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早いもので、五十周年記念祝

賀会を終え、はや 2年過ぎてし

まいましたが、その後諸々の支

l:|.稜薇 障があつて、会報の発行と総会

の開催を止めざるを得ませんでした。

会員の皆さまに深くお詫び致します。

今年は三月に、遅れている 50周年記念誌の発行

に関して連絡会を開き、その内容を祝賀会の特集と

するように決定しましたが、その後は会合を持てず、

専ら編集委員同士のメールでの連絡に委ねておりま

した。

記念誌は漸く編集が終了し、発行の運びとなつた

ようで、前回の会報にてお知らせしましたように、申

し込まれた方々に近々お届けできることと思います。

|‐ |||●  OB会 長 2期 黒川建―

鬼が笑うと言いますが、来年からきちんとした運

営ができるよう、努力致します。皆さんのご協力を

宜しくお願い致します。

さて、祝賀会の折り、合奏を披露したグルーブ

がいくつかあり、その中の古い人達のグループがス

ペインギタークラブシニアと称して続いていますが、

二十二から二十四期のグループや、三十三期のグルー

プはその後の活動は如何か、知りたいところです。

聞くところでは、それ以外でも住まいの地域でグ

ループを自ら作つたり、引き込まれたりしてギターを

続ける、あるいは再挑戦しているOB達が何人も居

られるようで、嬉しく思つています。

次の総会にでも、その皆さんの演奏が聴けるよう、

願つています。
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関麗年  遅延のお詫びと会費統入0.お願い
前国の会報で今春にも完成してお送りすると申し上げまし
た記念誌ですが、諸般の事情により遅れて1/ま い、大変中
し訳ございません。

年内発送を目標としておりますので、申し込まれた方はも

う少 お々待ちください。

また、いつもOB会費納人にご協力いただきありがとうご

ざいます。

原則として、2000円以上の任意の金額をお願いしております。

皆さまのご協力をお願いいたします。

振込先は【ゆうちょ銀行日座番号 :00150-0… 24827】

同封の振込用紙をご利用くださると便利です。

お手数ではございますが、よろしくお願いいたします。

熙
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去る十月二十七日、日本ギター合奏

フェスティバルに立教スペインギター

クラブシエアの一員として昨年に続き

参力日しました。

スペギ五十周年記念パーテイーの際有志で行った

合奏がきっかけで、同フェステイバルに参加 し今年

が三回目とのことです。

五十周年記念には同期の工藤君から松野君と共に

参加の誘いを受けましたが、人間 ドックで「がん」

を指摘され、化学療法と放射線治療で「がん」と闘

っており残念ながら参加できませんでした。

昨年は抗がん剤の副作用を克服し合奏フェステイ
バルに参加することができました。黒川会長をはじ

めとしてクラブ創設当初の諸先輩方から二十数年は

なれた後輩たちまでと八期の青木さんの指揮のもと

で世代を超えての合奏はスペギの歴史を感じる感慨

深いものでした。

仕事の一線を退いた人、現役で活躍 している人が

一堂に集まり全員揃って練習するのは難しい状況で

したが、皆さん日頃の忙 しい時間の中で自主練習に

励み本番に臨まれた裏には大変なご苦労があったも

のと察します。

曲の中で難しく音を合わせにくい箇所は曲のイメ

ージを変えずに合わせやす く編曲し直し曲を作 りあ

げ、合奏参加団体のギター教室の先生方から高い評

価を得る演奏ができたものと思っております。

因みに今年の参加曲は、「シエラ 。モレナ」と「黄

金の心」で二曲とも現役時代には演奏経験の無い曲

でしたが挑戦し楽しんで弾 くことができました。

今年は三十人の参加でしたが来年はさらに参加メ

ンバーが増えることを期待しております。

また慰労の意味を込め打ち上げゴルフも昨年行な

いました。昨年ゴルフの参加者は二組でしたが今年

はこちらの参加者も増やしたいと声掛けをしてお り

ます。合奏同様皆さんの参加を期待しております。

纏まりのない話になりましたがこれからの人生の

楽しみの中にギター合奏が加わりました。

これからも皆さんとギター合奏を楽しんでいきた

いと思っております。

います。

そのおかげで懐かしい昔の各代定演の録音をよく聴

くようになりました。我々の代 12期 (第 9回定演)の
演奏は、合奏の出来はともかく、何と言ってもラテン

の「エル・カスカベル」への挑戦が自慢ですね。レキ

ント、ボーカル、それにパーカッション。是非一度は

聴いてみてください。

仕事面では、とうに定年年齢 。還暦は過ぎています

が、コンピュータ関連の前会社の繋がりで、今もフル

タイム勤務しています。地下鉄の門前仲町から歩いて

永代橋のすぐ近く、ゆったりと流れる隅田川のほとり

に会社があります。門仲界隈は、歴史的にも由緒ある

下町風情と気楽に入れる飲み屋さんがたくさんあるの

松野 (12期 )です。

卒業 40年目の秋を、わりと元気よ

く迎えているところです。

2年前、スペギ 50周年イベントの一つ、大OB合
奏の仲間に入れていただきました。

物置にしまって (置 き去りにして)あったギターの

埃を払い、弦を張り替えて、楽譜がよく見えない目を

こすりながら練習しての参加でした。黒川さん (会長)

