関西から元気を発信 ！ がんばろう日本のお父さん！
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三木谷 浩史

大阪桐蔭高等学校吹奏楽部 監督

梅田 隆司

京都文教短期大学 客員教授

音楽で繋がり続ける人生

生駒山の麓、大阪外環状線（国道１７０号）沿いにあ

妻のおかげでスクスクと育ってくれ、意

咤激励されているという。けれど吹 奏

は「あんたはしっかりしなあかん」と叱

交流イベントを行なっているメイク・ス

時音大生だった奥様。
「いい子がいるな

時に、ピアノ伴奏をやっていたのが、当

小さなお子さんの合唱団 を教 えている

のＯＢもこれまで７００人ぐらい。それ

私が監督を務めてから、桐蔭吹奏楽部

いかなければ、とやってきていました。

預かっているので、責任を持って育てて

「吹奏楽部の生徒たちは保護者から

保護者とも。大 事なのは人と人との繋

ている卒業生もいます。さらに、生徒の

周年の銀婚

点ぐ

「いや〜、この賞をいただくには恐縮

校で教師をしていた奥様。
「彼女は、ピ

かりました（笑）
」
。元々、小学校、中学

ては僕 自身 自 負するくらい、あくまで

できるし、本当に生徒との関わりについ

なほど、落 第 点だと思います。

も生徒の成長のためを思ってやっていま

出し、大阪芸術大学音楽科に編入した

をさせて』と音楽の道に進みたいと言い

いになってしまい、しっかり者の奥様に

家庭はどうしても疲れの癒し場みた

に、良いパートナーだ。

スです」
。

る人が楽しめるような音楽が、僕のベー

てもらう人のために。聴いてもらってい

す。そして演奏するにあたっては、聴い

ちょこちょこ僕 も息子から諌められま

しっかり伝わっているよう。
「子どもた

んです。僕の姿を見てかどうかは分か

に家を出て行くのかと思っていたけど、

部の非 常勤 講師も務めていて、公私共

に恵まれました」
。今は大阪桐蔭吹奏楽
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17

アノも得意でオールマイティ。いい相棒

点は低い。

らいはあるのかな？（笑）
」と、自己採

■ 人と人との繋がり

す。次男は体育系の大学に進学したの

「長男は、妻に似てしっかりもので、

会に家庭を顧みないと（笑）
」
。とはいえ

ですが、
『

歳になったから好きなこと

取 り 上げているので、子 どもたちにも

会をいただいたので、さらに親子の絆を

ちは慕ってはくれています。こういう機

もうとはしている。それもこれからは、

りませんが、自分なりに新しい道に進

ネの奥の目を細める。

深めていけたらなと思います」と、メガ

給が出たからご馳走すると夫婦で呼び

今春、長男から嬉しい誘いも。
「初任

見守っていきたいですね」
。
になり、次男は大学３年生になりまし

当は、『うちの親父はっ 』と呆れて、
早々

出されて、しかも銀婚式のお祝いも。本

「今春、長男は大学を卒業し社会人

える賞か』と笑われましたが、これを

た。家では『 子 育てをしなくてももら
機 会に家族間の交流が深まればと思い

！
！
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撮影＝仲里英樹

る大阪桐蔭高等学校。野球、ラグビー、サッカーと全国
レベルのスポーツ校の印象が強いが、甲子園での応援で
いつも注目される吹奏楽部は、国内外での演奏会、トッ
プミュージシャンとのコラボレーションと人気実力とも
に群を抜いている。その吹奏楽部の文字通り指揮を執る
監督の梅田さんに、５月のＧＷ明けの平日夕方、たくさ
んの部員が練習する学内の大阪桐蔭シンフォニックホー

