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      ホームベースに立つ日 
会長 松浦 功  

（Chorale May、Ensemble Shiki所属） 
 
 
４月３日（日曜日）、午後１時２分、我らコラール・メイ

は、オークランド・アスレティックス球場で、試合に先立ち、

米国歌を歌った！ 松井秀喜とイチローをはじめ、アス

レティックスとマリナーズ両軍の選手、３万人の観衆を

前にし、三浦先生の指揮の下、日ごろの成果を存分に

発揮することが出来た。 
 
本紙の八木編集長は、その時日本に滞在中で NHK

衛星テレビで実況を見た感想を、すぐに送って下さった。

『松浦さん、見ました！聴きました！格好いいですね（聴

く方もちょっと緊張）』と。 
 
昨日のパーフォマンスが可能になった裏話をちょっと

披露します。野球スタジアムで、国歌を歌いたいねとい

う声が前からあり、私も出来れば最高だなと思っていた。

昨年の夏ごろに、ある知り合いから、９月の Labor Day

明けのゲームで歌わないかとの打診があり、飛びつく思

いでお願いした。最初は、脈がありそうな話だったのが、

スポンサーの方でオーディションですでに決めた人がい

るとのことで、あえなくついえた。歌いたい人（プロ）が沢

山いるのに、無名のメイが歌えるはずがない、と思うも

のの、やはり歌いたい。そこで、この知り合いに、今一

度依頼しておいたところ、今年に入って、７月４日の独立

記念日に Japan Heritage Day を実施するから、歌いた

いかとの打診があり、勿論だと伝えたのは当然の話。 
 
さて、ここからがビジネス。彼は、スポンサーの関係で

前回私をがっかりさせているので、まずスポンサー探し

を私の方に頼んできた。歌う為の条件だから、探すこと

を約束した。ところが、シーズン開幕の日曜日、即ち４月

３日に球団が、新入りの松井秀喜を歓迎する日として、

こちらを Japan Heritage Day にすることを決めた。そこ

で、３社を紹介し、割とすんなりとその中からタイトル・ス

ポンサーが決まった。俄然、可能性が高まったところで、

球団の方から、メイの DVD を提出するように要求され

た。リサイタルや、定期演奏会のものはあるが、国歌斉

唱をしている場面はないので焦った。よく考えたら、昨年
北カリフォルニア日本合唱連盟 
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の１１月に Davies Symphony Hall で歌ったことがある、

それだと思った。 
 
それからが大変。金沢の北国新聞へ電話をして、１１

月の時の最初の日米国歌を歌った部分だけを、DVD で

送ってくれるように交渉。出来る、出来ないのやり取りを

して、結局無理やりにやって下さった。受け取るや、我ら

が IT マンの賀川さんに送り、直ちにユーチューブに載

せてもらった。そして、それを提出し無事難関を突破。 
 
今回の功労者は、その意味でも北国新聞の堀さんと、

メイの賀川さん、そして面識のあったスポンサーというこ

とになる。実は、本当の黒幕は、元日米タイムスの記者

で、現在 Nichibei Weekly の編集長をしている KT 氏で

ある。彼と、ギブアンドテイクのゲームをしながら、ここま

で来た。昨日無事に歌い終えて、本当にほっとすると同

時に、人の絆の大事さを改めて痛感したものである。 
 
最後に、昨夜頂いた礼状の中に、『歌素人、コーラス

素人の私が、このような感動体験を一緒にさせていただ

けたこと、感謝の言葉が見当たりません。今日の感動

体験は、人生を変える節目になったと感じています。』と

いうのがあります。少し大げさだなとも思ったが、そうい

った感動・感激が、次なる向上につながるという意味で、

ご紹介しました。 
 

今回の災害で被災されたの方々の一刻も早い復興・ご

回復と、お亡くなりになられた方々のご冥福を祈りつつ。 
新企画  突撃インタビュー 第一回

 
！ 突然皆様のもとへお伺いします !
★ 新企画 突撃インタビュー ★ 

 

