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去る11月 8日 思い出深い、母校第一学食にて還暦

前の55周 年OB総会が開催 されました。雨にも関わ

らずご参加いただいたOBの皆様、現役の諸君そ し

て多忙な中、準備に奔走 していただいた役員の皆様

に改めて御礼申し上げます。

当日はスペギシエアが参加 している今 日本ギターフ

ェスティバルのDVD放映に始まり、OB有志の年季

の入った多彩な演奏に、現役部員も少なからず驚 き

(否敬意…)を 感 じたことと思います。演奏頂いた

OB諸氏のギターに掛ける情熱をひしひしと感 じた

次第でした。

江戸時代の狂歌に「汗水を流 して習う剣術の役に

も立たぬ御代ぞめでたき」という句があります。何

かと不安なニュースが流れる昨今、現世、来世もこ

のようにあって欲しいものです。とは言え、人知れ

ずギターの練習をされているOBの皆様にとって、

やはりその腕前を “披露する場"のあることは、何

よりの励みとなりましよう。そしてOB総会がその

様な場となる事も一つの役割ではないでしようか。

勿論、私はじめより多くの聴 く側の皆様の存在が、

一層その場を盛 り上げることになるでしよう。

今年から新たなOB会員の裾野拡大策の一環とし

て、懇親会に現役4年生の皆様をご招待し、OBの皆

様と懇親を深め少しでも早 くOB会を認識していた

だく場といたしました。スペギOB会還暦に向け、

そしてOB会の新たなステージのためにも、より多

くのOBの ご参加 (特に若手OB)を 心からお願いいた

す次第でございますc

会長 (10期 )

玉井 和博

【出席者名】
()は [姓 、数字は期

2 黒川建一

2 菅沼忠雄

5 橋本英治

6 阿蘇紘一

6 大田修平
6 +南 宏治

6 福鴬正勝

6 本田富子 (丸 山)

6 八巻忠重

6 和国勝雄

6 渡辺智子 (||1田 )

7 新井行雄

7 相馬哲哉
8 青木和久

8 石神邦男

9 赤野輝雄

9 貝塚元子 (丹羽 )

9 菊池正彦

9 塩島賢次

9 11崎 達巳

9 山 ド宏 (河合 )

10  4ヽ山島 rn7
10 工井和博

10 堀 正孝

10 森谷 忍

11 鈴木敏司

12 工藤 H出夫

12 桑原 治

12 酒川雅裕

12 帆足信夫

12 松野真次

13 赤峰 隆

13 渋谷忠治

13 鈴木守人

13 松永幸三

14 イギ随 誠

14 新藤 茂
14 鈴木勝典

16 有留逸郎
16 市川良造

16 小倉宣子 (大 山)

16 小原正彦

16 加藤久美子

16 小西実千代 (小 池 )

16 坂野浩一

16 坂野美子 (山 本 )

16 高梨恒弘
16 11p日 喜邦

16 深田清子 (橋 爪)

18 井尾具浩

18 笠原誠

18 嘉山哲夫

18 仲根秀和

18 前田早苗 (福 田)

19 菅谷秀俊
19 田崎龍一

19 山下陽市
20 新井理恵 (鷲尾 )

20 飯田弘子 (中 野)

20 笠原美和
「

(市川 )

20 田中貴司

20 姫田順二

20 松原麗子

23 石丼隆之

23 大石淳 r(化藤 )

23 秦 嘉宏

23 浜本葉 r(仁木 )

24 伊藤真理子 (羽 山)

24 岡 千由里

24 桑田俊 ‐

24 荷田昌志

24 秦 みどり

33 新倉弘識

46 木村直哲



司会 :33期 新倉弘識

まずは、lo期 玉丼和博会長挨拶にてスタート!

(写真は1面に掲載の為割愛)

活動報告
事務局長 14期 石随 誠
※参照4ページ

(監査についての記述追加)石随 誠

スペギ・シエアによる
先日の第27回日本合奏

ギター7ェスティバル

出演時演奏上映

規約についての報告

そしていよいよバ■テイ開演で曳

ホームベ甲ジアクセス方法について
20期 松漏覇罷子  ※参照4ページ

琶豊FI署1二
ittEl:子  会計 新倉弘識 会計報告資料

名誉会長 2期 黒川建Tさんど発声4乾杯

新OB&4年生
自己紹介 鸞鶉 撃ん

※参照4ページ

そしてお待ちかねの

演奏会コーナーで硯
(敬称略)

