
絲 の 50周 年 へ む ιナて OB会長 2期 黒川腱 ■

最近は人為的な温暖化が喧しく言われ、

関連して植物資源の減少も騒がれています。

暫く前、創部期に指導頂いていた横尾幸

弘先生の、甥で、ギター製作家の俊祐氏に

楽器のフレットやヒビ害Jれの修理して貰い、

その折りに話を伺うと、価格の基は材料だ―

が、良い材料は輸出国の資源保護で規制
が多くなり、入手し難くなっているとのこと

でした。楽器店を覗いても、同じ話を聞きます。

冒頭に述べた影響をギターも被つているのだと感じています。

閑話休題
OB会員数は名簿上は既に600名を超えていますが縦の繋がりな

ので、会員の皆さんは、卒業順に人生のいろいろな段階に居ることに

なり、住まいも散らばっています。

それゆえ、毎年の総会に出席できる機会が段階に応じて変わつてい

ることを感じています。

そこで大勢のOBが集まれるように、また現役のクラブが存続して
いることを祝うことも併せて、10年ごとに祝賀会を行おうということに

なり、20周年、30周年、40周年、それに、初期の代にはもう先がない

いよいよスペインギタークラブは、来年倉1部 50周年を迎えるこ

ととなった。倉り部以来半世紀である。この間、ギター合奏という形

態は当初のクラブを纏める手段から日的へと変化していった。好
まれ演奏された楽曲は幾多数多あり、タンゴ・ラテン・スペイン音

楽そして映画音楽・クラシックと多彩な選山でステージを構成し

てきた。すでに数百 Llll以 上にはなっている。編曲はずっと黒川会
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少人数でのアンサンブルはともかく、大アンサンブルはどのよう

なメンバー構成とするか。なにせ人数が多いのと、年イtの開きが  長

ありすぎるので見当がつかない。ただ、大アンサンブルに限って

のでという意見があつて、45周年も行いました。

来年は50周年を迎えることになります。

いつも問題になるのが会場探しで、大勢で演奏をしたり聴いたりで

きる場所、引き続いて総会。祝賀会を行えるという場所です。学内でと

考えると、予約は大学の行事が決まつてからになり、3ヶ月前からなの

石濯就ぶ館蜆:翻穐?鵬精等誕2昌Ψ玩黎髪 |
ルを使用しています。

今回は、50年ということですから、4月 から11月 までの間に祝賀会

以外の記念行事の提案も出されています。締め括りには記念誌を発

行するでしょう。そういつた準備と費用の関係から、本年の総会は行わ

ず、来年結集しようということになりました。

はじめの演奏会は、音楽監督がこれから有志を募るでしよう。以前か

ら50周年に向けて練習を始めているグループの情報がいくつか入つ

ていますので、楽しみです。

年会費の集め方も昨年から変更になつて、維持会費を募ることにな

り、以前の会費滞納分は間わないことになつています。

皆さん、今年会えない分も一緒にして、来年9月 12日に思いをぶつ

けて下さい。

そこで、今回第一次エントリーを受け付ける事とする。全員の

希望が通るわけではないが、とりあえず受け付ける。独奏、重奏、

小アンサンブルはどのような曲を披露するのか、また、曲日は未

定ながらも大アンサンブルのメンバーに加わりたい人はいるの

【演奏会】第‐次エントリー受付

いがあるので、人数。曲数制限を設けなければならない場合があ

ることをあらかじめ承知願いたい。

長に負うところが多かったが、それぞれの代においても指揮者な  かなど確認したい。また、ラテンボーカルグループも然り。
どがチャレンジし評価を得た山もある。若干を除いて、ギターの   ついては、下記要領によリエントリーをお願いしたい。
合奏に相応しい選山であったと思う。              …… … …    … … …

アンサンブル形態も、大合奏形式からスタートし、やがてフラメ            第一次受付 _
ンコグループが独立。そして編曲の良さを受けて少人数でのタ

①受 付 締 切 :2010年 1月 31日
ンゴアンサンブルがステージを飾った。その後は最近の演奏会
― t・I― ―ヽ‐ヽ 工… 一 ⌒ ,一  ヽ,― ヽ ,ヽヽ い ・ヽ ‐,ら ― ,゛   ② 参 加 形 態 :独奏、重奏、小アンサンブル、大アンサンブルヘの参加
で見られるように数人でのクラシックアンサンブルもあり、多様だ。  ▼´″"“′′い

