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北加日本合唱連盟主催の第六回合唱祭は、皆さんの素

晴らしいチームワークと多くの方々のご尽力により、

大成功のうちに終わりました。心から喜びを分かち合

うと共に、お礼申し上げます。来年に向けて頑張りま

しょう！ 
 
さて、合唱祭の翌日、私は延期していた日本出張に飛

び立ちました。予定通り仕事を終え、週末には音楽と

温泉を求め大分に飛びました。最近知り合ったプロデ

ューサーの N女史のお招きで、ユニークなコンサート
に参加しました。  

それは、尺八とマ

リンバによる世

界最小オーケス

トラ「ボレロ」

2012というプロ
グラムでした。

10 才より尺八を
始め、人間国宝の

山本邦山に師事、

東京芸大大学院を出た藤原道山氏がその人。一方、マ

リンバの奏者は、SINSKE氏。桐朋学園大学打楽器科
を首席で卒業し、ベルギー政府特別奨学金をもらいベ

ルギー王立音楽院を首席で卒業、多くの賞を受けてい

る優秀なマリンバ奏者です。 
 
道山・SINSKEの二人による 
コンサートは、大分市郊外の 
平和市民公園能楽堂で 6月 3 
日マチネとして行われました。 
約 200人の聴衆で会場は一杯。 
コンサートは、まず二人が能 
役者、狂言公演と同じ様に静々 
と歩いて登場。そして、まず 

 
「この道」変奏曲でスタート、次いで武満 徹の「小
さな空」、リムスキーコルサコフの「熊蜂の飛行」、ビ

バルディの四季「春」、バッハの管弦楽の為の組曲 2
番から 2曲、そして、何とピアソラの「アルゼンチン
タンゴ」、最後にラベルの「ボレロ」で幕。アンコー

ル曲は、“Raindrops keep falling on my head”と
“Over the rainbow”のメドレー。能楽堂の音響のよ
さもあり、感動の連続。また、フルートを吹く私は、

フルートの曲目が沢山演奏されたことに、大感激。 
 
  翌日は，午前中臼杵の石仏見学をし 
  た。これは、石仏としては最初に国 
  宝指定されたもので、凝灰岩の岩壁 
  に刻まれた 60 余体の仏群です。平安 
  時代から鎌倉時代にかけて刻まれた 
  と言われているそうですが、誰が何 
  の目的で作 
ったのかは謎に包まれていま 
す。木彫りと見間違うばかり 
の見事な彫刻技術と仏の数は、 
他に類を見る事なく、国内外 
で文化遺産として高い評価を 
得ているとの事です。 
 
その後、臨済宗妙心寺派の禅寺「見星寺」に移動し、

そこで普茶料理を道山さん、SINSKEさんと一緒に頂

く。ここの和尚さんが、｢京都にある妙心寺で修行し

ました。｣と言われたので、｢私

は小さい時妙心寺の近くに住ん

でいて、よく境内へ遊びに行き

ましたよ。｣と、話に花が咲いた。

この和尚さんが時間をかけて作

られた料理、本膳、二の膳合わ

せて 21 皿もあり、大変美味し

かったのは勿論ですが、準備が

本当に大変だったと思う。 
 
さて、食後は本堂に移動して、道山・SINSKEのライ

ブを楽しんだ。プログラムは、「早春賦」、そして「小

さな空」さらに二人のオリジナル曲「祭りの太鼓」、「草

月花」、「鶴の巣ごもり」、メドレーで、“Moon River”、 

尺八とマリンバのコンサート

会長  松浦 功 
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   “Charade”、「星に願いを」。アン 
    コールは、グノーの「アベマリア」。 
    これは、この禅寺の裏庭に「マリ 
    ア観音像」があるので、それに想 
    いを馳せて演奏された。江戸時代 
    のキリシタン弾圧下、近くの臼杵 
    川の橋の下に沈められていたマリ 
    ア観音像を引き上げ、この寺の第 
    五代和尚さんが寺の裏庭に安置し 
    たと言われている。キリシタンの

