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OB総会は、しばらく前に開催したような感を持つ

ていましたが、昨年の総会からもう1年経つてしまい

ました。会場は、広さや設備が適当で参加者にも好
評だつたので、今回も太刀川記念館で総会・親睦会
を行うことになりました。奮つてご参加ください。
スペインギタークラブのOB会は、発足当初から

総会後の親睦会での現役との交流も重視していま

すから、幹事は現役の参加も考慮した日程の決め方

と、会場の予約に苦労しておりました。幹事の開催

までの努力に感謝しております。

また、この会報も刷新されてから6号目になり、幅

広い年代の皆さんが、様々な方面で活躍されてい

ることを読みとらせて頂いています。今後は期の新

しい年代の方々からの寄稿も増加してほしいと、願
つております。この会報編集関係の皆さんの努力に

も感謝いたします。

た。ホテルに戻って朝食の後、それぞれの車に分乗して、軍港巡りに出

掛けました。

ここで3期の伊藤さん、4期の桂田さんが合流。日露戦争でバルチック

艦隊を破った戦艦三笠を見学後、チャーター船で軍港巡りのクルーズ

ヘ。アメリカ海軍の空母や潜水艦、海上自衛隊の艦船や施設など、普段

見ることのできないところを船で回りました。江戸末期から現イtに至るま

での軍用施設と、日本とアメリカの海軍の施設が入り交じった面白いとこ

ろでした。          |
東京湾唯一の自然の島 |

で、無人島の猿島に上陸し |

て、新倉さんと吉見さんが用 |

意して下さったお弁当を頂 |

きました。島内に作られた明 |

治初期の要塞を散策した後、|

連絡船で三笠の所に戻りそ |

れぞれ帰路に就きました。  |
スペインギターの中心的 |

存在でいらした本田さんが

亡くなって半年あまり、皆それぞれの心の中に悲しみを持っての集まり

でしたが、それだけに、新倉さん、吉見さんのお心遣いがいっそう暖かく、

有り難く感じた旅でした。
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2008年 10月 19日 (日 )

12:30～ 15:30
立教大学内太刀川言己念館3階
7000円債酵墓続親畢鴨円、析様朧酬

本年のOB総会&パーティーを、太刀川記念館で開催するこ

とになりました。昨年、初めて太刀川記念館を利用したところ、

大変好評だつたこともあり、本年も同記念館で開催いたします。

同記念館の場所は、鈴かけの道をまつすぐに行つた先の突
き当たりになります。年に一度のこの機会、ぜひ参加して旧交
を温めてみるのはいかがでしょうか。
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5月 17日 夕方から18日 にかけて、今年も横須

賀マホロバマインズで倉1成期のOBの 集いが開

かれました。

毎年、地元にお住まいの4期 の新倉さんのお

世話で、和風と洋風2つのスイートルームを借りての恵まれた集まりです c

2期から7期まで、総勢20名 が集まりました。毎 L!、 参加者が少ないとい

う理由で、海が見える見晴らしの良いベッドルームとバスルームが2つず
つついた、豪勢な洋風のスイートルームに女性が泊めて頂いています。

第1部は洋風の方のリビングルームでパーティー.共 に青春を過ごし

た仲間達。卒業して40年、それぞれ重ねてきた人生が、いぶし銀のよう

な魅力になって、再会を喜び合い、すぐに昔に還って語り合うことのでき

る、ひととき。おいしいご馳走もあって、幸せな時間でした。

第2音6は、和風の方のダイエングルームでギターコンサート。クラシック、

フラメンコ、ラテンから演歌に至るまで、古取った杵柄と日頃の練胃の成

果で、レパートリーの豊富なこと… 。持ち込んだお酒と楽しいおしゃベ

リと共に、あっという間に時間が過ぎていきました。

18日 は、早起き組は早朝の朝市へ。生きの良い魚が豊富で安く、魅

力的だったのですが、暑い中、夕方までは保たないのが何とも残念でし
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「岡本さん、お昼を食べて来てもいいですか?」