 ぅデォ許現れ他、参方口方法をお書き` さし、。
50年の変遷である。

今回の50周年記念行事においては、これまでと同様に音楽団  ③同
多タスピ : 

奏、大アンサンブリレ以夕‖ま代表者が申込んで下さい。

体らしくOBの演奏会を催すこととなった。10周年のときは実施し
④,寅奏ジャンル :クラシック、タンゴ、ラテン、フラメンコ他、お書き下さい。

なかったが、20。 30・ 40周年と花を添えた(もっとも25,封年時も四

半世紀特別でやったな)。
⑤申込み方法 :1 各代のOB連絡員へ連絡

2 ホームページ上から、管理人あてにメッセージを送る
いま、基本的なステージ構成を考えている。独奏、重奏、タンゴ・ 3 現OB係の平木知佳さんに連絡

フラメンコなどのだヽアンサンブルそして大アンサンブル。悼尾を           メールアドレス:attra8401 22@yahoo oojp

飾るのがクラブ発足以来のアトラクティッブ・アトラクション、ラテ         ぃずれかの方法でお願いいたします。
ンボーカルステージか。                    _ …      … … ……… ……  … … …… ……
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■市【|:柳層ホテルパシフィッタ東京(品III)

次の一歩ヘ 50周年記念事業実行委員長 19期 日崎龍―

2010年 11月 11日 、スベインギター

クラブが産声をあげてからちょうど50
年。OBと現役諸君との交流を大切に

しながら続いてきたクラブ活動も「知

命」の歳を迎えるわけです。この間、音楽シーンだけでな

く、ひとりひとりの趣味や人生観も大きく変化する中で、変

わるべきこと、変わつてはいけないことを尊重してきたから

こそ続いてきたクラブ活動ではないでしょうか。

さて、この50周年という節目にあたつて、いつもの周年

記念総会だけでなく、記念となるようなイベントを年間行

事として織り込んで、次の世代につないでいきたいと考え

ています。「現役のみなさんにとって刺激となるような場」

と、「OBが集つて交流する場」を別々の機会に設定して、

記憶にとどめようというものです。いまのところ記念総会

(9月 12日 )以外、具体的な日程を決められないのです

が、音楽関係者のOBの協力を得ながら具体化していきた

4期 中谷二朗
現在は大阪に住んでいるけれど、私の故郷は

四国高松である。毎年、墓参りには車で行き来す

るけれど、今夏は高速道路料金割引の影響で、

大渋滞が予想され列車を利用した。岡山まで新

幹線、岡山から在来線の宇野線に乗り換え高松に向かう。宇野高松問
の連絡船はもう無くなり、瀬戸大橋で瀬戸内海を渡る時、眺める海の景

色が立教大学四年間の生活を断片的に思い出させてくれる。

スペインギタ
=ク

ラブも来年創部50周年を迎えるという事を考えれ

ば、この汽車に乗り15～ 16時 間かけて、高松から東京に通ったのも約

50年前という事になる。

車窓から眺める景色は、すっかり変わってしまったけれど、この宇野線
こそ何故か大学四年間の懐かしい想い出を乗せて走る列車である。

大学時代の想い出と言っても、スペインギタークラブに関する事ばかり

で、大学に行ったと言うよりも、ギタークラブに通っていたと言えなくもない。

最大の想い出は3年生の時、今は亡き飲み友達であった、本田善之

委員長のもと、何かやらねばとの思いの中、第一回定期演奏会を行った

事である。会場手配、チケット販売、合宿での体育会並みの猛練習等、

いと考えています。

これからの一年間を「次の一歩」すなわちOB会活動を

持続可能な形で継続するためのターニングポイントにな

るタイミングとしてとらえ、いろいろ努力する必要があると

思います。なかなかハードルの高いテーマではありますが、

OBならびに現役のみなさまのご支援、ご協力のほどよろ

しくお願いいたします。

何もかも手探り状態で、全員が若さに任せ無我夢中で突き進み、演奏

会を成し遂げた喜びは今も心に強く残っている。

政界に於ける、大阪府橋下知事ら若手議員による地方分権を求め

る改革推進の若い力、ゴルフ界に於ける、石川遼君のどのホールもOB
を恐れずドライバーを振り回す若い力、これらの若い力が、素晴らしい

想い出を創り出してくれるのであろう。

四人の孫を持つ前期高齢者となった今では、半世紀前の何をも恐れ

ず突進した、若い力はもう望むべくもないけれど、せめて来年50周 年記