ますし、生活文化という 意味でも大変

外と懐いてくれています」と、奥様には

楽部監督としては、生徒たちに向き合

ルの楽屋でお話をお聞かせいただいた。

に有意義なことだと思っています。今回

申し訳なさと全幅の信頼を寄せる。

■ 自己採点は落第点

だいて、児童福祉施設の子どもたちとの

ベスト・ファーザー賞 ｉｎ 関西をいた

マイル・プロジェクトの活動など、賞の

と思って歳を聞いたら、ちょっと離れて

い、常に全身全霊で取り組んでいる。

「ベスト・ファーザー賞自体、雲の上

男は『育てられた記憶が（笑）
』
、次男も

いただいた時にはびっくりしました。長
裏側にある大切なものを感じ取ること

いるけど彼 女も音大で、僕も音大出な

奥 様 との出 会い、それは梅田さんが

の存在だと思っていたので、突然お話を

『ふ〜ん（笑）
』と、家族が大変驚いてい
が大事なことだと思っています」
。

決まった屋外での写真撮影の際に、自宅

ます」
。奥様の感想は、取材当日、急遽

年間、今でも繋がっ
ら、付き合い出して（笑）
。でも、彼女

がり、それが一番。その意味では、少し

以前も中学 校で

れまでずっと吹 奏 楽 漬けの生活。子ど

から、彼女の親御さんからめちゃくちゃ

は一人娘で僕とは 歳も歳が離れている

ので後 輩なのをう まいこと利用しなが

もの運動 会も、少し顔を出す 程度だっ

歳から教師を務め、こ

直接お聞かせていただいた。
「家族で爆

たという。自身に父親としての点数をつ

は社会のお役に立てているのかなと納得

梅田さんは

笑でした（笑）本 当にみんなに感 謝し

年か

から革 靴を持ってきてくれたご本人に

ないと」
。家族全員が笑っての感想、そ

反対されて……。結 婚するまで

知れる。
梅田さんと奥様は結婚

10

位置であったり、家族の仲の良さが窺い

けるとすれば１００点満点で何点？

27

の様子からも梅田さんの家庭 内の立ち

27

父親の学校での仕事ぶりはメディアでも

謝しかない」と何度も話し、
「これを機

い「妻には子育てを任せっぱなしで、感

ビュー中には指折り数えておきたいくら

式を、５月３日に迎えたばかり。インタ

25

インタビュー／文＝金住謙一郎、藤川典良
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学 術部門

かってくれる。保護者の方が自分のお子

父親から受け継いだもの

者も巻き込んで、いいものをつくってい

ればわかっていただける。そういう保護

でもそのあまり、浮きだってしまっては、

さんを大事に思うのは、
当たり前のこと。

理想とする父親像について、梅田さ
こうということが僕のポリシーです。結

■ 人のために…

ん自身のお父様が手本になっていると

話し合いが大事なんです」
。梅田さんの

局、保護者と教師、保護者と子どもと

自分の子のためにはならないと話しをす

いう。
「僕が今 あるのは、親父の生き様 を

手が納得して喜んできた姿と梅田さん

お父様が、困っている人の話を聞き、相

見てきているので。母親が疎開先の岡山
卒 業してすぐに岡山から裸一貫で大 阪

いたのを横目で見ながら育ちました。人
ていうのはメッセージがあるんですよ。

しよう。もう一つは歌う吹奏楽。
〝歌〟っ

繋がりを作ることができる演奏活動を

「一つは、できるだけ多くの人たちの

していることが３つあるという。

梅田さんは、吹 奏 楽をやる上で意識

■ ３つのポリシー

の姿が重なる。

から大阪に戻って来た時に、親父は高校
に、姉さん女房の母親の元にやってきま
した。ブラウン管を作る製 作 所を立ち
上げて、親父は一生懸命やっているのを
時には負債を抱えて仕事が厳しくなり

