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3 月 18日のハイチベネフィットコンサ
ートに出演。『春に』、『夢見るものは』
などを歌うアンサンブル四季。 

 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
春が来ました。 
春分が過ぎ、クロッカス、らっぱ水仙が咲き始める頃、

ロンドンでは「春がついに来た」と人々は言います。約

２０年前にイギリスに駐在していた頃の話です。１１月く

らいから３月の初めまで、陰鬱な暗い天気が毎日続き、

雨もよく降ります。時には雪も。 
ところが、３月の下旬、突然花が咲き始め春が来るの

です。そして、４月、５月とそれこそ週替わりの花が、次

から次へと咲きます。これは今思い出しても見事としか

言いようのない美しい季節です。イギリスでは、“April 
Shower, May Flower, June Bride”と言います。６月は
雨の降る確率が最も低く、美しい天気が続くので、結婚

式が多いのです。そして、女性はみんな”June Bride”
になりたいのです。 
さて、アンサンブル四季では、谷川俊太郎の詩で、木

下牧子さんが作曲された混声合唱曲集「地平線のかな

たへ」の中の１曲である「春に」を１月から練習していま

す。というより、「挑戦している」と言ったほうが正しいで

しょう。この歌は、

中学校・高校の

合唱曲の定番と

言われる程人気

の高い曲ですが、

本当は難しい曲

だと思います。 
「この気持ちはな

んだろう」で始ま

る歌詞は、本当

に素晴らしい。 

 
「春」の持つ「始まりの予感」や「やるせない不安」を、そ

んな言葉を一切使わないで表現しているのがすごいと

思う。また、曲もそんな詩の世界をすごく上手に表現し

ていると思う。 
私の好きなところは、第２節の「枝の先のふくらんだ新

芽が心をつつく」というところ。そして、「喜びだ、しかし

悲しみでもある」、「いらだちだ、しかも安らぎがある」、

「憧れだ、そして怒りが隠れている」というコントラストで

心の揺れ動きを対比している。さらに「あの空のあの青

に手を浸したい」、「まだ会ったことのない全ての人と会

ってみたい、話してみたい」、「明日とあさってが一度に

来るといい」という具合に展開する。 
最後の「地平線のかなたへと歩き続けたい、そのくせこ

の草の上でじっとしていたい」、「大声で誰かを呼びた

い（この部分は歌詞にはなっていないが）、そのくせ一

人で黙っていたい」と内面対比を続けて、再び「この気

持ちはなんだろう」で締めくくっている。 
この曲は、決して派手じゃなくてむしろやさしい曲なの

だが、何故か私の心を強く動かすものがあるから不思

議です。 
でも、花粉症の私のような者は、「このくしゃみは何だろ

う。目に見えない花粉の流れが、大気から足の裏を伝

わって、僕の鼻へ目へそうして喉へ、声にならない叫び

となって、こみあげるこの気持ちは何だろう」というよう

な替え歌の感じでしょうか。谷川さん、ごめんなさい！ 
もし、今私が中学３年生のナイーブな年頃で卒業式に

この「春に」を聞いたなら、きっと涙があふれ出たことで

しょう。期待と不安が入り交じった若々しい心理と、春

の情景がオーバーラップした超美しい作品です。 
四季のはっきりしないカリフォルニアにも、春が来たよ

うです。春に寄せて、谷川俊太郎さんの詩の内容を深

く心に刻んで、木下牧子さんの音楽的な表現に耳を傾

けながら、「春に」を一緒に歌ってみませんか？ 
 
 
 
 

「春に」に寄せて 
～この気持ちはなんだろう？ 

会長  松浦 功 
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コスタリカ旅行記 
 

サンフランシスコ・フォレスト・クワイヤ  近江真由美 

 ① ジャングルにかかった虹

  

 

