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―ク予ブo馨会釜擁蓼

1969年 私は大学三年、世は正に`70年安保闘争真只中。母校立

教ですら4月 よリロックアウトで授業はなし。学園闘争執行部か

らは「この時世に音楽活動などもってのほか」のご託宣。委員

長であった私はクラブ活動を如何にするか……。そして部誌ギ

ターラにブラジルの作曲家ビラ・ロボスを例えに、 “不協和

音"な るタイトルで一文を載せた事を思い出した。当時全国の

大学では、その是非をめぐり侃々譜々の議論に沸いていた。学

生運動の結果はともかく、青春の一時期に自身の生き方や、価

値観を熱く論じ合うことは決して無駄な事ではなかった。 (不協

和音大いに結構 !|)

組織や社会における意見や価値観の相違は、一見まとまりのな
い不協和音のように聴こえるが、その多様性を如何にまとめ上

げコンセンサス創 りするかが重要である。(そ の点ビラ・ロボス

は作曲家として不協和音使用の名手と思うが・…・・。)

さて、インターネットを始めとする科学・経済社会の急速な

発展は、ダイバーシティに代表される個人の “ある種の"多様

性ある生き方や価値観を担保する社会となってきた。

がしかし、この “ある種の"中 に「自身はどのような社会を目

指したいのか……」という熱い思い、そして “何となく……"

の空気感が全体を支配し “不協和音"を 生み出す活力を感じら

会長 (10期 )

玉井 和博

れないのは私だけであろうか ? この

空気感はともすれば、不協和音を排除

し耳触 りの良い “主要三和音"のみで

無難にや り過ごすことにはならないだ

ろうか ?

今年より選挙制度改革により大学生

は全員選挙権を持つことになった。自身の将来に対し貴重な意

思表示の場が得られた今、改めて学生生活の大きな視点として

是非新たな問題意識を持ってもらいたいものである。 (勿論、

今までも持っていたとは思うが・…・・)お互いの意見 。価値観を

熱 く議論するその場の一つとして、大学の各サークルはより大

きな意味を持とう。

世界から高く評価される日本の “おもてなし"。 2020年 の東

京オリンピック・パラリンピックはじめ観光立国を標榜する我

が国が目指すべき社会とは……。観光産業はじめホスピタリテ

イ産業の利益の源泉は “平和"である。そして “音楽の世界"

は世界共通の平和希求への手段の一つであり、私達スペギの現

役・OBは ともに、世の不協和音をも取り込み、真に多様性を受

け入れる心豊かな社会を目指したいものである。

豊瞼戌楊魃鶉灯≫ギタ秦クラダ薇写燒已

出欠は、返信はがきにて12月 24日 までにご投函下さい.