 

第一回は 
若きホープ 
柴田光規さん。

第 4ページに
掲載です。 
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歌と私 
榊原晴子  

（Sakura Chorus所属）  
  
八層のアカペラ響きわたる夜は 
   主の降誕の喜びここに   大島晴子 
 
私はさくらコーラスでの活動の他にSacramento 

Master Singersに所属しており、この短歌では、昨年の
クリスマスコンサートの時の感動を歌ってみました。この

グループはサクラメントで25年の歴史のある48人の混
声合唱団です。 毎週月曜日に練習があり、年に三回定
例コンサートがあります。日本人は私一人で、音楽のや

り方も人とのかかわり方もちょっと違います。アメリカで

音楽を勉強した人達はリズムのとり方や音階の読み方

などが、ドレミや拍数を上手に使う日本のやり方とは違

うので時々とまどいますが、音楽作りの醍醐味はなかな

かです。クリスマスコンサートは美しく古いSt. Francis 
Churchというカソリック教会で行われました。（そこは
Chanticleerがサクラメントへ来るといつも使う音響の素
晴らしい教会です。） キャンドルの灯の中で歌った
Hodie（今日）というラテン語のアカペラは、四つのパー
トが更に二つに別れ、私には初めての八声部の歌でし

た。人間の声が楽器として機能し、重厚な室内楽のよう

な演奏になりました。 
 
マスターシンガーズでは、色々な言語の曲を暗譜しま

す。指揮をよく見て歌うには、暗譜が必須。でも、この年

でたくさんの曲を暗譜するのは、なかなか骨が折れます。

しかし指揮者の手や指の本当に小さな動きまでが歌の

表現と直結する為には、一人一人の暗譜や反復練習に

多くが委ねられていることがよくわかりました。練習には

小さなボイスレコーダーが欠かせません。それを翌日す

ぐにCDに作り変えて、運転中はいつも聞くようにしてい
ます。すると聞き落としていた細かい指示に気付くことも

あるし、何度も聞く内に自然に歌に慣れて行きます。外

国語の勉強をするのは老化防止には一番、と亡き父が

よく言っていましたが、歌もそれと同じでしょう。 しかも楽
しんでできるなら、しめたものです。 
 
そこで体験することをさくらコーラスの練習にも生かせ

るようになって来たのは一石二鳥です。自分も歌う立場

になってから、歌の指導法や練習方法について前より

具体的に考えるようになりました。この頃はさくらコーラ

スの練習日にお休みの方のために練習の録音をしてお

くこともあります。出席メンバーも、同様にボイスレコーダ

ーで録音して、家で更に練習をして来て下さる方が増え

ているので、パート別の反復練習に前ほど時間がかか

らなくなったのはとても嬉しいことです。 
 
これからも二つのコーラスとのかかわりを大切にして、

歌うことについて立体的に考えて行きたいと思っていま

す。声は一人一人の宝です。それぞれに違う声を美しく

合わせて、一つの音楽を作っていくのは、何と楽しいプ

ロセスでしょう！ 

こ

で恒

ずら

歌う

りに
 
・・・

「大島

原さん

新移

Sacr
・・・
れは1月15日土曜日にマーシャル綾子さんのお宅
例の新年会があった時の写真です。おせち料理が

りと並び、皆で日本のお正月気分を満喫しました。

歓びと共に郷愁をも分かち合えて、楽しいおしゃべ

花が咲いた笑顔の一日でした。 

・・・＊・・・・・＊・・・・・＊・・・・・＊・・・・・＊・・・・・＊・・・・・＊・・・・・＊・・・・・・ 

晴子」は、さくらコーラスの榊原晴子さんの短歌名。榊

は短歌会「新移植林」の会員です。 
植林： http://mnishioka.com/ishoku/ishoku_main.htm 
amento Master Singers：http://www.mastersingers.org/ 
・・・＊・・・・・＊・・・・・＊・・・・・＊・・・・・＊・・・・・＊・・・・・＊・・・・・＊・・・・・・ 
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 （Chorale May / Ensemble Shiki / SFFC所属）  