  1．トルトゲーロ  ■ ■ ■ 
 
「ウミガメがいる場所」という意味のトルトゲ 
ーロ。 あいにく産卵期ではなく、カメちゃん 
には遭遇できませんでしたが、ここはジャン 
グル！ さまざまな動物達を見る事が出来 
ました。 この地域の観光は、基本的にロッ 
ジに滞在してボートで動物を川から見学す 
る、というツアーに入ります。この地域には 
陸路がなく、途中からボートで川を行く行程 
です。こうして便利な道等の開発をせず、自然を保 
護しているのだそうです。  
毎日早朝に起きて、ボートに乗り、鳥／動物観察をし 
ます。お目にかかった、さまざまな鳥達、猿、イグア 
ナ、ワニ。ちなみに写真のワニ（写真⑤）はロッジの 
敷地内にいたワニ。 ロッジのプールサイドで爆睡し 
ていた私の後方 0 m くらいの所で、ひなたぼっこ中。 
 
いつも川からジャングルを観察していたのですが、 
「どうして、ジャングル散策はできないの？」という私 
の質問には、ガイドさんは、「毒蛇がうじゃうじゃいる 
んだよ。数年前にはウォーキングもしていたが一人 
観光客が毒蛇に噛まれ死亡し、それからはウォーキ 
ングはやめになったんだ」ということでした（コワイ）。 
午後のツアーで、ガイドさんが、ボートのエンジンを 
止め、みんなに静かにするよう指示し、「森を聴い 
て」と数分静けさが訪れた時の、その間が私にとっ 
ては至福の時間でした。。。。  
ロッジには 2 泊。毎食毎食美味しい食事がビュッフ 
ェスタイルで供されます。コスタリカの食事は基本的 
に、ライス、豆、野菜、バナナ／プランテイン、肉／ 
魚、そして新鮮なフルーツ。食後にはもちろんおいし 
いスイーツとコスタリカコーヒー。カフェインに弱い私 
   も、おいしくいただいたコ 
   スタリカコーヒー。なんで 
   もカフェイン含有量が少な 
   いのだそうです。そして、 
   このロッジ滞在中に 8 歳 
   のお誕生日を迎えた我が 
   家の娘と息子。大きなケーキでお祝いしていた 
   だき、思い出に残るお誕生日となりました。 

 ② 宿泊した Laguna Lodge 

 ③ 家族で遊んでいた
   お猿さん

 ④ ひなたぼっこ中の
   イグアナ

 ⑤ ロッジの敷地内に
   フツーにいるワニ

   ⑦ 8 歳のお誕生日 

 ⑥ おいしい食事

チャイニーズニューイヤーの休み

を利用して、フォレストクワイヤの

メンバーである工藤真里さん一家

と一緒に、コスタリカを旅行してき

ました。  
Costa Rica コスタリカ  
コスタリカは、中央アメリカ南部に

位置する共和制国家で、南は太

平洋に、北はカリブ海に面してい

ます。人口約 460 万人、面積は 5
万 1100km2（九州と四国を合わせ

た程度）日本の 7 分の 1。 世界の

陸地のわずか 0.03%にしかすぎ

ません。にもかかわらず、この国

には地球上の全動植物種の 5％
が生息しています。鳥類・蝶類・ラ

ンは世界の10％以上と驚くべき値

です。この奇蹟的ともいえる生物

の多様性によって、コスタリカは

「中米の花園」あるいは「中米の宝

石」と呼ばれてきました。 
 
今回の旅行（7 泊 8 日）は、主に訪

れる所を 3 エリアにしぼりました。

最初に訪れるならここ！というメジ

ャーな所のようです。（コスタリカに

ある日本人経営のツアー会社ゴジ

ツアーズ http://www.goyitours.com/
を参照しました。） 
 
その 3 つのエリアとは、ここです。 
１． トルトゲーロ（Turtuguero）：熱

帯雨林（ジャングルですね） 
２． アレナル（Arenal）：火山地帯

（お目当ては温泉） 
３． モンテベルデ（Monteverde）：

熱帯雲霧林 
 
それでは、その３つのエリアを中

心にご紹介しま〜す。 
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 2．アレナル  ■ ■ ■ 
 
アレナルは、アレナル火山から流れ出る溶岩流と温

泉が見所。 残念ながら、ここ 1年半程は溶岩流は
観察されていないということでしたが、私たちの目

的はそれよりも、そう、温泉！ ここでは、ゆっく
りしよう、とコスタリカで NO.1の温泉リゾートと
言われているタバコンに宿泊。 アレナル火山の地
熱により暖められた湯が流れていたタバコン川。 そ
のタバコン川に少しだけ人間が手を加えたのがタバ