会費は当日お支払いください。

演奏など出演ご希望の方は、12月 24日 までにお申し込みください。

その際、人数 (氏名)、 演奏時間等をわかる範囲でご記入 ください。

希望者ご多数の場合は、御相談することもあります。

皆様お誘いあわせの上、ぜひご参加ください。
ご来場お待ちしております。

出欠、演奏希望ともEメ ールでもご連絡いただけます。

spg_since1 9鶴 9@yakooocO.jp

会費 :1名 8,000円

夫婦2名 12,000円

55期～51期 1名 5,000円

お子様無料。夫婦は1名 OBな らばOK

会費ですが、現役は1人2,000円、4年生はご招待、51期 ～55期 OBは 5,000円 としてい

るため、OBの会費を多めに設定 しております。出席者だけでカバーするには、限

界もありますので、OB会費として、お納めいただけますとありがたく存じます。



実はスペギは昔から女子で成り立つている部だと思うのですが、OB会というと、

男子が中心になつて回つているような気がします。いまや現役は、委員長もチー

フも女子が当たり前のようですね。頼もしい限りです。

このたび、東京と近郊在住のOG、 各期女子1名 にアンケートを送りました。 (と

ころどころ住所不明や在籍者ナシで、抜けている期もありますが。)お返事いただ

けたのは、ほぼ半分ではありますが、 (貴重なOB会費から切手代を捻出していま

すので、今からでもご返送ください!り 、回答を少しご紹介します。

■誕 朝 濯 断 直 く な 具‐、

☆健康に恵まれ平穏に毎日を過ごせています。A
★主人が亡くなりこの10月 で満9年がたちました。101歳の主人の父と2人で暮らしています。B

★仕事を終え、これからの生活を考えてリフォーム中です。B

★年間230日前後海外 。国内旅行に出ています。海外154カ 国、日本は全県行きました。B
☆二人目の孫が生まれ、3歳上の子の面倒を見ていて忙しいです。26年間非常勤で働いていた職場をそろそろ辞めよう

と仕事の引継ぎをしています。町内会の役員を引き受けました。B
☆タイに住む二人の孫嬢と我が家の近くに住む孫の男の・7-のおばあちゃんです。c
賣定年を迎えた夫と2人、曲歩きや旅行を楽しんでいます。時々老母や孫の世話をしています。C
★職場のマンドリンサークルでギターを3単 いています。30年 くらい冬眠していた学生時代のギターを目覚めさせ、も

う10年以上ちゃんと頑張っています。D
★退職して自由時間が増えました。ジムに通い、人生で一番身体を鍛えているかも。D
☆夫、息子、私の母と4人で暮らしています。息子は1人暮らしを始めるようなので、ますます静かになります。D
☆今年の5月 より夫の両親と同居しています。両親も元気ですし、楽しく穏やかに暮らしています。E
★元気ですll定年した主人と新しいつきあい方?を模索しています。E
★50歳で早期退職で会社員をやめたあと、私立中・高校で英語の非常勤講師を週4日 やっています。E
★八王子で夫と子供3人、大2匹 と暮らしています。立教のウェルカムデーに子供たちと出かけたりしましたが、長女

長男は、工学部獣医学部進学で他大学に行きました。次女は文系なので、ひそかに立教を薦めています。F

☆2人の娘の母親業を中心に、カメラマンや大学図書館事務のパートなどをやっています。F

☆ずっとシステム関係の仕事をしています。在学中に始めたフラメンコのバイレを細々とですが続けています。F

灘
=鷲

:が‐ 繊藩 :/た r)で 、 t,.ィ、■ ,ヽ F,時着■'で きてきま 1,た .■

★仕事をしながら毎日忙しくしています。ほとんどギターにさわれてないです。|

☆幼稚園で英語を教える仕事と喫茶店でアルバイトをしています。」

☆仕事と音楽と旅行で忙しくしてひます。だ

☆社会人1年 目で少し仕事に4鵞 れてきました。社会の常識が足りなくて回っても`ます。K

の思t｀出出可帥
★それぞれみな思い出があり、大学生活というより、スペインギタークラブ生活が主だったように思います。A
★1年の時第一固定期演奏会でした。4年間スベインギターとともに過ごし、すべてが懐かしいです。B
☆芝生に座ったリベンチでギターの練習をしたこと。地方公演に行き、その地方でいろいろli■ 力してもらったこと。B

★3年時の地方公演 (静岡・岐阜 。名古屋・別府)。 途中山口県川棚温泉にある当時の委員長の実家旅館で練習宿泊。最

後の公演後500円 もらいました。笑 B

☆入部の時120～ 130人 いた部員が3年の時には20人 となり、そのメンバーで定演を無事追え、その後山小屋の部室の

汚い床に雑魚寝したのが懐かしい思い出です。1年の練習時のFLの厳 しい指導と体育会のような先輩後輩のあり方に驚

きました。 (今思えば愛のムチでしたが)B
賣目立は京都にいけて楽しかったです。合宿は厳しかったですね。合宿幸φ独奏が震えて弾けず、パニックでし/_― 。当

時は超ミニスカー トで、スカーフをひざにかけで弾ひてましたね。C
贅定演合宿や夏合宿の独奏会。一日中ギターを弾いてしヽましたね。C
☆厳しかった夏合宿。手は痛いし、眠い、弾けなくてつらい。独奏会の緊張……気が重かったです。D
★ぱっと思い浮かぶのは同立。同志社大とのジョイントコンサー トです。他校との演奏も楽しかったですが、関西人の

