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還暦を迎えるスペギOB会その存在とは… !!

男性81.09才 ・女性8726才、2017年 日本の男女平均寿

命。我がスペインギターOB会は来る2020年めでたく還暦輸J

立60年 )を迎えます。平均寿命に比べれば、60才などまだま

だ “青二才"ですよネ。

ただ、60才 ともなると気持ちはともかく、身体的 (組織的)

にはかなり疲弊してきます。その様な事もあり、今年のOB総会

は一体みさせていただき、来る還暦祝賀会のために体力を温存

させることに致しました。とはいえOB会の使命でもある現役支

援の一環として、プロの演奏家との交流を企画 しておりますの

で、OBの皆様も是非ご参加いただければと思つております。

ところで、創立60年を迎える我がOB会も、その継続運営に

関し幾多の課題を内包 しており、以下の3点がその主なポイン

トとなります。

1.次期OB会の中心となるべき中堅OB世代 (20期 ～40期

前後)の参加率

2.新規OB会員の参加率

3.財源問題

特に喫緊の課題は、参加率・財源問題ともその中心を担つ

ているのは1期～14・ 15期位までの初期世代という事でござい

ます。

それ以降の世代からは会費の納入もあまり行われておりませ

ん。ご推察のとおり初期世代は早晩、参加率・財源的にも低減

OB会会長 10期

玉丼 和博

せざるを得ないことは自明の理でござ

います。

また、OB会の原点は各同期会が中

心となりますが、その情報収集もまま

ならないのが現状でございます。

このような状況の中、執行部一同、

今後のスペギOB会の在り方に関し、創立60周年を機に「休会

や解散も視野に入れた抜本的検討」をいたしたく思つておりま

す。今迄、数々の対策を講じてきましたが、今一つ問題の解決

には至つておりません。会長である私の力不足は平にお許しい

ただき、OB会会員皆様のお知恵・お力をお貸しいただきた

く、何卒宜しくお願い申し上げます。

動物の行動展示で有名になつた、旭川動物園の元園長・小菅

正夫氏は当時世界的に没落傾向にあつた動物園の存在に対しこ

のように語つていました。

「人間しか見ていないと人間は自分が分からなくなってしまう。

人間は動物と一緒にいなければ心が崩れてしまう。人間は動物

を鏡として人間というものを理解できる。だから動物園は社会

が必要としている。“社会が必要とするものは滅びてはいけな

い !l''」

私達OB会員一人一人にとつて「立教大学スペインギターク

ラブOB会」とは、どの様な存在なのでしようか?

○維持会費納入額 (2011～ 2017年度)

期    金額   比率

1～ 10期  1,492,000 493%
11～20期  1,112,000 368%
21～ 30期   297,600  98%
31～ 40期    76,000  25%
41～ 50期    21,164  07%
51期 ～   26,000  09%
合計   3,024,764  100%
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プロ演奏
各会場は、立教大学 ャンパ ス内 皓開催日の2週間くらい前に決定しま鳥 )

1バンドネオンでタンゴを聴いてみよう。
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奈良県出身。関西大学在学中にバ ン ドネオンに出会 い、 4ヽ 松亮太、

アルゼ ンチンではフ リオ パネの レッスンに師事。 オルケスタ エ

スクエラ デル・タンコで学ぶ。03年 バ ン ドネオンの最高峰、 レオ

ボル ド・フェデ リコのジャバ ンツアーに参加。07年 バルパライソで

行 われた世界 タンコサ ミッ ト、 また ミゲル バルベ ーロ氏のセステ

ー トに 日本 よ り招集 され、 モン トリオール国際 タンコフェステ ィバ

ルに出演。 10年 オルケスタ・ア ウロラでブエノスアイ レス、 モンテ

ビデオのタン」フェステ ィバルに出演、好評 を博 す。 11年元 ビアツ

ラ五重奏団 ビアニス ト、パ フロ シーグ レルのアジアチームに選抜

され、国内 はもとよ リシレカボールのモザ イクミュージ ックフェス

テ ィバル、 ジャカルタ国際 タンコフェステ ィバルでも演奏、成功 を

演奏 :ソロ演奏、

酒井良

演奏 :北村
演奏予定曲:ラ・
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北海道 ・興部町 出身。 ギ