歴史を研究している方は、よく訪問されるとのこと。 

宿泊は、別府温泉、由布院温泉が近くにあるので、い

い音楽を聞いていい温泉に泊り、美味しい料理におい

しい地酒を楽しみ、音楽、絵画や散策をされると命の

洗濯が出来ますよ！ 私は、由布院のある小さな画廊

を訪ねた。そして、画廊のご主人といろいろお話をさ

せて頂いた。彼は、「余白の美」を大事にしていると

の事。 また、素晴らしい字で、「頭もない、力もない、

金もない、仕方がないから 死んだふり」と書かれた

軸には、少し考えさせられた。 生き続けることの大

切さを！

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
アンサンブル四季とコラール・メイの設立当時からの

メンバーであった岡崎寿夫さんが 3月 21日にお亡く

なりになりました。 
 
私たちは、ご葬儀の際にも岡崎さんのお好きだった曲

を数曲、歌わせていただいたのですが、日を改めた 5
月 6日に、両方のグループメンバーがほとんど全員参

加して、岡崎さんを音楽で偲ぶ会を催すことが出来ま

した。当日は奥様の節子さん、ご子息の

James 豊さんをはじめ、岡崎さんを生前

良くご存知であった知人、友人、そして

四季、メイの旧メンバーの方たちもご参

加くださり、皆の心がひとつとなって思

い出の曲を数々歌い、岡崎さんを偲びま

した。 
この日のために選ばれた

曲は、岡崎さんの大好き

だった「 Ave Verum 
Corpus 」 を 始 め 、

「Shenandoah」、「椰子

の実」、「アニーローリー」、

「ふるさとの四季」、「夢 
見たものは」、そして Chorale Mayの「雨」、「希望の 

 
島」、「からたちの花」、そ

して、「遥かな友に」、で

した。 
 
長い間のお友達でいらし

た二川さんと富永さんが

進行係を勤めてくださり、

一曲づつ、三浦先生をは

じめ、古いメンバーのかたがたが、それぞれ岡崎さん

の思い出を歌にちなんでお話くださったので、皆さん

のお話を伺いながら、岡崎さんのいつも優しく、思い

やりのあるお人柄が思い出されました。そして最後に

富永さんが、 岡崎さんのニックネームは "仏の岡崎” 
であったことを披露なさったので、なんと良く言い当

てたニックネームであったことかと思い、岡崎さんの 
"仏様”のように柔らかな笑顔が偲ばれたことでした。 
 
皆で歌った後は、現・旧メンバーがそれぞれに心のこ

もった手作りの料理を持ってきてくださったので、皆

で舌鼓を打ちながら、節子さんを囲んで和やかに会食

し、旧メンバーの方々とも旧交を温めながら、岡崎さ

んを偲ぶ会は幕を閉じました。 
 
メンバー皆様のご協力に感謝しながら、心温まる思い

で家路に着くことができました。 
私たちの歌声が天国にいる岡崎さんの耳にきっと届い

たと確信しています。 
 
 
 
 
 
 
 

フリン竹田知子 
（アンサンブル四季） 

岡岡崎崎寿寿夫夫ささんんをを偲偲んんでで

マリア観音像 
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（Y)

左から、       （Y) 
甲川さん、松浦さん、黒田さん 

 
 
 
  

