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≪ 発行： 東工大ロス・グァラチェーロスＯＢ会 http://ob.losguaracheros.com/ （←移転しました！）≫

山野ＢＢＪＣ開催間近!! ロスガラは8/16（土）3 番目!! （11:10～）
OB 会長挨拶
OB 会長 西田 晴彦（S56 入学）

本格的に夏を迎え、毎日３０分の徒歩通勤が辛いです。こんにちは、会長の西田です。明朝体は緊張します
ね。昔は夏と言えば読売ランドと斑尾でビール！だったのですがそれも遠い過去となり、最近だと屋外はロ
ック系のフェスが主体でしょうか。ジャズ系のイベントもあることはあるのですが皆屋内になってしまって
少し残念です。
私の任期も後半となりましたがこれからの半年は山野、OB 大演奏会、そして定期演奏会とイベントが目白押
しです。それぞれの会場で皆様にお会いできることを楽しみにしています。特に OB 大演奏会は２年に一度
の貴重なイベントとなります。是非足をお運びください。またおかげさまで順調に続いているアレンジ基金
ですが、本年度は現役の活動サイクルを考えて贈呈時期を前にずらし、春にお渡ししました。それと同時に
サークル所有の楽器としてティンバレスを揃えたい、という希望を頂いたので全額とはいきませが少し助成
させていただきました。微力ではありますが、毎年楽しく OB が集えるのも現役諸君が頑張ってくれるおか
げです。役に立ててくれればと思います。

新幹事挨拶
三室 かな江（H9 入学）
昨年 12 月の定演後の宴会でご紹介頂きましたとおり、今年から２年間 OB 会幹事をやらせていただきます
三室かな江（Gt）です。よもや自分が OB 会の幹事となる日が来ようとは、と思わず卒業してからの年月を
数えてしまい、ちょっと感傷に浸りました。今年は OB 会報を担当する事となりました。今回会報を担当す
るにあたり、前年担当の浅田君から、これまで発行された OB 会報の原稿が入った、大変重～い鞄を引き継
ぎました。びっしりと詰まった何十年も前からの会報の数々！にロスガラの歴史を感じ、何かすごい宝物を
預かった気がしています。自分たちの作る OB 会報もそうした 1 ページに加わると思うと、身が引き締まり
ます。2 年間、頑張っていきたいと思いますので皆様どうぞよろしくお願いいたします。
松本 寛（H11 入学）
私、ブログを書いているのですが、そのアクセス解析を見ると、どんな検索ワードで私のブログにたどり
着いたかというのを調べることができます。これを見ると、驚くべきことに、1 位「お前は何を言っている
んだ」2 位「ツタンカーメン」3 位「ロスガラ」と、なんと未だにロスガラで検索して読みに来てくれてい
る方が多くいるのです。それほど世間の注目を浴びているバンドに、偶然にも入部し、素晴らしい仲間と出
会い、OB になってからも OB 会の幹事として深く関わっていけていることに、心から感謝しております。
非常に伝統のあるロスガラ OB 会ですが、その伝統を継承しつつもどんどん新しい流れを作っていけるよう
努力していく所存であります。どうぞよろしくお願い致します。

【 ということで、2008 年度の OB 会幹事は、会長の西田さん、昨年から継続の浅田くんに、桜木くんに、
松本くん・三室を加えた５人体制です。よろしくお願いします 】

