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:工 !!解散するの…???
:～ Society5.0… 求められる文化の技術～
,          1

Ⅲ2軍ぶりに開催する今年度のOB総会は、疎年度の「スペギOB
:会創立60周年記念総会」に向けての大きな試金石となりま

す。今年度は前回の会報 (VOL 58)で も警鐘的に掲載した “ス

ペギOB会の在り方"に関しご出席の皆様と語り合う総会とい

たしたく、OB会員のみといたします。 (現役は役員のみ出

席。)こ の懸案事項に関しては前執行部時代より長きにわたり対

峙し、その都度様々な対策も講じてきました。現執行部では最

大かつ最優先の課題として侃々譜々の議論をしてまいりました

が、中々有効な手立てを見つけ得ません。この際、総会におい

て皆様の忌憚のないご意見を拝聴のうえ「継続・休会・解散」

の判断をいたしたく存じます。つきましてはOB会員全員の方

より、忌憚のないご意見を頂きたく「アンケー ト回答 :総会出

欠用ハガキ」を同封いたしますので、必ずご回答のうえご返信

頂きたく存じます。特に20期以降の各代委員長は必ずご意見

をお願いいたします。準備の都合上、ご返信は9月 30日 必着に

てお願いいたします

会長である私はじめ執行部努力不足へのお叱りは甘んじてお受

けいたしますので、何卒事情ご賢察のうえ宜しくご協力の程お

願い申し上げます。

OB会会長 10期

玉丼和博

丁eChnO10gyて Engineering、  MaI― ln―

ematics)に よるテクノロジーを活用

した(Ed Tech)「 教科学習の個別最適

化」が重要視されています。更に今、

最も注目されているのが、このSTEM
に “A"すなわち “Art"を加えた「STttAM教育」です。人知

を超えつつある情報の技術と市場原理主義経済、そして何より

平和の産物である “欲望の変質"すなわちマーケツトの多種多

様な要望は、社会価値の在り方に対し、単に古き良き時代の維

持や経済合理性だけでなく、新たな社会システムに適合した視

点を持たねばなりません。Bto B、 Bto Cそ して “Cto C"ヘ

と、新たなビジネスモデルが出現した社会では、既存の社会規

範はじめ “守るべきもの"に対する新たな視点・価値の在り方

を模索する必要があり、今すぐ解は出なくとも、否応なく対応

を迫られています。問題はそれぞれの組織 。社会が新たなシス

テムや価値に対し、社会構成員夫々が新たな社会規範の創造に

関与し、それをどのように解釈・運用するかではないでしょう

か。その組織・社会が歩んできた歴史、伝統、貴重な財産等に

対する必要性への敬意や連帯意識醸成、そして何より緩やかな

コミユニケーシヨ
~ン

の確立が重要であサ=それこそが F情報の

技術」に対応する「文化の技術」とでもいうものの基本になる

と思いますが…。スペギは正に “ギター音楽という文化"を大

切にする集まりではなかつたでしようか ?

ところで近未来社会Society5 0… 時代は21世紀に入り1丁 &AI

など「情報の技術」の急速な進歩により、産業革命をはるかに

上回る新たな社会システムを生み出そうとしています。そして

この高度情報化社会で求められる “知"に対する教育環境も大

|き く変化し、そのベースとして「SttEM教育」(Science、  では、来る 10月 20日 、総会でお会い しましょう !!
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,OH20日(日)OB・10e騰策を出 ‐ます●皆され,=参加お待●●てい
=機日日寺 :2019年 10月 20日 (日 )

