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皆様、明けましておめでとうございます。 

  会長 松浦 功  
今年の干支は「辰」、古い漢書によると、草木の形が

整った状態を表しているとされています。後の世にな

って、覚えやすくするために、神話上の動物である龍

が割り当てられたそうです。 
私は、自然界の調和が取れた状態をイメージします。

すなわち、今年はいろいろな事態に臨み、調和・バラ

ンスをキーワードとして対応していきたいと願ってい

す。 ま 
さて、合唱祭の変更について一言申し上げます。昨

年 12 月始めに、今年 5 月に行う予定だった日米合

唱祭で、合同曲「第九」の指揮予定者の外山先生及

び日本の合唱団が国内の諸事情により来られなくな

り、急遽北加日本合唱連盟のみによる合唱祭に変更

となりました。紆余曲折を経て、5 月 26 日（土）の午

後 2 時より 4 時まで、San Jose Opera 指揮者の

Tony Quartuccio 氏を迎え、Santa Clara University 
Recital Hall で実施されることになりました。全員一

協力して、成功させましょう！ させましょう！ 致  
さあ、2012 年もフレッシュな気持ちで、大いに歌い、

るい未来を導き出しましょう！ 
さあ、2012 年もフレッシュな気持ちで、大いに歌い、

るい未来を導き出しましょう！ 明 明 
今年もどうぞよろしくお願いします。今年もどうぞよろしくお願いします。
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明けましておめでとうございます。 

コーラル・コスモ 香川恵子

今年も、 情熱を忘れず、皆さんとご一緒に

明るく楽しく歌っていきたいと思います。 
また、3 月 3 日のコスモ定期演奏会では沢

山の皆様が第九の演奏に加わってくださる

ことを期待しております。 
本年もどうぞよろしく 

  お願いします。 

新年おめでとうございます。 

さくらコーラス 榊原晴子 

今年はさくらコーラスの隔年のコンサートが 6 月に予定

されておりますので、一同心を合わせて準備に励んで

いきたいと思っております。人数が少なくなりましたが、

   各パートがより充実してきま

   した。今年もまた歌を通して

   よい交わりを続けて行きたい

   と願っております。 
   皆様もどうぞよいお年を 

 お迎え下さい。

  アンサンブル四季 
  コラール・メイ 
   サンフランシスコ・フォレスト・クワイア 三浦るり子

この冬は雨が少なく、体力作りには好都合ですが、

少しお湿りが欲しいこの頃です。皆様、いかがお過ご

しでいらっしゃいますでしょうか。 

昨年、日本は東北大震災という未曾有の大災害に見

舞われ、こちらに住む私たちとしても大変胸を痛めた

一年でした。今年は、ただひたすらに穏やかな一年を

と願うばかりです。 

合唱の分野では、どのような目標をお立てになりまし

たでしょうか？ある方からは、年頭のご挨拶で、今年

は本腰を入れる覚悟をした、という心強いお言葉をい

ただきましたし、多くの方から精進したいという気持ち

の表明がありました！折しも、SF シンフォニーコーラ

スでは一般向けに合唱のワークショップを開催し、前

回は連盟からも１０数名の方が参加なさいました。連

盟内のみならず、外のかたがたとの切磋琢磨も楽し

いものですね。色々と勉強になることが多く、このよう

な機会を多くの方に持っていただきたいと思いまし

た。今年も、数々のすてきな曲、楽しい曲、胸を打つ

曲と出逢えることを楽しみにしております。そして、そ

れらは歌い手である皆さんの存在なくしては実現し得

ません。いつも本当に感謝しております。 

今年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

❆❆ ❆
❆

❆
❆
❆
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   東京八王子生まれ八王子育ち 
   星座： さそり座 
   血液型： A 型  
   小さい時はお絵描きが好きで 
   絵を良く書いており、ファッション 
   デザイナーになりたかった。 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Belle Flora へようこそ！ 