ロス・ガラチェロス 現役活動報告

＜5/17 専ら四工大＞
2008 年度 Reg.バンドが始動して初めての対外的な
バンドマスター ： 小谷田 早季
イベントで Reg.メンバー一同気合が入りつつも緊張
2008 年度ロス・ガラチェロスのバンドマスターを する一面も見られたのですが、唯一のラテンバンド
務めさせていただいております Bass の小谷田です。 として楽しく演奏することができました。イベント
昨年 12 月の定演を終え、2008 年度 Reg.バンドとし が終わった後は工業大学らしく秋葉原で飲み会を行
ての活動が始まって半年が経ちました。先日行われ い、親睦を深めることができました。
た Art at Tokyo Tech で前期のイベントは YAMANO
BIG BAND JAZZ CONTEST を残すのみとなり、
Reg.メンバー一同、山野で熱い演奏をしたい！とい
う思いを胸に日々練習に励んでおります。
代の離れた OB・OG の皆様にはなかなかお会いす
る事なく、どのような活動をしているのか目にして
いただく機会がないと思いますので、これまでの前
期のイベントについて報告させていただこうと思い
ます。
＜4/8、4/13 新歓オリエンテーション＞
今年は両日とも天候に恵まれず、個別オリエンテー
ションは室内で、また園遊会での演奏は中止という
とても残念な事態となってしまいました。しかし、
＜5/24 五月祭＞
個別オリエンテーションは音楽練習室がぎゅうぎゅ
今年も東京大学の五月祭にお呼ばれしまして演奏
うになるほどの大盛況振り！半分は OB・OG の方々 してきました。同じ階で他サークル活動の展示が行
だったわけなのですが、そんな皆様の熱い視線の中、 われていた中、爆音で音出しをして大変ひんしゅく
新入生へのメッセージ代わりに熱い演奏を届けてき を買ってしまったのですが、本番では思う存分楽し
ました。演奏後の楽器体験ではリズム隊楽器とサッ い演奏ができました。
クスが大人気のようで、わいわいと楽しく新入生と
触れ合うことができました。
＜6/8 Dos Vientos＞
Dos Vientos にちなんで２つの風でトゥギャザーし
＜5/3～5/6 春合宿＞
ようぜ！というサブタイトルの下、ラテンビッグバ
今年も昨年と同様、長野県のホテルイタクラにて３ ンド同士の熱い対バンライブが行われました。ＭＣ2
泊４日春合宿を行いました。Jr.メンバーの大幅増加 人 に よ る シ ュ ー ル な 進 行 に も 関 わ ら ず 新 曲 In
により、CD バスと E バス２台による移動となった Walked Bud を初お披露目するなど、気合ばっちり
のですが、CD バスは補助席を駆使しての盛況振りに で臨んだイベントでした。対バン相手の日大リズム
も関わらず E バスは 25 人乗りのバスに 10 人だけと さんとは日頃から仲良くしていただいていたり、ロ
ちょっぴり寂しさを感じながらもゆったりぐっすり スガラ関係者２人がエキストラとして乗っていたり
バス移動を楽しみました。24 時間音出し可能な環境 と、ライブ自体をとても楽しむ事ができました。
の中で思う存分練習をし、Jr.バンドのお披露目では
The Chicken でのネタ満載のソロ回しで大いに盛り
上がりました！

＜6/22 七大学もっと仲良しコンサート＞
東京ドームシティーLaQua での演奏を予定してい
たのですが、今年の Reg.メンバーには強力な雨男が
いるらしく新歓オリエンテーションに続き、またし
ても雨に見舞われてしまいました。なので予定を変
更し馴染みの東工大講堂で行われたのですが、お馴
染みと言えども桁違いのお客様の数に緊張せずには
いられませんでした。恒例の Pick Up バンドでは
Ancestral Message を演奏し、ラテンの楽しさを他
大学のみんなにも伝える事ができたのではないでし
ょうか。

約２年に一度のロスガラＯＢの祭典！ロスガラＯＢ大演
奏会を開催します！！幅広い年代のＯＢ・ＯＧの交流の
場になればと、前回に引き続き多くのバンドの協力頂き、
夏のＯＢ総会（！？）になればと話を進めております。
今回のＯＢ演奏会では、前回の反省点をふまえ、六本
木センセーションで行った演奏会をイメージに、お客様
だけでなく、演奏後の出演者の方々にも楽しんで頂ける
ようお食事を準備する予定です。ＯＢ総会は毎年末に開
いている関係で都合の合わないという方もおられるかと
思いますので、ＯＢ演奏会にご参加いただき上質の演奏
（？）とともに交流を深め、昔話に華を咲かせてみてはい
かがでしょうか？
発表を心待ちにしていたＯＢ・ＯＧの皆様、出演者の皆
様、ご連絡が遅くなり申し訳ありません。日程変更による
会場選定のやり直しにより、押しに押していた会場です
が、ついに会場が決定しました！！毎回の再三に渡り情
報が小出しになってしまいますが、引き続き詳細が決まり
次第、ＯＢサイトを更新して行きます。ＯＢ会幹事・ＯＢ演
奏会運営委員一同、多くのＯＢ・ＯＧの方々のご来場を
お待ちしております。