16時30分 受付開始、17時～ 総会

17口寺30分 -191寺30分 懇親会

場所 :東京芸術劇場 アル テアトロ
〒170‐0021東 京都豊島区西池袋1‐8‐1東京芸術劇場2F

会費 :1人5,000円  夫婦8,000円

おF・5合せ :spg_since1 960@yahoo.ne.jp

山下陽市 (19期 )ksynh.yama@ezweb.ne.jp

同封の保護シールは、はさみでお切り頂き、お名前欄などに、ど使用下さい。その際、バーコー ドに保護シールがかからないようにご注意ください。

皆さんお誘いあわせのうえ、ご参加ください。  ・

当日は、立教大学ホームカミングディが開催されており、午後からシエア合奏団を中心に教室で

ミニコンサー トを開催 します。現役の演奏も予定されています。

久しぶりに立大キャンパスにいらして、学内の雰囲気をまずは懐かしんでいただいたうえで、ス

ペギの演奏会に是非お越しください。その同日の夕刻から場所を移して、OB・ OG総会と懇親会

がありますので是非併せてお出かけ下さい。特にこの機会に上京される方がいらっしゃれば再会

を大変に嬉しく思います。

なお、演奏する教室や口寺間などは、現時点では未定ですので、後日ホームページでご確認ください。

総会の出欠や今後のご意見など、同封の返信ハガキにて、9月 30日必着にてご投函ください。
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フラメンコのグルーヴを体感じよう。

当日アンケートより

◎プ国のレベルというものを肌で感じられて本当に良かったで

す。今の技術が上達するとどうなるのかよくわかりました。目

標としてこれからもがんばっていきます。

3回 目の当日アンケートで3つの企画についても伺つてみました。

◎貴重な機会 を設けていただきありがとうございます。先日の

演奏会で引退 をしましたが、現役で演奏をしているときに、プ

ロの演奏やア ドバイスをきく機会があるというのは、とても良

い経験になると思います。

1月 16曰 演奏とぉ話:」中f二

事前に現役にフラメンコに関する質問を受け付け、それについての
レクチャー (演奏法など)と演奏、

また現役のフラメンコメンバ…くギター :田中美穂 (当時3年)、 回丼太樹 (2年 )、 パルマ

増田香織 (2年)>のブレリアに、沖さんも加わつての演奏。
またこの日の懇親会は、現役、OB、 沖さんも混じつてのギタ…演奏やフラメンコ談義で盛り上がりました。

Cギ ターの曲をどのように弾いているのか良 く分かった上、ま

た来年教えるときのポイン ト等 も分かってとてもためになりま

した。

0ち ょうどクリスマスシーズンで、本館前のクリスマスツリー

も見 られて良かったですね。

◎フラメンコの技術や歴史について貴重なお話を聞けてとても

有難かったです。プ国の方からご指導いただける機会はほとん

どないので、今 日教わったことを生かして今後 も練習 したいと

思います。

◎きちんと会報を読んでなくて、今回初めて参加 しました。前2

回も聞ければよかったです。

◎ラテンでもこのようなセミナーをやって欲 しい。

この企画は全員無料で鑑賞いただきました。演奏者謝礼については、OB会費より、また懇親会については、OBは実費をお支払いいただき、現役は、OB会費より半額程度補填しました.

2018年度は毎プロ演奏家による演奏と

ノヾンドネオンでタンゴを聴いてみよう。
10月 31日 演奏とお話:ゴヒ本寸聡

バンドネオンソロ演奏で,タンゴ由を聴くという貴重な機会を楽しみました。

曲目:黄昏のオルガニート、首の差で、エレナシオン、ラ・クンノウレシータ、

日カボヘミス ピアツラメドレー 他

当日アンケートより

◎バン ドネオンの演奏、初めて聴かせていただいたのですが、

本当に素晴 らしかったです。確かにオルガンのような音色で、

でも、スタッカー トが入る奏法など、軽やかにも弾かれて、 と

ても心ひかれました。タンゴの歴史に関することや北村 さん自

身のエピブー ドもとても面白かったです。

演奏会は企画 してもらいたいと思いましたc

ギターアンサンブルの魅力
12月 18日 演奏とお話:酒井良祥/富川勝智/藤澤和志 (ぁぃぅぇお□夢

3人でのCD「ギター・ トラベロ…グ」をリリ…スされたばかりとのことで、

息のあつたアンサンブル、またソロ演奏を楽しませていただきました。

曲目:ロンド(Rヒ ンデミット)、 アララトの歌 (L.0.チ ョバニアン)、 ロートレック讚歌 (E,S,デ・ラ。マーサ)