宝仙学園の保育科を卒業し、幼稚園の先生を 5 年間して

いました。日本で 4 年、香港で 1 年勤務した。 
子供は大好きですね。 
子供が卒園したこちらのバイリンガルの ABC プリスクール

で 2011 年の 6 月まで 2 年間パートタイムでアシスタントを

しました。母親になってみて独身の時とはまた違う幼い子

供への愛情も増し、この仕事の素晴らしさを改めて感じま

した。自分の子供も気が付いたらもう 8 才なんですけれ 
ど、３、４、５歳の子供たちと一緒に過ごしていると、ああ、 
こういう時もあったなあ、と感じながら、みんなが天使のよ 

うで本当にかわいくて、お子様に癒

されながらお手伝いしていました。 
 

● お子様は？ 
男の子と女の子の双子。子育てから学ぶことは多く、精神的にも鍛えられ
ていると思います。子供の為には頑張れる！子供達は宝物です。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

❀American Institute of Floral Designers 会員。 
❀日本フラワーデザイナーズ協会講師。 
❀草月流師範。 
❀2003 年より Bouquets to Art 出展メンバー。 
❀Asian Art Museum ディスプレー（草月流）年数回。

❀2003 年に Belle Flora を立ち上げ、デザイン・クラス

 を主宰。ウェデイング・フラワーなどのフラワーアレン

 ジメントや個展用作品製作もこつこつと続けている。 
❀幼稚園教諭として数年勤めた後、フラワーアレンジ 

メントの道に転職。   ❀裏千家の茶名も持つ。

タイトルの写真は、フォレストクワイヤー・クリスマスコンサートでの装飾。 5 枚の写真、左から花束や季節のアレンジメント 3 作。
草月流いけばな 2 作（Oakland Museum と Asian Art Museum キャフェテリアの活け込み）。

● ご主人様との出会いは？
彼が、たまたま日本の知り合いを訪ねて旅行をし

ていた時に紹介された。不思議な紹介の仕方でし

たね。私の知り合いと彼の知り合いがお見合いをし

てそろそろ結婚を考えている時に、「相手の人に是

非会ってほしい」と言われて、行ってみたら、たまた

ま主人も来ていた。その時は、彼もすぐアメリカに

帰ると言っていましたし、彼に会うことが目的では

なかったので、特別な印象は無かった。その後ひょ

っこりと、「また日本に行くので食事でもどうですか」

と連絡があり、1 年弱付き合って結婚 
しました。結婚して 14 年。ずっとカリフ 
ォルニア暮しです。夫は SF 生まれの 
日系 3 世。1 才違いの歯科医です。と 
っても日本が好きで、宮本武蔵の大フ 
ァンで、実は自分の名前を武蔵に変え 
たかったぐらいなんです。そんな訳で 
長男の名前は武蔵です。ノーチョイス。 

   我が家の双子と夫です。

幼稚園教諭をしていた頃
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● 合唱を始められたきっかけは？

「双子三セット」で、子供たち 6 人が幼稚園に入る前に 3
～4 ヶ月ぐらい、るり子先生の音楽教室に行っていた。フ

ォレストクワイアは双子が多いんですよ。 
フォレストクワイアのお話は聞いていたし、学生時代合 

唱祭とかで、クラス全体が一丸となって歌うのは非常に楽しい、と言う思い出は

あったのですが、特に歌に自信があるほうではないので入っていなかった。「双

子三セット」の一人の方が、「フォレストクワイアに興味があるから良かったら一

緒に行ってみない？」と声をかけてくださって見学に行ったのがきっかけです。

子供たちが通っていた ABC プリスクールがパインチャーチの下なんですよ。子

供を下に預けて上がって行くだけなので、子供がプリスクールに入るまで他の

事はあまりできなかったですから、週に一回上に上がって歌うのはいいかもし

れないなあ、と思って。それで 5 年になります。ソプラノ歌っています。 

    参加して本当によかった、と思いますね。 
素晴らしい指導者であるるり子さんとメンバーとの出会いによって、楽しいエネル 
ギーを沢山頂いている。多方面で活躍されている方達ばかりなので色々と勉強に 
も刺激にもなる。皆仲が良いし、皆楽しく過ごして帰る、本当にいい環境なんです 
ね。精神的にも救われた気もしますし。るり子先生の選曲される歌、普通の人が聞かない 
ような、見つけにくい歌を探して持って来てくださいますが、とっても奥が深いんですよね。 
歌っているうちにだんだん歌の持っている良さが分かってくる。歌にリフレッシュさせられ 
たり、気持ちをね、落ち着かせてもらえることが沢山ある。 歌っていいですよね～。 