5 月 26 日、無事に北

加日本合唱連盟主催

の合唱祭を終えました。

第九を歌い終わって芦

谷さんのフィナーレの

演奏を聞いていると、

とうとうやった、とい

う実感が湧いてきまし

た。1年半の準備期間

があっという間に過ぎた感じです。そもそもこの企画

は 2010年の 6月に黒田さんと私が「第九」の話を連

盟のミーティングに提案したことから始まりました。

その後、多くのメールのやり取りと打ち合わせ会議の

結果、この日の成功につながりました。困難を極めた

ことは、日本側との交渉、伴奏をどうするかというこ

と、連盟の先生に第九の指導を了解していただくこと

でした。困難といわれている第九を少し強引でしたが

曲がりなりにも歌ったことで音楽に対してより理解で

き、ベートーヴェンがより身近になったのではないで

しょうか。 
練習の過程で普段出したことの無

い高音域にも挑戦する強化練習に

もなり、ドイツ語にも初めて出会

ったという方、一生に一度歌って

おきたいが今までそのチャンスが

なかった方、奥さんの運転手で来

られたついでに一緒に歌い始めた

ご主人、近い将来小沢征爾の指揮

で SFデイヴィス・シンフォニー・

ホールで歌う夢を持って参加され

た方、「USA第九を歌う会」発足

に向け実績を作っておきたかった

方、エレクトーンの伴奏は気が進まなくて二の足を踏

まれた方などなど、さまざまな

思いを持った方が参加され普段

と異なる合唱祭になりました。 
 
芦谷真由美さんの神業とも思え

る演奏には誰もが感嘆されたと

思います。エレクトーンの音も

今の技術では楽器の音と遜色な

くなってきました。ボーズのス

ピーカーから出る低音の良く効いた音色は音響効果の

よい会場に響き渡り観客を魅了しました。 

集客率は決して高くはありませんでしたが、今回の合

唱祭は音楽の好きな人が集まって歌う企画でしたので

「第九を歌いたい」という目的は達成できたと思いま

す。連盟として一つの目標に向かって大きなことを成

し遂げられたことを誇りに思います。今回の目標達成

のために多くの方にご協力いただきました。日本から

このために来られた芦谷真由美さん、エレクトーンと

の演奏の指揮は初めてにもかかわらず、すばやい適応

性を発揮され、歌いやすい指揮をしてくださったトニ

ーさん、合同練習でお世話になった久保田さん、お忙

しい中ご指導してくださった先生方、色々とボランテ

ァとして働いてくださった方々、連盟役員の方々、総

指揮者としてすばらしいリーダーシップでまとめてく

ださった松浦会長、そして第九を歌った皆々様、有難

うございました。    （甲川 英輔） 

 
皆様、5 月 26 日の合唱祭での
第九演奏、お疲れ様でした。思

えば甲川さんと私で、「連盟で

第九を歌おう」、と言い出した

のは、1 年半かそれ以上前だっ

たと思います。その後、一度は

日本から外山先生が来られて指

揮をし、日本からの合唱団とと

もにサンフランシスコの Herbst Theatre で歌う、と

いうことで話が進み、私も日本で何回か外山先生と打

ち合わせをしたのですが、間に入っていた業者が降り

てしまったため頓挫し、大慌てで会場、指揮者等を手

配することになりました。その間、恵子先生や三浦先

生にもいろいろお世話になり、またご迷惑をおかけす

ることになりましたが、松浦会長のリーダーシップの

もと、何とか無事皆で楽しく第九を歌えたことは、何

よりでした。せっかく歌

った第九ですから、今度

はオーケストラと歌える

機会があるといいと思っ

ています。（黒田 豊） 
 

 
 
 
 
 

「第九を歌おう」 
実行委員の役を終えて 

（Y)写真提供：本多郁子さん        （Y)印写真：本紙編集者



4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
去る 5月 19日、“Japanese Choral Annual Concert”
と銘打って、三浦るり子先生指導の元の 4合唱団の合
同コンサートが行われました。4 合唱団とは、おなじ
みの Chorale May、Ensemble Shiki、San Francisco 
Forest Choir と児童合唱団です。 
 
