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2008 年度 第 1 号 

2008 年 7月 20 日発行 

会会会会    長長長長    挨挨挨挨    拶拶拶拶 

佐野 鑛治（昭和 39年卒） 

2008 年度の活動が去る５月２５日の総会を経てスタート致しました。今年度も、金子チーフ

マネジャー以下のマネジャー各位、役員、委員会諸氏のご協力を得て、職務を継続させて頂きま

すので宜しくお願い致します。そろそろ後継の方をと考えていますが。 

総会に引き続いて開かれたファミリーパーテイーでは女性団員が一人加わった現役１０名余り

の見事なハーモニーが。顧問の長町先生が子供達と一緒にビンゴに興じ閉会まで。ＯＧ合唱団か

らは７月のステージの紹介と来年の演奏会への賛助出演の話しも。オケのＯＢ代表が共演？の申

し入れに。新ソフィア会会長和泉氏が挨拶に来場…愉しい賑やかな一時でした。ソフィア祭ファ

イナルステージで応援団と校歌を歌いその幕を閉じたのです。 

新年度に当たり、60回記念定期演奏会に加え、創部 55周年記念演奏会を来年５月に開催する

ことを総会で確認して頂いた次第ですが、演奏会を踏まえた練習が実行委員会の手で着実に進め

られており、多田武彦先生にお願いした委嘱曲も出来上がり、先生の手から先日受領致しました。

合唱の響きを共有することで現役グリーメンの輪が着実に広がって来ていると実感しています。 

今後のテーマとして、母校の創設 100 周年事業に参加協力する活動企画として、音連関係者

の現役・ＯＢ合同のチャリティーコンサートが 2010 年度頃に実現出来ればと夢見ています。偶

然、八ヶ岳の自宅近くに新ソフィア会会長の和泉氏が居を構えており、この夢を実現する手だて

は？と話しが尽きないところなのですが。 

暑い夏になる気配ですが、月二回の練習を楽しみに、若い現役の活躍振りから元気を貰い頑張

って参ります。皆と一緒に！ 
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卒年 担当 卒年 担当 各委員会 卒年 担当
名誉会長 S22 新納 - - 60回 実行委員長 S40 泉
会長 S39 佐野 - - 55周年 実行副委員長 S42 関口
副会長 S39 川島 S40 古賀 運営委員長 S47 上田

S44 中尾 音楽技術委員長 S44 中尾
チーフ H4 金子 練習責任者 H5 篠崎
総務 H4 待井 H5 堂本 現役対策 委員長 S40 古賀
財務 H7 鈴木飛鳥 - - 担当(演奏会) S44 上田
広報 H8 小倉 H7 中川 担当(音楽) H5 篠崎

H5 中谷 担当(情宣) H5 中谷
(HP主担当) 委員長 S35 田中

現役担当 S40 古賀 S47 上田(演奏会) 副委員長 S37 加藤
H5 篠崎(音楽) H5 中谷(情宣) 担当（ｺﾝﾃﾝﾂ) S40 荻野

ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ H1 馬場 - - 担当（HP管理） H5 中谷
特務担当 S35 田中 S40 泉 担当(ｺﾝﾃﾝﾂ) H8 小倉
会計監査 S62 吉田（建） 担当(HP) H4 待井
顧問 S35 田中 担当(HP) H7 中川
監査 S37 加藤 名簿 S38 宮島
相談役 S39 池田 資料編纂 S38 生田

ＯＢﾗｲﾌ

～～～～０７０７０７０７年度活年度活年度活年度活動報告動報告動報告動報告ならびにならびにならびにならびに０８０８０８０８年度活動計画年度活動計画年度活動計画年度活動計画・・・・役員人事役員人事役員人事役員人事についてについてについてについて～～～～    

チーフマネージャー 金子 澄人（平成４年卒） 

先日２００８年５月２５日に開催いたしましたＯＢ会総会にて、報告ならびにご承認いただき

ました掲題の件は、下記の通りとなりますので、ご報告いたします。 

 

1.2007 年度活動報告           2.2008 年度活動計画 

内容 時期 内容 時期

ＯＢ会総会 ５月 ＯＢ会総会 ５月

ファミリーパーティー ５月 ファミリーパーティー ５月

ＯＢ会ニュース発行 年５回 ＯＢ会ニュース発行 年４回

北村協一メモリアルコンサート １０月 オープンキャンパス支援 ７月

現役定期演奏会支援 １２月 第６０回記念定期演奏会支援 １２月

ＯＢ会忘年会（現役定期演奏会当日） １２月 ＯＢ会忘年会（現役定期演奏会当日） １２月

長町先生との懇親会 ３月 フレマン勧誘支援（校歌指導等） ４月

創部５５周年記念演奏会 ５月  

 

3.2008 年度役員人事 
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多田武彦委嘱新組曲多田武彦委嘱新組曲多田武彦委嘱新組曲多田武彦委嘱新組曲「「「「百百百百たびののちたびののちたびののちたびののち」」」」完成完成完成完成！！！！！！！！    