● クラブ活動は？
中学生の時は吹奏楽部。打

楽器、ドラムだった。 
私は夢をおっちゃってちょっと

ポーとしているところがある。

クラリネットは競争率が激しく

て、行った時にはもう一杯。そ

の時に空いていたのが、ドラ

ムかサックスホーンだったん

ですよ。今思うとサックスホー

ンやっとけばよかったなあ、っ

て、ね。サックスの音、大好き

です。 

暗譜が決まりになっていて、今、覚えるのが辛い時期なんですけれど、一度覚えてしまう 
と本当に楽しんで歌える。運転しながらも歌えるし、何所でも歌える。洗い物しながらでも歌える。暗譜する時が辛

いけど、後に来る楽しさがあるから皆がんばれる、って感じで、ここで頑張れる自分を嬉しく思い、皆に感謝してい

ます。るり子さんのメンバー一人一人への目利きにより、ネットシステム、広報、会計、運動、録音、衣装、美術、

撮影、楽譜管理、MC、朗読、ダンス・・・と色々な役割（部）ができました。私は美術部担当です。

    ● 教室を開いて 
教えていらっしゃるんですか？

月に 2 回ぐらい教えています。とにかくまだまだ

子育て中心なんですね。結婚を機に渡米した後

は City College of San Francisco の Floristry
科で 2 年間勉強し、2002 年に AIFD（American 
Institute of Floral Designers）のメンバーとなり、

2003 年に Belle Flora を立ち上げました。現在

Belle Flora ではデザイン・クラスを主宰していま

す。クラスが中心ですが、ウェデイング・フラワー

やその他のオーダーを友人・知人を通して頂いて

います。現在自宅のワークルームを改装中。 
ホームページも計画中です。 

● お花はいつごろから？
20 代のころから、仕事の帰りに気分転換に習いに行ったの

がきっかけ。 講師をしたり、生花店で勤めたり、フリーランス

で働いていた。ドイツ（ベルリン）では、草月流をなさっていた

方がオーナーのお花屋さんで、3 ヶ月間毎日お手伝いをしな

がら勉強させていただいた。仕事の話もあったのですが、両

親に帰って来いと言われ。私も大人しいほうではなかったで

すからね。日本へ帰ってしまうと、もう行く機会は無かった。 
ドイツには有名なフローリストが何人かいらっしゃる。彼らの

作品に憧れていた。 
仕事はフリーランスですが、花に携わる仕事をし始めてから

約 16 年くらい、自分のお店 Belle Flora を立ち上げてから

は今年で 9 年目になります。 

● 好きな音楽は？
クラッシックは、弦楽器の曲や

バロックなどが好きですが、ボ

サノバやジャズも好きです。

 
 
 
 
【フォレストクワイヤー美術部の作品】  ◆左上：歌に合わせて制作したカード ◆ 中段、右：「The twelve days of Christmas」
用のカード・・・るり子さんのイメージする絵本をもとに下書きし、メンバーと共に色を塗って制作。 ◆ 下段、左から：コンサート用
に制作した”切り絵のカード”の表紙。 ◆ 下段右端：クリスマスコンサート用の冠(エンボスッシング・メタル)と宝箱。
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2007 年、Bouquets to Art 
Bronze "Venus" by Boris 
Lovet-Lorski 

 
2008 年、Bouquets to Art 
Photographs "Wildflowers of 
New England" by Edwin 
Hale Lincoln 