7 時開演のコンサートに、私たちSan Francisco Forest 

Choir（以後 SFFC）は 4 時

から集まり最後の仕上げ（全

然仕上がってない）を行う熱

心さ。いや、切羽詰まり様。

こう言う時はるり子先生に

「笑顔で」と言われても怖い

顔になってしまいます。ほぼ

全ての曲を復習したかと思ったところで児童合唱団の

登場。子供達の存在はいつもその場をなごませてくれ

ます。るり子先生の顔にもメンバーにも笑顔がこぼれ

ました。最終リハーサルの仕上がりも上々、開演とな

りました。今回は初めての夜の公演で、お客様はちょ

っと少なめでしたが、メンバーのやる気はクライマッ

クスに達しています。 
 
いつもの美紀さんのMCでコンサート第一部が始まり
ました。 
 
一番は私たち SFFC、ちょっと緊張の面持ちでステー

ジに上がり歌いました。そ

の後は次の出番までは観客

席で待機です。今年の春に

昇天された団友に贈る 
Chorale Mayの「遥かな友

に」はとても心にしみいり

ました。児童合唱団の「い

つも何度でも」では子供達

が素直に歌う“生きている不思議、死んで行く不思議”

という言葉に感じ入ったりして。「歌っていいなぁ」

と思っている間に一部終了。 
 
次は作曲家、木下牧子の曲を集めた第二部です。肺病

に冒された青年が愛した女性との結婚を夢見る詩を載

せた「夢見たものは」。 若者の悩み、心の葛藤を書い

た詩の「春に」。 
Ensemble Shikiの
歌声とともにぐん

ぐん引きつけられ

ました。そして自

分達の番。何度も

練習を重ねた曲の

お披露目です。全

てアカペラなので静かな中で始まります。 本番で 程
よい緊張感を上手く保ちながら歌うというのはとても

難しい事だといつも感じます。あまり自分の歌に入り

すぎると他のパートの音が聞こえないし、色々気にか

けていると自分の歌の方が。。。。。 今回も１週間前に

付けた振りが危うく飛んで行ってしまいそうになりま

したが、お隣の人の体が触れて「そうそう」と我にか

えり、ふと前を見ると指揮のるり子先生が「にっこり」。

またやってしまった。 
 

春の Annual Concert 

朝田 芳佳 
（サンフランシスコ・フォレスト・クワイヤ）
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最後は初めての試

みのミュージカル

からの曲を歌う第

三部。 
私も小さい頃から

大好きで繰り返

して見た「サウン

ドオブミュージック」からのものです。 時間に余裕

が無い暗譜に気が立っていたコン

サート 3 日ほど前、「サウンドオ

ブミュージック」大ファンのメン

バーから、数年前その土地を旅行

した時の写真の数々がメールで送

られて来ました。その写真の美し

い山々、奇麗な庭を見てうっとりし、眉間のしわを伸

ばしながら心を引き締め暗譜と戦いました。練習時間

が少し足りなかった不安は残るも

のの、どの曲もお馴染みの物ばか

り。修道院の朝をイメージさせる

静かな曲から始まりました。オー

ケストラに負けずとも劣らずの素

晴らしい亮子さんのピアノ伴奏で

気持ちが高揚します。トラップ大

佐役のメンバーのご主人もギター

を持って友情出演して下さり、

“Edelweiss”も雰囲

気が盛り上がりました。

児童合唱団が歌う“My 
favorite things”の前に

は、MC の美紀さんが

会場の子供達に貴方の

My favorite things は
何かと聞いて回ったり

して、お客さんとの一体感を高

めます。そして、何と言っても

マリアと子供達が楽しく歌う「ド

レミの歌」。マリア役の志麻さん

は会場に出て観客も歌って下さ

る様に促します。最初は小声だ

った会場も最後には皆さん楽し

そうに歌ってくださいました。 

最後は合唱団全員による“Climb Every Mountain”。
ここでステージに戻った私は、目には見えないけれど観

客の皆様も楽しんで下さった様な気がして、それと同時

に感極まった気持ちもあり、少し声がつまりました。 
 

今回は、3月に帰国したメンバー
の一人が日本で練習を続け、駆け

つけてくれ、一緒に歌えました。

しかし、私たちの助監督と言って

いい程のピアノ伴奏者の一人との

最後のコンサートともなりました。

笑いあり、笑い過ぎの涙あり、寂

しさあり、感動ありの、思い出の

沢山詰まったコンサートでした。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 写真提供： コンサートの風景：Daniel Leong さん 
オーストリアの風景：Yasuyo Cisneros さん 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Climb Every Mountainのリハーサル風景。
SFFC、Chorale May、Ensemble Shiki全員で歌いました。