＜7/2 Art at Tokyo Tech＞
日時：９／２８（日）
東工大のイベントである Art at Tokyo Tech にお呼
１３：００開場、１４：００開演、１９：００終演【予定】
ばれし、西９号館のデジタル多目的ホールで 1 時間
半にわたるワンマンライブをさせていただきました。 場所：club axxcis
http://www.axxcis.net/
観客の方がご近所のおじいちゃん、おばあちゃんが
アクセス：
ほとんどという中で楽しく演奏させていただきまし
JR 埼京線渋谷駅 新南口下車徒歩 3 分
た。ライブの後にも楽しかった！これからも頑張っ
[JR 埼京線]新南口下車 2 分
てください！などと温かいお言葉をかけてくださる
[半蔵門線]9 番出口下車
お客様がいらっしゃって、音楽を演奏し伝える喜び
[JR 山手線/東急東横線/京王井の頭線/銀座線]
を再認識することのできたイベントでした。
東口下車 7 分
東京都渋谷区渋谷 3-26-25 湯沢ビル 2F
そして、今年も例年通り「府中の森芸術劇場」にて
http://www.axxcis.net/about/
8/16 と 8/17 の２日間にわたって YAMANO BIG
BAND JAZZ CONTEST が行われます。ロスガラの
渋谷駅東口駅前の立体歩道橋を登り、明治通りを恵比
出番は 16 日の 3 バンド目（11：10 頃～）です。OB・ 寿方面に
OG の方々にも是非会場に足を運んでいただいて、応
直進。右手側に見えてくる黄色い靴屋と木屋(うどん
援して頂けたらな、と思います。
屋)の角を
最後になってしまいましたが、ティンバレス基金、 右折します。突き当たりが JR 新南口となります。左手に
アレンジ基金ありがとうございました。OB、OG の ある VELOCE の角を左折し線路沿いを恵比寿方面へ進ん
皆様のご期待に添えるようにこれからも頑張ってい だ左手になります。（次ページに地図掲載）
きたいと思います。
また、今後のロスガラの活動につきましても、随
入場料： ¥2,000-(1drink 付き) 【予定】
時ＨＰにアップしてゆきますので、そちらの方もご
覧下さい。最後になりましたが、これからも、ロス・
出演バンド：
ガラチェロスをよろしくお願いします。
ロスガラチェロス現役バンド (BigBand)
* Los Guaracheros official web site
Tokyo Guarachos (BigBand)
http://losguara.s34.coreserver.jp/
パノラママンボ防衛軍 (BigBand)

しょた・きんにくバンド【仮】 (BigBand)
yama-chan'S（BigBand）
T2C (Small BigBand)
4trombone (Combo)
ペコちゃんず (Combo)
sfs trio (Trio)
Ｌｏｓ Ｒｕｍｂｅｒｏｓ【仮】(Perc only)

サイト： http://ob.losguaracheros.com/
サイドメニューの'第 5 回 OB 大演奏会'をクリック！
連絡先：

ロスガラ OB 大演奏会会場 地図

☆☆ロス妻コーナー☆☆
OB 会報の人気コーナー、ロス妻。ロスガラと外界の異文
化コミュニケーションはどのように果たされているの
か！？ 今回は矢野互さんの奥様です。