コン温泉リゾートです。 熱帯植物園の中に、温度
が38度くらいの川が流れています。その温度とは、
なんというのでしょう、熱くもなくぬるすぎること

もなく、お湯から上がっても、外の温度が暖かいの

で（トルトゲーロの熱帯雨林のような湿気もなく）

ブルッ、ということもなく、なんとなーく、出たり

入ったり、川から川へ、プールへと動きながら（水

着です）、だらだらと時間を過ごす、な〜んとも素

晴らしい温泉！ 熱帯植物の中お湯に．．．まさにジ
ャングル風呂！ 腰までお湯につかりながら、ウェ
ットバーで真里さんと飲むピニャコラーダ。ああ、

これまた至福のひとときでした。 
 
 
 
 
 
 
 
  
温泉以外には、ジャングルを下に見ながらのキャノ

ピーに挑戦。ジャングル上に張られているケーブル

にぶら下がり、滑走。 気分はターザン？ 計 11本 
    のキャノピーを体 
    験し、子ども達は 
    大喜びでした。 
     
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 3．モンテベルデ  ■ ■ ■ 
 
熱帯雲霧林 
コスタリカは赤道近くにあります。「赤道」＝「熱

帯」、「熱帯」＝「年中蒸し暑い」というイメージが

あると思いますが、コスタリカは少し違います。 
確かに低地は高温多湿なのですが、国の中央に山脈

が走っていて、標高 1500mから 2000mほどのエリ
アに熱帯雲霧林と呼ばれている地帯が広がっていま

す。一年中霧に覆われ、高湿のため、木には苔類や 
   ラン類などの着生植物がビ 
   ッシリ生えていて、シダ類 
   も多く、少し不思議な風 
   景。。。この木に生えている 
   着生植物は、寄生植物とは 
   違い、寄生先の植物から栄 
   養を取るのではなく、空中 
   を満ちている湿気から水を 
   取り入れているだけ。。。寄 
   生ではなく、宿を借りてい 
   るだけ、なのだそうです。

大きな熱帯雲霧林が見られるのは、世界中でもコス

タリカ、マレーシア、エクアドル、だけなのだそう

です。 
 
モンテベルデには、 
雲霧林の上を渡る 
“スカイウォーク”と 
よばれる吊り橋が 
かかっています。 
もともとは研究・観 
察のために作られた 
もので、それを一般向けにエコ・ツアーに取り入れ

たのはコスタリカが初めてだそうです。高度が高い

ため、けっこう肌寒い。。。 森林浴！という感じの
緑いっぱいのウォーキングでしたが、あまり動いて

いる物は観察できず（蝶やカエルなどを期待してい

たが．．．） 子ども達は、ちょっと物足りない感じか
な〜？ 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ⑧ 温泉 川全体が温泉 まさにジャングル風呂！

▲⑨写真（上） ジャングル
 を下に爽快なキャノピー 

⑩写真（右）►
お肉のこのボリューム！！

yummy！

 ⑪生い茂る着生植物 

 ⑫ ジャングルの上を渡る吊り橋

⑬ みんなで
    パチリ
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      ⑯ 太平洋の夕陽 

 番外 1．タルコレス川  ■ ■ ■ 
 
3 カ所をまわって、旅ももう一泊を残すのみ。しかーし、

ここからまだすごい見所が待っていました！ 

一つ目はタルコレス川の水鳥＆ワニ観察ボートツア

ー！ これは本当に素晴らしかった。 いったい何 
   種類の水鳥を見たことで 
   しょう（20種類近く）、 
   そしてボートが近づいて 
   も逃げない！ 大きい！ 
   コスタリカの人が手厚く 
   保護し、人間が害を及ぼ 
   さないことを知っている 
   のでしょうね。圧巻は、 
   ほとんど動かず日光浴す 
   る巨大ワニ達！野生なが 
   ら、観光用に若干餌付け 
   されている（？）ワニは、 
   巨体を引きずりガイドの 
   お兄さんのチキンめがけ 
   てにじりより、お兄さんの