（本紙編集者撮影）
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●好きな色は？●  エンジ系の色（カーディナル色、ワインレッド）。

高校、大学、大学院、現在の会社、すべて、この系統の色がスクール/
カンパニー・カラーです。カンパニー・カラーがこのような色のところ

を探していたんですが、見つからず、ついに自分で会社を作って、その

色を会社のカラーにしました。 

●現在のお仕事は？● 
SRI のコンサルティング部門以来ずっと行 
ってきた仕事を、6 年前からスタッフを使 
いながら、会社組織としてやっています。 
SRI はコンサルティング部門を「SRI コン 
サルティング」として 1996 年に分社し、 
さらに 2000 年にインターネットのベンチ 
ャーがたくさん立ち上がっていたころ、 
SRI からのベンチャーもあってもいいので 
はないか、と言うことで、「情報通信部門」をベンチャー的に立ち上げま

した。最初は SRI からのメンバー30 人くらいでしたが、半年後には 300
人ぐらいの会社になり、その後、資金が入らなくなって、１年くらいか

けて人を減らし、最後はまた、30 人くらいになりました。 
もう会社は継続不能、明日は閉じなきゃあ、と言う話をしていた時に、

それを狙っていた（？）別な会社が買収をかけてきました。その後、こ

の会社が別の大きな会社に買収され、その会社の別部門に移るよりも、

仲間と相談して、「それでは自分達で会社をやろう」と、私が責任者にな

って始めたのが「Cardinal Consulting International」です。 

    早稲田大学理工学部電子通信学科卒業後、日本 IBM
    入社。システムズ・エンジニアとして勤務。 
    スタンフォード大学エンジニアリング・マネージ

    メント工学修士取得後、日本 IBM に戻り、IBM ア

    ジア太平洋地域本部通信システムズ担当プロダク

    ト・マネージャーを務めた後、1988 年に SRI イン

    ターナショナル（旧スタンフォード研究所）米国

    本社に移り、同エンジニアリング・リサーチ・グ

    ループのアジア・プログラム・ディレクター、SRI
コンサルティング情報通信部門プリンシパル・コンサルタントを歴任。

6 年前に Cardinal Consulting International を立ち上げ、マネージング・

ディレクターに就任、現在に至る。IT 業界のビジネス・コンサルティン

グが主な仕事。 
未来学園では、理事長を務める。未来学園は、米国で、お子様の日本語

教育、日本文化へのふれあいを目的とする学園。奥様が学園長。 

神戸市生まれ。 
神戸は 7 才（小学校 1 年）まで、

小学校 2－3 年はニューヨーク、

日本に戻った時は、静岡県清水

市、そこに 2 年半くらい住む。

小学校6年の途中で東京に来て、

杉並区、新宿区、渋谷区、大田

区にそれぞれ数年、その後、長

く三鷹市に住む。学校は、荻窪

小学校、神明中学校、都立西高。
 
血液型：B 型  星座：射手座

●奥様との出会いは？● 
東京で出会い、6 年半ぐらいの

付き合いがあって、26歳で結婚

しました。家族は、家内と娘と

息子です。 

 
  長女誕生の頃、仙台市

2012 年 4 月 25 日

 

 

 

人生を豊かに生きる 

●IT関係のコンサルティングってどのようなことをされているのですか？●

IT の使い方とかではなく、IT 業界の会社向けのビジネス・コンサルティ

ング、例えば、新しい製品の研究開発をする上で、今後実施すべきこと

は何か等を、アメリカで新しく興っていることを分析し、提言させてい

ただいています。日本には月一回近く出張しています。 

ベイエリアに転職してきた頃
Fisherman's Warf

第 8 回 突撃インタビュー 



7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

●コーラスの他に楽しいことは 
なにかなさっていますか？●

昔は「趣味」と聞 
かれたら、ゴルフ、 
テニス、スキー、 
って言っていまし 
た。ただ、最近は 
どれもあまりやら 
なくなってしまっ 
て。ゴルフとテニ 
スはまた復帰した 
いとは思っています。 
♪エアロビクス： もう、25 年くらいやってい