ター を酒井弘道、宇賀神

昭、 D FeingOld各 氏 に師

事。荘村清志、赤坂孝吉

各氏 のマス タークラス を

受講 。2000年 公益社 団

法人 日本 ギター連盟 の推

薦 で、ア メ リカ ワシン

トン州立 ウェスタ ンワシ

ン トン大学 に留学 .そ の

間、 ラジオ出演 や コンサ

― 卜等 で活動 す る。帰 国後 は関東 を中心 に全国各地 で コ

ンサー ト活動 を開始。 ソ回はもとよ り、他楽器 とのア ン

サ ンブル な ども積極 的に行 っている。現在 はポ ピュラー

系のア レンジや楽 曲提供 な ども行 い活動の幅 をさ らに広

げている。鎌倉FMパーソナ リテ ィー。公益社 団法人 日本

ギター連盟正会員。

連絡先 :酒井 ギタースクール 0453929123

瑠蓋(バンドネオン奏者)

クンノウレシータ、スール、黄昏のオルガニート

またトリオでも活動している3名のギタリストによる演奏とお話

川勝智/藤澤和志 鯵ぃぅぇぉ順)
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札 幌市 出身。 ギター を佐

藤佳樹氏、手塚健 旨氏 に

師事。上智大学 イスパニ

ア語学科在籍時、第 19回

学生 ギターコンクール大

学 生 の部優 勝 。 1996年
よ リスベ インに留学 し、

巨 匠 ホ セ ル イス コ ン

サ レスの元 で学 び、バル

セ ロナ ルテ ィエール音

楽院 にて、 ア レックス

塚
時

による演奏とお話シリーズ

2ギターアンサンブルの魅力

力ロベー氏に師事。1999年 「ラルジャウ音楽コンクール

独奏楽器部門」入賞 (ス ペイン)、 「第2回バルセロナ青

年音楽祭コンクール優勝」 (ス ベイン)、 第45回 九州ギ

ターコンクール次席など数多くのコンクールに入賞、優

勝。2000年 帰国後、演奏活動を精力的に行い、また後進

の指導にもあたっている。公益社団法人日本ギター連盟

正会員.

連絡先 :富川ギター教室 0334626641

収めている。

これまでに、鈴木理恵子、店村真積、荘村清志、須川展也、ユンソ

ン、鈴木大介、大萩康司、菊地成子L、 川井郁子、夏木マリ、金子飛

鳥、中島ノブユキ、カルロス アギーレ、ビクトル・ラバジェン、

いずみシンフォニエッタ大阪、仙台フィル、奈良フィル等と共演。

NHK「龍馬伝J、 「カーネーション」、「八重の桜Jは じめ様々なレコ

ーディングに参加、美しい音色と繊細な表現には定評がある。

現在、小松亮太ユニット、オルケスタ アウロラ、クア トロシエン

トス、パブロ シーグレルT」 TE、 西塔祐三&オ ルケスタティビ

カ バンバ等で活動している。
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幼少 よリピアノ、ギターを

