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立教大学スペインギタークラブOB総会
日時:2018年■月27日 (土 )

12:30受付開始 13:00開宴～16:00

会場:立教大学太刀川記念館(池袋キャンバス)★ 1脅彙:ま寒だ:害金色早言aiC阜県墓認李lL、

会費 :l名 8,000円  夫婦2名 12,000円

56期～52期 l名 5,000円 お子様無料。夫婦は1名 OBな らばOK

:[多 17年■教大学 スヘインギタークラブく〕扉会長数分 OB会会長 10期

玉井 和博

理論値であ り、ある種の場面には効

率的有効性 はあっても、人々に想定

外の驚 きや感動を与えることは出来

ないのではないだろうか。

翻って音楽が聴く人々に感動を与
えるのは、同じ曲であれ演奏する

側、聴く側の “場"が毎回それぞれ違うからであり、その場

面は無限である。中でも生身の人間が生の音を奏で、想定外
の感動を創造する一つに、私たちが愛するガットギターがあ

る。クラシックであれフラメンコであれ、その優雅な価値は

決して数値化や想定化できぬ目に見えない価値である。願わ

くば日本こそこの価値を大切にする社会であり続けたいもの

である。

～ 目に見えぬ価値とは…… ～

今、時代はICT全盛、加えてAI(人工知能)の急速な進歩に

より、新たな社会現象や価値創造が始まっている。一例とし

てアマゾンエコーやグーグルホームなど、AIに音声機能を搭

載したスマー トスピーカーが浸透 しつつある米国では、その

便利さとは裏腹に、マシンと会話する子供の回調が乱暴な命

令口調になるという笑えぬ事態が起きているとのこと。

社会関係のベースとなるコミュニケーションの基本は、相

手 と向かい合い、日を見、表情 。日調 。息使い等、その瞬間

の “場"を如何に理解 し応対することが出来るか…である。

日本社会はこの “場"の概念を大切にすることで世界から賞

賛される「お・も・て 。な 。しJを 醸成させてきた。

:  ビッグデー タをベースに解析 された想定価値は、あ くまで
,

;

‥麗

鐵晰罐響憮罐兌罐饉仁瘍鶉褥隧恣ン



な二予霙熙瑕鰊燿魏洟褥鰤饉骰之《―膵鏃 19期 山下 陽市

今年度も我がシニア合奏団は、第29回 日本ギター合奏フェスティバルに参加 しました。すでに8回 目の出演になりました。現役諸君

も参加 し、親子 (孫 ?)が 同じ舞台に立ちました。 とても素晴 らしいことだと思っています。

今回の演奏は、碧空とピーナッツベンダーで、指揮を黒川名誉会長が務め、初めての試みとして、15期佐藤芳隆さんの奏でるチェロ

ともコラボ しました。緊張するなかで、精一杯の演奏をしました。

参加団体のなかでは、平均年齢は最高ですが、主催者の方々からはいつも好評 ?を いただいており、それを励みに出演 していますc

練習は毎年3月 頃から月2回 のペースで、9期 の山下さんのご尽力により渋谷駅近 くの区民センターでやっています。

過去の曲目は次の通 りです。

22回 (2010年 )シ ボネー 23回 (2011年 )ラ ・クンパルシータ、

ンゲーラ、キャリオ 26回 (2014年 )ヴィオレッタに棒げし歌、

(2016年 )アディオス・ムチャーチョス、ティコ・ティコ

グラナダ 24回 (2012年 )シ ェラ 。モレナ、黄金の心 25回 (2013年)タ

マラゲーニャ 27回 (2015年)シ ェラ・モレナ、エル・チョクロ 28回

皆さん懐かしい、あるいは弾いたことがある曲目もあるのではないでしょうか。

とはいえ我が合奏団のメンバーも年齢を重ね、 トレモ回の切れも悪 くなっており、新規メ

ンバーを募集 しています。怖がらずにぜひご参加 をお願い します。現役時のような無茶な

ことはやっていないので、安心 してください。

(お 問合わせ連絡先 spg since1 960@yahoo coJp)

<今回の出演者>
シエアの部 指揮 :黒川建―

●碧空 (」 リクスナー～黒川建― 編曲)● ピーナッツ・ベンダー (Mシモン～黒川建― 編曲)

2期 黒川 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  貝塚、山下 12期  桑原、松野 13期  松永 14期  鈴木 15期  久志本、佐藤

花由 18期 青木、嘉山、仲根 」9期  菅谷、山下 33期 新倉、俣野  (敬称略)

