
 

  
 

 連盟だより発刊にあたって 

 会長  賀川 正人 

北村協一先生率いるアラウンドシンガーズ公演をきっかけに

発足した当連盟も 5年目を迎えました。皆様のご協力により、サ

ンフランシスコ、サンタクララ、そして昨年のスカイラインカレッジ

での 3 回の合唱祭を開催することができました。本年秋にはウ

ォルナットクリークでの親睦コンサート、来年は咸臨丸来航 150

周年記念イベントの一環として、日本から外山浩爾先生率いる

合唱団をお迎えしての日米合同演奏会を予定しております。本

連盟は北カリフォルニアエリアでの合唱を楽しむ日系団体の集

合体として各団体の考え方を尊重し、互いに切磋琢磨し、また

地域の代表として発展していくことを切に望みます。 

この「連盟だより」が普段は交流の少ない団体間の皆様の間

の架け橋になるよう努力していきたいと思います。皆様のご支

援、ご協力をどうぞよろしくお願いします。 

 親睦コンサートのご案内 

来る 9月 27 日（日）連盟親睦コンサートが開催されます。 

集合：午後 2時 開演：午後 3時 レセプション：午後 4時半 

場所： Rossmoor, Fireside Hall 

2100 Tice Valley Blvd., Walnut Creek 

「とってもいい会場があるんだよ。BBQ もできるしね。ちょっと遠

くて申し訳ないけれど。」 BBQ に乗りました。今回 BBQ はしま

せんが、ご家族にも参加していただくことのできる親睦を目的と

した催し物といたします。コンサートには Rossmoor Community

の方がたくさん聴きに来てくださることでしょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 外山先

ここでは外山先生に

様からのご投稿も募集

上にあった上智大学グ

のです。 

 

上智グリー初のプロ指揮者「外山浩爾」先生をお迎えして 

吉野 拓男 文学部新聞学科（1960 年卒業） 

1957 年（昭和 32 年）後半になって、新進気鋭の指揮者・外山

浩爾(こうじ)先生をお迎えすることになった。（お兄様は、当時Ｎ

ＨＫ交響楽団の指揮者として有名な外山雄三先生）。先生は東

京芸術大学声楽科を卒業間もない頃で、男声合唱団の育成を

通じて、人の心に響くレベルの高い音楽を世に広めたいとの情

熱をもっておられた。偶然にも、あるいは神のお導きか、上智グ

リーメンとの熱い思いが触れ合い、ボランティア的に指導者・指

揮者として登場された。 

先生はバスケットで鍛えた体力で、厳しい練習、表情豊かな指

揮をされ、われわれ学生を魅了した。ステージでは、指揮棒の動

きに全神経を集中させることを求めた。先生の指揮のもと、一人

ひとりが曲想豊かに正確に表現することで醸し出す深みのあるハ

ーモニーによって、聴衆と感動を共にすることの喜びを教えてくだ

さった。各パートの暗譜と詩歌の暗記は当然のことだった。 

当時、グリーメンはラテン、ドイツ、チェコ、イタリア、ロシア、英

語などを含めて、約 40 の楽曲を諳(そら)んじていた。舞台の上

で楽譜を持つことは恥ずかしいと、躾けられていたのである。 

先生をお迎えする前年から、上智グリーの定期演奏会は大

学構外で開催出来るようになり、地方公演も試みていた。選曲

も、これまでの宗教曲やヨーロッパの美しい楽曲に加えて、日本

の詩歌を理解し表現したいとの欲求に駆(か)られ、ライブラリア

ンを中心に、全員で議論するようになっていた。外山先生はわ

れわれの要望に共感し、見事に応えてくださった。 

この年のメインステージ（通常第四ステージ）に選ばれたのは

北原白秋の詩集「思ひ出」(1911 年)に収められた『柳川風俗詩』

（男声合唱組曲の作曲は、かの高名な多田武彦氏）。外山先生

が指揮ということもあって、定期演奏会には作曲家ご自身も来

場され、グリーメン 28 名（当時）の演奏に賞賛のお言葉をくださ

った。（その後 1978 年上智グリーのために堀口大學作『雪国に
生に関す

関する寄稿など

しております。次
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る読み物 

を紹介していきます。皆

の文章はインターネット

の方の投稿を再掲したも

て』の作曲をされる）。翌年（昭 33 年）からの地方公演は、高田

市（現上越市）、上田市、田口(妙高高原)市、神戸市、会津若松

市、郡山市、宇都宮市、仙台市・・・と何処でも満席となり大好評

を博した。若さに満ちた情熱的な先生に刺激されて演奏会活動

にも選曲にも、革新の気概が満ち溢れたグリークラブとなった。

同じ頃、外山先生は共立女子大の指揮も兼務されるようになり、

協賛活動やチケット販売活動にも大きな貢献をしてくださった。 

コンクールでの競い合いを嫌い、詩情と音楽との深い融合で

もって聴衆の共感を得ることを喜びとし、学生と共に熱く語り、感

動を呼ぶ演奏会を主導された。この時代、海外での演奏会を希

望する仲間さえいた。日本の優れた詩歌を、先生の指揮のもと

で、世界に広げたいと夢みたのである。先生は上智大学グリー

クラブの面々に男声合唱の喜びとメンタルハーモニーの大切さ

を教えてくださった。しかも、それは個性を生かしながらのダイナ

ミック（フォルテ）で繊細（ピアニッシモ）なハーモニーである。そ
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のために、一流のヴォイストレーナーに指導を仰ぎ、厳しい訓練