はじめ、スペギ創設時から一桁代の大先輩方々の相変

わらずのテクニックとやる気満々の元気さに圧倒され

ながらも、一緒にギターを弾ける喜びで、ついついそ

れ以来毎年秋の「ギター合奏フェスティバル」にスペ

ィ
ンギターシエアの若手一員として末席を汚し続けて

講 l
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野1見山藍子縣躙に合ぃませんでした。 須田綾友佳繭欄輪ぃませんでした。

無事社会人となりましたが、まだ学生気分が抜
けません。学生時代に戻りたいです。また、社会
人になつてから、時が経つスピ■ドが早くなうた
ように感じています。日々大切に過ごしていきた
いです: |‐         | |

見習いSEしてます。毎日残業で心折れ気味です

が、いい人ばかりの素敵な職場です。

最近ふとギター弾きたくなります。夜中までみん

なと弾いたギター、楽しかつたなあ。

大学を卒業して早半年が過ぎ、徐々に仕事にも

慣れはじめ充実した日々を送つています。

最近はギターに触ることが少なくなりましたが、

これからも―フアンとして後輩たちの演奏を楽し

みにしています。

早いもので社会人になり1■ヵ月かが過ぎました。

仕事もギターもその他の趣味ももつともうと上を

目指していきたいですね。スペギの思い出は最
高のものです、でもそれがピークにならないよう
これからも頑張りますもでは    |

スペギでは本当に、皆さんお世話になりました!社

会人になつて自由な時間は減りましたが、たまには

ギターも弾きたいです。これからはOGの■人とし

て、陰ながらスベギの発展をお祈りしています。

色々ありましたが一段落しました。これからも切
磋琢磨していきたいです。

F強い風が吹いた日こそ 誰よりも速く強く美し

く駆け抜けてよ』byレミオロメン

歌のワンフレーズに元気をもらい、毎日早起きじ

て業務に取り組んでいます。時間を見つけて、ま

た音楽やりたいなぁ。

まだあまり社会人になつたという気がしていませ

んね。早く仕事が終わつても、遊んでばかりいる

大人です。これから、社会人としての自覚を高め

ていけたら良いなと思つています。

地元で元気に生きてます:新しい日標や、やつて

みたいことが出てきてそわそわする毎日もひとつ

ずつものにしていきたいと思います:考えてばか
りt‐ なヽいで行動できる人になりたい:|

地元地方銀行のローン担当として働いています。
スベギ同様、人に恵まれ充実した毎日を送つてま
す。スペギで学んだことを胸に、これからも笑顔
を絶やさず頑轟 ていきたいです。・ ‐ ‐‐ |

競争倍率が高く、立教生の進路ランキングの常
連でもある学部5年生の■員として、激務をこな

す日々を送つておりますよスペギに1まあまり貢献
できなかうた僕ですが、スベギからはたくさんの

ものを与えてもらいましたも感謝!‐ ■|■ ■
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社会人になり半年が経ちました。社会の嫌な所
を堪能しつつ、なんとなく生きてます。ギターは
一生の趣味になるいいものですね。かっこいいし。
あ一、お金と時間が欲しい。

なにか音楽がしたくてうずうずしている今日この
ごろ。現在、五反田のネットワータ機器メーカー

で販促関係のお仕事を勉強中です。

日々ばんやりと過ごしているので、そろそろ怒ら

れやしないか心配です。

私は今大塚きもの・テキスタイル専門学校で、和

裁士を目指して勉強中です。実習の多い学校で

すが、針を持つ生活にも慣れてきた所です。今

は浴衣で精一杯ですが、礼装も縫えるように頑

張つて技術を身につけたいです。

毎日が刺激的な仕事ですが、周りの人々に恵ま
れてたくさん笑つていられる日々 です。社会人に

なつて思うのは、やっばり音楽を思いつきりできる

のは現役の特権!現 役の皆さんはぜひ今しかな
い時間を楽しんで下さい。

現在、お笑いの劇場でプロデューサーとして仕

事をしています。お笑いの世界の厳しさと面白さ

を感じながら悪戦苦闘の日々です。笑いたくなっ

たら是非とも遊びにいらして下さい♪

社会人になつて思つたのは、気の合う仲間と音

楽する楽しみつて本当に贅沢な時間だつたんだ

なつてこと。演奏会も、部室での時間も両方宝物

です。今は仕事で一杯一杯だけど、落ち着いたら

またなんかやりたいつすね!