「あ、はい。5度目で慣れてますし、まだ大丈夫で

すから、ゆっくり食べてらっしゃいHJ

昭和20年 2月 24日 正午過ぎの、産婦人科病院
内での看護婦さんと妊婦 (私の母親)との会話です。敗色濃厚な太平

洋戦争末期、岡本家の5人目の子供が誕生を待っている瞬間である。

直後、急に陣痛が見舞い、人を呼ぶ間もなく私は生まれ出てしまったの

です。それも事もあろうに、ベッドからタイル張りの床に滑り落ちてしまっ

たそうです。

どこをどう打ったかは分かりませんが、日だけが異様に大きく、間延び
した馬面 (うまづら)、 無理矢理引っ張られたような長い首、極度に圧迫
された脚部……と、人間離れした醜い容姿での誕生となった訳です。
従って、物心ついてから今日まで60年余り、外見に対するコンプレック

スは消えることなく、暗い人生を歩んできましたcでも、非行に走ることも
なく、社会の片隅でひっそりと生き続けてきたことは、賞賛に値するものと、

スベ|クギタ■クラブの四年間
11■期■下平満男餞コ・力烈堀勢
みなさん、こんにちは。11期の下平 (しもだいら)

です。卒業以来36年経ちますが、入社後、最初
の赴任先の岐阜では子供たちを集めて、「日曜ギ

ター教室Jをやっていました(ギターのお兄さんと

して有名だったP)。 それから各地を転々とするうちに、スペインギターク

ラブとも、いやギターとも縁遠くなってしまいました (自 分の結婚式でタキ
シードを着て、ベネズエラ・ワルツを弾いた以外は(笑 ))。

3年時は指揮者でした。演奏会の曲日は所謂大曲が多く、練習もかな

り大変でした (もっとも、ほとんどが私の好みの問題でしたが.グラナダ、
マラゲニア、パリのカナロ、グラン・ホテル・ヴィクトリアetc)。 私は欠点だら

けの人間ですが、その中でも最悪なのが、人の意見を聞かないことで

す。思いこんだらノーブレーキで、当時の皆さんには本当にご迷惑をお

掛けしたと思っています (反省 )。 私はもともとクラシックの指揮者 |こ憧れ

ており(笑 )、 指揮考になった時には天にも昇る思いでしたc当 時はやは

リタンゴが主流で、OB会長の黒川さんの編曲が多く、ギター合奏の良
い処を最大限引き出すことができる優れた作品ばかりでした。私も何山
か編曲し、演奏もさせていただきましたが、駄作ばかりでした(反省)。

スペインギタークラブでの四年間は、とにかく朝から晩までギター、ギ

ター、ギター、もひとつギター十麻雀の日々 でした。昼間は山小屋通いで、

お陰さまで四年時にも地方公演で指揮をさせていただきました(きっとみ

なさんにご迷惑をお掛けしたのでしょうね(反省))。 毎日ギターを担いで

学校に通っていたので、、母は近所の方から、「お宅の息子さんは、音楽

関係の学校に行っているんですか?」 と言われたとか。夜は自分の部屋
でスポンジやタオルを挟んで消音し、ギターの練習をしたり、編曲に取り
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追、子が大学受験だ。人学当時、

新宿や渋谷のキャッチ商法の様な

勧誘でスペギにはまって、その成果

(!?)が彼なのだから、歳月は、あっ

自己満足している昨今です。

その日本君が何とか大学に入り、しかも何を間違えたのか、当時のブ
ームもあり、華やいだスペインギタークラブに入ってしまったのですc

夏休みの合宿中、300人 はどの眼が注視する中での独奏会。

300人の圧力に耐えられる技量も胆力もなく、曲半ばで指先にF震え』
が始まり、演奏続行不能。どう許しを請うて舞台を降りたかも記憶に無く、
コンプレックスは更に強固なものへと・…・・。

そんなある日、大教室での練習中、2年生が我々の練習風景を観に

来ました。スケールを奏でている(?)私 の右手を凝視していた丸山先輩

が、「岡本君、綺麗な手をしているね、いいよ」との一言。

外見コンプレックスの私が、生まれて初めて、その外見を褒められた
のですcギターを弾く右手が理に適った綺麗なフォームということでしょう
が、何はともあれ、他人から褒めわれたのです。
この一言が、クラブ生活に挫折することなく、何とか卒業まで在籍でき