始 め、後 にスベ イ ン、 ア

メ リカに て学 ぶ。各地 で

の ソロコンサー ト、室 内

楽 コンサー ト・ ガラコン

サー ト、音楽祭等 に出演

の傍 ら、 コンクール審査

員、作曲活動や教本や曲集

の執筆、CM、 映画、 レコ

ーデ ィング等活躍。2009

年師 小原聖子 との二重

奏、藤澤 の独奏、長本和子氏の朗読 の コラボ レー ション

によ り、 イタ リア映画 の名作 「山猫」 を題材 に したコン

サー トを行 い、好評 を得 る。各地 での コンサー ト活動

指 導 を通 じて クラ シ ックギ ター本 来 の魅 力 を伝 えなが

ら、毎年 11月 に東京国際 コンクール1位 受賞者 を招 き、 ソ

ロ リサイタル を主催 し、 クラシックギターの素晴 ら しさ

をよ り多 くの 人達 に広 める活動 にも力 を入 れている。 ギ

ターの ほかに、 ビアノや ソル フェージュの指導 も行 って

いる。公益社団法人 日本ギター連盟正会員。

連絡先 :音楽の森 音楽教室パセオ 0466505344

酒丼良祥 磁ανosん

ギターを通じた縁

32期 小山愛香 o日姓住田)

左から30期小山さん、32期 旧姓住田さん

ご次男、 ご長男

こんにちは。30期ノ
1ヽ 山と32期

住田です。
私達は1996年 12月 に結婚 し、

現在埼玉県上尾市在住。息子2人
と主人の母との5人家族です。長
男は現在大学3年生…縁あって2世
代で立教にお世話になってし`ます。
そのせいか、「私たちの頃は…」
と、ここ数年特に学生時代を振り
返ることが増えた気がします。や
はリスペギは学生時代の中でも大
きな割合を占めるので、いろいろ
な場面を思い出します。

ギターは初心者でしたが、仲間
である先輩後輩と一緒に日々の練
習 を頑張れたのは良い想い出で
す。スベギならではの師弟制度も
独特の絆があって素敵だと思いま
す。もちろん学生ならではの合宿

やコンパ、定期演奏会、同志社と
のコンサー トなど貴重な経験で、
忘れることの出来ないものがたく
さんあります。
そして去年今年と、近い学年の

仲間で集まることが出来ました。
それぞれメンバーが違い、卒業ぶ
り位に会う方もいたりしたのです
が、一瞬で学生の頃に戻れるのは
不思議です。懐かしくてウレシい

瞬間でした。
子育てが落ち着いてきたこの

頃、また楽器をやりたいと思うよ
うにもなってきました。久 しぶり
に後輩の定演にも出かけてみたい
とも思います。これからもスペギ
での繋がりを大切にしていきたい
と思っています。

立教メ
が経ち」

年目にな

慣れなし
を恋 しく
ります。
所属 して
高齢者C
を行って
民の相訪
で悩んた
いていな
込んだり
ります。
そんな

たり笑た

代の友逼
達と旅行
せます。
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55期 柘植萌子



今年度は、バンドネオンとギターアンサンブルのプロの演奏を、現役の皆さんに聞いて

見ていただこうという企画を計画しています。OBの皆さんもお席の余裕があれば、お聞

きいただけますので、下記の方法でお申し込みください。

3フラメンコのグルーヴを体感しよう。
演奏 :沖 仁

詳細は後日決定

鑑賞ご希望の方は、各締切日までに、メール、ファックス、郵便のうちのご都合の良い方法でお申し込み下さい。

締切後に、詳しい会場の情報等、ご連絡いたしますので、ご自身の連絡先を必ずご記入下さい。

会場にもよりますが、現役を優先したあと、先着順で、席数に応じた人数の方にご入場いただきます。

エスアイエヌシーイーいちきゅうろくぜろ (数字)メ…ル :

FAX:
郵便 :

spg_since1960@yahoo,co.jp ェスピ_ジ _ァンダーバー

03(3697)6571(19期山下)

〒124¨ 0005東京都葛飾区宝町2‐ 35¨16山下陽市

1.参加演 目

2.名 前 (期 )

3.人数 (―応本人のみですが、スペギ同士のお友達で代表で申し込むのは可とします)

4.連絡先 (メ ール、電話など連絡の取りやすい連絡先をお知らせ下さい)