手からチキンをパクッ！パクッというか、その口を

開け閉めする瞬間は、大きなパカっという音が．．．

そのスリル溢れるガイドさんの果敢な餌やり（ほん

とに危なそう）、ボートに同乗していたアジア人の

女性は “STOP〜〜〜〜〜ッッ！！”と何度も悲鳴

を上げていました。こういう場面では、必ず自分も

させてもらえるものと、子ども達は船首にラインア

ップしていましたが、さすがにそればっかりはさせ

てもらえず残念がっていました（あたりまえだよっ

）。 ボートツアーの最後は、川から太平洋に出て、

そこに美しく沈みゆく夕陽を眺めました。太陽が丁

度沈みかけた絶妙のタイミングで太平洋に躍り出た

ボート。それはそれは美しい夕陽でした。この後は

首都サンホゼに向かい、そこで最後の一泊。でもこ

れで旅は終わりではありません。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 番外 2．ケツァール  ■ ■ ■ 
 
みなさんは、ケツァールという鳥をご存知ですか？

世界で一番美しい鳥と言われているケツァール。手

塚治虫の「火の鳥」のモデルになった鳥だそうです。

色彩といい、尾の長さといい、つぶらな瞳といい、

なんとも不思議な鳥。こんな鳥がいていいの？と思

うような、いやなんとも言えない鳥なのです。この

鳥を一目見ようと、ツアーに出発したのが早朝4時。
ケツァールの朝ご飯の時間にめがけて出発です。サ

ンホゼから 2時間。着いた所は雲霧林。そう高地な
ので、気温が低い！真冬の格好をしてきてください、

と言われていたのですが、まさに真冬。。。さむいっ！ 
そこでガイドさん達の目撃 
情報のやりとりを頼りに、 
あっちに行ったりこっちで 
待ったりすること 1時間程。 
日も昇り出した頃、ついに 
ケツァールを発見！・・・・ 
キレイ・・！ ガイドさん 
が設置してくれた望遠鏡を 
かわるがわる覗いては、ケ 
ツァールを観察。（隣には、 
大きな望遠レンズ（工藤さ 
ん推定 7000ドルのレンズ） 
を抱えたプロのカメラマン 
らしき人が激写中。）。赤い胸、緑の頭、青く長いし

っぽ、そしてつぶらな黒い瞳がなんともかわいらし

い。ヒラヒラと水平に飛ぶ姿もまた美しく、古代マ

ヤ、アステカ時代には神の化身として崇拝されてい

た、と聞きました。4時に起きて来たかいがあった、

と満足のケツァールツアーでした。 
 
旅を終えて感じたことは、コスタリカの人は、本当

に自分の国を愛し、誇りに思っているという事。1948
年に軍隊を放棄し、軍事費を教育費にまわしたそう

で、教育費は無料、また医療制度も充実しているの

だそうです（ガイドさんのお話）。中央アメリカの

中では、一番安全であるといわれ、エコツアリズム

に力をいれ、自然保護の方向で観光を押し進めてい

るコスタリカ。 訪れることができて本当によかっ
たです。旅で一緒だった工藤家のお陰で、笑いとお

いしい食事には事欠かない、素晴らしい旅でした。

みなさんも、機会があったら是非！ 
 
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

⑰ 世界で一番美しい鳥 
    ケツァール 

 
 ⑭ Yellow-headed 
          Caracara 

 
 ⑮ 巨大ワニに餌をやる 
    ガイドさん 
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関連団体コンサート案内

  The 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 
【合同演奏曲】 第九 

    指揮：Anthony Quartuccio さん 
    エレクトーンオーケストラ演奏：芦谷真由美さん 

■ ■ SF 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】 2012 年 5 月 19 日（土） 
 【場所】 Pine United Methodist Church 

   426 33rd Ave., SF 

   Silicon Valley Community Opera 
    http://communityopera.com/ 
【日時】 5 月 28 日（月）午後 3 時 
【場所】 Prince of Peace Lutheran Church 
  12770 Saratoga Ave., Saratoga 
【演目】 Cosi fan tutte (Mozart)/Tosca (Puccini)
【出演】 香川恵子さん（ソプラノ） 
   Silicon Valley Community Opera Singers
   Christopher Bengochea さん（Tenor） 

    Brian Leerhuber さん（Baritone） 
【エレクトーン演奏】 芦谷真由美さん 
【チケット】 ＄25（大人）、＄15（12 才以下） 
   408-377-9789 butterfly@theopera.com 