音楽技術委員長 中尾 照夫（昭和４４年卒） 

佐野会長のご挨拶のとおり、かねてより多田先生にお願いをしておりました委嘱新組曲が完成

し、6月 10日日比谷松本楼にて多田先生からお引渡しをうけました。 

当日は太田先生にも神戸からお出かけいただき、実行委員会音楽技術委員会委員が集まり、多

田先生から直接新しい組曲について先生がおつくりいただいた音源を聴きながら解説いただきま

した。 

多田先生委嘱作品は 6 作目ですが、先生から直接ご説明いただいたのは今回がはじめてです。

約 3 時間にわたって、お話は合唱練習の要点や先生の豊富なご経験の数々まで大変意義深い貴

重なお話をお聴きすることができました。 

新組曲は、三好達治の最後の詩集「百たびののち」から 6 点の詩を選ばれて、大変抒情あふ

れる素晴らしい作品です。多田先生の言によれば、随分以前からこの詩集には注目されておられ

ながら、詩人の最後の詩集であることも意識されて、ご自身の作曲の集大成という作品にしたい

という想いであたためてこられたそうです。詩も人生の晩年、老境をうたったものが多いので、

学生団体からの委嘱作品にはむかないとのお考えで、OB 合唱団からの委嘱にあわせて作曲した

いと思われていたようです。 

作曲にあたっては、昨年 10 月の「北村協一メモリアルコンサート」の CD を何度となく聴いて

いただき、我々合唱団の特長を念頭におかれて作曲されたそうで、まさに上智グリーOB 合唱団

のための組曲ということができるかと思います。 

 久しぶりの委嘱作品で、「多田節」が随所にちりばめられた大変歌いごたえのある作品です。

先生自筆の楽譜の印刷製本が完成し、参加メンバーに配布したところで、練習はこれからです。

ぜひ多くの OBメンバーにご参加いただきたいと願っています。 

 

多田武彦合唱講座多田武彦合唱講座多田武彦合唱講座多田武彦合唱講座にごにごにごにご出席出席出席出席をををを！！！！！！！！    

 すでにグリーメンバーにメールでご案内しておりますが、多田先生から上智グリーのメンバー

に「「「「合唱練習合唱練習合唱練習合唱練習のののの際際際際のののの留意事項留意事項留意事項留意事項」」」」についてレクチャーをしていただけることになりました。発声

方法、表現のしかた等多田先生独特の手法とツールを駆使して大変ユニークな講義をおきかせい

ただけることと思います。下記の要領で開催いたしますのでお誘いあわせてご出席いただきたく

ご案内いたします。なお、十分な席を用意しておりますが、限りはございますのでご出欠を上田

運営委員長までご連絡ください。 

記 

   日 時   平成 20年 8月 10日（日）午後 1時 15分より 3時間程度 

                  1時までにお集まりください。 

   場 所   ミューザ川崎シンフォニーホール内 「市民交流室」 

                    JR川崎駅西口直結 徒歩 3分  

（詳しくはホームページで http://www.kawasaki-sym-hall.jp/） 

   参加費   無料 （OB会で負担します） 

   出欠連絡先  上田哲也運営委員長までお早めにご連絡ください。  

携帯電話 090-9398-6771  メール tetsu_dambo@yahoo.co.jp 
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【【【【協賛金協賛金協賛金協賛金のおのおのおのお願願願願いいいい】】】】    

上智大学グリークラブОＢ会 会長 佐野 鑛治 

創部５５周年記念演奏会実行委員会 委員長 泉 洋 

 

ОＢ会では、ご承知のとおり創部５５周年記念演奏会実行委員会を立ち上げ、来年５月の記念

演奏会はもとより、今年１２月の第６０回記念定期演奏会、１０月のイエズス会日本再渡来１０

０周年記念ミサ、１２月のソフィア会クリスマスなど数々の場で、現役と共に演奏し、感動を共

有することこそ現役の支援とグリークラブの発展に貢献する道だと確信し努力しているところで

あります。 

 

現在現役を含めて５５名ほどのメンバーで練習を行っておりますが、諸事情で参加できないＯＢ

の皆様にも是非これらの活動にご賛同を頂き、ご支援をいただければと思っております。 

つきましては、下記の要領で協賛金を募らせていただくことにいたしましたのでご協力下さい

ますよう、よろしくお願い申し上げます。 

 

   １．協賛金     一口 一万円 何口でも結構です。 

   ２．同封の用紙で郵便局にお振込み下さい。 

     （協賛金○口と明記願います） 

   ３．ご協賛いただいた方には 

      １）６０回定演および５５周年記念の入場券を 

それぞれ２枚差し上げます（自由席券）。 

      ２）当日のプログラムをお送りいたします。 

        （プログラムに協賛者のお名前を掲載いたします） 

  振込先 郵便局口座 

      口座番号  ００１１０－８－７０８９５２ 

      加入者名  上智大学グリークラブＯＢ会 

 

      銀行口座 

      三井住友銀行 東京中央支店 

      口座番号   普通預金 ３３２７２８２ 

      口座名    上智グリークラブОＢ会 
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現役活動報告現役活動報告現役活動報告現役活動報告    