と緊張でフラフラになるほどだった。全国から集まった個性的な

仲間が、一つの目標に向かって厳しい訓練を繰り返し協調しあ

って、より高いレベルで感動を共にする喜びを味わうことが出来

た。外山浩爾先生のお陰である。 

その後、先生はヨーロッパへ国費赴任、帰国後も他の大学で

の指揮をとるなどご活躍、東京芸術大学音楽部附属高校の校

長なども歴任された。今でも、音楽家の育成指導の第一線でご

健在である。 

（以上 http://sophia100.jp/12_omoide/kagai01_01.html 上智大学創立

100 周年記念事業のWEBページより、著作権者の転載許諾済） 

咸臨丸来航 150 周年 

1860年 2月 10日に艦長勝海舟、福

沢諭吉、ジョン万次郎らをのせて神奈

川県の浦賀を出航した咸臨丸は、37 日間の苦難の航海を経て、

3月 17日サンフランシスコに入港ました。それから来年で 150年

になります。サンフランシスコベイエリアの日系人社会を中心に

各種のイベントが企画されています。 

咸臨丸といえば、数年前（もう 10 年近く前）の補習校の高校

生が書いた「咸臨丸」がとてもよくできており、面白いです。咸臨

丸について現地の方から聞かれた時などに参考になります。 

http://contest.thinkquest.jp/tqj2000/30061/kan-sf.htm
で、見ることができます。 

「建造当時の咸臨丸」の記事は特に興味深いものでしたので、

合唱とはまったく関係ありませんが転載させていただきました。 

 
また、http://ajstokyo.org/150/program.pdf は、2004 年の日米

交流 150 年（150Years of U.S.-Japan 

Relations）の時に作られた記事です

が、8、9、10 ページに日米交流 150

年の歴史と貴重な写真が載せられ

ています。 

横浜開港は 1859 年。再び外山先

生の話になりますが、外山先生は、

今年日本で横浜開港 150 周年のイ

ベントに参加することができ、今度は

サンフランシスコで咸臨丸 150 周年

のイベントに参加できる喜びを語っ

ておられました。    （By MK ＆ TY） 

 北カリフォルニア日本合唱連盟ボード 

本連盟は、所属する各団体、各団体を代表するボードメンバ

ーより構成され、ボードメンバーの中から役員、および会長が選

出されます。各所属団体の音楽指導者によりボードミーティング

とは別に技術部を構成し、音楽技術に関して会長の諮問を受け

長に助言を行います。現在の役員は右上記のとおりです。 会

2009 年度役員 

会長  賀川正人（Chorale May） 

副会長 上田牧子（SFFC） 

黒田 豊（Choral Cosmo） 

会計  西田サリー（Ensemble Shiki） 

書記  八木妙子（Harmony ’84） 
役員は毎年度末のボードミーティングにおいて改選されます。 
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関連団体コンサート案内 

15 回 7 月 4 日ホームコンサート   2009 年 7 月 4 日（土） 

後3時～4時半 ホームコンサート 午後4時半～5時半 ポ

トラック 午後 5 時～7時 ジャズコンサート 

408）257－1083 kmkumon@hotmail.com にて要予約（整理

または整理番号が必要）。 場所：大塚邸、Cupertino 

FC, コーラルメイ, アンサンブル四季クリスマスコンサート 

009 年 12 月中旬 

ine United Methodist Church, San Francisco 

スマスイブコンサート（Choral Cosmo、Harmony’84 も歌います。） 

009 年 12 月 24 日（木） 午後 7 時 

ldersgate United Methodist Church, Palo Alto 

oral Cosmo 第 11 回定期演奏会 

010 年 2 月 20 日（土） 午後 7 時 

rince of Peace Lutheran Church, Saratoga 
 

 

 

 

 

 

船質 木製 総トン数 300 トン 

全長 50 メートル 幅 7.3 メートル

主機 蒸気機関 100 馬力 マスト数 ３本 

備砲 12 門  

速力 6 ノット 

 

型 
スクーナー型
コルペット艦 

建造当時の咸臨丸（上記ホームページより転載） 
合同合唱祭 

010 年 4 月 9 日（金） 夜 War Memorial, Herbst Theatre 

♢♦♢ 休憩室 ♢♦♢ 
リフォルニア日本合唱連盟発足当時（2004年9月）の資料によると、

の 6 つのグループがミーティングに参加しています。 

コーラス 19ｔｈ、 コーラルコスモ、 コーラルメイ 

ハーモニー’84、 ジャパンクラブ、 スリーパールズ 

すべき第 1回旗揚げミーティングは、2004 年 7 月 23 日（金）。 

1 回ミーティングには上記のほかに、「ビクター・カラオケ」、サンマテ

活躍されていた「エコー杉の根」というお名前があります。 

後、2005 年 1 月になると 
外山先生 合唱について語る
2009 年 4 月 18 日（土）
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コーラス 19ｔｈ、 コーラルコスモ、 コーラルメイ 

アンサンブル四季、 ハーモニー’８４、 ジャパンクラブ 

時のアンサンブル四季は女声でした。 

、サンフランシスコフォレストクワイアはいつからでしょうか？ 

5 年 3 月に登場します。                    （By TY） 
 

－－－－◇－－－－ 
ボードミーティングは、8 月 28 日（金）です。 
盟だよりへの投稿を募集しております。次号は８月末頃発行の予

す。       連盟だより 第 1 号 発行人 賀川正人 

http://sophia100.jp/12_omoide/kagai01_01.html
http://contest.thinkquest.jp/tqj2000/30061/kan-sf.htm
http://ajstokyo.org/150/program.pdf
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