■

【最終練習】 
 【日時】 5 月 24 日（木）集合・発声 午後 7 時半
       練習 午後 8時～9時半

場所：Aldersgate United Methodist Church 
4243 Manuela Ave. Palo Alto 
指導：Anthony Quartuccio さん 

伴奏：芦谷真由美さん 

L.A.Daiku 参加予定演奏会  
♪ 全日本第九を歌う会、第 31 回鳴門大会 
  【日時】 6 月 3 日（日）午後 1 時半～午後 3 時半

  【会場】 鳴門市文化会館 ホール  
♪ 大塚ミュージーアムコンサート（鳴門） 
  合唱の集い（第九の演奏、各合唱団の発表） 
  L.A.Daiku は Dr. Jeffrey Bernstein の指揮で 
  フクシマ レクイエムを演奏します。 
  【日時】 6 月 4 日（月）午前 10 時～12 時 
  【会場】 大塚国際美術館システイーナ聖堂  
♪ カリフォルニア交響楽団 第九演奏会 
  【日時】 8 月 26 日（日） 
  【会場】 Walt Disney Concert Hall 
 
連盟だより前号（第 15 号）でご案内しました、5 月

12 日の春の演奏会は延期になりました。詳細は

http://ladaikusingers.com で、ご確認ください。 

The 6th Japanese Choral Festival 
プログラム掲載広告募集中！ 

 

■

【次回合同練習予定】 
【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 

 
【問い合わせ】uedam@smccd.edu 【申し込み締め切り】 

2012年 4月 30日 

Sing for America 
Inaugural Concert  

  SFFC の上田牧子さんが出演します。 
  【日時】 4 月 17 日（火） 午後 8 時 
  【場所】 ハーブストシアター 
  【チケット】一般：＄30 Senior/Student：＄20  

『Sing for America Foundation』は、歌を通じてファ
ンドレイジング活動を行っています。集められた寄付
は半額がベイエリアの音楽団体に、残りの半分は各
メンバーが選んだ団体に寄付される事になっていま
す。わたしは東日本地震基金に寄付する予定です。
4 月 17 日のコンサートではオペラからブロードウェー
まで幅広く歌います！（上田牧子） 

【コンサート詳細】 
http://www.singforamerica.org/ 

【上田さんのページ】 
http://www.singforamerica.org/members/mak
iko-ueda.html 

■ ■
■

■

■

■
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大学生の頃、蕎麦畑で。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 渡米 2 年前。 