アッシャーワルツ (N.コ シュキン)、 ビー玉遊びのバイヨン (P,ベ リナティ)、 他

当日アンケートより

◎音がとてもクリアで綺麗で、またキレと芯がある音で、私も
こんな音が出せるようになりたいなと感じました。たった3人 で

も (ソ ロでも)厚 みがあって本当に凄いなと思いました。素敵な

演奏をありがとうございました。

◎自分が現役のときにこのような企画があればと思 うくらい素

晴 らしい演奏会だった。現役の時には、日の前の曲に追われて

る人が多 く、純粋に楽 しみながら今やってる音楽に触れていく

機会が少なかったと思 うので、このような現役が参加 しやすい
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お話シリーズの3つの企画を行いました。
(敬称略)

「プロ演奏家による演奏とお話シリーズ」を終えて思うこと

14期 石随 誠
前回開催 された木村大 さんの演奏会に倣 っ

て、プ回の演奏家による演奏 とお話の会 を

行いました。今回は、スベインギタークラ

フの活動内容に合わせ、バン ドネオン、ギ

ターアンサンブル、フラメンコギターの,寅

奏家にお願いいたしました。

現役 メンバーの参加率、若年OBの 参加な

どに不満点があったものの、懇親会にまで

参加いただいたブ回の方々の素晴 らしい演

奏 と、ギターを志す学生に対する暖かい眼

差 しにより、参集 いただいたOBの 方 々

や、特に現役メンバーにとってはかけがえ

のない時間と体験になったのではないかと

思います。

特に沖仁 さんはセミナーと懇親会々場での現

役フラメンコメンバーとのセッションに快 く

参加いただき、学生たちは得難い経験になっ

たと思います。沖仁さんもご自身のインスタ

グラムにこの時の様子を動画も含めてアップ

されていましたので、ご覧になった方もい

らっしゃるのではないでしょうか。

60年の歴史 と700名以上のメンバーを擁す

4年 元OB係 山下綺子

まず、現役部員の希望 を元に3回 も企画 を

開催 していただき本当にありがとうござい

ました。

1回 目の北村聡さんの会では、まず初めてバ

ン ドネオンという楽器 を生で見て聴 くこと

ができ感動 しました。バン ドネオンという

楽器 を知 らなかった部員も多 くとても印象

に残る会でした。私 自身はリハーサルのお

手伝いもさせていただいたのですが、 リハ

ーサルの時点で感動 して しまっていま し

た。そしてギターとはまた違ったバン ドネ

オンの醸 し出すタンコの世界観がとても新

鮮に感 じられました し、北村 さんの豊かな

演奏に聞き入ってしまいました。また北村

さんがとても丁寧に分かりやすくタンコの

歴史やバン ドネオンについて説明 してくださ

ったので、タンコヘの理解も深まり演奏を楽

しむだけでなく大変勉強にもなりました。

2回 目のギターアンサンフルの会では、ギ

3年 國井太樹

まさか “あの"有名ギタリス ト、沖仁 さん

と一緒に演奏をする機会を貰えるとは思っ

ていませんでした|一緒に1曲 演奏をするこ

とが決まった時は自分がやっても大丈夫な

のかと不安でしたがとても物腰が柔 らかい

方で下手な自分に対 して親切に説明 してく

るOB会の喫緊の課題である、若返 り策を模

索するため、今回の企画は「幅広い年齢の

OB各位にOB会活動への興味と参加を促すJ

「OB会の現役 クラブに対する支援の一環」
「OB会 と現役クラフとの意思疎通の活性化」

を目的として行ったのですが、残念ながら

3点 とも成功 したとは言い難いと感 じてい

ます。

OB会 の意義の一例 として、OB相互の懇親

組織である、現役クラフに対する支援組織

である、就職活動などにおけるOB会 メン

バー相互及び現役学生との蓋 がりの媒体で

ある等々、様々にあろうかと思いますが、

大切な事は「続けて行 くことJで はないで

しょうかc

今回の演奏 とお話シリーズの開催にあたり

まして、プロ演奏家の手配等にOB会役員や

OBの方々にご尽力いただきました。続けて

きたからこそ、その繋がりによって素晴 ら

しいプ回の演奏 を現役メンバーに提供する

ことができたのだと思います。

来年にはスペインギタークラブ創立60年 を

ターアンサンブルの息の合った洗練 された

形を聴 くことができとても良い経験になり