見ていました。カラーテレビが出て来た
ましたが、面倒見が良い親父は、近所の

との付き合いはそこで学んだかな。親父

人に対していろんなお世話をしたりして

には、人のためにやることが大事と教え
そのメッセージを大切にしながら歌い、
を持たせる。そして最後は、
常に全員で。

そこに音楽の旋律をのせて人々と繋がり
今部員は１７９人いるんです。例えば、

人がいたら、夜中でも膝詰めで話してい
たのをよく見ました。相 手が納得した
ソロをやる子、目立つ子がいる。でも、

られて来ましたね。親父は地域に困った

点です」
。貧しいながらも、中学生の時

ら喜ぶ姿を見ていたので、それが僕の原

楽器。その子たちがいるから、ソロが活
きてくるということを常に理解して、全

その子の影で支えるチューバなどの低音

員でチームワークを持って発表活動をし

校の時は家業が厳しく定時制に。それ
時にはバンドを組み、大学へは自力で音

でも音楽熱は冷めることなく高校生の

ようというのが僕のポリシーです。

に母親がトランペットを買ってくれ、高

大へ進学。そこでも、夜は演奏の仕事で

少なくとも大阪桐蔭に来てから

年

稼ぎ、音大卒業と同時に教師になった。
大阪市内、さまざまな地域の学校を経

間、走り 続けて来たつもり。う ちは演

にしながら、生徒たちにも、演 奏 会に
校、中学校、高等学校及び特別支援学

コロナウィルス感染症対策のための小学

と、子どもたちも苦にならないと言い出

ルドをしないと練 習ができないとなる

ます。けれど、しっかりお話をすればわ

スクリーンには歴代の部長、教え子たち

。
ａｐｐｙ Ｂｉｒｔｈｄａｙ ｔｏ ｙｏｕ』

習途中の生徒たちからサプライズの『Ｈ

今 年の梅田さんの古 希の誕生日、練

できてくる。それは、３つのことを大切

多くて、演 奏会をやるたびに繋がりが

奏 会をやればやるほど、次回の依頼も

来ていただいた人たちにアプローチがで

きな子たちが集まっているので、練習が

られた。音 楽 と歌を通じて繋がる、生

が次々と登場、お祝いのメッセージが送

して。みんなう ちの子たちは練習が好

と生徒たちも言い出したので、あの動画

できるならマウスピースも苦にならない

校等における一斉臨時休校を申請した。
高等学校吹奏楽部の部員が自宅からリ

その緊急事 態宣言下の４月、大阪桐蔭
モート演奏する「テレワークで演奏して

徒たちにとっての、ベスト・ファーザー

ロナ前は年間 回、コロナ禍の昨年でも
です」
。

歳の梅田さん

内湖』
、
『ＯＧＡＴＡ洪庵の妻』など、だ

は魔 法。音 楽の仕 事 をさせていただき

音が鳴っただけで気持ちが変わる、これ

「音 楽をやって来た生徒には周りが

てられへんと思った。この３つを持続可

ン、全員はダメ。これは悩んだし、負け

の先も可能な限り 活動させていただけ

さらにその情熱は増していくようで、「こ

だが、
生徒たちが成長している姿を見て、

人と人との交流ができる仕事をさせてい

ながら、同時に子どもたちや保護者と、

「音楽って、とても素敵なアイテム。

「繋がる、歌 う 吹 奏 楽、全員でとい

化 成長している。今 年

んだんミュージカル部のようにさらに進

梅田さん。

う３つの方針が根底からぐらつきました

歌う吹奏楽は、創作ミュージカル『河

から。出会いがなくなる、歌ってはアカ

話題を集めた。

難しさは増している。
見 えないような子も稀にいるんですけ

能なものにしていくかと悩んだ結果がア

たらと思っている」という。

▼大阪桐蔭高等学校吹奏楽部 監督／京都文教短期大学 客員教授。

として生徒を指導。全日本吹奏楽コンクールに計５回の出場を果たす。

2006年、大阪桐蔭高等学校教諭並びに同校吹奏楽部の総監督に就任

後、創部して２年も経たない同校吹奏楽部を全日本吹奏楽コンクール

初出場に導き、その手腕を遺憾なく発揮する。その後も、数々のコン

クールやコンテストで、輝かしい成績を残し、日本国内はもちろん海

ただいている、感謝の思いですね」
。

ど、
『使命を自覚したときに、才能の芽

レでした。シールドも僕が作ったんです。
マウスピースの穴も開けて。マウスシー

大阪市の中学校で27年間、大阪市の教員として、また吹奏楽部の顧問

ます。

▼1952年２月16日生まれ、大阪市出身。

僕は先 輩・後 輩のけじめは、あまり
つけないんです。先輩に任せたら後輩に
指 示してくれるから、顧問は楽。でも
そこに、先輩の威圧でまとめようとする
ことがあったり、その先輩がしっかりし
も変な癖がついたりしてしまう。だから

ていたらいいけど癖のある子なら後輩に
僕は、先輩にあまり偉そうにはするな
と、むしろサポートに回れと言っていま
す。１年は伸び伸びと、２年 生は自 覚
自分はしっかりして見本を見せる。でも

を持って、３年生になると、できるだけ

も和気藹々と楽しそうにやっているとい

それが、生徒たちが学年を通じて、とて
うことはよく言われるので、よかったか

梅田 隆司 さん
Profile

なと思います」
。

■ 音楽は魔法

外公演も精力的に行い、音楽の魅力を内外に発信し続ける。

は急速に伸びる』ということを伝えてい

70

に保護者から大切な子どもたちを預か

みた！」をＹｏｕＴｕｂｅにアップし、

いが、それでも演奏公演依頼は多く、コ

奏楽部は学校のクラブ活動に他ならな

「もちろん、いろんな保護者の方がい

てきた。

17

きているからかなと思っています」
。吹

シンフォニックホール内の大合奏室にて

る身 として時代を経て、ますますその

家庭での子育て同様に、いやそれ以上

回の演奏依頼があった。
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２０２０年２月、文部 科学 省は新型

関東で暮らすご子息ふたりと再会時の一枚
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