 
 渡米 2 年後。 

 
 2012 年 3 月 10 日 
 第九の練習後に。 

●生い立ちを教えてください。● 
福井県鯖江市生まれ、高校修了まで鯖

江で、田んぼや畑が広がる田舎で小川

のせせらぎを聴きながら育ちました。 
井戸で水汲みをしていて釣瓶のほうが

重くてドボン、小川で洗い物をしていて

ドボン、男性用自転車を乗り回していて

土手をズズズズズ－－ッと滑り落ちて

自転車だけドポン、川べりすれすれに

スケートのスリルを楽しんでいてドボ

ン、床上浸水の水面を眺め歌いながら

足をぶらぶらさせていてドポン、・・・。幼

ない頃は水にまつわる思い出が一杯。

藤島高校（福井市内へ自転車と汽車と

バスの乗り継ぎで 1 時間半以上かけて

通学）、奈良女子大学（理学部物理学

科）卒業。就職して伊丹、結婚しても伊

丹に住む。'84 年に主人の仕事の都合

で 3 人の子供を連れて渡米。現在子供

は 5 人に。ずっとサンノゼ在住。今の家

に引っ越してから 24年になります。  
●血液型：AB型  ●星座：牡牛座 

第 7 回 突撃インタビュー 
コケティッシュな八木妙子編集長に挑む

『暗いと不平を言うよりも進んで灯りを燈しましょう』 

●はじめに● 
私が合唱連盟の会長に就任して、八木さ

んと一緒に「連盟だより」を 2 ヶ月に１回発

行するようになって、丁度 1 年と 10 ヶ月が

経ちます。当初は、メンバーからなしの礫

で、一体楽しんで読んで頂いているのか、

迷惑に思っておられるのか、反応が全くな

く困りました。しかし、最近は発行とほぼ同

時に、面白かったとか、すごく励みになった

とかのコメントを頂ける様になり、八木さん

と大変うれしく思っています。と同時に、毎

回あの様な素晴らしい記事、編集の力作

「連盟だより」を書いている八木さんという

方は、どの様な方だろうとの問い合わせも

多くなり、今回はその好奇心を満足すべく、

私が八木さんに突撃インタビューを試みる

ことにしました。（松浦 功）

●趣味は？● 
最近は、日本のマラソンや駅伝の TV 観
戦が楽しみ。物作りが好きで、やり始め

ると家事よりおもしろくなってしまうので、

結婚してからはいろいろな事にできるだ

け手を出さないようにしています。 
『聴いてもらい隊』と言う、音楽でボランテ

ィアをするグループのメンバーとして 13
年活動をしている。これは今も続けてい

ます。ひと月に 1カ所～3、4カ所、シニア

ホームやご要望のある所に出かけて行

って約 1 時間のコンサートをします。その

世界では知る人ぞ知る、「歩くジュークボ

ックス」という異名がある私です。

●コーラスを始めたきっかけは？● 
一番下の子が学校に行くようになった

頃、タイムリーに、Harmony'84 のコンサ

ートのチラシを友達が配っていた。その友

達に勇気を出して「歌いたい」と言うこと

ができた。 '95 年から始め、アルト（途

中、3 年ぐらいソプラノ）を歌っています。

練習はまじめで、下の二人の娘が小さい

頃、ずーっとアルトの旋律を聞かせたの

はまずかったかな～。私は、小さい頃か

ら『歌気ちがい』と言われるくらいよく歌っ

ていたけれど、コーラス部の経験は、小

学校の時、合唱コンクールに出るために

集められたメンバーで少し歌ったぐらい。

●小さい時になりたかった職業● 
小さい時からずっと、先生になるんだろうな、と言う意識はあったけれ 
ど小学生の時はアナウンサーに、中・高では建築家になりたかった。 
数学の先生になるつもりで大学へ行き、数学も理科も学びたいからと 
物理学科を選び、大学卒業の頃は子供用の科学雑誌や童話の編 
集者になりたい、と思いながら、家電会社に就職し 3年足らずで育児 
退職し・・・。その時その時一生懸命考えて決めた後悔のない進路でし 
たが、こうやって見ると、いい加減でチャランポランですね。 



7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

小 3の頃（左端）。姉と妹と。

出不精の二人ですが、たまには
旅行を楽しみます。 

●ご主人様との出会いは？● 
会社の同期入社ですが、主人のほ

うが年は 2 才上です。入社当時、研

修などで新入社員は一緒に行動す

ることが多かった。配属先は違いま

したが、同じ部屋でした。 

●信条と生き方について● 
「暗いと不平を言うよりも、進んで灯り

を燈しましょう」を信条に、「成せばな

る 成さねば成らぬ何事も 成らぬは

人の成さぬなりけり」を戒めとして、

「静かに、おだやかに、こつこつと」生

きていこうと思っています。 5 人の子

供たちも大人になりましたし、主人と

の時間を大切にして、あまり目立たな

いように生きていきます。

『サンタクララ生活ガイド』という、サンノゼ・ウェスレー・メ

ソジスト教会のサフラン会が誇る、ロングセラーの生活

情報誌（'84 年初版発行）があるのですが、'96 年に大々

的な改訂版第 4 版を発行する時にお声がかかり、第 8
版（最新版）まで、ずっと編集のお手伝いをさせていただ

きました。一つの版を出すのに 1 年間ぐらいかけるので

すが、発行直前には主婦業そっちのけになってしまうほ

どの作業量になります。おかげさまで、版を重ねるごとに

編集能力は確実に上達したと思います。ライフワークに

したいボランティアです。 

インタビューを終わって： 
八木さんとは、２年近く「連盟だより」を一緒に作ってきたが、今回いろいろ密接取材をさせて頂き、 
新しい発見もあった。もともと、忍耐強く物事をこつこつとかつ緻密に仕上げていく人、というのが私の固定イメ