た「よりどころJでした。

丸山先輩‖ ありがとうございます。
お袋のバカヤロー‖ ちゃんと産んどいてくれよ……c

組んでいました。

クラブの思い出を数えたらきりがありませんが、1年時の歓迎コンパ

(今でも,青瀧の前を通るとぞっとします )、 夏合宿で宿を追い出されたこ

と(電気を消され、暗闇から女主人の声がした)、 立教祭で、恐れ多くも

山下 (河合)先輩とデュオをさせていただいたこと、合宿で昼寝を実施し

て、先輩方にひどく叱られたこと等が強く印象に残っています。独奏山も

誰もが最高級alF度 の曲に挑戦しており、先輩方は当然ながら、同期や

後輩にも上手い人が大勢いました。私も負けたくないとの思いから、必

死に練習しました(その割には……)。 とにかくギターがうまくなりたい、

素晴らしいと言われる合奏をしたいと考えており、その思いこみはほとん

ど正気の沙汰ではなかったと思われます。ただ、多くの方がクラブを去
っていかれたのは悲しい思い出ですが・…・.

最近、現役の指揮者からご連絡をいただけるようになり、リハーサル

や演奏会に出掛ける機会があります。現役のみなさんの演奏が聴ける

のが嬉しいのは勿論ですが、黒川さん、新井さん、青木さん等鐸々たる

OBの方々にお目にかかれるのもとても楽しみです.昔と変わらぬギター

に対する諸兄の情熱には、本当に敬服するばかりです。黒川さんには

編曲を沢山お願いし、新井さんには定演でソロを弾いた際あの名器を

拝借し、青木さんには指揮法をご教授いただきました。創立30周年以

降、OB会等にも出席させていただいていますが、同期の方々が少ない

のがちょっと寂しい気がします。今にして思えば、沢山の素晴らしい先

輩、同期、後輩の方々に恵まれ、支えられていたのだなあ、とつくづづく感

じています。

数年前、ちょっとしたアクシデントで、手首と指を痛めてしまい、あまり動
かなくなってしまいましたが、リハビリを続けながら、出来るだけ長く我が

愛器『中出阪蔵』と付き合っていけたらと思っています.近頃、いろいろな

ことが妙に懐かしく思い出されるのは、やはり年のせいでしょうか?

一
５０
周
年
に
向
け
て
、練
習
を
開
始
。

という間に流れた訳で、その間、立教大学の偏差値
は、恐ろしく上昇し、勉強に不向きな彼の日には、我が

母校は秀才が行くところらしい。
かくして、私の“スペギ2世 "の夢は、シャボンの様に

消え失せた。“スペギ2世 "が夢? それは舞台に上が
る我が子の姿に、自分の青春カムバック! っう、懐古趣
味にすぎないのか。自分がどんな者になるのかわから
ない不安と期待でいっぱいだったあの頃にリセットして
みたいという思いなのだろうか。

人生の折り返し点を過ぎ、日々 の課題を追われる様
にやり過しながら、ふと、これからの生き方を考えるとき、

スペギの仲間たちは、一服の清涼剤であ

る事に気づくcそして、ギターの響きは、ささ

くれた′さに安堵と人への優しさを思い出さ

せてくれる。タンゴの陰蒻は、歳を重ねたこ

とでより鮮明に表れ、ラテンの熱情は心を

揺さぶる。

音楽は、いい。

そして気のおけない友、久しぶりなのに、

何だろうこの心地良さ。

St Paulで学んだ我ら、ミッション・スクール

だもの、神様からのお恵みは多めにいただいた
……・。かけがえの無い生涯の宝ものと、前向きに

新たな時を共有すべく、50周年の舞台に向け、ま

た始動した私たちだ。

見よG兄弟がここに集っている。

何という恵み、何という喜び。

詩編 133:1 ↑練習のあとは当然、飲み会に。
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渋谷で大学院生をしている傍ら、日

曜は高校のOB団体でギターを弾い

ています。時々発表会をします。渋
谷は人が多くて、國學院は変人が多
いです。毎日何とか過ごしてます。

チョコレ=卜屋さんに入って3ヶ月が

経ちました。5月末までは工場に入つ

ていま.したが、現在は売り場に立つ

て研修を行つています。

1「i◎ )二悠た

今年も15名 の新OB
(47期 )を迎えました。

よろしくお願いします。

愛と義の与板町。畑に動物、そして

」ヽさな29の宇宙人と日々たくまし

く生活‐していますも  ‐ .