念には、皆で集い当時に帰り、気持ちだけでも若返りたいものである。

どうか来年の50周 年、若い力でダイナミックで面白く心に残る記念事

業にと,・・:1・ 等、いろいろ思いを馳せているうちに、今はすっかり様変わりし

た高松駅に列車は滑り込んだ。
この半世紀、自分自身を含め、

実にいろんな物が変わったけれ

ど、昔と変わらぬ懐かしい本場
の
‖
さぬきうどん

‖
でも食べてゆっく

り墓参りでも。

→昭和 35年 5月 3日 、4期 3人 組。右から新倉、

本田、筆者 (敬称略 )。

スペギの思い出
32期 角地紀史

32期 は93年 に大学を卒業していますからもう

16年 も昔のことになっているのですね。大学生活

はつい昨日のことのように思っていたのですが、い

ざ思い出そうとすると・…・・。意外と遠い記憶にな

っていたりします。さて、スペギの思い出といえば、私にとっては一番力

を入れたラテンボーカルになるかもしれません(も ちろん、大合奏を一番

練習しましたよ)。 1年生の時のコンサート、3年生の同立・定演とありまし

て、今はいい思い出ですが、当時は満足に歌えなくてもどかしかったで

すね。10曲 近く“持ち歌 "がありましたが、中でも私にとって胚1難だった曲

が「エストレリータJ。 1年生の時のコンサート用に歌い始めたもので、簡

単そうなんだけど何度歌っても一向にコツがつかめないんです。1年生

の時はあまり自信持って歌えず、同立では何とか挽回しようと練習した

のですが・…・。本番ではあまりいい出来ではなく、がっかりしました。結

局、定演ではこの曲を歌うのを諦めたので、32期 ではあまり印象の高く

ない曲だと思いますが、私にとっては、“良くも悪くも"思 い出として強く残

っています。1度だけ、同立リハで曲最後のフレーズを完璧に歌えて、偶

然とはいえ嬉しかったですね。
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今年も新たに14名 の新メン

バーを迎えることになりまし

た。よろしくお願いします。

皆様お久しぶりです。私は今地銀で働い

再靱 親朧 3計詔 J、林奈通子
数か国語が飛び交い、多くの人と出会え
る職場はとても楽しく、刺激的です。目下、

英語とイタリア語を猛勉強中です!

自分のための世界じゃないし、期待される
ような命でもない。日々自己否定を繰り
返しながら小さく生きてます。

横浜で働いてます。職場は個性的な人だ
らけですが、自分らしく頑張ります。タバ
コはまだ吸つてません。

ご無沙汰してます浅川です。現在専門で 現在、区の情報課にいます。相変わらず
音楽の勉強中です。楽し過ぎてもやしか 転んでばかりなので、当面の目標は落ち
ら顔が出てきたようです。        着いて行動する事とケガをしない事です。

立教大寧大学院文学1汗究科

最近はアルバイトをし、休日は友人とス 現在、同大学院に進学し、文学を続けて
ポーツにいそしんでいます。実家暮らしな います。(延長して)許されたこの時に、と
ので6キロも太つてしまいました。     ことん学んでおこうという気概です。

・97館のひさしで横浜銀蝿的発声練習を9時過ぎまでやってい

て警備員にしかられた。
・ラテンステージで「なぜか埼玉」(当 時の一発ヒット曲)を スペイ

ン語に訳 して何食わぬ顔で歌い、途中まで引き込まれていた観

客をのけぞらせた。やったね !

・後輩の合宿に無責任に明るく車で乗 り付けて雰囲気を変えた

(壊 した)。

こんな私達もarOund 50(ア ライソってよむのよ)。 二人の子どもを独立

させた母親も、娘から一緒のお風呂を拒否された父親も人生後半。それ

なりに幸せに暮らしています。顔を見るだけで心が暖かくなる、素敵な仲

間たち。30年前出会えたことに感謝しています。

また当時と変らず無責Frに使乗する私たちをl司 期会に誘ってくださる

23期の皆様。ありがとうございます。これからもよろしくお願いいたします。

最後に、仕事も「なんだか残っちゃった」っぼく、まだ飛行機乗ってます。

趣味に基づき第二部を実施した。こちらの参加者は7名 で、まずは愉

しく終わった。以 11、 報告まで。

第一部参加者

秋吉、青山、青木、石神、石毛、畑、長谷川 (忠 )、 佐藤 (育 )、 村井、江

草 (1日 姓:今城 )、 奥村 (旧姓:中 南 )、 鈴木 (旧 姓:長 谷川明子 )、 高橋

(旧 姓村 山)、 橋本 (1日 姓:穂積 )、 福田(1日 姓:止1北 )、 占川(旧姓:大川 )