なお、過去の合奏団の演奏は、ユーチュープにおいて、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。

鶉徒琲薇鰊鰈鼈 2017年委員長 古木 友梨

今年もOBの方々よりご支援を賜りまして、第29回 日本ギター合奏フェスティバルに参加させていただきました。OBの皆様にはこの

場を借りて感謝申し上げます。参加申し込み時点では今回演奏致しました曲目「アルルの女よリファランドール」は練習も開始してお

らず、かなり挑戦的な選曲でした。曲の長さや使用楽器などの諸事情を考慮した上での苦渋の決断でありましたが、合宿や日々の練習

での三年生による積極的な指導・意見のおかげで成長し、なんとか本番に間に合わせることができ、合奏フェスティバルを終えた今、

部員―同ひとまず安心 しております。しかし、12月 に控える定期演奏会に向け課題をこなしまだまだレベルを上げていく必要があり

ますので、さらに努力を重ねていく所存です。定期演奏会では、今回の合奏フェスティバル以上の仕上がりで皆様に演奏をお届けでき

ればと存じます。今後ともOBの皆様のご支援を賜れれば幸いです。何卒よろしくお願い致します。

<今回の出演者>
現役の部 指揮 :正富優―

●アルルの女よリファランドール (Gビゼー～柳澤友音 編曲)

二年生 加藤望根・香田璃子・斉藤 旭・須藤優音・田中美穂・千葉健太・辻 健太・針ヶ谷滉太・菱田嵩世・藤田誠也・堀口七美・

松田勇流・宮谷望優・山下綺子

三年生 井上嵩大・杉田知弘・高橋萌香 。近田大基・千葉冴樹・長谷川太―・古谷 渉・古木友梨・正富優―・村山尚陽 。三好桃香・

芳村香海

鐵◎罐Ψ雛罐蠅罐鑢爾薇隕踪呟飩饒



「スペインギタ■タラブの劣等部員」

今から41年前 (1966年 )、 1浪の末なんとか経済学部に入学、

私 と池袋との繋がりがスター ト、その後ホテルメ トロポリタンの

総支配人となり、顧間となった現在まで未だに仕事の拠点が池袋

の町にあることを「不思議な縁」 と強 く感じ、有 り難 く思ってお

ります。

さて私のスペギ入部が同期のみんなより少 し遅れたのは、受験後

何も考えられない状態だったからですc何かクラブ活動をしたい

と考えながら悩んでいたそんな時、同じクラスだった関君に勧め

られ、中南さんや大川さんのようなチャーミングな先輩が沢山い

た「山小屋」に連れて行かれました=当時 |ま フォークソング全盛

時代、ギター |ま 格好良さの象徴、
~女

の子にもてたい」という願

望は私 も賀君も¬じてした=不茎な動機のまま「即入部」を決定

したのですが、それからの4年 FE~|ま まともにギターが弾 けない

「劣等部員」でしたから大変でした.