● 将来の夢は？

お花のほうはもうちょっと充実させたい。ウェディングのほうももっとやりたいし、もう

少しクラスを充実させたい。毎週１回ぐらいには増やして行けたらいいなあ。まだち

ょっと模索中でもあるんです。子供が生まれる前はこちらでもフリーランスでウェディ

ングフラワーのお仕事などしていた。Bouquets to Art とか個展なんかは続けて子

供が生まれたすぐでもやっていたんですけれども、仕事はなかなか落ち着いてでき

なかった。今は基本的に子供達が学校に行っている時間内でできる範囲の仕事に

していますが、これからは徐々に拡大して行きたいと思っています。

● 好きな花は？

色々。これだけっていうのはないですけれど、バラも大

好きです。ガーデンローズとか香りのいいバラもいいで

すよね。家にも小さな庭があるので植えている。でも、

だんだんと年齢にも応じて好きな花が、少しずつ変わ

って来ている。フリージアとか香りのいい花。自分の家

に飾るとしたらそういうのがいいなあ、とかね。 

フローリストとしてはまだまだですが、草花のこと、デザインや技術、計画性、社交、

経営・・・など、様々な事を学んでいる。 お花の仕事は優雅で奇麗なように思われ

がちですが、実は立ちっぱなしの肉体労働で、デザインにかかるまでは、仕入れや

特に水揚げなど、気が遠くなるほどの花の掃除や刺取りなどもしなければならな

い。色々な意味で忍耐強くなったと思います。また生花を扱う上では計画性や時間

の使い方も重要で毎回がチャレンジです。 
時間の使い方と言えば過去の経験を良く思い出します。1999 年にアメリカで初め

て SAIFD ナショナルコンペティションに参加した時は思いの外緊張し、「残り時間、

後 5 分」と言われてからは気持ちが焦り、手が震え、悔しい思いをした。その翌年フ

ロリダで行われた時は「大丈夫、後 5 分もある！」と心持ちを切り替えたことで総合

優勝できた。今でも時間が足りそうにない時には、「大丈夫、後 5 分ある。とにかく

今できる事から 1 つずつやっていこう！」と思うようにして、5 分間、１分間の中にも

できる事は意外に沢山ある事、諦めずにとにかくする事を学びました。 
基本的に作品を制作する時は「花と向き合う事」は勿論そうですが、「喜んでもらえ

る事」「感動してもらえる事」を常に念頭に置き、毎回が自分へのチャレンジです。 
１つの作品に精一杯取り組む。クラスでは多くの方とこの気持ちを共有したいです

し、この思いが作品を通して伝えられる様これからも努力して行きたいです。

❀・・・・・【ちょっとひと息】・・・・・❀  
ストック、華やかできれいですね。（M） はい、きれいですよね。（N） 
紫陽花。昔はそんなに心惹かれる事がなかったですけれど、 近は「きれ

いだなー」って、思ったり。（N） こちらのアジサイは洋風で華やかで、洋服

の感じで、日本の紫陽花は青紫でかわいい。和服の感じですね。（Y） 
そうですね。土が違うんでしょうね。（N） 僕は小学校の時、夏、庭に真紅のものすごくきれいなカ

ンナが咲いていて、「花の女王カンナ」って言う題で作文を書いたのを今でも覚えているんだけれ

ど、耐える力というのを子供心にものすごく感じたのを覚えているのね。（M） 情熱的ですね。真

夏のカンナって。（Y） そう。だから、思わず、「花の女王」って、タイトルになった。（M）  
                        やはりお花ってね、力がありますよね。（N） 

･････ ❀ ❀ ❀ ・・・・・

● 好きな本は？

好きな本というか、大切

な本は・・・・・「花伝書」

「草月五十則」勅使河原

蒼風 お花に向き合う大

切な心得が書かれ、初

心に戻してくれます。 

 
2011 年、Bouquets to Art 
Tapestries "La Xochitl IV" by 
Rupert Garcia 

【Bouquets to Art】 ベイエリアを中心としたフローリスト約１５０名が、美術品に合わせて制作する花展。現在は de Young Museum
にて、毎年春に開催される。2003 年より出展参加。アーティストのことをよく調べて作品を作ります。メラ・ジェイという専属のフォトグラ
ファーが来年度の Bouquets to Art にあわせて、2 冊目の本を出版する。それには私の作品も掲載されます。 