第二部参加者

秋吉、青木、今井、江草 (旧 姓:今城 )、 奥村 (1日 姓:中 南 )、 高橋 (1日 姓 :

村 L担 )、 古川 (旧姓:大川)

就職したら嫌な事ばかりが行つてると思つ
てましたが、そんな事ありませんでした。

皆様お久し振りです! 現在は有価証券
報告書など法令書類を作る仕事をして
います。色々な業種の会社とお仕事がで
きて楽しいです。職場が近くなので、相変
わらずよく池袋に出没してます(笑 )。

この春に入社して以来、多忙ながらも充
実した日々を送っています。今後とも何卒
宣しくお願いいたします。

支店では、走りまわる日々を送つています。
失敗もあるけれど、上司や先輩に恵まれ、
毎日がんばっています。

スーツに身を包み、朝のラッシュでもみく
ちゃにされてると、オッサンになったなと感
じます。

忙しい毎日ですが精一杯やつています。ト
イツにはやく帰りたいです。

22期 寺島亜矢子 (旧姓:玉置)

私達22期 はほとんどがスペギと1司 じ1960年 生

まれ。本来なら「申し子」といいたいところですが

一年生の時に20人以 11の 同期がやめていき、「な

んだか残っちゃった」っぽい面々。

「覇気がないJ「練習しろよJ「 コミックバンドかJと諸先輩、OBに罵倒さ

れ、優しい後輩に助けられつつも一味違ったノリでスペギの歴史のバトン

をつないだのでした。
・夏合宿を「サマーキャンプ」とし、旅の栞まで作ってあくまでも

楽 しんだ。当時初のダブル女性パー トテーフ。フラメンコに参

加した彼女 らのパルマがまた絶品。

卒業40周年のイベント挙行
8期 青木 和久

スペインギタークラブは、来年倉1部 50周 年を迎

えそれなりのイベントが催されるが、われわれ8期

は今年で卒業40周 年を迎えた。

来年の式典の一環ではないが、我々もそれな

りに6月 に記念行事を挙行した。

1965年 70名 を超える人部者を数え、卒業時はその約4割 28名 で

あったが、鬼籍に入ったものあり現泊125名 。今年の記念すべき同期

会は15名 にプラスして中

途退部者2名 を歓迎し都

内で第一部を挙行。その

後、日を改め長野・戸隠か

ら新潟・佐渡と渡り、3日 日

上越でのゴルフ組と「天

地人」観光組とそれぞれ

i“111.,

永井花奈 橋麻衣

楽しく働かせてもらつてます☆

栂尾佳子

池田健二

スペギの申し子I?
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12月 4日 (金曜日) 17:30 18:00

練馬文化センター (小ホール)西武池袋線・西武有楽田]線・者5営地下鉄
大江戸線 練馬駅北口より徒歩一分

合奏 :「海のみえる街」、「ファランドール」
フラメンコ :「疾風」
タンゴ :「 Dark ttyes」 、「ヴィオレンタンゴ」
クラシック :(「恋は水色」、)「スケルツィーノ」
ラテン :(「悲しい悪魔」、)「Pida Me La」 他

