
 

  
 

 日米合同合唱
合同練習始まる

✜ 10月11日（日） 12：30～約2時間、

が行われました。指導はハミルトン・香川

今回の練習は、アメリカ側の合同合唱

「America The Beautiful」、「待ちぼうけ」

季（混声版）より）」。言葉を大切にし、表

いように、のびのびと歌うように、指導さ

歌わないとなかなか気持ちが揃いませ

✜ 次回練習は、11 月 22 日（日） 午後

パインユナイテッドメソジストチャーチ（

指導は平野孝榮さんです。日米合同合唱

✜ 日米合同合唱曲は次の 3曲に決定

・「鳥が」 川崎洋の詩による五つの混声

川崎洋詩/新実徳英作曲 音楽之友社

・「きみ歌えよ」 混声合唱とピアノのための

谷川俊太郎作詞、信長富貴作曲 カ

・「夕焼小焼」 唱歌の四季〔新訂版〕 三

✜ 日米合同合唱曲のうち、「鳥が」と「

は、練習用のMIDI CD（賀川さん作成）

れましたので、自己練習に活用してくだ

 徒然歌の散歩道 
  Chorale May/Ensemble Sh

 11 月 11 日は Remembrance Day に

は多くの国々で戦争で命を落された兵

かしく感謝を込めて思い出す日として

一次世界大戦の最中、1916 年にフラン

な手作りの木の板で作った十字架に鉛

士の墓」と記されている墓を当時イギリ

ーヴィッド・レールトン牧師が見つけま

はウェストミンスターのディーンに、イギ

した全ての無名の兵士達を代々のイギ

ているウェストミンスター・アビーに埋

意見書を送ったのが事の始まりで、色

り越え、選ばれた四つのイギリス無名兵

の 11 月 9 日にフランスからイギリスに

11 時 11 分に国葬の形で丁重にウェス

れたのがこの記念日の切っ掛けになっ

これ百年にもなる訳ですがこの話が早

が発足した頃とほぼ時を同じくすると知
                北カリフォルニア日本合唱連盟 

   連 盟 だ よ り 
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第一回目の合同練習

・恵子さん。 

曲である次の 3 曲。

、「故郷（ふるさとの四

情豊かに、重くならな

れました。指揮を見て

ん。 

2 時～4時まで。 

サンフランシスコ）にて。

曲を中心に練習します。 

しました。 

合唱曲「やさしい魚」より 

 