 
 
 
クラブ活動は？ 
美術部だったと思います。 
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● 趣味は？お花とコーラス以外に。

♪物作り：基本的に物作りが好き。何かを作り始めると夢中になって凝る方です。音

楽を聴きながら延々と作り続けます。食いしん坊の私もそういう時は食べることも後

回しに夢中になります。さすがに子供ができてからはそこまではできませんが、花

展の前などはそれに近い生活になりつつあります。 
♪食：食べる事も大好きなので（これも趣味でしょうか？）お料理にも興味がある。 
♪油絵：学生の時、油絵を少しやっていました。学生時代は美大生に憧れていたし絵

が好きだったので、美大に行きたかった。両親に反対された。後悔ではないけれ

ど、美大を出ていたらもっといろんなことができていたのではないか、と思います。 
♪陶芸：子供が生まれる前はこちらでも陶芸やっていた。楽しかったです。また、チャ

ンスがあったら陶芸もやりたいなあ、やりたいことはいっぱいあるんですけれどね。

なかなか時間できないですよね。 
♪生け花：生け花は草月流ですけれど、花器を作って生け花のお稽古をしていた。 
♪お茶：独身の頃は母と一緒に茶道（裏千家）のお稽古にも通い茶名も頂きました。

今ではすっかり所作を忘れてしまいましたが、茶道の静粛や侘び寂びの美しさには

心を引かれます。着物も大好きなので、子育てが一段落したらまた初心に戻ってお

稽古したい１つです。

３歳（？）の誕生日。 

   ♪旅行：旅行が好きだった。 
   小学校の 5 年生の時、サマーキャンプで、イギリス 
   に行ったんですよ。ほとんど外国を知らない小学生 
   が初めて海外に行ってすごく印象が強かったと思う 
   んですよね。ロンドンの町並み、ブリックの建物とか 
   古い建物とか、バッキンガム宮殿とか、いろんな所 
   を見て海外の良さを子供ながらにきっと感じたかな。 
   途中で、パリにも行ったり、みんなでエッフェル塔を見たりとかね、ドーバー海峡

地元にある多摩御陵にて。

  、それが初めての海外ですね。高校 2 年生の時、学校のホームを船で渡ったり

   ステイプログラムで、ぺタルマで約 2 週間のホームステーをし、初めて降りた空

港がサンフランシスコだった。帰りにディズニーランドに行って、今度はアメリカを見て、どこか私の中で海外に対

する楽しさみたいなものがきっとあったと思います。ベルギー、フィリピン、イギリス、ドイツ、若い頃、アジアとかヨ

ーロッパとか、スカンジナビアの方にも旅行したり、メキシコ、タイ、スリランカとかね、色々、貧乏旅行。今思うと若

い時にああいう経験をしておいて、いろんな国も見れて、土地のお料 
理も楽しみましたし、よかったなあって。今だったら、あんな安い宿に 
泊まりたくないですよね。若かったしお金もなかったから安い宿に泊ま 
ってでも行ってみたい、もうバックパッカーみたいにね。 
幼稚園に勤めている時は、夏休みがあるので、結構長期で色々行け 
た。 休暇ができればいろんな所に行ってお小遣いなくなっちゃうとい 
う感じで。貯金をはたいてでも行っておいて良かったと思います。

● 生きる信条、好きな言葉を教えてください。

「今できることを懸命に一歩ずつ」という気持ちと、「感謝」です。 
子供が生まれてからは子供が一番で、家族、自分。自分がやりたい

事とか自分の気持ちが最後になって、順番が変わって来た。今はま

だまだ子育てや家庭の事で忙しいので、その中で自分のやりたい花

もやったり、コーラスもやったり、と言う生活をしていると、今やらなけ

ればいけない、今できる事をちょっとずつやって行こうって、できれ

ば、できるだけ楽しくやろうっていう感じです。大きな夢を持ちたいん

ですけれど、そこまで行かずに、もう、一歩ずつ一歩ずつ、と言う感

じですね。 
好きな言葉は・・・「継続は力なり」かな。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
左：1999 年。”フェアリー” SF にて 
右：2000 年。”マーメイド” 