委員長

今年もスペギは30人以上の

新入部員を迎え、ますます大所

帯となっています。現役生だけ

でも、60人を超え、全員がまとま

って活動することは難しくなりましたが、より活気の

ある毎日を過ごせています。今後の予定として、12

月4日 (金 )に練馬にて定期演奏会が行ないます。3

年生はこの日をもって引退します。私たちの一年間

の集大成を是非見ていただければと思います。

今年も、多くの新入部員を迎え、無事にフレッシュマンコ

ンサー トも終わりました。今後の活躍に期待して下さい。

大指揮者への憧れ
45期 渡邊奨人 _

早いもので大学を卒業して3年の月日が流れま

した。最近はシステム開発という仕事にも1貫れ、マ

イカーを購入し、ゴルフという金がかかるスポーツ

を覚える等、人並程度に社会人としての礎を築き
つつあります。

先日、スペギ同期と下の後輩で集まって飲む機会があり、現在携わ

っている仕事の話題等で盛り上がる一方、変わらぬ面々の雰囲気に

安心感を覚えました。思い起こせば現役時代、私は指揮者を務めさせ

ていただきましたが、力量が伴わず同期や後輩に沢山迷惑をかけまし

た。しかし同時に、人生において大変貴重な経験をさせていただいた

ことに深く感謝しております。

今でも指揮者への憧れは心の奥底に眠っています。クラシック音楽

を本格的に聴くようになり、中でもドイツの大指揮考フルトヴェングラーの

演奏に傾倒するようになりました。フルトヴェングラーは日本では大人気

の指揮者なのでご存知の方は多いことと思いますが、彼のベートーヴ

ェンやブラームスに対する表現は他の指揮者のそれを圧倒します。明

の場面では炎のように燃え上がり、暗の場面では地のどん底まで落ち

る。それは指揮にも表出され、狂気と捉えられるほど曲に没入する指揮

姿は見る者を惹きつけてやみません。「自分もいつかはフルトヴェングラ

ーのような演奏をしてみたい…」そんな憧れを抱きながら、私は今日も

彼のCD収集に没頭するのです。

練馬駅
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上)もまもなく定期演奏会を迎えることとな

ります。今年の合奏は例年に比べてかなりの大所帯で1年 間

活動してきました。最近は現2年生(51期 生)への次期執行部

引継ぎが行われ、時の経過の速さに驚きを感じています。まも

なく引退ということで、あっという間のスペギ生活でしたが、定期演奏会ではその

集大成を見に来ていただければと思います。大人数ということで、今年は迫力の

ある曲が多くなっております。様々な時代・ジャンルの音楽を演奏することになって

おりますので、世代を問わずたくさんの方々が楽しめる合奏ステージになっている

と思います。OB・ OGの方々はもちろんのこと、一般のお客様も是非おこし下さい。

会 費 納 入 の 御 礼
1昨年から任意のお支払 という形で会費納入方法を変更させていただき、

以 ドの方々からご納イJいただきました (敬称略).総額 259.000月 でし

た。厚 く御礼中し上げます。なお、氏名不詳の方が 1名いらっしゃいます。

お気づきの方はご連絡お願いします.ま た、振替用紙を同封 しましたの

で本年もご協力お願いします。

l」k称 略

2期  黒川建一、菅沼忠雄

綱号 小林Hl・子、白石寿子、関富美子、中谷二却1新倉賢爾

5期  足立素夫、川||」 専、橋本英治、古川欣一

6期  大島真知子、1南宏治、町谷雄司

7期  角日」勝恵、青笹展子、新井行雄、飯尾節生、「 川孝、ll本晃二、佐 木々勝実、

佐藤宗義、宍戸碧、富田康義、幕内由紀子

8期  青木和ク、、青山尚文、秋吉正雄、石神邦男、今井保雄、大山三根子、鈴木FFl子、

高橋科子、橋本千賀子、福田知恵子、占川朋子、渡邊繁雄

9期  渋谷守、関賢 一、八田文子、山下宏、横尾蓉了

10期 秋山勉・II枝、石原康則・峰子、井戸恭子、田中絵美、原真知子、堀i「 孝、森谷忍

11期  ド`FI高男、[置光雄、幡司正裕  12期 岩llll政 晴、工藤日|1夫

13期 赤山i隆、中浜要

14期 小倉弘―・宣子、能村美津子、初瀬川博之

15期 小泉早由美          16期  小西実千代、深田i占子、藤原真理

17期 鈴木邦 r、  l・ l愛 司、平山J紹

18期 青木恵子、嘉山哲夫、谷津敦子、仲根秀和

19期 間原勤、日1崎青ヒー。仲子

20期 常i井理恵、4千井謙 、澤野真澄、永井道雄、松原麗子、武藤仲彦

21期 信永耕司           22期  ,ゴ原はるみ、長尾Bll子

23期 大石淳 F、 追杉裕和、兼子義一、渋谷真埋、浜本来子

24期 木本」-            25期  宮野尾幸裕、乗田国子

26期 土佐野住代]4         28期  イi原詠子、邊「L令了

29期 橋本山紀           30期  廣瀬嘉代

31期 森下真好           32期  角地紀史、渡辺聖

33期 俣野紀子           45期 伊平裕亮

46期 新 1秀一           氏 名 不明  lt,

薇 舒 徒 圏
クラブ創部の翌年に産声を上 げた編集

担当も、50代 日前 になりました。月日の

経つのは速いもので、本当にあっという

間だつた気がします。みなさんの卒業後

の生活はしヽかがでしょうか。旧交を温め

るいい機会です。

来年の9月 12日 、多くのOBの方にお集

りいただければと思います(23期 本 )。

何かこ連絡がありましたら、OB係 :平木知佳までお願いいたします。
E―ma‖:akira8401 22@yahoo colp
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