 

体験地元合唱団報告 第 3 回  
三浦るり子  

 
その６ （7月 7日 水曜日） 
 
今日は鶴岡放送児童合唱団の報告です。私が所属

していた頃はＮＨＫ鶴岡放送局で練習をしていましたが、

今は青少年センターという所。隣は鶴岡市文化センター

という多目的ホールなのですが、何と、この日、同じ時

間帯に、あの、マッチこと近藤真彦のコンサートがあっ

たのです。ポスターも見かけなかったのですが、満席だ

ったそうです。帰りも一緒の時間になり、妙齢のご婦人

方の「よがったのお」という放心状態の姿を微笑ましく思

いました。 
 
では、児童合唱団についてです。小学３年生から中

学３年生までの女子（残念ながら現在男子はいません）

30名ほどですが、中間試験が近いとあっていつもより
少ないと言うことでした。 

 
練習は大人対象の合唱団とはまるで趣が異なります。

もっと授業のように、質問をバンバン投げかけ、楽譜を

読ませます。音符を読ませると言う意味ではなく、ここ

は何故 Pか、ここには何も書いていないけれどどう歌
いたいか、などなど、次から次へと当てて答えさせます。

また、時々一人で歌わせて、何処がいいか、どう改善す

べきか、などもためらうことなく行われました。大人は羞

恥心が強かったり、プライドが高かったりするのでこうは

いかないとおっしゃいながらも、そういえば、一人一人

歌わせて、誰の声が好きか挙手させたりはなさっていま

した（きついですね！）。 
 
外山先生が「音価」を口が酸っぱくなるほどおっしゃ

いましたが、ここでは、「息を流して」と言う表現が何度と

なく使われました。しかし、大人の合唱団ではもはやそ

の様な指示はありません。当然のことだから言われる

までもなくきちんと歌えているからです。子供のうちから

このような勉強の仕方が身についていれば、大人にな

ってさらに深く追求できるのですね。８月末から児童合

唱もやってみようと思っていたところなので、実に実の

ある見学となりました。とはいえ、こちらは週２回、私の

ほうは当面、月１回なのでそれなりに、、、です。 

翌日の土曜会の練習は、娘が体験入学前日でいささ

か緊張の面持ちだったので夜は一緒にいることにしまし

た。今晩、また柿崎先生とお会いする予定で、土曜日の

練習には東京からかの有名なバリトン歌手が来て歌っ

てくれると言うのでまた行ってこようと思います。10年も
離れているので、かの有名なと言われてもピンとこない

私です。 
 
このところ、めちゃめちゃ暑いです。あじさい、山百合、

てっせん、タチアオイなどが、水撒きの後、色鮮やかに

蘇ります。蚊の襲来はあっても蝉の声はまだあまり聞か

れません。いまだ布団干しに命を掛けていますが、一

昨日は、取り込むのを忘れて夜出かけてしまい、お隣さ

んがしまいに来てくれたそうです。母には干すのも取り

込むのも無理なので助かりました。このように、遠くにい

る親戚、家族よりも近所の方が頼みの綱です。ありがた

いことです。 
 

では、また。  るり子 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

写真は、娘が３才の時から毎夏登っている 
霊山羽黒山参道の２４４６段の石段です。 



第一回  突撃インタビュー 
大阪府豊中市生まれの千葉県松戸市育ち 

現在は UCSFで小児精神科の研究に日々没頭 

  

さそり座の男 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2011 年 3 月 8 日（火） 昼下がりに 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小さい時は『タクシーの運転手』になり