【シリーズ】ロスガラの妻たち
矢野 互 さん（H5 入学）の奥様、
香織さんの場合…
この度、憧れのロス妻デビューをさせていただい
た矢野互の妻・香織と申します。
今年４月の結婚式・二次会では、ロスガラ OB の
方々にも盛り上げていただき、有難うございました。
夫とは、２年前の秋に、都内ライブハウスでライブ
後の打ち上げで知り合いました。
お互いサルサバンドでトロンボーンを演奏する

ということで意気投合し、ロスガラ出身と聞いて、
またびっくり。実は私、高校時代のブラスバンドで
は、松岡慶さんご夫妻の後輩にあたり、そのご縁で、
大学時代には鈴木章夫さんバンドをお手伝いさせ
て頂き、 工大祭にも伺いました。
また当時は、東京外国語大学の「サルサ研究会」
に所属しており、他にもたくさんの個性豊かなロス
ガラ OB の方々と、夜のクラブ活動をご一緒してお
りました。その度に、皆様の素晴らしい演奏、ノリ
の良さ、飲みっぷり、踊りっぷり、に感動したもの
です。
将来の夫となる彼にも、何度もどこかで会ってい
たはずなんですが、お互い、見事にスルーしていた
ようです。
そうそう、ロスガラ時代の夫には、「柿ピーボン
バー」だとか「キティラー」とか、不思議な別名が
いくつもあったそうですが、本人は決して詳細を語
って はくれません。
ぜひ皆様、私達の新居にお立ち寄りいただき、
色々なお話を聞かせて下さい。
（狭いところにトロンボーンのケースが４つも転
がっておりますが…。）

※注：昨年代表者名が変更になりました！

2 LGOB サイトが移転しました！！
昨年夏号でご案内のとおり、LGOB 会ではより活発
な OB・OG 間の交流に向け、新 LGOB サイトを設置
いたしました。これに伴い、これまで使用してい
ました infoseek のサイトは一時閉鎖とさせてい
ただきます。
また、新 LGOB サイトでは主に次のサービスを提
供して参ります。
・住所等の変更届けやメルマガ、OB 会報 PDF 配信
の申請などの各種手続き
・過去の OB 会報やメルマガのアーカイブ
・ライブの宣伝や意見交換のための掲示板
・その他、LGOB 会幹事への連絡フォーム
新LGOBサイトともどもよろしくおねがいします。
URL：http://ob.losguaracheros.com/

OB会からのお知らせ
1. OB 会費納入のお願い
OB 会では、主に年 2 回の会報発行、名簿管理・発行、
現役活動支援、会員相互の交流支援などの活動を行
っております。これらの活動は皆様からお預かりし
た OB 会年会費によって支えられております。
また、会計報告にもありますように、赤字収支が続
く中、★OB 会費の残金が少なくなってきています★
OB 会が今後とも継続的に活動を続けていくために
は、皆様のご支援が必要です。
今年は例年と同じく、OB 総会会場受付にて総会会
費（飲食代）と共にお支払い頂ける他、OB 大演奏会
での納入、事前振込みも受け付けています。OB 大演
奏会、事前振込み等で今年分の会費納入を済ませら
れた方は総会時には飲食費だけの納入となり、総会
時の大出費を抑えられるように配慮しています。
つきましては、2008 年度分の OB 会年会費として、

3. 2007 年度ＯＢ会 会計報告
（2007/1/5～2008/1/23）
【収入の部】

【支出の部】

【2007 年度繰越金】

5,000 円（学生会員 1,000 円）以上
の納入を宜しくお願いします。
＜OB会費振込先＞

・・・ご協力ありがとうございました。

4. ティンバレス購入代金援助
サークル所有のティンバレスを新規購入すると
いうことでしたので、OB 会から
を援助資金
として進呈しました。

5. 「譜面アレンジ基金」のお願い
一昨年度より「譜面アレンジ基金」（旧バリサク基
金からの移行）の運営を OB 幹事会で行っておりま
す。本基金は、

「譜面アレンジ基金」寄付者
（6/24現在振込順、敬称略）
本基金による現役への援助活動は次年度以降も継
続して参りたいと思います。寄付は年度を通じて受
付ておりますので、本基金の主旨にご賛同頂ける方
は、1口1,000円にて1口以上、OB総会受付にてお支
払い頂くか、下記口座まで振込をお願い致します。

