
三十年を過ぎて思うこと OB会長 2期 黒川建―

校友会から卒業五十周年の

集いの連絡が届いた。もうそ

んなに経過 したかと思つたが、

二年前に西田副総長をお迎え

してスペインギタークラブ創立五十周年記念祝賀

会を催 したのだから当然のことだ。

自分は未だに、独奏出来る曲を増やしたく、練

習しており、同期の菅沼君は、特許構想のスピー

カー開発に情熱を注いでおり、互いに頑張つている。

情熱といえば、これをギターに対 して現役時代

同様に持続できている人は少ないかも知れない。

だが、社会人としての現役中は忘れていたが、退

役 してから持ち直 している人も多いようだ。スペ

インギタークラブシニアのメンバー数が増大する

かも ?

ところで、OB会の今後を考えると、役員を改

選し、活性化を図る時期にきている。連絡会では、

五十周年祝賀会の時点でという計画であつたが、

果たせなかつたので、次の総会での実現を期待 し

ている。

OB総 会 を 開 催 し ま す
50周年記念総会から2年間開催できず申し訳ありませんでした。総会としては久しぶりの開催となりま

すが、学内で開催の予定です。合奏フェステイバルの演奏内容のご紹介などの企画を予定しています。

日程が近づきましたら改めて連絡員等を通じてご案内いたしますのでよろしくお願いします。また、演奏

をご希望の方、また、善意のプレゼントのお申し出をお待ちしています。連絡員までご連絡ください。

:12014年 1月 11日 (土)14:00～ 17:00
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1964年 (昭和39年)10月 10日 午後 2:

立教大学ミュージックフェステバルに

出演のため、今は無くなった文京公会

堂でスペインギタークラブがリハーサルを行っている

時「お―いみんな外に出てみろよ」と云う声があり、

大空を見上げて歓声があがった。前日まで台風の影響

で狼天だったのに、世界中の青空を集めてきたような

真っ青な天空に自衛隊のブルーインパルスが描いた五

つの輪が浮かんでいたのです。そうです、東京オリン

ピックの開会式の日でした。私は大学3年生、毎日ギ

ターに明け暮れていた青春時代です。

あれから49年が経ち、今は孫達と戯れる日々 です

が、今年は奇しくも2020年 に東京オリンピックの招

致が決まった年でもあります。

そろそろスペインギタークラブのOB会も体制を一

新する時期でしょう。

会長、副会長、事務局、会計等全員が 70歳前後で

す。これまでの役員は総辞職して、新しく選出して欲

しいところです。OB連絡会も毎回出席メンバーが決

まっているようで旧態依然の感がします。

現役の我がギタークラブが少しおとなしいのは、も

ろもろの要因があると思いますが将来に向けて光明を

見出すためには、若い人が現役にアドバイスすること

が必要だと思います。現在 OB総数は650名 を超えて

います。20期以下の人

たちでこの大所帯を支

えてもらいたいのです。

平成25年 9月 29日 記

やっていました。40歳 を過ぎ、ふとしたきっかけでま

たはじめることになり、やるなら

楽しく、と踊りの伴奏教室に通

い、そこで知り合った人達から

伴奏を誘われ、今では休みにな

るとギターを持ってウロウロ出歩

いています。

いよいよ合奏フェスティバルが砕っ

てまいります。会場は現役時代に同立

や定演でお世話になった練馬文

蛉 [化センターです。

シエアスペギの練習に今年の

5月 から参加しています。子ども

も幼稚園に入 り久々にギターを

今年は4月から10月 まで六角橋商店街のヤミ市 (毎

月第三土曜)で後輩の浅川さんと何度か一緒にやらせ

ていただいてます。今日 (9月 29日 )は よこすか芸術

劇場で骨髄バンクの「命のつどい」で伴奏、この先、

10月 20日 に湘南座という市民劇団にちょこっと参加、

11月 2日 葉山、3日 、4日 國學院の文化祭、16日 立

教後輩の濱田吾愛さんのカンテ伴奏、

などがあります。

ギターを通して学生時代すでに卒

業されていたOBの方々とも親交がで

き、若い世代の方とも親交がもてれば

なあと思う今日この頃です:

弾こうかと思案していたものの実際は発表の場がなけ

ればひとりでギターを奏でるということもなし、大先

輩方の美しかったり華麗だったりする音色を存分に聴

けるかしらと練習に参加してみることにしました。ご

一緒させていただいて大丈夫なのかしらと心配でした

が勇気を出してその輪に加わってみると合奏であわせ

る心地よさになじみ居心地の良い空間になりました。

今年の曲日はタンゲーラとキヤリオカ。タンゲーラ

は現役時代 3年の定演で弾いている懐かしの曲、今回

は私の所属する2ndで はつまみも加わった編曲で私

の中ではつまみでアクセントをつけるという技術に挑

戦。キャリオカはタンボーラに初挑戦。遠くで聞こえ

る太鼓の音をイメージして色々と試してみるもののイ

蒔 ,、

16期 フラメンコの樋口です。踊りや

カンテの伴奏をさせていただいてます

が、学生時代は勿論ソロ、重奏ばかり
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東京にでてきて、アーバンピーポーになれたと

思つたらまさかの愛知県のど田舎で化粧もせず

にサルと戯れる毎日です。短いアーバンライフで

した。もうギターも弾いてないけどスペギの活動

をみてると羨ましく思います。

「どうしてオクノは外の世界に

行きたいと思つたの?」

「どうしてだつて・・,?

そんなの… 決まつてんだろ…」

「オレが‖ヒキコモリだからだ !」

そしてなんやかんや内定取つて

また引きこもつた

終

最近、独奏の楽譜を買いました。

やつばリギターつて楽しいですね。

現役の皆さんは定期演奏会がんばってください。

寺田奈央 肝謝融ぃまれてした

100字でスペギの思い出を語れと言われまし

た。無理です。語り尽くせません。なので1つだけ

言つておきます。私はスベギも、ここでの経験も

仲間も皆大好きです。おかげさまでほどほど元

気に過ごしていますよ。

引退してはや2年。最近の私は仕事疲れを癒す

ため買い物、旅行、裁縫、読書、ヨガ…と趣味も増

え、毎日忙しい日々ですがそろそろ音楽が恋しく

なつてきました。スペギ時代が懐かしい、そんな

今日この頃です。

池田啓美
鰈 株式会社カクダイ

毎日楽しく仕事をしています。スベギは色々あり

ました。またギターを弾きたいですね。

千葉泉穂
爾埼玉県私立学校

出身地によく似たのんびりとした場所に引つ越し

ました。ギターに触れることはめつきり減りました

が、聞いたり、会つたりといつた形でスペギがくれ

たものを満喫しています。これからもポップにス

ペギを楽しみ愉快に生活していきたいです。

引退してからの日々、スベギで出会つた仲間たち

と経験にとても支えられました。苦楽を共にした

からでしょうか。変わらない関係がありがたいで

す。今でも集まれば思い出話やぶつちゃけ話に

花が咲きます。

柳川貴未

元気にやつています。またギターを弾きたいです。

相も変わらず元気にしております(∧今)

配属も決まり早3ヶ月。社会の荒波に飲まれない

よう毎日足掻いてます(笑 )

休日はあつちこつち出掛けるか、買つたばかりの

ギターを弾く日々です。

連結会計×lTのベンチャー企業に、営業として身

を置いております。二年前1悩んでいたこと、乗り

越えたことたちは、そのまま仕事にも通じるなあ、

と感じます。ハッピーエンドロ指して頑張りましよ

う。スペギは社会の縮図なのかもしれませんね。

前1田憲吾
鰈 立教大学理学部物警科

宇in研に2014年進学予定

安田大洋 原稿か聞輸いませんでした.