たかった。勉学の傍ら、高校時代には

応援団で活躍、大学時代は混声合唱

部、山岳部、弓道部などに入部、サーク

ル活動の幅も広い。 
2010年 8月から 1年の予定で東京に奥
様と二人のお嬢様を残し単身赴任中。 

―渡米の切っ掛けは？― 
日本では民間病院の小児科医として勤めて 14 年目。救急外来や、

研修医の指導、一般の診療で、日々その日のことだけを考えてその

日暮をしていましたが、物理的にも離れた環境で腰をすえて研究し

ようと思って準備をしてこちらに来ました。専攻は小児精神科。日本

の昔集めたデーターの分析をしていて、親子の育児の関係とか日本

の少子化とかそのような分野を研究しています。 

―こちらで合唱団に入られた切っ掛けは？― 
ＳＦ在住の妹の家でランチをした時に『何か仕事以外でもよい時間が

過ごせれば』と言う話の中で、SFFC の橋本ゆかさんが『それなら良
いコーラスグループがあるよ』とアンサンブル四季を紹介してくださっ

た。 
8月 30日にアンサンブル四季の練習を見学に行き、入るか入らない

かを冷静に考えようと思っていたのに、そのまま入ることになってし

まった。今となってはそれはとてもうれしいことです。 

皆さんが緊張しないような雰囲気を作ってくださっていて、男性人か

らも女性人からもたくさん冗談が出てきて、とても入りやすい雰囲気

した。今は、メイさんと、四季さんと両方に入っています。 で 
―コーラスはエンジョイしていますか？― 

とても楽しいです。 
４月３日のA’s Japan Heritage Dayでの米国歌合唱がこちらでの合唱
発表初体験。これは間違いなく 1年滞在中のハイライトです。 

―星座は？― 

さ
 
そり座。さそり座の男です。 

―趣味は？― 
野球を観ること。 
歩 くこと。 

―合唱より好きなことは？－ 
良い空気をすうこと。 

歩くこと。 

合唱もかなりそれに近くなってい

す。好きです。 ま
 

僕の専門分野的には非常に合唱

は興味深い。しんどい時ってなん

かこう体の中で淀んでるんですよ

ね、流れが悪い。だから息を吸っ

てそれを声として出すと、循環して

いる感じがする。『歌』って言うの

はそういう意味でも僕にとっては

自分の健康のためにもすごくいい

と思っているし、『良い空気を吸う』

のと『歩く』のに近いプレジャーに

なっています。 食欲旺盛な家族です。
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

―宝くじで一億円当たっ

たら？― 

まず、家のローンを還

す。 

お金は物にではなくて、

人に対しての投資に使

いたいですね。それか

ら、一億円あったら、もう

少しこっちで勉強して家

族も呼びたい。家族一緒

でないと。 
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デービスシンフォニーホールです。いつか子

どもがここで演奏できるでしょうか？ 

―日本へご帰国後はまた合唱をされますか？― 
帰国しても合唱はやりたいので、今、合唱団を探しています。

勤途中の池袋、新宿あたりで。 通 
―どのような合唱グループに？混声ですか？男声ですか？―

男声、混声、両方魅力的ですね。 
我々のグループはいろんなジャンルの唄を紹介してくださって

歌わせてもらっているなと思いますが、日本では、ロシア民謡

を歌うとか、日本古謡を歌うとかジャンルを決めて活動するグ

ループもある。どの曲を歌うとか、このコーラスグループは何

のためにみんな集まって来ているのかというあたりも含めリー

ダーさんや指揮の方のカラーはいやがおうにも出ます。 

とうとうワールドシリーズ出場か？

―行って良かった所、これから行き

たいところ－ 
現在は研究に熱中。なかなか観光

の機会はないが、年末たまたまヨセ

ミテに行こうとツアーで出かけたの

ですが、融雪で大きな石が落ちてき

て道路がふさがっちゃっていて、不

運なことに公園の手前まで5時間乗

って行って、帰ってきた。 

（松浦： ５月が良いですよ。雪解けで滝

があるんですよね。いろいろ。水量が豊

富ですから。夏になると水が少なくなる。

ハイキングには良いんですけれどね。） 
―アメリカ生活での苦労話をお聞かせください。― 
►言葉での挫折感：言葉は少し準備はして来た。買い物とか日常生活
では困らないのですが、同業者の会話、ディスカッションにはついてい