「新しい歌」より 

ワイ出版 

善晃編曲 音楽之友社 

きみ歌えよ」について

が各グループに配布さ

さい。 

「思い出」編 

iki  菅野琢雄 

当ります。この記念日

士達の霊を慰め、懐

制定されています。第

スの戦場片隅で粗末

筆で「イギリス無名兵

ス軍の将校だったデ

した。レールトン牧師

リス帝国の為に戦死

リス王達が埋葬され

葬すべきであると言う

々の政治的反対を乗

士の遺体が 1920 年

届けられ、11 月 11 日

トミンスターに埋葬さ

たようです。もうかれ

稲田大学グリークラブ

って感慨深いものが

あります。あの頃の日本の若人達は遠い世界の片隅で世界

大戦がどう進展していたかをどの程度分っていたのか想像

もつきませんが・・・ 

 思い出すと言えば、思い出には甘いもの、悲しく切ないもの

と人それぞれでしょうが、今日は私の好きな思い出を扱った歌

の話しをこのコーナーを使わせて頂き駄弁ってみたいと思いま

す。数ある「思い出」を歌う曲の中で私が一番好きな歌は、浜

野ふじこ作詞・大中恩作曲の「思い出の山」です。岡本喬生や

鮫島有美子の歌う「想い出の山」も素晴らしいのですが、畑中

良輔の若い時の素直な歌い方が私には好きです。畑中良輔

は戦後の食料事情が厳しかったころ、進駐軍の前でスタンダ

ードやジャズを歌って切り抜け、後に日本を訪れたゲルハルト

フィッシュやタリアビーニとオペラの共演をしたり、合唱の指揮

者としても日本の声楽界に貢献された方です。彼の若い頃の

録音によるＣＤを発表するにあたり、自分がまだまだ不完全な

歌手であり、色々自分でも恥ずかしい箇所が多々あるけれど、

その昔声楽の先生に内緒で第一回公開コンサートを押し切っ

て開いた時のように、込み上げてくる自分の歌に対する愛着

だけは聴衆者に感じ取ってもらいたいという気持ちが勝ってＣ

Ｄを出す気になったと書いておられます。自分が時間を掛けて

練習した歌を人に聞いてもらいたいという気持ちは人間が他

の動物よりずっと複雑な声帯の進化を遂げた過程の中で必然

的な欲求として生まれ育ったものかも知れません。他の動物

達も夫々与えられた声帯で自分の種族の生存の為に異性を

魅了しようとします。人間はそれをもう少し複雑にしたわけでし

ょう。さてこの声帯ですが、昔々お魚の鰓（えら）が今の人間の

顎の骨とか顔の表情を表す神経やその筋肉、そして喉の構造

に進化しました。恐竜のように首が横に長く進化した状態では

首や喉の筋肉は自分の重みを支えるのに精一杯だった訳で

すが、人間は直立して歩き出してからは、喉の周りの筋肉が

首を支える役割から開放されて今の複雑な音を出せるように

なったわけです。歌を愛する我々

は先祖のお魚様に感謝しなけれ

ばいけません。鰓は魚に思うと言

う字の組み合わせですが、昔の中

国人はやっと最近になって分かっ

てきた動物の進化の歴史を大昔

から知っていたのでしょうか。 

 さて「うたう」とはもともと「うつ

たう」という言葉と同義語で、神意に依って判断した古代の

裁判に、付随して行われる行事を示しているそうで、この形

での歌が未だにアイヌの歌や沖縄諸島の民謡にも息づいて
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います。アニミズムの世界から歌が生まれました。神主さん