ます。家内は結構ダンスっぽいのが好きなので、

ダンスフュージョン・クラスとか、たまに一緒

に行きます。ただ、YMCA なんで、本格的なダ

ンスというわけではなくて運動半分、汗を流す

ためにダンスをしながら、と言う感じです。

●コスモに入られたきっかけは？●

確か 5 年前くらいだったと思いま

す。早稲田の卒業生の会である、稲

門会の総会で、本多さん、二川さん、

菅野さん、大塚さんと歌わせていた

だいたのがきっかけで、コスモに誘

っていただき、入会しました。パー

トは、バリトンです。 

♪和太鼓： 
San Jose Taiko 
が一般向けにク 
ラスを年に 3回 
8週間ずつのコ 
ースでやってい 
るんですが、そ 
れにできるだけ 
行くようにしています。結構面白いです。 

♪タップダンス： 数年前からタップダンスのクラスを

とっています。母親が宝塚の大ファンだったので、子供

の頃よく宝塚に行っていました。そのとき、タップダン

スの音が小気味良く、楽しそうで、家で自分で真似して

いた記憶があります。それで、数年前、「あ、やっぱりタ

ップやりたい」、と思って。難しいんですよね。全然うま

くならないです。タップダンスは、できれば続けたいと

思っていますが、今年始めに 
足を痛めてしまったので、ど 
うなるかわかりませんけど。   

 
タップダンス仲間と（2011 年） 
曲は“Boy From New York City” 

♪太極拳：しばらく前は、太極拳も数年やってい

ました。流派は、陳式（Chen Style）。気の流れ

がよくなり、結構気持ち良いです。また、やりた

いとは思っています。シルク・リーリングという

基本的な動きの準備体操みたいなものを、今でも

オフィスで、休憩の時に入れたりしています。

♪旅と温泉：これは、日本に出張して時間があ

るときに、ちょっとだけ、やってます。 

●コーラスのご経験は？● 
コスモに入るまでは、グループに入って歌 
うようなことは全く無かったです。歌うこ 
とは嫌いじゃなくて、大学の時は、白いギ 
ターをコードで弾きながらその時流行って 
いる歌を一人で歌っていました。あとは、 
カラオケを少々、くらいでしょうか。 
スタンフォードのコーラスも 1 年半前から 
時々参加しています。メモリアル教会で歌いたくて入りました。

2009 年、連盟合唱祭にて

入社した頃、会社の仲間と 
     フランス・トロワバレー

和太鼓

●クラブ活動は？● 
中学 2 年の時に、ブラスバンドでフルートを 1 年間吹い

ていました。 
高校はタッチフットボール部（現アメフト部）。タイト

エンドとワイドレシーバー、ディフェンスエンドをやっ

ていました。われわれが中心メンバーの時に関東大会春

秋優勝、強かったです。全国大会は、一回戦で優勝した

チームに当たってしまい、残念ながら負けてしまいまし

た。フットボールは今でも好きで観ています。

●大学時代は？● 
ゴルフ同好会に入っていました。休みに入ると仲間と旅

行に行ったり、一人旅したり。アルバイトもいろいろや

りましたね。日頃は家庭教師。休みには、三省堂書店、

小田急百貨店、変わったところでは、東京駅でホームに

雑誌とか新聞を担いで持っていく仕事を 10 日くらいや

りました。大変でしたけど、面白い経験でした。 
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●旅行はあちこち行かれましたか？● 
四国 2回と北海道、九州は、一人旅しました。東北、山陰、北陸、紀伊半島は仲 
間と車で回りました。大学 2 年の時に、なんとなく一人旅して見ようと思って、 
旅に出ましたが、一人旅の要領をまったく知らなくて、最初の日から泊まるとこ 
      ろに困ってしまいました。結局、旅館の人に、客 
      室ではなく、裏の部屋に泊めてもらいました。た 
      またまそこは、恵子先生のご出身地、善通寺市だ 
      ったんですけど。その後、ユースホステルに泊ま 
      るのが安くて便利とわかり、そこが一杯でも民宿 
      とか紹介してもらい、だんだん一人旅の要領がわ 
      かってきて、楽しい一人 旅をすることができました。一人旅でいろいろな人