現在、埼玉県川越市の住宅展示場に

勤務し、家を売る仕事をしています。外
回りが多いため日焼けと汗の毎日です。

川□市の寮に住んでいるので、休日に
は池袋に遊びに行うたりもしています。

今の自分は皆に育てて貰つたんだと最近
とみに感じます。少なくとも、留年しても過

度に凹まず色々な考え方が出来るぐらい

には。その良じ悪しはともかく、それがこ

の部にいて良かつた点かもしれません。

PARKttYAT TOKY0
パークタワーホテル株式会社

社会人になつてぶち当たつた壁がまさ

か言葉遣いだとは・…・・。20年間積み

重ねてきた癖を直すのは大変ですも言

語問わず綺麗な言葉を流暢に話せる

様になることが今の自標の1つです。

先日街で、学生に間違えられました。でも、

学生の時とは一味違う日々を送つていま

す。大学時代に得たもの十αの成長ができ
るよう、1毎日自分磨き、頑張ります。

小さな出版社で色んな紙の厚さや

種類など勉強中です。会社案内や

学校案内なども扱つている部署なの

で機会があれば是非・……?

株式会社みすほ銀行

会社では最近、窓□に出て接客をす

るようになりました。お給料が貰えて、

自分の好きなようにお金を使えるこ

とに幸せを感じる今日この頃です。

スベギの皆さまお久しぶりです。大

阪での研修を終え、鉄道・バス・航空

機の内装材を扱う部署に配属になり

ました。先輩の営業について元気に

歩き回つております。

社会人として労働中の守田健吾で

す。OBの仲間入りをさせていただき

ます。よろしくお願いいたします。

壺数大学大学院文学科

文学部の院に入院じ高学歴ワーキ
ングプア予備軍へ。浮世離れした世

界に身を投じ、人付き合いの方法も

忘れました。某国民的英雄に触発さ

れ10年ぶりに水泳を再開。疲れたと

きは水に抱かれて己と向き合います。

卒業したら外食をする機会が減るの

で痩せるかと思つたら 案ヽ外そうで

もありませんでした。

こんにちは、こんな所に登場してます。
いやあ就職活動つて大変ですね。細
かいツッコミは無しと言う事で! そ
れでは皆様に幸あれ。

新天地での社会人生活は、大変充

実しております。実家に置いてきた

ギターの代わりに、只今ウクレレを

練習中です。

32期 森かつら幅碁T島
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今回文章のご依頼を頂いてあの頃何があ

ったかなあ? と思い出そうとしたのですが、い

いことも悪いこともすく
｀
忘れる体質のおかげで

ほとんど何も思い出せません。困った、何か無
いかなあと問々としていた時、ふとある人から一時期「魃魅魁理 (ちみ

もうりょう……様々な妖怪の意)」 と称されていた事を思い出しました。

同じ日本文学科に在籍していたその人は、文芸部に所属する文

学科の鑑の様な人で、文芸部室は今はなき山小屋の、スペギの部室

のちょうど裏側に面しており、彼はそこでほぼ毎日延々黙々と行われ

る私達の基礎練を聞き、眺め、挙句出たのが前述の言葉でした。

初めて人づてにその言葉を聞いたとき、「ひどい言い様だわあ」と

切なく感じていましたが、今考えると、少なくとも私にとって、魅魅魁題

というのはとても似合っていていい言葉だったのかもと感じています。

傍日から見ても汚い山小屋の汚い部室 (すみません)で背をかが

めて黙々と練習する様は魃魅胆短そのものだったろうけれど、私には

そのごちゃごちゃ感がとてもとても心地よくて授業の合間に(授業の

ある時間でも)ジュースやアイスを持ち込んでダラダラ過ごすあの空

間がすばらしい棲家であり、その中で定演ではやらない好きな曲ばっ

かりやっばリダラダラと練習して(もちろんそのおかげで定演は散々の

出来でしたけど)過ごす、とても楽しいすばらしい空間で快適な魁魅

魁短ハウスでした。

今も山小屋のようにごちゃごちゃした我が家で今時ウルトラマンをこ

よなく愛する息子とともに楽しい魅魅魁短生活を送っています。今回

この依頼をいただいたおかげで近くのギター教室のパンフレットなん

かもらってきちゃったりしてその気も無いのに「始めちゃおっかなあJな

んてウキウキしてみたりして……。

1載霧旺い    ●
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卒業して早3年半がたち、子どもの頃からメ、見