あのおおらかなキャラと関西弁にあこがれたひと時でした。D
★夏合宿で夜中まで遊んだこと。 (本当は練習をしたくなくて部をやめることばかり考えていたことが最初に思い浮か

びました。)D
★夏合宿の『儀式』E

☆定演前に毎日みんなと一緒に遅くまで練習したことです。とっても充実していましたし、楽しかったです。E
☆定演合宿から定演までの異様なハイテンション。マネージャーのカラーまるだしの夏合宿、題して「サマーキャンプ」E



お送りしたのは全51名 3期から51期 までの皆さんです。お返事いただいたのは、
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では、質問と回答をご覧ください。

★合宿……体育会系ギタークラフと呼ばれる意味のわかった辛～～い練習でした。音とりでとにかく寝る時間がなく、眠

気と戦いハイテンションになりましたね。きつかったと思いつつも一番懐かしい思い出です。今は高校生の娘の朝練のた

め、平日も土日も4:30起 きなので、あの頃の私はなんて甘ったれていたのだろうと思います。F

★学食前やピロティでの練習。素敵なキャンパスでギターを弾く自分に酔っていました。tt F

★7人 しかいない少人数の期だったので、少ない人数でいかに回すかを皆で手探りしていたことです。F

★合宿が思い出に残 っています。食事の支度、深夜の練習などなどがかけがえのない体験でした。 l

★合宿のスタンツが面白かったです。今もやってる ??|
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3。 合奏曲や現役B寺演奏した曲で、一番思い出に残つている曲は何ですか ?

またエピソー ドなどありましたら、教えてください。

第1位 真珠とりのタンゴ

第2位 ラ・クンパルシータ

第3位 ラス トワルツ

鵞あの当時は、ラテン・タンコカゞ流行っていました。鶴

賣ベースをやっていたのでシン]ベーションが快感でした。 (オ レ。ガッパ)S
擬スベギの代名詞といわれた「ラ tク ンパルシータ」を鶴めて合養の一員として弾いた時は感動 しました。8

☆50人 くらしヽF)大合奏での真摯と
'プ

のタンコは、ステージのライ トや映像も美しく、追力があ↓プまし′た。□

☆タィ
・

トルを思い出せません・・ラテ I′ の彙で練習でイ[度 も弾いて幸かったような思い出があります=D
☆1年の時は、指揮者にびっくり、3年生の時はサー ドがかっこよくてうれしかった。巨

