をYouTubeに
アップロードし、再生回数が
８月末で100万回に迫る大ヒ
ットとなりました。「紺碧の
空」誕生の週にアップした
2019年送別演奏会での動画＝
写真＝は、数日で再生回数が
50万回を突破して急上昇ラン
キングに入り、再放送された８月にもアクセス数を伸ばしま
した。このほか大学のサークル21団体が合同で「紺碧の空」
をリモート演奏する動画もアップロードされ、ワセグリから
はサブ・パートリーダー４人が参加しました。 （編集部）

（№218)