ず内向的になっていた時期もありました。 け 
►自分を主張していかないと物事が進まないなあと思うできごと：ある
時、電気代が＄568 になった。『おかしい、困る。ウォーターヒーターが
原因ではないか。』と大家さんに交渉に行ったが、大家さんは『絶対そ

れは私たちが原因とは思わない』と言う。自分で資料を作り、ＰＧ＆Ｅと

大家さんに粘り強く交渉して、ＰＧ＆Ｅがウォーターヒーターが原因だと

言ってくれ、＄568は払わずに済んだ。困った辛かった経験です。火事
の馬鹿力が出た。 場 

►家族と離れて暮らすということ。 
スカイプを毎日やっていて、娘とも妻とも日本にいる時より今の方が顔

を見て話す機会が多いと思うのに、長期休暇で彼らが遊びに来て帰っ

た後はさみしくて辛い。家族一緒じゃないとなかなか大変だなあと思い

す。見通しが甘かった。 ま 
―うれしかったことは？― 
コラールメイ、アンサンブル四季に入らせていただいて一期一会のご

縁で、年齢も職種もいろいろな方とお会いできて人生を考えるにあたっ

てよい経験ができた。今までの人生の中でなかったことで、視野が広

がったと言う言い方だけでは言い尽くせない。これは本当に自分にと

っては大事なことです。日本にいると同業者としか会わないし、もう忙

しくて、ちょっと立ち止まって、生きることを、これからの人生を、考える

と言う時間はない。同業者（医者）も日本よりはアメリカのほうが仕事

の中でも仕事以外でも社会に出ているなあ、と感じます。
―どういうジャンルの音楽が好きですか？― 
ジャンルと言うと良くわからないのですが、好きな曲はいくつかあって、『ダッタン人の踊り』という曲がとても好き

で、日本でオペラを見に行った。リストのピアノなんか好きです。 
最近娘二人がピアノを習っていて、だんだん上手になってきて、ピアノの先生からもピアノを弾くだけではなく作

曲家の話を聞いてくるので、こちらも一緒に勉強していけると良いなあ思って、クラシックの作曲家について知り

たいと思います。子供が大きくなってきてなにか一緒にできると言うのはわれわれのハッピーにもつながるし、

ほんとにいいことですよね。 
5 
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―奥様との出会いは？― 
あれは 17年前。忘れもしない 1994年の 7月 16日のことだった。
場所はバンクーバー。私は大学 4年生の夏休み約１カ月の予定で
語学学校へ通っていた。妻は通訳になりたくて仕事を辞めて１年

間の語学留学中だった。 
―第一印象は？― 
優しそうなお姉さんだなあと思いました。妻の方はあまり良い印象

は持っていなかったと思う。 
―それからお付き合いが？― 
1995 年の神戸大震災の時に、妻に言わせると、僕が一生懸命手
紙を書いたことがうれしかったみたいで、それから付き合うようにな