知りで、思わぬ配属にどうなることかと思っていた

営業職も何とかこなしつつ毎日を送っています。

私の営業先には立教通りに面した書店もあっ

|て、そこを訪問する時にはつい学生の群れの中にギターを背負った人を

1 探してしまうのが我ながらすこし面白いです。

1  私の大学時代は洒にも浸らず陣打も打たず、かといって勉学にも打ち

1 込まずひたすらギター。晴れてようが雨だろうが音倉で取止めもないお喋
| りして、悲しければアルハンブラの思い出を弾き、イライラすれば早弾きを

1繰り返し、ボーっとすれば無意識にトレモロを……とまではいきませんが、

1 思い返せばそれに近い毎日でした。ギター。または西池。ときどきスタンツ。

1  社会に出ると、学生時代に旅行をしたり資格を取ったり運命の相手に

1 出会ったりした人がたくさんいて、そんなに選択肢があったのか! と学
1 生という時間の可能性に今さら気づいたりしましたが、じゃあ今学生時代

| に戻ったらどうするか、というと結局はスペギに人ってしまいそうな気がす
| るcそれがスペギという場所の魔力なんでしょう。たぶん。
1  雲の上の先輩方に教えを乞うた一、二年。2ndチ ーフ、タンゴチーフとし

| て皆に助けてもらった三年。大勢の仲間と数時間の演奏会のためにその

1 何十倍も費やした時間と情熱は、卒業した今も自分の中に残っています。

1  人部当初は周りのあまりのキャラの濃さに不安を覚えましたが、今では

' 

そんな先輩や同期・後輩に無性に会いたくなってはお酒を飲んでいます。

14年間に私もすっかリスペギの水に染まったということでしようか。何にせ

| よ、スペギ以外では手に入らない密度の濃い4年 間を味わうことができた

| と自負しています。
‐  現役生の皆さん、スペギでの時間を存分に楽しんでください。今後の
1 活躍を心よりお祈りいたします。

靱鰺燿餘
餞蟷覺蝠

株式会社メリーチ書コ
L/‐

~卜角ムパニ摯

鰤ヲ鰤憮饒
晰聰繹不

屁饉趙褥

鶉腋跛鰤
株式会社イシクラ企画

糠祗彩
褥儘褥雉
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故本田副会長を悼む
昨年のOB総会の直後、副会長の本田善之氏(4期 )が急逝されました。

本田君 (親しかったので氏でなく、君を使わせてI頁く)は、未だ足下も覚東
ない状態であったスペインギター友好会を率いて、同立交歓演奏会、定期
演奏会を開始しました。卒業間近の私達はその計画は時期尚早と、部員総
会で強く反対意見を述べた記憶があります(後 に、それがあったから部員が

結束したと、聞かされましたが)。

しかし、本田君は執行部ならびに部員と共に通進し、双方とも実現してしま :
いました。そのためには、観客の前での演奏経験を積む為に、慰問演奏会や :
パーティーヘの出演などをこなすなど、大変な工夫をしていました(そ の中で、演 |

奏会に使える曲目が満足にない、ということで相談に来て、私がいくつか編 i
曲する羽目になりました。それがきっかけで、後々まで続いてしまったのですが)。 |

振り返ってみれば、演奏技術を充実させてからだ、という我々の考えのまま ,
では、いつまでも対外活動は行えず、尻すばみに終わっていたかもしれません。l

この段階から飛躍させて、同立,定演のレールを敷いた功績は大であります。 :
また、本田君の代で、クラフの格も、友好会から同好会に昇格しました。   |

本田君は卒業後も、OB会からSt Paulis House(校 友が使える建物)|
建設への寄付(100万円)を集めるときの中心になって活躍しました。20周 |
年以後、副会長とな

'り

ましたが、仕事の関係で長く尼崎で勤務しており、漸く :