の訳の分からないお祈りの言葉やお寺のお坊さんの読むお

経も意味が分からなければ分からない程有難く聞こえます。

親鸞和尚はハンサムだった上にお経を読む声が素晴らしか

ったそうで、とくに女性の信者が彼の読経を聞きに後を絶た

なかったと云います。 

 横道にそれましたが、「想い出の山」は恋と幸福感に満たさ

れたうら若い女性の感情をうたったものですが、次は男共に

登場してもらいましょう。男性は時々昔をふりかえって、もしあ

の時あの人と結婚していたら今どうなっていただろう等と思い

出してはその感傷に浸りがちなのです。初恋に破れると啄木

の「砂山」の様に、砂に腹ばいになって子供のように手足をば

たばたさせる一面が男性にはある様です。先ほど触れた早稲

田大学のグリークラブでも活躍したボニ－ジャックスのトップ

テナー西脇さんの作詞作曲による「男達の子守唄」なども思

い出に甘える男性の気持ちを素直に表しています。“故郷は

変わり過ぎてて帰えれない、帰れないから涙ぐむ”と歌ってい

ます。この詩の一番に出て来る“あの人と生きてたら違った人

生あったかな”という台詞は西脇さんの奥様は大嫌いなんだ

そうです。分かりますよね。 

 サトーハチロウの作詞による「美しきため息」も故郷の山の姿

を手のひらに画いて見たり、人の言葉の訛りを懐かしく思い出

している歌で私の好きな歌の一つです。歌の最後の四小節を

溜息混じりにレガートに歌い修めるのに一苦労させられます。 

 磯部淑作詞・作曲の「遥かな友に」も思い出の歌の代表作の

一つでしょうか。早稲田大学のグリークラブの夏季合宿練習の

最初の夜、とかく落ち着けない学生達を静かなムードに導ける

ような歌を書いて欲しいと頼まれた磯部さんが、合宿への汽車

の中で書上げたものがこの「遥かな友に」だったそうですが、皆

さんも良くご存知のように、今では沢山の合唱団のアンコール

に必ずと言って良いほど歌い継がれて来た歌です。 

 三木露風の詩に平井康三郎が作曲した「ふるさとの」という

美しい歌があります。同じ詩に大中恩も作曲していますが、ど

ちらも思い出の故郷を美しく歌い上げています。“故郷の小野

の木立に漏れ出る美しい笛の音に涙を流した貴女だったが、

十年の月日が経ち母親となった今でも、貴女は同じ心で笛の

音に涙を流すだろうか”と問う美しい思い出の歌ですね。 

 今の季節には合いませんが、江間章子作詞・中田喜直作曲

の「夏の思い出」等も思い出の歌の代表でしょうか。歌の中に

出てくる尾瀬沼は昔は大きな湖でしたが、その後火山活動な

どで落石が周りの山々から転げ落ち、それが溜まり溜まって

湖を浅くし、今の湿地帯を作り上げました。オゼというのは岩

がごろごろと転がる様を表すオゼローというトルコ語がこの地

名の元ではないだろうかと、日本にトルコ語やスラブ語を話し

た人々が住んでいたと主張する笹谷政子という研究者が書

いています。若い頃はコンサートピアニストだった彼女のトル

コ語・スラブ語の研究の深さは素人を越えています。北海道

の地名稚内（ワッカナイ）はアイヌ語で冷たい水の湧き出でる

土地という意味だそうで、そう云われて見ると、オゼという言

葉や神話に出てくる神々の名や地名を残して行ってくれトルコ

語を話した人々や、女性が乳飲み子に乳を与えるという意味

のオッパイチーニが短縮されたオッパイと言う言葉を残したり、

老婆をババと呼んだスラブ語の民族が日本をうろちょろしてい

た光景を思い浮かべるのも楽しくはありませんか。 

 親睦コンサートを終えて 

「少々遠くて申し訳ないのだけれど、とてもいい会場があるん

だよ。」「催し物を楽しみにしていて聴きに来てくれる人たちがた

くさんいらっしゃるし。」「BBQ もできるしね。」 BBQ 広場がコン

サート会場から離れていることもあり BBQ はしませんでしたが、

帰宅までの

長旅を考慮

は大好評

潤してくれ

つれ歌の

さて、

『親睦コ

ている仲

セプショ

声がどこ

から始ま

表は、そ

歌ってい

間 20 分

サクラ

スコ、サ

所からも

メントから

場が会場

天井が高

るし、外に

よい季節

スポン

Japanese

たします
♪ お召しあがりくださ～い ♪
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♪ 親睦コンサートMVPhoto ♪

して、少しお

腹の足しに

なるものを用

意しましょう、

と、レセプ

シ ョ ン

の準備

は配慮さ

れま し

た 。 サ

ンドイッチ

。飲み物・果物も歌った後やおしゃべりの合間に喉を

ました。レセプションは今回が 2 回目。回を重ねるに

輪が広がるように仲良し会話も広がっていきます。 

肝心のコンサートの話は、どこへ行ったのでしょう。

ンサート』と銘打ってはいても、合唱を楽しみに集っ

間たち。メインはレセプションではありません。（「レ

ンがメインではなかったの？」「親睦でしょ？」という

からか聞こえてきます。）各グループ自己（団）紹介

り、和やかな雰囲気の中進められたグループの発

れぞれに特徴・趣のある演奏で、聴いていて楽しく、

て心地よく響き、緊張もせず、しかも刺激のある1時

、「親睦コンサート」そのものでした。 

メント、サンフランシ

ンノゼ、いずれの場

遠いと思われたこのRossmoor の会場。実際はサクラ

1時間半ほど、SFや SJからは 1時間弱。広い駐車

のすぐ傍にあり、申し分なし。ファイアサイドホールは、

くきれいですし、立派なキッチンを使わせていただけ

は広々としたパティオがあり日差しを気にしなくても

であれば屋外のパーティーも快適なことでしょう。 

サーとしてコンサートを支えてくださいました

 American Club of Rossmoor の皆様に心より感謝い

。             By TY 
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関連団体コンサート案内 
 
Sopianos Fall Concert（清滝さんご帰国Farewell Concert） 

2009年11月7日（土） 午後5時 $20 $10 www.sopianos.com 

Otsuka Recital Salon 21972 McClellan Rd., Cupertino 

コミュニティ・オペラコンサート 

 2009年11月14日（土） 午後5時 $20 $10 www.sopianos.com 

 Prince of Peace Lutheran Church 

 12770 Saratoga Ave., Saratoga, CA 95070 

Union Church ベネフィット・クリスマス・コンサート 

（Harmony'84 も歌います。） 

2009年12月5日（土） 午後3時 Union Church of Cupertino 

20900 Stevens Creek Blvd., Cupertino 

SFFC, コーラルメイ, アンサンブル四季クリスマスコンサート 

2009年 12月 13日（日） 

Pine United Methodist Church, San Francisco 

クリスマスイブコンサート 

2009年 12月 24日（木） 午後7時 

Aldersgate United Methodist Church, Palo Alto 

Choral Cosmo 第 11回定期演奏会 

2010年 2月 20日（土） 午後7時 

Prince of Peace Lutheran Church, Saratoga 

日米合同合唱祭 

2010年 4月 9日（金） 夜 War Memorial, Herbst Theatre 
 

♢♦♢ 休憩室 ♢♦♢ 
アラウンドシンガーズSF公演をきっかけに結成された北カ

リフォルニア日本合唱連盟。本番は、2005 年 5 月 6 日（金）

午後8時。ハーブストシアターにて。「ふるさとの四季」を一緒

に歌う現地の合唱団は、混声版（第 42 刷以降）、男声版、女

声版（第 50 刷以降）、いずれで歌ってもよかった。日本から

の合唱団一行との合同練習は本番前の一回のみ。「普通に

声を出して。それが mp。その半分。それが p です。mp の倍

の声。それがfですよ。」「Vの所までは息継ぎをしない。」 指

揮者北村協一氏の言葉は多く無かったけれど、本番はマジ

ックハンドと”気”に導かれて歌った。コンサート後のラジソン

都ホテルでの打ち上げパーティーは、まだまだ歌い足りない

時間が夜更けまで続くことになる。 

この時どの合唱団にも所属しなくても参加できるようにと

創られた合唱団仮名アンサンブル四季は、その後正式に「ア

ンサンブル四季」として活動を開始した。 

 