ージであったが、そそっかしいという意外な側面を今回発見し微笑ましく思った。歌う事は小さい時から大好

き、また根気強い人でもある。音楽ボランテイアの「聴いてもらい隊」では、１３年も活動を続けておられるし、１

年以上かけてロングセラーの「サンタクララ生活ガイド」第８版（３０２ページ）を編集・発行されたことはその証

左である。それでも、私が発見した本当の姿は、話し方・行動・雰囲気が可愛く妖精のように動くコケティッシュ

な八木さんであった。益々のご活躍を祈る。 

   パソコンを使い始めたのは、子供が通う補習

   校でクラス委員を引き受けた時。'94 年ぐら

いだったかしら。お知らせを手書きしていたのでは大変

だなあと思いまして。以来、書類作りが趣味となり「魔」が

つくぐらい。「説明書を読んでいたのでは間に合わんが

な。使って見ることや。」と、主人に説明書は最初に取り

上げられてしまいましたので、コンピューターを使いなが

ら、いろいろな機能を手探りで、苦戦しています。「賢いコ

ンピューターにできないことはない！」と、今でも手探りで

勉強中です。

►我が家のもう
 一人の家族。

（右の写真）

●編集について。● 
子供の頃から、自由研究をまとめたり、自分

で参考書を作ったり、本作りは好きだった。

サークルや学校の機関紙を作ったり、文集

を作ったり・・・。

●クラブ活動は何を？● 
小学校では、放送部、中学校では放送部、理科

研究部、バレーボール部（1 年の時だけ）。高校

では、言うのも恥ずかしい、一言も英語を話さな

い合宿の時だけ張り切る ESS 部員でした。運動

部に入りたくてしょうがなかったのですが、暗くな

ってきた『森や林や田や畑～』の田舎道を自転車

を飛ばして一人で帰るのが怖くて、母の猛反対も

あり、続きませんでした。 
大学では詩吟部。歌う事が大好きでしたし、漢詩

や漢文が大好きでしたので。姉が詩吟をやって

いた影響もありますね。最初に習った、「偶

成」・・・「少年老い易く学成り難し、一寸の光陰軽

んずべからず。未だ醒めず池塘春草の夢、階前

の梧葉既に秋声」（池のほとりの春草の上で、う

つらうつら甘い夢をむさぼっているうちに、早くも

秋風が吹き始めている、という意味で、いつまで

も若いと思って油断をしていてはいけない、すぐ

に老齢に達してしまうと戒めた漢詩です）・・・は、

今でも心にズシリと重い。 

詩吟の大会。（右から 2人目）
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♪ 思い出のひとコマ ♪ 

 
❤Choral Cosmo❤ 

The 14th Season Annual Concert 
2012年 3 月 3 日（土） 午後 7 時 

  Prince of Peace Lutheran Church 
 
 
 
 
 
 
 

第 1 部：日本の歌 
第 2 部：宗教曲など、世界の歌 

第 3 部：アンサンブル 
第 4 部：名曲アルバム 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
❤Chorale May❤ 

❤Ensemble Shiki❤ 

❤San Francisco Forest Choir❤ 

Haiti Benefit Concert 
 
 
 
 
 

2012年 3 月 18 日（日）、午後 2 時 
Notre Dame de Namur University 

さつき会主催のハイチベネフィットコンサートでのひとコマ。 
すばらしい歌声が響き渡りました。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ◄Vilja   ▲努力の跡

▲アンコール曲： 
  We are the World 

全員で Climb Every Mountain

◄第九の演奏

オープニングは"さくらさくら"

  コラール・メイ►
『はるかな友に』 他
 
 
 
▼SFFC 
    『音楽』 他

▼

ア
ン
サ
ン
ブ
ル
四
季

 

 

『
花
咲
く
日
々
』
 
他

 

変化のあるプロ
グラムを堪能しま
した。

－－－◇ 編集後記 ◇－－－ 
皆様のご協力ありがとうございました。今号も無事発行

することができました。これからもよろしくお願いします。

編集が終わったコンピューターからは、『ヴォーカル・フ

     ォア合唱団』という日本初のプロ

     合唱団（田谷力三、松平里子、

     佐藤美子、内田栄一（主宰）、 
     大正2年結成。）の勇ましい歌が

     流れています。 
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