立教大学スペインギタークラブOB会

コンサート終了後、打ち上げがありますカミコンサートごとに対応が異りますので、

当日ご来場希望の方に、ご連絡致します。

人数等の関係で、鑑賞や打ち上げ参加ご希望がかなわない場合もあるかもしれま

せんべ ご了承下さい。

1.北村 聡さん 10月 10日必着

2.ギタ…アンサンブル 11月 30日必着

3の フラメンコ日程は、決まりましたら、HPに記載いたしますが、連絡が欲しい方は、「3の情報希望」と書いてお知らせ下さい。

また、今回の会報のご感想、今後のOB会や、今回の企画に関するご意見、ご希望等も、是非お聞かせ下さい。

いずれも上記連絡先までお願いします。お待ちしております。

:学 を卒業 してから2年
1す 。市役所へ就職 し3
りますが、まだ仕事で
こ とが多 く、大学時代
思ってしまうことがあ

私は介護保険の部署に
おり、介護度の認定や

性 活、病気の相談など
います。毎日受ける市
:は 大変なケースばかり
|り 、私はこの仕事に向
いのではないかと落ち
することがたくさんあ

ときに元気づけてくれ
|せ てくれるのが学生時
ヨです。2か 月に一度友
1し てス トレスを発散さ

特にスベインギターク

ラブの友達との旅行はとても楽
しいです。大学時代の思い出話
やくだらないことなど話が尽き
ることはありません。先日もス
ペインギタークラブの友達と旅
行をしましたが、大学時代に演
奏 した曲を聴きながら深夜まで
思い出話で盛り上がりました。

学生時代の友達と過ごしてい

るとみんなも仕事を頑張ってい
るのだから私も頑張ろうと前向

きになれます。そしてまた1週

間仕事を頑張ることができます。
今でも仲良 くしてくれる友達

がいることに感謝 しています。
これからも変わらず仲良くやっ
ていきたいです。

OBだより

私は、今年の春に立教を卒業
しIT企 業にシステムエンジエア

として就職 しました。これを書
いている時は、研修が終わり配
属されてまだ3週間目です。ま
るで高校の授業のような研修 を
3か 月弱も受けた結果、社会人
になって学生気分を払拭するど
ころか気持ちはむしろ高校時代
に戻っています。
ところで、皆様は社会人になっ
てからもギターを弾いているの

でしょうか。私は、現役の頃あ
れだけギター漬けだったにも関
わらず、今ではめっきり弾かな
くなってしまいました。特に理

由があるわけでもないですが何
となく…。ただ、会社での自己

紹介では「趣味はクラシックギ

ターです」と堂々と言っていま

す (笑 )。 会社の同期や同僚の中
ではすっかリギターの人として

定着 してしまいました。今は弾
いていなくても、家に1本置い

てあればいつでも弾けるギター

は、良い趣味だなあと思いま

す。 これを書いていたら段々と

ギターを弾きたくなってきまし
た。まずは、職場でいきなリギ
ターを渡されて何か弾けと言わ

れても大丈夫なように (ど うい

う状況 ?)1曲 練習 します。

57期 渡辺 恵



今年も参加 :!第30回日本ギター合秦フェステイバ Jレ シエア&現役

平成30年 11月 17日 (土)12時30分開演
きゆりあん大ホール (JR大井町駅前)入場無料

今年度も我がシニア合奏団は、参加いたします。平成22年か

ら参加を初めて、9回 目の出演になります。また、現役メンバー

も参加します。

今回の演奏は、「オレ・グァッパ (マ ランド作曲)」 と「ビギ

ン・ザ・ビギン(コ ール・ポーター作曲)」 の2曲 です。黒川名

誉会長が、シニア用に編曲し直しました。

指揮は7期の新井行雄さんが務め、15期佐藤芳隆さんのチェ

ロや花田徹さんらのパーカッションも加わります。

毎回、新たな曲やギター合奏に最適のアレンジで演奏を行って

おり、フェスティバル関係者からの高い評価も受けております。

それに気を良くして毎年頑張っています。

今年から、練習は地元池袋の東京芸術濠1場の練習ルームを借

りてk月 2回 のベースでやっています。

現役の演奏曲は映画もののけ姫から、「アシタカせっ記 (久石

譲作曲)Jで、2・ 3年生約30名 で行います。指揮者は3年生の

柳澤友音 (と もね)さ んです。

皆さん、ぜひ聴きに来てください。出演時間はギターフェスティ
バルのHPで ご確認ください。

フラメンコOB活躍中!!:

3/2511期 鈴木敏司氏「フラメンコ・ルネッサンス21」

25期 渡部純子氏 出演情報 他

日本フラメンコ協会新人公演「フラメンコ 。ル

ネッサンス21」 は今年27回 目を数える歴史ある

公演で、新人公演という名ではありますが、年齢

制限なく広 く門戸を開き、日本フラメンコ界の発

展向上のため、明日を担うアルテイスタの発掘、

育成を目的としています。今年、そのギター部門

に、鈴木敏司 (11期 )氏が出演 しました。同公演

には、森谷忍 (10期 )氏 が、24回公演では、「話題

賞」、26回公演では、「奨励賞」を受賞され、今年

のチラシは、昨年の受賞者の写真のデザインで、

森谷氏の演奏写真が中央に掲載されています。9月

14日 にはカサ 。アルティスタに出演。

この21回 に準奨励賞を受賞 した木村直哲 (46

期)氏 は、CDも 発売 し、9月 2日 「DANZAR丁匡ス

ペイン舞踊団公演」で演奏など、活躍中。

渡部純子 (25期 )氏は、バイラオーラとして20
年間バルセロナで活躍 し2008年 より拠点を日本

に移 し、現在は都内タブラオを中心に活躍の傍

ら、出身地宇都宮にて後進の指導も行っています。

樋口喜邦 (16期 )氏 もギター演奏で活躍中。

立教OB,OG企画フラメンコライブも過去2回 行

い、毎年行う新年会では、現役も参加するなど、

スペギフラメンコOBも 精力的に活動中です。

是非迫力あるステージに足をお運び下さい。

《渡部純子出演情報》

10月 7日 (日 )高円寺「エスペランサ」特別企画
10月 13日 (土)神戸「YUNOフ ラメンコスタジオ」ライブ

11月 17日 (土)西 日暮里「アルハムブラ」ライブ
11月 25日 (日 )宇都宮「宇都宮グランドホテル」

クリスマスチャリティーディナーショー

11月 26日 (月 )浅草橋「ラ・バリーカ」ライブ
12月 8日 (土)新宿「ガルロチ」ソロライブ
2019年 1月 6日 (日 )高円寺「エスペランサ」新春ライブ

1月 13日 (日 )高円寺「エスペランサ」新春ライブ

19期 山下陽市

新規メンバーを募集 しています。ぜひご参加をお願いします。

連絡先 :山下 ksynh yama@ezweb neip

<今回の出演者>
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

13期 松永 14期 鈴木 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)

過去の合奏団の演奏は、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 して、ご覧いただけます。
‐
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練習後のミニコンサートの

様子

01e!     vamOs!!!

出演  BienH

渡部純子 問い合わせ先

http://www vayatela biz/labuletta/

部員の人数

4年生 :12人

3年生 :15人

2年生 :16人

1年生 :16人

合計59人

男子7人/女子5入

男子6入/女子6入 |

男子11人/女子5人

男子8りV女子8入 |

2018年度執行部(現3年生)

委員1長
:宮谷望優 |‐

副委員長 :福島啓
マネ■ジャー :香田璃子 木村崚也|

ステ■ジマネ■ジャー :菱田票世
OB係 =松田勇琉 堀口七美 山下綺子

来年度執行部 (現2年生)

委員長 :佐藤智文

副委員長1荻野義之
マネージャー :矢野誠也 井村麗奈
ステージヤネ■ジャニ :國井太樹

OB係 :長谷川よしの 山内奎河

立 教 祭 で 演 奏 し ま す !!1胡 3日 ～5日 の立教祭期間うち、4日 と5日 に演奏を致します。割 はHPで ご確認下さい。

http:″
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