       フロリダ（オーランド）にて。
両年「１位」と「People's Choice 賞」受賞 
スタイルホームを彫刻し、髪の毛とまつげ以外
は全てドライフラワーの花びらなどでできていま
す。作るのに８週間くらい（毎日８〜１０時間）か
かる。小さな腕１本や手に”ピラミッドあじさいの
花びら”を１枚ずつ貼り付けるのにそれぞれ４時
間以上かかったり・・・。 

 

 
高校２年生の夏、学校主催のホーム 
ステイ・プログラムに参加した時。 
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関連団体コンサート案内

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Choral Cosmo 
  第 13 回定期演奏会 

【日時】2012 年 3 月 3 日（土） 午後 7 時 
【場所】Prince of Peace Lutheran Church 

12770 Saratoga Ave., Saratoga 
 

  T■ he 6th Japanese Choral Festival  ■ ■ ■

–featuring “Beethoven 9th” 
【日時】2012 年 5 月 26 日（土） 午後 2 時～4 時 
【場所】Santa Clara University Recital Hall 
【演奏】アンサンブル四季、コーラル・コスモ 
コラール・メイ、サンフランシスコ・フォレスト・クワイア

【合同演奏曲】第九 
指揮：Anthony Quartuccio さん 
エレクトーン演奏：芦谷真由美さん  

 

【コスモからのお知らせ】 
コスモ定演で第九を一緒に歌う方を歓迎します。 
★以下の小節のみ歌います。（ピアノ部分を含む）
    P.21 331 小節から P.25 431 小節まで 
    P.28 525 小節から P.55 762 小節まで 
    P.63 851 小節から最後まで 
★歌う方は可能な限り以下の２つの直前リハーサ
ルのどちらか（または両方）にご参加ください。 
  2/25（土）ドレスリハーサル 
            @ Prince of Peace Church; 5pm
  2/29（水）リハーサル 
            @Aldersgate Church; 8pm  
★ 参加希望の方は、事前にパートを含めコスモ
の福井さんまたは黒田さんまでご連絡下さい。 

【次回合同練習予定】 
【日時】3 月 10 日（土）午前 10 時半～12 時 

場所：San Mateo Library 
指導：香川恵子先生 

【日時】4 月７日（土）午前 10 時～12 時 
場所：San Mateo Library 

指導：三浦るり子先生 

  Japan 3.11 Memorial Concert 2012 
 【日時】3 月 11 日（日）午後 4 時（予定） 

【会場】West Covina Christian Church 
    1100 East Cameron Ave.West Covina, CA 
【出演】L.A.Men's Glee Club、L.A.Daiku、他 
【合同曲】Requiem"~Dedicated to all the people of

Tohoku, Japan"
第二回 L.A.Daiku 春の演奏会 

 【日時】2012 年 5 月 12 日（土） 
【演目】モーツアルト「戴冠ミサ」Ｋ３１７ 

 詳細は、 http://ladaikusingers.com  

■ ■

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Silicon Valley Community Opera 
【日時】5 月 28 日（月）午後 2 時 
【場所】Prince of Peace Lutheran Church 

12770 Saratoga Ave., Saratoga 
   【演目】Cosi fan tutte (Mozart)/Tosca (Puccini) 

【出演】Community Opera のメンバー 
 プロシンガー(Tenor：Christopher Bengochea, 

  Baritone：Brian Leerhuber,Baritone：Rolfe Dauz)
【エレクトーン演奏】芦谷真由美さん 
【チケット】＄25 

■  ■

■ ■

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The 6th Japanese Choral Festival 
「プログラム広告主募集」のお知らせ 