      たちと出会い、とても自分が成長できたように思います。今でも、一人旅好き

     なので、日本出張で週末が入ると、週末温泉一人旅したりしています。

学生時代、一人旅で知り合った仲間と 

   

①長崎オランダ坂    ②北海道・カムイワッカの湯     ③北海道・能取岬    ④北海道・摩周湖 

●人生の信条や大事にしていることばは？● 
座右の銘はこれです、と言うのはないのですが、こう

ありたい、と思うのことは、むしろたくさんあります。
 
• バランス：いろんな時にいろんな事で、「バランス

を大切する」というのは、いつも思っていますね。

• 「人事を尽くして天命を待つ」： 
この言葉が好きで、とにかく、結果だけ心配してい

てもしょうがない。やるだけやったら結果はどっち

でも納得がいく。特にこちらで、働いている会社が

つぶれるかもとか、SRI に来た時も、来てすぐに、

周りの人がレイオフされたとか、そんなことを聞く

と、ぞっとしたりしましたが、ともかく、「人事を

尽くして天命を待つ」と思ってがんばってみようと

思ったら、とても気が楽になりました。 

• おいあくま： 
これは、新聞でどなたかが書いていたのを読んだ

んですが、調子のいい時は「おごらず」「いばらず」、

うまくいってない時は「あせらず」「くさらず」、

そして、いつも「まどわず」と思って、「おいあく

ま」を心がけています。 
 
ほかにも、「公平」、「人の意見は尊重」、「正論」、「安

請け合いしない」、「人を上下で見ない」「楽しい事は

躊躇せずにやる」などがあります。 
 
いつも上の全部を頭においているわけではないです

が、そのとき、そのときの状況で、必要なものを思

い出して、日々を送っています。まだまだ、満足に

は出来てないですけどね。 

この地、シリコンバレーに移住されたのは 24 年前。

今では、黒田氏は IT 業界のビジネス・コンサルティ

ング会社『Cardinal Consulting International』を立ち

上げ長年経営され、奥様もまた子供のための日本語学

校『未来学園』（http://www.miraigakuen.com）を創設

され教育に従事されている。 

スタンフォード大学留学より数年前に、黒田氏は新

婚旅行で西海岸を訪れている。モントレーへドライ

ブの途中で、たまたま目にした「スタンフォードこ

こ」の道路標識に誘われてスタンフォードを見学。

「いいよね、こんなとこ」と、若き日のご夫妻は同

じ思いを胸にこの地を後にする。 そんなお二人が、

大学時代、クラス仲間と 
      車で旅行（房総半島）

  1996 年頃 フランス・パリ 
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The 6th Japanese Choral Festival 

 
アンサンブル四季 

    
  Ensemble Shiki、Chorale May、SFFC の合同 コラール・メイ

 
コーラル・コスモ

 
サンフランシスコ・フォレスト・クワイヤ 

 
フィナーレの第九大合唱 

 
Conductor：Anthony Quartuccio 
Orchestra Electone：Mayumi Ashiya 
Soprano：Keiko Kagawa 
Alto：Miho Ogawa 
Tenor：Michael Desnoyers 
Baritone：Rolfe Dauz 

The 6th Japanese Choral Festival プログラム 

【アンサンブル四季】 
指揮：三浦るり子 
ピアノ：保嶋亮子 
花咲く日々に 
夢見たものは 
春に 

Climb Every Mountain（SFFC、
Chorale May、Ensemble Shiki）

 
【香川恵子（ソプラノソロ）】 

Orchestra Electone：芦谷真由美
Poison Aria 

from "Romeo and Juliette" 
 