った。それから３、４年は遠距離恋愛。 
―プロポーズは？― 
プロポーズは電話で。千葉から芦屋へ、電波に乗せて愛の告白。

心の目で（？） 
うまくできているでしょう？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

―家族は大事ですね。―♪一人でいて、なにか自分

が発信して返ってくるものがないというのは寂しいこと

です。（柴田）♪人間はさみしがりや、一人ではやって

いけない社会的動物なんですねえ。家族は大事です

よ。（松浦）♪ほんとうにそうですよねえ。だから合唱

良いですね。（柴田）♪そういった意味ではコーラスの

グループも血はつながらないけれど家族みたいな気

がします。ファミリーですね。（柴田）♪ハーモニーのフ

ァミリーですね。（松浦）♪家族揃って何かできるとい

うのはいいことです。（柴田）♪そうですよ。そういうの

が日本は今欠けてきたんです。昔はいつも一緒だっ

たんですね。アメリカは早く子供が離れて行ったりす

るけれども、サンクスギビングとかクリスマスとかイー

スターとかかならず寄りますからね。日本より密なん

じゃないですか。（松浦） 
 

散歩好きの家族です。

―日本に帰ったら楽しみにしていることは？― 
良いコーラスグループを見つけること。 
日本のきめの細かいサービス。 

―アメリカについてはどう思いますか？― 
日本で抱いていた概念と実際に来ていろいろ見聞きし

たのとちょっと違うと思います。 
僕は典型的な日本人の考え方をしていると自分で思

う。いろんな部分を見つけては、日本はだめだと、自分

はだめだと、アメリカこういうように優れているんだと、

見習わなくてはいけない、と自虐的になりやすい。実は

そうでもないんじゃないか。アメリカは個人がちゃんと

独立して暮らしていくことをたぶん教育から目指してや

っているんだろうけれども、でも僕らの分野からすると

それにこぼれちゃった人というのは目にうつるわけで、

そういう人には厳しい社会だな、と思います。    ➚

日本だけにいれば日本はとても居心地の良い国だろ

うと思いますが、『居心地が良いから出て行かない』

ということじゃ、気付いたら大変なことになっていくん

じゃないかとは思う。 
サンフランシスコはリベラルであっていろんな考えを

認める人たちがいるって言う話は良く聞くし、僕もそ

れは賛同するんですけれども、でも求められるものが

高い地域でもあるなあと思います。移民とか僕らみた

いな人にもこちらで暮らしていくだけのことを求めてく

る感じはするし、こういう所でずっと暮らしている方も

本当にたくましい方だなあと感じます。 
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■▮ College of San Mateo アジア月間 

北カリフォルニア日本合唱連盟合唱祭について ▮■ 

【合同演奏曲】上を向いて歩こう（指揮：香川恵子さん） 

         ヤイサマネナ（指揮：三浦るり子さん） 
 

【各グループの演奏曲】 

コラール・メイ： 
When you and I were young Maggie 
雨、東西なぞなぞ合戦  

コーラル・コスモ： 
赤とんぼ、Higher and higher 
Bridge over troubled water  

サンフランシスコ・フォレスト・クワイア： 
ピリカコール、谷茶前、さる  

アンサンブル四季： 
日本古謡より～ 

手まり歌、ひらいた、うさぎ、とおりゃんせ 
てぃんさぐぬ花 

 

【合同練習】 

2011 年 5 月 1 日（日） 午後 1 時 30 分～4 時 
場所：サンマテオライブラリー 

 

★次回ボードミーティング★ 

2011 年 5 月 1 日（金） 午後４時 
サンマテオライブラリー 

 

 

ボードからのお知らせ 関連団体コンサート案内 

 

►College of San Mateo 『アジア月間』 
北カリフォルニア日本合唱連盟合唱祭 

・ 日時：2011 年 5 月 21 日（土） 午後 7 時～8 時半 
・ 場所：CSM Theatre 

1700 W. Hillsdale Blvd., San Mateo, CA 94420  
►サンフランシスコ・フォレスト・クワイア、 

コラール・メイ、アンサンブル四季 定期演奏会 
・ 日時：2011 年 5 月 15 日（日） 午後 3 時 
・ 場所：Pine United Methodist Church 

426 33rd Ave., San Francisco  
►南加日系合唱連盟第四回合唱祭 

“響けうたごえ” 
・ 日時：2011 年 9 月 17 日（土） 午後 3 時（予定） 
・  場所：El Camino College, Marsee Auditorium 