 【以下の情報とチェックをお送りください。】 
Business name、Address、Contact Name、Phone、 

Email Address、Ad Size、Amount Enclosed 
【チェックの宛先】 

Japanese Choral Federation of NC. 
【情報とチェックの郵送先】 
CSM, Attn: Makiko Ueda 

1700 W. Hillsdale Blvd., San Mateo CA94420 
 

【問い合わせ・予約】uedam@smccd.edu 

【広告の費用】 
Full Page (4.625 in.×7.25 in.)・・・・$200 
Half Page （4.625 in.×3.5 in.）・・・$100 
Quarter Page 2.0 in.×3.5 in.・・・・・$50 

広告は白黒の印刷です。PDF ファイルで
uedam@smccd.edu までお送りください。 

 
【申し込み締め切り】 
2012 年 4 月 30 日 

受付数には限りがあります。お早めにお申し込みを。 
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「Anthony Quartuccio 氏」ってどんな人？ 

 

5 月 26 日の合唱祭で第九大合唱の指揮をしてくださ

る Anthony Quartuccio 氏との最初の出会いは 2005
年のこと。アラウンドシンガーズの SF 公演において、

北カリフォルニア日本合唱連盟も一緒に歌った「ふる

さとの四季」のアメリカ側の合同練習の時であった。 
その後第 1 回合唱祭、第 2 回合唱祭では合同演奏

曲の指揮・指導者としてお迎えし、第 3 回合唱祭では

聴衆の中に彼の姿があった。暫くお会いすることも無

かったが、半年ほど前（2011 年 6 月 4 日）に聴きに行

った、友達の演奏会の指揮者が、なんと彼でした。

「Anthony Quartuccio 氏ってどんな人？」と思われる

方には、「当日のお楽しみ」と、勿体を付けたいところ

ですが、下のウェブサイトにお写真が載っています。 
http://www.sjco.org/SJCO/Staff.html 
http://www.novavista.org/index.php?page=pages/ 
 
半年前の演奏は、San Jose Symphonic Choir と 
Nova Vista Symphony による Verdi の Requiem で

した。とても長い曲で、ソロが多いため、コーラスの人

たちはその間ずっと立って自分たちの出番を待つ（コ

ーラスの最前列は座って歌う方の席になっていた。）

のですが、前後の演奏をしっかり頭に入れて、オーケ

ストラやソロの演奏中、楽譜を追わないように（パラパ

ラと自分たちの歌い出しを探すようなことにならないよ

うに）歌わないところの楽譜はクリップでまとめて留め

てしまって見ないようにしてあったそうです。  （たえ） 

  
・●・●・編集後記・●・●・ 

 
 

日本からお便りします。 
北日本、日本海側の寒

波・大雪のニュースはカ

リフォルニアにも届いて

いるでしょうか？♪上野

発の夜行列車下りた時

から青森駅は雪の中♪ 
上野から青森まで約 13 時間かけて走る夜行列車『あけ

ぼの』も、憧れの『トワイライトエクスプレス（大阪発札幌

行き）』も、北国を走る寝台特急は軒並み運休だとか。昨

年も豪雪でしたが今年はそれ以上らしいです。日本の冬

はまだまだこれから。厳しい冬の生活が続きます。カリフ

ォルニアでは、もう、菜の花が咲いているかもしれません

ね。菜の花といえば、おひたしにして食する菜の花を太く

短くし、ドンと地面に押し付けたような蕗の薹（実際は花

の色も形も違います）を思い出します。根雪が解ける頃、

踏まれてもなお力強く頭を擡げてくる蕗の薹。雪の下の

蕗の薹の芽吹きは、うれしい春の訪れです。 
 

皆様からの御原稿、ご意見、   
写真、イラストなどのご投稿、    
本年もお待ちしております。 
本年もどうぞよろしく 

  お願い申し上げます。 
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  第六回 
突撃インタビュー 
 
 
力強く麗しく 
未来に向かって咲く華 
 
 
 
 
２ページに登場です。 

 

❄

 
北陸トンネル付近。（クリスマスに。
雪はまだ積もりはじめの頃。） 

❄ ❄

 
  羽田へ降り立つ前の飛行 
  機の窓から。（12/3/11） ☃ 