1年の大島合宿では「キンポウゲのワルツ」を独奏由に選び、そ
―れもまともに弾けなくで、同期のみんなに笑われたこと62年の夏

の地方公演 (確 か、横浜、名古屋、大分)で は「地元横浜でチケッ

トを売れ !_と 言うことで技術はないのにメンバーに選ばれ、ス

テージ公演で合奏中、みんなに迷惑を掛けないよう弾けない由は

音を出さず、必死に指使いだけみんなに合わせたこと33年の執行

■■■|■■●襲
=部では関東学生ギター連盟委員に任命 され、立教のスベギを代表

して他大学 と調整、連盟演奏会をやり遂げたこと。これ以外にも

数え切れないほどの思い出はありますが、何よりも私の自1曼 はギ

ターが弾けない劣等部員ながら「4年間スペギ部員で有り続け」晴

れて「第九期卒業生」として、山崎君や山下君と共に名を連ねる

ことができたことです。

長い間海外と国内の両ブランドのホテルで仕事をしてきた関係

で、若いスタッフや学生に話す機会が多々ありましたが、そのと

き私が必ず話す人生と仕事におけるキーワー ドは「6つ のC」

Cur os ty, Courage, Cha‖ enge, Communication, Continuity,

Conldenceで す3

私のスヘギの4年 間は、経験のないギターに興味を持ち、勇気を

持って挑戦、先輩、同期、下級生とよく飲み、話 し、兎に角継続 し

てやり遂げたことが自信に繋がった素晴らしい

時期でした。劣等部員でも継続 していれば素晴

らしい天からの授かり物 (友人)が得られる。

最後 にこんな劣等部員を優 しく厳 しく指

導、受け入れてくれた先輩、同期そして後輩

の皆様 に改めて心 より感謝申 し上げます。

“スペギ万歳 “

昭和38年 4月 スペインギタークラブに入部以来54年 間の付 き

合いで したc入部 したばかりの5月 初旬部室の山小屋へ行ったと

き、 「アルハムブラ」 を弾いている彼 を見て上級生の方だと思い

軽 く挨拶 をしたのが彼 との出会いで した。新入生歓迎ハイクで

は、ギターをかき鳴らしながら「ジャンバラヤ」を唄い、私と同

級生とはとても思えませんでした。

年が経つにつれラテンメンバーのレキントで益々テクニックに

磨きがかかり、私とはかなりかけ離れた存在でした。3年 生にな

り当時の3大学 (法政,上智、青山)ギ ター連盟を解体 して関東学

生ギター連盟 を設立し初代委員長を務めました。既存の3大学の

方々をどう説得したのか、彼の「俺に付いてこい」風の雰囲気を

信じたのだろうと思います。

10年 ほど前、同期の吉川君と彼の家に遊びに行った時の事、彼

はうどんを打っていて白衣で出迎えてくれました。一緒にソバを

打って夕食はうどんとソバそして奥様とお嬢様の手づくり料理、

ワインで乾杯、食後はお嬢様と私がファース ト、彼がセカンド、

奥様と吉川君がサードで「着空」を合奏しました。忘れられない

ファミリーコンサー トでした。この時見せてもらった「阪蔵」作

のフラメンコギターを昨年12月 譲ってくれました。私の宝物です。

今年7月 何度か電話をしました。「ガンセンターで精密検査を

受けてくるよ、結果が出たら連絡するよ。」7月 21日 の電話が最

後になってしまいました。本当に頑固で意固地で自説を曲げない

愛すべき男でした。

平成29年 8月 16日 送り盆の日に 天に召されました。

「召されたんじゃねえよ、俺が行ってやったんだよ !」 と言って

いる彼を目に浮かべながら…… ご冥福 をお祈 りいたします。合掌

福蔦 正勝君ヘ

福蔦正勝氏 (6期 )2017年 8月 16日 ご逝去されました。

謹んでお悔やみ申し上げますとともに、ご冥福をお祈り致します。

萎

在りし日の福蔦さん (2010年 OB総会時)



部員構成 1年生14入 男子10人 /女子 4人

2年生18人 男子11人′女子 7人

3年生12人 男子 7人/女 子 5人

4年生18人 男子 8人′女子10人 合計62人

2017年度執行部 2017年度執行部(現3年生)

(現3年生)  委員長 古本友梨
副委員長 高橋萌香
マネージャー 村山尚陽 千葉冴樹
ステージマネージャー 長谷川太一

OB係 近田大基 古谷渉

2018年度執行部 委員長 宮谷望優
(現 2年生)  副委員長 福島啓

マネージャー 香田璃子 木村崚也
ステージマネージャー 菱田崇世
OB係 松田勇流 堀日七海 山下綺子

護菫
=II麟

漂
日時:12月 11日 (月 )

開場 17:30//′ 開演18:00

場所:練馬文化センター

小ホール (つ つじホール)

(西武有楽町線,西武池袋線 ,

都営地下鉄大江戸線 練馬駅より徒歩1～ 2分 )

入場料 :無料

演奏曲
「Bamboleo」 「不良少年」「Duende y MisterloJ

「即興のルンバJ「マセランの未知なる大陸への挑戦J

「アルルの女よリファランドール」他

ご来場お待 ちしております !!!
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OB係より ………………………………………………………………………………………………………………

今年度OB係 を務めさせていただいた三年理学部の近田と三年文学部の古谷と中します :

我々現役が楽しく活動出来てるいるのもOB・ OGの方々のご支援のおかげだと思っております
=

「あ―雰囲気良いじゃん」と何気なく人部してから、はや三年が経ち、とうとう最後の演奏会の

日が近づいてきました。最初はギターが自分に合うのか少し不安でしたが徐々にその面白さに

はまり、四六時中暇さえあれば練習するようになっていきました。このスペインギタークラブ

で過ごした三年間は、楽しいこと以上に苦しいこともたくさんありましたが、先輩方に支えて

頂いたり、同期や後輩たちと協力して様々な困難を乗り越えていくことができ、一生の思い出

になったと思います。定期演奏会で我々三年生は引退しますが、後輩たちのこれからの活躍も

温かく見守って頂けると幸いです。

1)■ま
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オープニングページには、クラブ紹介、年間活動予定、演奏会などの現役、OBのお知 らせが掲載 されています。また同じ画面に、

現役の活動について、ツイッターの記事が、随時掲載されています。

登録 して、アクセスすると、一般には見られない会員ベージがあり、OBの 活動や同期会の連絡など、皆様からの情報も掲載すること

ができます。同期会の告知や報告などにもご利用いただけます。

卜量
‐
難ぁ 驚∫∫爾 鸞ゞ 半爾 峰騒密譲 ‡:1輩 議 扇童機 奮嬢無轟蝙 眠磯褥∫

★会員の訃報のOB会報掲載について

OB会にご報告がありました会員の言卜報につきましては、ご希望があった場合には、OB会報及びホームベージで掲載させていただきます。

その場合、ご遺族には、掲載のご承諾を得た上で、こちらまで(spg since1960@yahoo.co.jp)ご 連絡ください。

または、スベインギタークラフで、検舅れ たヽだきますと、

すぐに見つかります。

古谷渉 近田大基