(スクリーンにて)

司会進行役・工藤日出夫副会長

02黒川建―  近年、大学の校舎は建設ラッシュの様だが、音楽堂の設置を提言することが必要ではないかと考えている。 ●3金本正一  盛会をお祈りしております。 ●4新倉賢爾  先約があり申しわけあり

06本田富子  10月 11日シニス 現役演奏会のこととりあげて下さい。(コ メント:は い、取り上げましたよ。笑〉 ●6阿蘇紘―  クラブ継承の重みを感じる55年 ですね。気持は周年数まで若返り、まだまだゴー :

感謝したい気持ちで■  06寺 島安男  皆、頑張つている状況が良く分かりま魂 素晴らしい。 ●6阿部正昭  元気に過こして居ります。皆々様に宣しく1 ●6吉川信治  大変残念ですが、参加出来ません。
させられることの多い世の中、自称 弾きこもリギタリスタのぼくにとつては、どうやらギターが募るストレスヘの妙薬になつているようで■ この頃、漸く、ギターを愉じめるようになりました。 ●フ富田康義  クラ

●8青山尚文  11月 という月は私の仕事上予定が入れにくい程繁忙期で残念乍ら過去にも失礼ばかりでした。年齢相応というか、業界の役員やら何かと出る事が多いのですが、忙しさを充実した毎日と考えるようにしてし

ell若林 文  いつも懐かしく読ませていただいています。ありがとうこざいます。また、楽しみにしています。 ●13甲 斐貫四郎  伝統とは革新である。との言葉は老舗企業を表す言葉としてよく言われます。ス´

●13南 條春雄  石随君のなつかしい顔を思い出し、当時の甘酸つぱい思いに浸っております。 ●13豆 原恵子  ふる里に抱くような郷愁をスペギにはいつも感じています。青春を共に過こした仲間とのふる里です
に宣しくお伝えください。 ●15花田 徹  皆さんお元気で。 ●16植 松敏行  こ無沙汰しております。会社定年退職し地方勤務はなくなりましたが、親の世話などで調整できず欠席となります。申し訳ありませ′
こざいますも ●19秋 元陽子  今回は都合がつかず失礼させて頂きま魂 次回は出席したいと思つております。 ●20足立尚子  一年に一度の職場のイベントの日と重なつているため、参加出来ません。申し訳,

いなければ知らなかつたであろうラテン音楽が、自分の生活に豊かさを与えてくれていると、常々思います。 ●24桑田俊―  河口湖で、ギター合宿をやりました。ラストワルツをひきました。 ●24土佐野 淳

028、 29永野督浩、玲子 0日 姓杉田) いつもお世話になっております。ありがとうこざいます。盛会をお祈りしております。 ●41高野 茜  皆様のこ活躍を応援しています 1 047小 田大剛  今年は同期0

ありました。また総会やコンサートのような場で、皆様にお目に掛かる事が出来ればと存知ま魂
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現役:18名による演奏

「Danzarin」

松永幸三

インスピレーション」

・ ■●
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■

新丼行雄 (7期 )・ 桑原治 (12期 )・

松永幸三 (13期)0鈴木勝典 (14期 )

「リベル・タンゴ」

(13期 l stチー7及び
レキントで無類の
テクニシヤン詢

荷田昌志 (46期 )

「オルフェのサンバ」
「カヴァティーナ」

樋□喜邦 (16期 )

「テイエント・イ・タンゴ」

木村直哲 (46期 )

「スペイン」

大合奏

「ア′レ ンヽブラの思い出」
*黒川 (2期 )・ 新井 (7期 )0和田。十南 (6期 )・ 青木 (8期 )・

山下・貝塚 (9期 )・ 工藤 (12期 )・ 松永 (13期 )・

鈴木 (14期 )・ 仲根 (18期 )・ 菅谷 (19期 )

※指揮 :現役指揮者 (山口)

森谷 忍 (10期 )

「タランタ」

5期 橋本英治さんの中締めに4
お開きとなりました。

ません。 04」 林ヽ郁子  現在も楽しくアンサンフルギターを弾けるのは、学生時代の積み重ねと感謝していま魂

]―でクラブ還暦を目指そう|| ●6和田勝雄  早いもので、卒業して50年 近く経ちます。ギターという一生の趣味を持てたことに

ЭB係がマネージャーより独立した最初の担当として、クラブの長い歴史を喜んでおります。 ●フ新丼行雄  とかく、辟易、うんざり

'の
増々の発展を祈念しています。 ●8奥村聰子  こ活躍をお祈りしています。ギターフェスティバルの演奏楽しみにしています。

ま■  09山 下 宏  御苦労様で視 楽しみにしています 1 ●10堀 正孝  生きていれば出席します。(コ メント1～ 生きていましたね。)