ました。富川 さん、藤沢 さん、酒井 さんの

重奏への取 り組み方は自分たちがギターの

重奏に取 り組んでいく上でとても参考にな

りました。そして今まで聴いたことのない

隠れた名曲をたくさん聴 くことができ自分

の知見も広がりました。プ回のギター奏者

の方の演奏を初めて聴いたという部員も多

くモチベーションアップに繋がったという

声が多 くありました。私自身もギターをも

っと頑張っていきたいと感 じました。

3回 目の沖仁 さんのギターセミナーの会で

は、まず普段自分が雑誌やユーチューブで

見ている奏者の方を生で見ることができる

とは思っていませんでした。生で聴 く沖仁

さんの演奏は 1人 で弾いているとは思えな

い迫力があって圧倒 されて しまいました。

沖仁 さんはとても優 しい方で、丁寧に私た

れてとても良い時間を過ごせました| あけ

すけに言えばギターをかじっている学生と

ギターで食べていける人の違いというかそ

ういう上手 く言葉に出来ないものを感 じる

ことが出来ていい経験をさせていただけま

した!

鷲

迎えます。毎年メンバーが入れ替わり、執

行部も交代 し続けることが宿命である大学

のギタークラフが、栄枯盛衰がありながら

も60年 もの長い間続いていることは大変意

義のある事でしょう。

これから後もスベインギタークラブが、そ

してOB会が共に続いていけますように、

2020年の60周 年記念OB総会の開催 を節目

として次のステージヘ と上がれますよう

に、OB会の担い手を求めております
=

自薦、他薦問いませんので、

mzulzul@77 catv‐ yokohama nelp

までご連絡 ください。

今回の演奏とお話シリーズは3回 とも、大変

楽 しい時間を過ごせました。クラブの活動形

態 |ま 変われどもOBも現役も、音楽とギター

が当たり前に好きなのだと実感 しました。

最後になりますが、今回の企画に際 してご

尽力いただいた皆様がた、特に沖仁 さんの

ご参加に関 しては大田修平先輩 (6期 )に 大

変お世話になりましたことを報告いた しま

す。大変ありがとうございました。

ちにギターについて教えてくださっただけ

でなく、部員の演奏 を温かく聞いてくださ

ったことがとても印象的でした。サインに

も気さくにたくさん応 じてくださり、 「―

生の宝物にする !」 と言って喜んでいた部

員もいました。私はフラメンコアンサンブ

ルではなくフラメンコにあまり詳 しくない

のですが、それでもとても楽 しむことがで

きました。

3回 の会 を通 してとても有意義な時間を過

ごさせてぃただきました。演奏 を聴 くこと

ができただけでなく、食事会の場も設けて

いただきプ回の方とお話をすることができ

たのは減多にない貴重な体験でした。この

ような体験ができたのは先輩方のおかげだ

と思っています。今まで活動を続けてきて

くださつた先輩方には感謝の気持ちでいっ

ぱいです。これからも音楽に親 しんでいき

たいと改めて感 じました。

隧

一は

一一

隋
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各懇親会でのスナップより
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スベインギタークラブ創成期の伸問たちの集い

現役だより

部員の人数

4年生 :男子9人 女子6人

3年生 :男子11人 女子5人

2年生 :男子6人 女子8入

1年生 :男子6人 女子12人

合計 63入

15

16

14

18

2019年度執行部 (現3年生)

委員長 :佐藤智文

副委員長 :荻野嘉之

指揮者 :河野共祈
マネージヤー :矢野誠也 井村麗奈
ステージマネージャー :國井太樹

OB係 :長谷川よしの 山内奎河

来年度執行部 (現2年生)

委員長 :山口健太郎

副委員長 :中原拓真

指揮者 :毛呂桐子    ‐

マネージャー :白岩優佳 藤原駆也

ステージマネージャー :伊東菜摘

申
千T撃 管 聟 輩 fr鸞 聟 奮

日本ギター合奏フェステイバル

シエア合秦団10回目の出演&現役メンバーも別グループで参加 19期 山下陽市
2019年 10月 27日 (日 )11時30分開演
練馬文化センター小ホール価武線。大江戸線練馬駅)入場無料