戻ってきて50周年の記念行事の準備委員長として、構想を進めており、そ
の一端を総会後の親睦会でも話していたところでした。誠に残念であります。

ここに改めて、ご冥福をお祈りいたします。

後任について
(1)OB会副会長

副会長の後任は、昨年11月 30日 の臨時OB連絡会にて、5期の橋本英

治氏に出席者全員の推挙があり、橋本氏の受諾によって決定致しました。

橋本君(前記に倣って)は、本田君の次代であり、各地立教会と結んで、

活発に地方演奏会を行い、同立・定演のレールを強固にしました。ラテンコー

ラスではトップボーカルとして、美声を響かせていました。橋本君の代の活動

成果により、クラブは同好会から部へと、昇格しました。

今後、まとめ役としての活躍をよろしくお願い致します。

(2)50周年記念行 事。準備委員長

50周年記念行事の準備委員長は、同上臨時OB連絡会において、19

期の田崎君に決定しました。
田崎君は、それまで8期の青木君が営々と続けてくれていた連絡会の幹

事役を引き継ぐとともに、ホームページの整備、会報の刷新など、建設自,な考
えを持って推進してくれています。従って、50周年記念行事の準備もよろしく

と、各委員の信任を集めました。

会員各位には、田崎君へのご協力をよろしくお願い致します。
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時ダ警ァのは早いもので、現3年生である

1日国に洟ド■轟  今年のスペギは、フレッシュマンだけでも約301日畷仁隆眩潮殴 我 4々9期生もついに最後の定期演奏会を迎え ||

人と非常に多く、現役全体では約60人の大所 |―  ます。現役執行部員である我々にとっては3年

1鰊仁 鸞 全酵 勁 X次誠 X就芳鞍縮磯1順仄 督 高お郷 螢暴X驀暴i≫麟
|

所を確保するのが大変なこともありますが、大 :次期執行部を務める事になる現2年生(50期 生)|ことっては大きな通 ||

1人数での活動は非常に活気があり、上級生もフレッシュマンも共に :過点として、思い出に残る演奏会になってくれれば良いと思います。

和気あいあいと毎日を過ごしています。             1 合奏ステージでは、クラシック音楽からポピュラーな洋楽まで、様々

今後の予定としては、10月 後半にフレッシュマンコンサート、11月 の 1なジャンルの楽曲を演奏する予定です。比較的明るく楽しい曲が多

大学祭期間での演奏会、そして来たる12月 6日 (Jl)に は定期演奏 IVヽのも、今年の特徴と言えるかもしれません。OB・OGの方や関係者

会が練馬にて行われます。一年間の練習の集大成を、是非見てい |の方々はもちろんのこと、一般のお客さんも含めて、心行くまで楽しん

ただければと思います。 1で聴いて頂きたいと願っている次第です。
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難鮎磯12月 6日 (土曜日)

織奎ぎ驚17:30 鱗[顔選 18:00
餌::類鸞練馬文化センター(小ホール)

都営地下鉄大江戸線・西武池袋線・
西武有楽田]線 練馬駅北口より徒歩一分

鑑i薔磯「リベルタンゴ」「Jongo」「西国の風」
「バモス・ア・バイラール」「スラヴ舞曲第一番」「エクスタシータンゴ」他

颯鰺饉鰈不鰊縣鐙悽鰊.鰺鰊薇餃

今回の会報に「OB会費振替用紙」を同封させていただきました。今回から

「2000円以上1000円 単位」で任意の金額を納めていただく形式に変

えました。歴史を重ね、OB総数も600名を超える所帯となつたことから、従

来の集金方法では管理の限界を超える状況となつています。諸事情ご賢察

の上、OB会の健全な運営にご協力いただけますようお願い申し上げます。

(※OB会則上は年会費の水準について明示されていませんが、これまで

は、2年に一度3000円徴収してきました)

編 集 機 震
50周年までてあと2年。ということで記
念のロゴをl●●てみましたoトップベー

ジのタイトル右のところです。編集著
の陳腐なアイデアから素敵なロゴに

椒 朧 禦 鍬 語
けて始動で|す。これを機会に仲F85と集
ぇ、薬しい時Fo5の共有が再び始まうた
感じですよ.     (23期 H)

何かこ連絡がありましたら―10B係 :井田幸代までお願いいたしますも
E‐ mail:aqlaliglt03o2(Dyah。 9‐ Co.ip      .
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