►日米合唱祭 
・ 日時：2012 年 4 月 14 日（土） 

・ 場所：War Memorial, Herbst Theatre

401 Van Ness Ave, SF, CA 94102 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

南カリフォルニアの日系合唱連盟は、第四回合唱祭開

催にあたり、合同合唱演奏への一般個人参加者を募

集しています。 
►参加団体： 
 さくらコーラス、森の会 
コスモス、カペラオーパス 
LA メンズグリークラブ 
郡山男声合唱団（日本） 
個人参加者 

►出演料：＄３０ 
楽譜、練習用ＣＤ、３回の合同練習参加費を含む。 

►連絡先：南加日系合唱連盟事務局 嶺井猛 
（NCFSC Takeshi Minei） 310-618-1185 

►日時：2011 年 9 月 17 日（土） 午後

►場所：El Camino College, Marsee A
►合同合唱演奏曲

・America
（1、4

・きみ歌え

・Santa M
（舞

►参加申し込み：締め切り：2011 年 6 月

申込書送付先：Opus Music / NCFSC
2219 Torrance Blvd, Torrance, CA 
参加ご希望の方は所定の申込書にチ

上記住所に送付してください。  

東日本大震災義援金情報
●Northern Japan Earthquake Rel
  JCCCNC（http://www.jcccnc.org/
●JSNC Japan Earthquake and Ts
Fund（http://give2asia.org/japansoc

南加日系合唱連盟第四回合唱祭 
“響けうたごえ” 
個人加者募集 
 

2011年 5月 21日の合唱祭では、東日本大震災のた
めの義援金を受付にて募集いたします。ご協力をよ
ろしくお願いします。 
3 時（予定） 
uditorium 
： 
 The Beautiful 
番のみ。暗譜） 
よ（全曲。暗譜） 
aria, Mater Dei 
台で楽譜持参） 
末日 
 

90501 
ェックを添えて

 
ief Fund 
） 
unami Relief
iety） 



♪ 思い出のひとコマ ♪ 
❤Chorale May❤ 

❤Ensemble Shiki❤ 
❤San Francisco Forest Choir❤  

2010 年、コラール・メイとアンサンブル四季とサンフ
ランシスコ・フォレスト・クワイアの合同忘年会のひと
コマです。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
        ついに、 

    やったぞ！ 
 
 
 
  

  
 2011 年 4 月 3 日 

 オークランド A’s  
 Japan Heritage Day で 
 アメリカ国家を歌う。 

（http://www.youtube.com/watch?v=OldMfjyLDtg より） 

－－－◇ 編集後記 ◇－－－ 

自然の暴力はなんと非情なことか。日本がえぐり取ら

れ穴があいたようだ。どのような言葉も空回りしてしまう。

 

   ～さて、 
       それではそろそろ 
       はじめましょうか～ 
 
 
 

なんとか少しずつでも良い方向に行きますように。少し

でも早く暖かい生活ができますように。原発や余震の

不安から少しでも早く開放されますように。北の国にも、

やがて春はやって来る。木々は芽吹き花を付け、希望

の光を投げかけ、復興の弾みとなってくれますように。

農業、酪農、漁業、林業、工業、電気、様々な産業で日

本人の生活を支えてきたたくさんの人々が住む町。たく
 
 

 
 
 
 
 
 
 
♪～これが～ 
 『銀座の～ 
    カンカン娘』隊～♪

 

 
 
 
 
 
 

さんの方々がまためぐり合えますように。大地に実りが

戻ってきますように。 
先日まで寒さにぐっと耐えていた桜の蕾がいくつかはじ

たと思ったら、今日はもう５分咲き７分咲きです。 け 
･････編集部裏話・・・・・ 

今号から始まりました「突撃インタビ 
ュー」。初回ということもあり、柴田さん 
には、慣れないインタビューに長時間 
 

お付き合いいただき、根掘り葉掘りた 
くさんお聞きしてしまいました。膨大な 
量の良いお話しを泣く泣く削り、抽出し 
た結果の３ページ記事です。この次はあなたのもとへお

伺いします。その時はよろしくお願いします。 
既刊号：http://www.jcfnc.org/Home/newsletters 
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