★特に覚えていない 。・誰かと話すとよみがえってきそうですが。F

★タンゴアンサンブルでやった曲すべて。F

☆2年の定演の時に、パソ・ ド・ブレでカスタネットをたたいたこと。F

,■=■■■■■ li l■ || ||● =● ■■■:=111■ ■■ 11■ :=: ■ ■

夏合宿や独奏会を

あげている方が多いですね。

どの時代も同じなのが

嬉 しい感 じです。

やはり、王道のタンコラテンが、上位に入つています。

トレモ回の「真珠とりのタン」」は、誰しも思い出の曲ですね。

その他、「グラナタ」、「碧空」、「オレ・ガッパ」、「キャリオ」、

「フェリシア」に加えて、「白いバラツル」、「Manma mia」 など、

その時代ならではの、曲名があがつていましたよ。

このたび、スマホ時代に対応 したホームベージにリニューアルすることになりました。

これまでのコンテンツからも一部は引っ越 し予定ですが、みなさんからの投稿を中心に

スペギの現役・OBを つなぐ交流の場になれば、と願っています。

トップベージではスペギ関係者だけでなく、一般公開可能なつくりとしています。

投稿後に、管理者が内容を確認してから公開することになります。

会員登録すると、会員専用のページにアクセスすることが可能です。一般には公開しに

くい情報や、近況報告、同期の集まりの案内など、自由にご利用 ください。会員専用

ページは管理者承認なしで写真の投稿が可能です。 トップページで「会員登録」ボタン

をクリックすると登含桑画面が表れます。必要項目を入力して「登録Jす ると、入力したア

ドレスに受付メールが配信されます。

登録作業は管理人が確認してから、となりますので数日お待ちください。

新HPへのアクセス方法

元のHPは 「立教大学スペインギタークラブ」【検索Iで 引っかかります。

1日 HPか ら「新しいHPに引っ越しました」に簡単にリンクできます。

藝

ここでち
[念3熱漏ξま「FOに

なっていま九

また、 トップベージに使用するかっこいい写真を募集

中です。会員登録して、「この写真使って」と投稿
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現役のみなさんのツイッターヘの投稿やFBの情報も



毎年秋に開催 されている日本ギター合奏フェスティバル (第 28回 )が、10月 29日 (土 )に 開催され、シニア、そして現役も参加

致 しました。シニアは7年連続の演奏となり、今回は総勢27名 。タンゴ&ラ テンの立教にふさわしい堂々とした貫禄の演奏ぶ

りで第二部に登場。

現役は昨年に引き続いての参加。人数もシニアと同様27名 となりました。

昨年の出場では、 「現代ギター」誌に「大合奏の大学アンサンブルにあって白眉だ。」 と絶賛され、最上の評価 を引っ提げ

て、今回は最終第四部のラス ト前に登場、聴衆を魅了 しました。演奏曲目は次の通り。

会場は、現役の定演や同立でおなじみの練馬文化センター

小ホールで、12月 5日 (月 )に は、現役の第54回定期演奏会

が開催 されます。

第54回定期演奏会

場所 :練馬文化 センター つつ じホール (小 ホール )

日時 :12/5(月 )開場 17:30開演 18:00

アクセス:西武池袋線、西武有楽町線、都営地下鉄大江戸線練馬駅より

来年の合奏フェステイバル参加者募集 !!

来年の合奏 フェスティバル は、 10月 28日 (土 )に 、同 じく練馬

文化 センターで開催 される予定 です。来年の参加 に向 け、既 に

シニアの選曲・編曲も進行中でありますが、歴代のOB。 OGの

方々が懐 かしさで随喜の涙 を流 される事必至の名曲が披露 され

る筈 です。 ご期待 ください。

また、演奏 ご参加希望 の方 は、返信 の はがき、 またはスペ ギ

OB会宛メール、 または、参加 メンバーにご一報 ください。お待

ちしております。

●来年度練習は2017年4月 から月2回の練習を基本として、本番まで続きます。
●一回2時間の練習で、土曜日或いは日曜日の午前中(10時～)に ほぼ行われて
おります。

●練習場所は毎回OB9期 の山下宏様の多大なるご尽力によって、事前予約制で
ありますが、」R渋谷駅から徒歩5分にある『渋谷区文化総合センター大和田』
(渋谷区桜丘町23-21)の 文化ホール4Fの本格的練習室で来年度も行う予定
にしております。

●練習場所賃貸料、楽譜代その他諸経費として、1人 6,000円 程度を徴収させて
丁買いております。

徒歩1分 入場料無料

お待ちして
います!!

左から千葉、村山、高橋、長谷川 左から正富、芳村、三好、井上

委員長 古木友梨

副委員長 高橋萌香
ステージマネージャー 長谷川太一

マネージャー 村山尚陽 千葉冴樹

OB係 近田大基 古谷渉

指揮者 正富優一

パートチーフ

lst芳村香海

2nd三好桃香

3rd井上嵩大
左から古谷、近田、一番右は次期 T係、杉田