皆さん、お久しぶりです。社会人になってからは、

早起きが大変ですね。学生時代は平日に遊ぶこ

とが何よりも重要|だと思います。先輩、同期や後

輩とは、時間あったら飲みにとか行きたいですね。

煽鰈 甦翁
，嵐 隷

今春、クラブから巣立つた新OBです。

みなさん、よろしくお願いします。

勢層;樹罐ネットワ■ク機器メーカー

株式会社インフォメーション

大塚きもの・テキスタイル専F雷学校

よしもとクリエイテイブ・■―ジェンシー

摯jι 筋嘲(株 )サマデイ

謝
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燿横浜驚社会糧覆協議会(予定)
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今回は委員長にカロえ、OBと現役との接点となる0日係に登場してもらいました。

簿IIIII
私達は現在、1年生から3年生まで合

わせておよそ70人 で日々 活動していま

す。なかなかの大所帯で一つにまとまるのも大変です。

しかし、それぞれのギターヘの情熱は強く、いつ部室に

行っても誰かがギターを弾いている光景が見られます。

最近の活動としては、JR東日本ビルディングからお話

を頂き、メトロポ1フ タンプラザビルでのコンサートを行いまし

た。また、既に12月 にもクリスマス会等での演奏依頼が

あり、演奏活動の場を広げています。

今年は、5月に同志社ギタークラブとのジョイントコン

OB係の関根一扇です。私がOB係
になりたいと思ったきっかけは、1年生の

ときに参加した50周年記念OB総会でした。私は受付

のお手伝いをさせていただいたのですが、OBの方た

ちが久々に会う友人と楽しそうに話しているのを見て、

私も卒業後何十年経ってもスペギと関わっていきたい

サートが50回目を迎えました。両校が切磋琢磨しあい、

最後には80名を超える大合奏で『ファランドール』を演

奏し、無事幕を下ろしました。同志社との絆、そしてOB。

OGの方々の存在なくして、この演奏会は成功しなかっ

たと思っています。改めて感謝の意を表します。ありがと

うございました。

次は、定期演奏会が50回 目を迎えます。一人一人が

記念すべき演奏会への思いを胸に秘め、同志社との

練習で得た経験を生かし、練習を重ねてきました。

今まで以上のレベルの演奏を観客の皆様にお届け

できるかと思います。

ぜひとも、第50回定期演奏会にお越しください。

と感じたものです。その時、そんなスペギを今日まで築

いてきたOBの方とお話してみたい、OBの皆さまと協力

することによって、スペギをよりよいサークルにしていきた

いと思ったのです。

残念ながらOBの方とはお会いする機会も少ないの

ですが、現役とOBが交流できる機会をもっと設けること

ができたらと思っています。演奏会だけでなく、リハにも

ぜひいらしてください。

>み なさんのところにも、

演奏会の案内が送‐られてき

たことと思います。

お時間のある方は、ぜひ足

をお運びください。

FACEB00Kや youtubeで

近況がわかります。

一躍鶉
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鶴蔵麟埼玉会館

蒻競1滅 1議
「本辱劃t「Summer」、「v6iarさ」、
「春よ来い」t「松林」、「ヴィオレンタンゴ」他

一椰 ▼今年も、気が付けばあとも

うlヶ月。年齢を重ねるごとに

月日の流れが力0速する、そんな感覚です。そして、数日経てば、第

50回 の定期演奏会が開かれます。可能な方は、現役の懸昴な練

習の成果を、どうぞ聴きに行つてみてください。

▼会報発行がこんなギリギリになつてしまいすみません。個人的に

ちょっとオーバーフロー気味でして、寄稿いただいた皆さんにもご

蟷 無理を申し上げました。改めてここでお礼を申し上げます。

▼気づかれた方も多いと思いますが、今号から字を大きくしてみま

した。今までも、字が小さくて読みにくいというご指摘をいただいて

いたのですが、少しでも情報量を多く! と欲張つてしまう情報誌出

身の悲しい性で。…・・。今後は目に優しい会報作りを目指します!(笑 )

▼また、お1亡 しいなか編集に協力して下さつた33期新倉さんに感

謝いたします。(23期 本田)
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