「ロスガラ現役の方々の譜面アレンジ代金の援助」
を主旨と致しており、OB 会から現役への最も直接的
な援助として重要な手段と位置づけております。昨
年度におきましては、有志の方々のご協力により、
援助の実績をあげております（会報 55 号にて報告）。
昨年度までは、山野が終わった後にアレンジ代金
を渡していたのですが、山野前の方がコンテストに
向けてのアレンジ資金として有効活用出来るとい
うことでしたので、今年度は去る 6 月 26 日、現役
へ
を進呈致しました。寄付を頂いた皆様、
ありがとうございました。

＜譜面アレンジ基金 振込先＞
※注：昨年代表者名が変更になりました！

6. 会員慶弔時のお願い
OB 会での慶弔時の申し合わせ（結婚時：祝電、死
亡時：香典（一万円）、いずれも会員本人に限る）
につきましては、OB 会幹事が漏れなく情報を入手し
対応するのが望ましいのですが、場合によっては対
応が,間に合わなくなることもございます。もし皆
さんの周りで OB 会員の慶弔事がございましたら、
ご面倒でも OB 会幹事までご連絡下さいますようお
願い致します。もし緊急の場合は直接対応して頂け
れば、後日 OB 会より代金をお支払い致します。（連
絡先：浅田）

7. 会報の完全 PDF 化及び名簿郵送について
案内にもありましたように、希望者以外の完全 PDF
化、及び名簿送付に関する方針にご協力下さい。

8. OB 会報メルマガについて
LGOB 会では、会員の皆様とのより密な交流のため、
昨年度よりミニ会報として OB 会報メルマガを始め
ました。山野など現役のライブ告知とライブレポー
ト、OB 大演奏会のお知らせなどを発信していきます。

【OB 会幹事連絡先】
三室かな江 [E-Mail]
松本 寛
[E-Mail]

編集後記
ロスガラ OB 会報第 56 号をお届けいたします。
夏本番の暑さの中、いよいよ山野ジャズコンテス

トが近づいてまいりました。現役のステージを盛り
上げに、終了後のビールを楽しみに、府中の森へ集
合しましょう～。（ねこ部長）

LGOB会では、会報発送作業の簡易化・輸送コストの低減などを図るため、郵送ではなくPDFによる会報
配信にご協力をお願いしてまいりました。しかし、昨今の厳しいOB会の台所事情を鑑み、OB会報配信の

2009 年夏号から全面PDF化を決行したいと思います！でもまだ郵送も受け付けますので、
郵送希望の方はお手数ですが幹事会に連絡下さい♪ 詳細は以下のように、現在郵送で会報が送られ
てくる方の切替えをお願いいたします。

★現在郵送で会報が送られてくる方 ⇒メールアドレスを教えて下さい or 引き続き
「郵送」配信をご希望の方は幹事までご連絡
下さい。
★現在 PDF 配信の方 ⇒特にご連絡の必要はありません
＜名簿について＞
これまで二年に一回、会員全員に郵送していた名簿ですが、これからは欲しい人のみ、その都度連絡を
頂き送付するという形にしたいと思います。送付は通年、OB サイトや OB 幹事名簿担当者を通して受け
付ける予定です。欲しい時にお気軽に♪ 結婚式の連絡等にご活用くださいませ☆

皆様のご理解、ご協力をお願いいたします。

OB 幹事名簿担当者連絡先：

＜＜THE 39th YAMANO BIG BAND JAZZ CONTEST 情報＞＞
日時：８/１６（土）
、１７（日）
10：00 開場/10：30 開演、20：00 終演
ロスガラは１６日の３バンド目（11:10～11：25 くらい）
場所：府中の森芸術劇場 どりーむホール
YAMANO BIG BAND JAZZ CONTEST
（http://www.yamano-music.co.jp/docs/ybbjc/index.html）