上の写真は、2005 年 12 月 27 日に行われた忘年会での

写真である。SF ポストストリート、コリア・ハウス一階（ロータ

ス・ホール）にて。2006 年北・南合同合唱祭の打ち合わせを

兼ねての忘年会だった。南加日系合唱連盟からは 9 人が参

加。各グループの先生方の歌や南の方たちの歌（や踊り）、

有志の演奏、全員で「ふるさとの四季」合唱など。ちょっとし

た（かなり贅沢な）親睦コンサートの様であった。 

2006 年 2 月 17 日、会議名をボード・ミーティング、会議に

出席する各グループの代表者をボード・メンバー（またはボ

ード）と呼ぶ事に決定。 

2006年4月には「Japan Club Chorus Do-Ko-Kai」は解散、

本連盟を脱退。 

 2006 年 5 月 ロゴ決定。2006 年 3月～4月の間、連盟メン

バー対象にロゴデザインを募集。連盟結成の趣旨『歌の輪を

広げよう』というイメージにぴったりの、水にぽんと置いたお

たまじゃくしと、それによって輪が広がっていく様子を表現し

た、古田氏のデザインが採用された。 

 記念すべき、北カリフォルニア日本合唱連盟第一回合唱祭

（First Choral Festival）は、北・南合同合唱祭となる。2006 年

6月3日（土）にSan Francisco Main Library Koret Auditorium 

で開催された。南加日系合唱連盟からは、約 50 名が参加

（往きも帰りもバスの中は休み知らずのカラオケ状態らしい）。

南加は、北・南合同演奏曲と、LAグリーはChorale Mayの発

表に参加。合同演奏では、ステージ上には 75 人の女性、ス

テージ下には 38 人の男性が並び、ステージの大きさ（小さ

さ）に合ったピアノ（ベビーグランド）やライザーの手配、搬

入・搬出など、大変なことが多かったが、図書館を訪れる通

りすがりの、偶然の聴衆の入場に喜んだ。 

 打ち上げは、忘年会と同じコリア・ハウス一階のホール。賑

やかに打ち解けた会の最中、LAから来られた一人の女性の

「楽しい！遠くから苦労してきた甲斐があった。」と言う声を聞

き、歌の輪がもう一つ広がったと実感した。 

本連盟の参加は 6 グループ。Choral Cosmo・Chorale May・

Chorus 19th・Ensemble Shiki・Harmony ’84・SF Forest Choir 

            By TY、協力：二川丈夫 
 

－－－◇ 編集後記 ◇－－－ 

今年の冬時間は11月 1日から始まる。秋も深まり、暗くな

るのが早く、夜が明けるのは遅い。鳥の声で目を覚ます、と

いうことも無く、外の明るさで起きる時間を判断すると、なか

なか目が覚めない。エンジン音の後新聞の束がどさっと投げ

込まれる早朝の音にも縁が無くなった。そういえば、散歩の

道すがら、ドライブウェイに新聞が転がっている景色も最近

あまり見かけなくなったように思う。活字文化がインターネッ

ト配信へと移行しているのであろうか。 

音楽のインターネット配信も多くなった。すばらしい演奏に

出合ったり、知らなかった分野に触れる機会を与えてもらった

りして、思わず「うふふ」と喜んでしまう。そして、手元の媒体

に取り込むことに抵抗のある（できない）種類の人間は、つい、

CDや楽譜を探してしまうのである。 

 今、ですか？ちょっと陽気な1941年のGlenn Miller Orchestra 

が編集後の画面から流れています。          八木妙子 

―・―・―・―・―・―・―・―・― 
次回のボード・ミーティングは、11 月 22 日（日）の予定です。 

―・―・―・―・―・―・―・―・― 
次号は 12 月末頃発行の予定。本連盟だよりへの投稿を募

集しております。   連盟だより第 3号  発行人 賀川正人 

写真提供： 富永明彦、仲井健之、八木妙子 
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