今年も第31回 を迎えた日本ギター合奏フェスティバルにシニア

合奏団が出演します。

創立50周 年 (2010年 )を 機に参加 してから、10回 目の出演にな

ります。また、現役メンバーも別グループとして参加 します。

今回の演奏は、現役時でも難曲だった「パリのカナロ (ス カルピ

ーノ&カ ルダレージャ作曲)」 と「エスパニア・カーニ (パ スカ

ル・マルキーナ 。ナロ作曲)」 の2曲 です。黒川名誉会長の編曲

を、シエア用に編曲し直しています。指揮は昨年同様7期の新井

行雄さんが務めます。

毎回パーカッションも駆使 し、他の参加団体とは、ひと味もふ

た味も違う演奏を行っており、フェスティバル関係者から高い

評価も受けております。たぶん、参加団体のなかで平均年齢が

一番高いと思われますが、演奏は若々しさを追求 しています。

今年も、地元池袋の東京芸術慮1場の練習ルームを借りて、月2回

のペースで練習しています。

皆さん、ぜひ聴きに来てください。出演時間などは「ギター合

奏フェスティバル」のHPで ご確認ください。

新規メンバーーを募集 してひます。演養の緊張感を味わうのももヽ

しヽですよ。

連絡先 :山下 ksynh yama@ezweb neip

スーパーシニアの集いが、今年も6月 の25、 26の 両日、6期

OG・ 高木 (1日 姓:寺 田)秀子さん経営の横浜テクノタワーホテル

で、2ん 10期 。28名の皆さんが参集のもと、開催されました。

この会では初日に、有志によるミニ・コンサー トをやるのが通

例なんですが、今ではこれがこの集いの目玉に。今年は、手練

れ女子 (微笑)た ちのレディス・アンサンブルを初め、腕自慢の

有志に加え、ゲス トの10期・森谷 くんが名人枝のフラメンコギ

ター・ソロを、もう一人のゲス ト、やはり10期の杉本 くんが、

お神酒が入ってからの二次懇親会でなんですが、音懐かしいラ

テンの名曲 “ベサメ 。ムーチョ"の弾き語りを、披露 してくれ

ました。

ミニ・コンサー トのあとに、食事 &懇親会、二次懇親会で、親睦

を深めるのは毎度のこと、今年も大変愉 しい集いになりました。

この会も今回で13回 目、年を追うごとにフランクにフレン ドリ

ーになり、どなたにもお気軽にご参加いただけるようになって

合奏団の演奏は、ユーチューブにおいて、立教スペインギター

シニアなどと検索すれば、見ることができますので、ぜひご覧

ください。

また、シエア合奏団メンバーを中心に年2回 ゴルフコンペも開催

しています。

<今回の出演予定者>
2期 黒川 5期 寺尾 6期 阿蘇、十南、本田、和田

7期 新井、飯尾 8期 石神、青木、奥村 9期 員塚、山下

12期 工藤、桑原、松野 13期 松永 15期 久志本、佐藤、花田

18期 青木、嘉山、仲根19期 菅谷、山下 33期 新倉、俣野

(敬称略)

7期 新井行雄

います。そこで、時の流れに抗うことなく、メンバー枠をこれ

までの “7期 まで"を スライ ドしてひと回りほど若い人にまで広

げ、お誘いしようと考えました。つきましては次回、これまで

ご参加いただけなかった7期 までの方々を含め、沢山の皆様にご

案内を差 し上げる積もりです。

なにとぞ、沢山の皆様の奮ってのご参加を切にお願いする次第です。

連絡などは、下記までお願いします。

6期

6可 部I日召

09072373610
渡辺智子

090‐ 7270‐ 3123
本田富子

080‐ 5672‐ 5120

OB・ OG会役員

会 長  玉井 和博(10期 )

副会長  工藤日出夫(12期 )

副会長  山下 陽市(19期 )

事務局長 石随  誠 (14期 )

会 計  新倉 弘識(33期 )

編 集  松原 麗子(20期 )

記 録  前田 早苗(18期 )

監 査  青木 和久 (8期 )
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http:ノノww.spainguitarclub.ipノ 名誉会長 黒川 建― (2期 )