ギが55周年を迎えるにはその時代に応じて新しさを加え続けた現役の皆さんの積み重ねです。ありがとう ||

夫ね、スペギは    ● 14林 正樹  OB総 会の準備委員、役員の方々、御苦労様です。都合がつかず欠席させて頂きます。皆様方
′。 ●16松 山弥生  スペギの益々のこ活躍を祈つております。 ●19山 下陽市  いつも大変こ苦労様でこざいます。ありがとう
5り ません。 ●20佐藤光利  60周年には参カロしたいです。 ●21加藤 衛  55周年おめでとうこざいます。スペギに入部して
24期 で東北コンサートを来年企画しております。ラテンは永遠に不滅です。(コ メント:～ ぃつですか?詳 細わかったら連絡下さいな。)

友人が後輩と結婚したり、自分もその席で挨拶させて頂いたりと、サークルを通じて結ばれた誼というものを意識させられる事が多く

11月 8日 開催の、55周 年記念OB総会は、おか

げさまで、OB会 員74名、現役クラブ員25名 (+

4年生14名 )、 合わせて113名の参カロをいただ

き、盛況のうちに終了することができました。こ

れもひとえに皆様のご協力の賜物と、深く感謝

いたします。新役員会の発足以来、750名 を超

えるOB会員の世代を超えた連帯を目指 してま

いりましたが、今回総会の出欠に関する返信は

がき、268通 の内訳をみましても、若 い世代の

OB会員からの割合がなかなか増えてまいりま

せん。そこで手始めとしてOB会 に馴染んでもら

うため、来春に新 OBと なる4年生については今

回の総会は招待といたしました。その他現役に

つきましても会費を優遇致 しましたので、参加

OBの 会費が大変割高になりましたことを、お

詫び申し上げるとともに、改めてご協力に感謝

申し上げます。なお、今回総会の収支報告は、

決算報告とともにOB会ホームベージなとで報

告の予定でございます。今後のOB会の新旧会

員融合の為、なにとぞご理解ご協力のほとお願

い申し上げま丸

事務局長 石随 誠 (14期 )
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レキントギター
この春に、現役支援として、レキントギターを新しく購入しました。

中川委員長より、丁寧なお礼状を頂きました。
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メンバーは左から

山口是貴 0旨 揮者)、

吉井佑介 (ラ テンチーフ)、

中川茜 (委員長)の 三名
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シ|=‐ノむ難 が競演

闘本含羹ギタープェステイ)ヽ
日程 :10月 11日 (日 )場所 :きゅ|り あん大ホール

ついにOBと現役、新旧競演が実現する機会となりました。

シエアにとつては、6年連続出演となる舞台、今回は、十南宏治

(6期)指揮者を入れ、総勢23名 (平均年齢66歳 )。 (現在シエア

メンバーの登録は40余名である。)

一方、現役は、総勢35名で参加。勿論、譜面台なしで二曲を披

露しました。

12月定演に向けての度胸試し?、 いやつ、指ならしでしたね。

お互い、次のステージに向けて頑張りましよう !
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02015年度 (3年生 )

中川茜 (委 員長 )

吉田美紀 (日1委員長 )

堀内員菜 (ス テージマネージャー)

上原萌子 (マ ネージャー)

吉井佑介 (マ ネージャー)

山口是貴 (指 揮者)

鈴木優生 (OB係 )

02016年度 (2年生 )

大場南 (委員長)

木下暁允 (副 委員長 )

近藤慶 (ス テージマネージャー)

宇田真奈美 (マ ネージャー)十

鈴木大登 (マ ネージャー)★

遠藤員希 (指 揮者)

小林由季 (OB係 )

中村恒太 (OB係 )

渡辺恵 (OB係 )

(★ は当日欠席)

http:ノノspg.music.ooocan.jpノ
上記ホームページにアクセスして頂き、画面の左側の水色の、「会員登録申請・問合せ」をクリックしてt名前など必要事項を入力して、送信して下さい。

こちらで 登録処理をして パスワードを入れてご返信しま魂 登録後は、ユーザー名とバスワニドを入力すると、中を見て頂けま魂

同期会や飲み会など交流にご利用ください。
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