山田翔 原稿か間に合しヽませんでした

メージした音には近づかず。こんな音かしらと試行錯

誤しているときがまた楽しいひとときです。

10月 27日 (日 )練馬文化センター小ホール(今年の定

期演奏会も同じ場所 |)にて 11時開場 ll時 20分開演

15時 3分出場予定です。ギターってなんだっけ、合

奏ってどんなだったかしらとギターから離れていらっ

いまだに大学生です! ラテンの元気印まえけ

んこと前田憲吾です! プリンター販売で学費

を稼ぎつつ大学院試に向けて勉強中。宇宙つて

ロマンよね。クラブ活動の思い出はまとまらんン。

笑。言えることはやつてよかった! 大学院試とい

う高い壁に立ち向かつていきます! よろしく!

しゃる方もしばし学生時代の思い出に浸りにでも足を

おはこびくださいませ。

含萎フ =スティJゞ∫レヘリ参力慶と磯轟繭

l⑬踊鐵7爾 (暉憩 篤文f臨センター壕ヽ本Tル 1通て

霧霧購爾場種1時2の分闘演15鱒3分農場予定

堀‐川‐真玄
晰 希望留年で再康4年

(経済学部経済学鷲1)

屁 文学gs文学科
フランス文学専修
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褥雉躙肘隋礫儡饉靱粽晰瞑彬
12月 5日 (木曜日)

17:201==:フ :50

練馬文化センター小ホール(つつじホール)

西武池袋線・有楽町線。大江戸線練馬駅北口より徒歩1分

無料
:||:|||

|,■ Fandangos de Huelva
Michelangelo:70
EI Vagabundo(バ ガブン ド)

椿姫より乾杯の歌 他

委員長 野田友梨奈

OB、 OGの皆様、いかがお過ごしでしょう

か。現役生は5泊 6日の夏合宿も終え、定期

演奏会に向け週4回の練習に打ち込んでいる毎日です。

今年は12月 5日 (木 )に練馬文化センターで第51回目の定

期演奏会を行います。今回の演奏会の目標は、お客様に

楽しんで頂ける演奏会にすることです。現3年生が最上級

生となってから早 10ヶ月が過ぎ、定期演奏会まではあと2ヶ

月程となりました。部員ひとりひとりが残りの時間を大切に、

そして全力でギターに取り組みたいと思います。現役生一

同、皆様のお越しを心よりお待ちしております。
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昨年、第50回 定期演奏会という

大きな節目を経験した私たちは現

在、また新しい時代への第一歩を踏み出す、次

の定期演奏会に向けて鋭意練習に励んでいま

す。前回の合奏では祝典的な意を込め、ホルスト

の「木星」を演奏しました。

第51回目である今回は、スペインギタークラブ

の今後の発展や繁栄を願う気持ちで、エルガーの

「威風堂々」を弾きます。私たちの1年 間の集大

成を、是非見にいらしてください。
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の方々の積極的なご参加を期待していま ||

す。特に、「ホームページの維持管理」・ 11

「編集 。広報 J。「イベント企画Jのよう 111

勝は需綽 :
維持会費納入のお願い

OB会の活発な活動維持に向けて「維持会

費」の納入のお願いです。2千円以上、千

円単位での納入にご173カ ください。同封の

振込用紙をご利用いただくと便利です。

よろしくお願いします。

ゆうちょ銀行 00150‐ 0…24827
立教大学スベインギタークラブ0日会

||                                                                 |

:I堪L邸鳳
1討して議論をしたあとには「高田屋」に

'場

所を変えるというのがパターンになつ

II距:篤忌T篇 ミ鳴
|からは各役員ごとに一定の任期で順次

夏の臨時号に続き、あまり間をおかず
|

に通常号の発行となりました。いかが ,

だったでしょうか。寄稿してくださった .

みなさん、タイトな締切にもかかわら 1

ずご協力いただき、ありがとうござい

ました。閑話体題。俣野さんの原稿に

もあるように、50周年を機会に再び

集まつて、演奏する人も増えているよ

うです。実は私の近い代でも、3年後

を目処に、ホールを借りてコンサート

を計画しています。名付けて「ゴーゴ‖
―(55)コ ンサート」。自分たちの年齢

|||