【コラール・メイ】 
指揮：三浦るり子 
遥かな友に 
Aura Lee 

 
【コーラル・コスモ】 
指揮：香川恵子 

Orchestra Electone：芦谷真由美
Choral Medley 

from "West Side Story" 
Prologue（Electone）、I Feel 

Pretty、America、Maria、Mambo
（Electone）、Somewhere、Tonight

【サンフランシスコ・ 
フォレスト・クワイヤ】

指揮：三浦るり子 
Morning Hymn、Alleluia 

from "The Sound of Music" 
ロマンチストの豚 
いっしょに 
Ave Maria 

 
【合同演奏】 

Beethoven Symphony 9th
指揮：Anthony Quartuccio 

Orchestra Electone：芦谷真由美
ソプラノソロ：香川恵子 
アルトソロ：小川美帆 

テナーソロ：Michael Desnoyers
バリトンソロ：Rolfe Dauz 

 
 

2012 年 5 月 26 日 
土曜日、午後 2 時 

Santa Clara University 
Recital Hall 

 
* * * * * * * * * * * * * 

✻エレクトーン✻ 
YAMAHA Electone Stagea

写真提供：本多郁子さん
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  ６ページに登場です。 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

－－－◇ 編集後記 ◇－－－  
「鳥が鳴いて川が流れて 野山は今 花が咲き乱れ～

（南こうせつ）」、この歌をつい口ずさんでいるこのごろで

す。日本は梅雨の季節でしょうか？ 
 
皆様のご協力に心より感謝いたします。次号第 18 号は、

7 月末日発行の予定です。皆様のご近況など、いつでも

どしどしお寄せくださいますよう、お願い申し上げます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
❤ ♪ ♫ ♪ ❤♪ ♫ ♪❤ 
 
 
 
 
 
 

❤ ♪ ♫ ♪ ❤♪ ♫ ♪❤ 
 

❤「第九」特別会員❤ 
今年の合唱祭に向けて、第九を大人数で歌おう、と、

特別会員の公募があった。各グループではたぶん様々

なご事情がある中、「第九」の練習を企画してくださ

ったのだと思いますが、連盟合唱団に属さない人たち

にとっては、とてもうれしい呼びかけであった。私の

友達からは、そのままそのグループの団員になった、

と聞き、ほんとうによかったな、と、思った。第九に

限らず、『合同演奏曲』についても、これからこのよ

うな企画がなされることはないだろうか、と、ちょっ

と期待してしまう。アラウンドシンガーズ SF公演の

時に、『ふるさとの四季』を歌おうという呼びかけが

あり、どの合唱団にも属さない人たちの受け皿だった

「アンサンブル四季」は、その後正式に現在の「アン

サンブル四季」になり、活動を続けていらっしゃる。

第九にはこの先何があるのだろう。オーケストラとの

演奏？ LA.DAIKU と？   （第九特別会員） 
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関連団体コンサート案内 

ロロママンンテティィッックク・・ククララシシッックク・・ココンンササーートト  ⅢⅢ  

【日時】7月 15 日（日） 
 午後 1 時半開場、午後 2 時開演 
【場所】大阪梅田 ザ・フェニックス・ホール 
 （大阪市北区西天満 4-15-10） 
【演奏曲目】シベリウス作曲 フィンランディア

   グリーグ作曲  ピアノ協奏曲 
   プッチーニ作曲 蝶々夫人 
【出演】香川恵子さん、芦谷真由美さん、 
 クリストファー・ベンゴチェアさん 
 リー・グレゴリーさん、岡崎章さん 
 シリコンバレー 
  コミュニティーオペラメンバー

【チケット】 
 前売り シングル 4000円 ペア 6000円 
 当日  シングル 5000円 
  （当日ペア券はありません。） 
 全席自由席 
【お問い合わせ】080-3766-7963 
 mayumi_ashiya@hotmail.com 

第八回 
 

北カリフォルニア日本合唱連盟

副会長 

黒田豊さん 
を突撃インタビュー