上智大学グリークラブ部長 

相川 明久（機械工学科 3年） 

 グリーOB の皆様、日頃より大変お世話になっております。特に合同でのアンサンブル練習に

おいては、皆様の歌声から熟練された技術を未熟ながら学ばせていただいているのはもちろんの

こと、人生経験豊かな皆様と交流させていただいていることでさながら人生勉強もさせていただ

いていると感じており、日々有り難く思います。 

 未熟なところも多い私たちではありますが、今後ともご指導・ご支援・ご鞭撻の程、よろしく

お願い致します。 

  

 最近の活動状況を簡単にご報告いたします。 

 ６月上旬に学内コンサートがありました。新入生にとっての初舞台であるだけでなく、グリー

にとっても、従来の男声合唱曲に加え、一声を重ねるカノン形式の曲や、アルト（女声）を男声

と女声が歌う曲など、新たなグリーの可能性を探るレパートリーを盛り込み、かなり挑戦的なプ

ログラムでした。ステージの出来や部員それぞれに反省点・改善点等あるものの、８人という少

人数かつ楽譜が読めない人が半数近くいるという中ではまずまずの出来であり、今後につながる

ものであると感じております。また、本番までの過程で部員全員が「アンサンブルを楽しむ」こ

とをそれぞれ感じていたようです。 

 

 定例で行わせていただいている OB合同連は、篠崎先輩のご指導及び先輩方から良い見本とな

る声があちこちから聴こえてくる中で歌えるという、学生同士では決して出来ない貴重な練習の

場であり、「一緒に歌うと声が出るようになる」という新入生からの感想を聴きました。  

 また、6 月 29 日の太田先生の初練習では、特に新入生・下級生は発声技術等不慣れであるも

のの、練習の中で出来ていく音に驚き、太田先生の下で歌うことの可能性の深さを感じておりま

した。また、上級生にとっても、今まで身につけてきたことの中で発声において大事なポイント

を見つけるためのヒントを太田先生のアプローチからつかむことが出来、大変勉強になりました。 

 このような練習の機会があること、そして現役部員がそれぞれそこから有意義なことを感じる

ことが出来たことは、先輩方のご協力あってのことです。大変感謝しております。学生同士の間

でも練習やフォローをしつつ、次回の練習も大いに身のあるものにしたいと考えております。 

 

 顧問の長町先生とも連絡を取り合っていまして、学内や教会関係で歌うことでグリーの技術向

上及びグリーの歌を広める機会を、先生のお力添えで設けてくださることに前向きでいらっしゃ

るとのことで、こちらとしてもこれからの進捗を楽しみにしております。 

 

 以上です。現役の活動に関しまして何かございましたら、相川まで直接お話下さるか、 

a-aikawa@sophia.ac.jp  090-6180-0583  までご連絡ください。 

 

 それでは、今後とも皆様と様々な面で良い交流を築いていけます事を願い、末筆とさせていた

だきます。 



 - 6 - 

ＯＢＯＢＯＢＯＢ会総会会総会会総会会総会・・・・ファミリーパーティーファミリーパーティーファミリーパーティーファミリーパーティーのごのごのごのご報告報告報告報告    

総務 待井 欣一（平成４年卒） 

去る５月 25 日（日）のソフィアンズデーに、例年通り１－４０３教室にて OB 会総会、その

後ファミリーパーティーを開催いたしました。久々のグリー単独開催となってしまったのが残念

ではありましたが、毎年恒例のビンゴ大会、歌の披露などあり、楽しいひと時を過ごしました。

個人的に、印象に残ったのは、現役コーナーでの演奏です。少人数ながら一人一人のレベルが高

く、お世辞抜きで素晴らしかったと思います。終了後はメインストリート中央のグランドフィナ

ーレに参加して上智大学校歌を披露し、「グリーいまだ健在」を改めてアピールできたと思いま

す。来年もソフィアンズデーにファミリーパーティーを開催する予定です。多くの方々のご参加

を心よりお待ちしております。 

 

ファミリーパーティで歌声を披露する現役の皆さん 

 

恒例のビンゴ大会に興じるＯＢ・現役の皆さん 
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広報広報広報広報からのおからのおからのおからのお知知知知らせらせらせらせ    

    

当上智大学グリークラブＯＢ会は、現役及びＯＢ対象のメーリングリストを運営中です。メー

リングリストに登録希望の方は、卒年・お名前・登録アドレスを明記の上、以下のアドレスにご

返信ください。 

上智上智上智上智大学大学大学大学グリーグリーグリーグリークラブクラブクラブクラブＯＢＯＢＯＢＯＢ、、、、現役部員対象現役部員対象現役部員対象現役部員対象ののののメーリングリストメーリングリストメーリングリストメーリングリスト    

 

info@sophia-glee.com 
 

※ＯＢ会では近い将来ニュース等、広報のペーパーレス化を考えております。会員の皆様には

その是非についてメーリングリスト、または田中立夫（S.35 卒）（tanaka@aoyoko.ch）までご

意見をお寄せいただきたく存じます。よろしくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小倉充朗（平成８年卒）（編集） 広報 小倉 充朗（平成 8年卒） 


