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真夏は音楽会で！ 

 

    会長  松浦 功 
 

 

今年の夏は、久しぶりで日本へは帰らず、音楽とスポ

ーツを満喫した。 
 

５年ぶりに出場したテニス・トーナメ

ント、Mid-Summer Golf Tournament
がそれで、音楽の方は短期間に６つの

コンサートに行った。この連盟だより

に原田さんがお書きになっている、知

的障害・発達障害を持つ若者たちのロックバンド

“Magic Makers”の定期演奏会に始まり、Fuzjko 
Hemming さんのピアノ・コンサート、“Midsummer 
Mozart Festival”に連続２日曜日、そして Kent Nagano
さんと Mari Kodama さんが中心になって開催された
コミュニテイー・コンサート、“Musical Days in Forest 
Hill”に２回である。  
どれも素晴らしい内容でとても簡単には書き切れな

いので、最後のコミュニテイー・コンサートについて

少し報告したいと思う。 
 
サンフランシスコの有名な Twin Peaksと、ゴールデ
ン・ゲイト・ブリッジから南に続いているサンフラン

シスコ州立大学近く19th Avenueとに挟まれた高級住
宅地 Forest Hillという地区がある。現在約 400戸余り
のこぢんまりとした地区であるが、暦史は古く 100年
以上も前から存在するとのこと。ここに当初からクラ

ブハウスと呼ばれる、言ってみれば公民館的役割を果

たしているヒュッテのような建物がある。世界的に有

名な指揮者 Kent Nagano さん、および奥様の Mari 
Kodamaさん（ピアニスト）がかなり長くこの地区に
住んでおられ、彼らが中心になって毎年音楽祭を企画

しこのクラブハウスで演奏会を開いていた。私も招か

れ、何度か素晴らしい音楽を聞いた事がある。今年も、 

 
７月の終わりの週末に音楽祭が催された。日本、フラ

ンスおよびドイツの総領事夫妻も出席されていたの

は、今年のテーマが“German Romanticism and 
French Impressionism” であったからか。 
 
さて、初日はヨーロッパで有名な音楽評論家Wolfgang 
Armbrecht氏が、最初に当日の音楽の説明をされて始
まった。プログラムは、プロコフィエフ、シューマン、

ブラームスのバイオリンソナタ、休憩の後、ベートー

ベンのモーツアルトの「魔笛」のチェロおよびピアノ

による変奏曲、そしてブラームスのバイオリンソナタ

２番で終わった。  
２日目は、モーツアルト、ドビ

ュッシーのチェロソナタ、プー

ランクのクラリネットソナタ、

ドビュッシー、シューマンのピ

アノ五重奏曲、ベートーベンの

ピアノ三重奏であった。特に、

世界的に有名なクラリネット奏者 Paul Meyer氏の演
奏は、最高であった。私も中・高校で吹いていたので、

その高度な技術と音色の美しさには、心から感動した。 
 
このようなコミュニテイーに根ざした音楽会は、継続

して開催するのは難しいものだ。しかも、世界的に有

名な演奏者を招いて行うから、費用の問題もあるに違

いない。フォレスト・ヒルの住民及び企業の寄付によ

って賄われているそうだが、容易ではない筈。多くの

陰のボランテイアーによるサポートがあって初めて

出来る事、コミュニテイーでの音楽活動について一つ

の示唆をしているように思えた。 
 
また、今回紙面の関係で触れられなかったが、

Midsummer Mozart Festivalでは、香川恵子先生がい
つもコミュニテイーオペラで共演されているテナー

の Christopher Bengochea さ
んが、オラトリオ“Davidde 
penitente”からアリアを一曲
と、“Great”Mass in C minor
のソロを歌われたことを最後

に申し添えます。 
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先日、連盟会長の松浦さんのお誘いで

Rhythm Makersと Magic Makersと
いう二つのグループのコンサートに

行ってきました。長年の音楽キャリア

を持つ David Ladd Andersonの監督
の下、サンタクララをベースに年間を

通して練習、演奏しているグループで、メンバーは総

て知的障害、発達障害を持つ若者達です。会場はサン

タクララ・ハイスクール。私たちが「第九コンサート」

に使用したサンタクララ大学のホールとほぼ同じサ

イズのホールに、私たちの集客力をはるかに上回る聴

衆が席を占め（苦笑）、コンサートが始まりました。 
 
まず前半は Rhythm Makersのパフォーマンス。 
 
 
 
 
 
 
 
1999 年に複数の地元福祉団体のコラボで結成された
Rhythm Makers は、主にダウン症や脳性麻痺の成人
（20 代－50 代）のグループ。元々はパーカッション
演奏を中心に活動する計画でしたが、当のミュージシ

ャン達は体全体を使ってリズムに乗ることの魅力に

抗しがたかったらしく、程なく楽器を置いて歌とダン

スに方向転換しました。2006 年には日本から来た障
がい者バンド「さくらんぼ」と地元サンタクララで共

演、2008 年には日本へ遠征して「さくらんぼ国際文
化交流コンサート」に参加、と活動は国際的です。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rhythm Makers のパフォーマンスは主にバックに流

れる音楽に合わせた創作ダンスで、傘を回しながらの

「Singing in the Rain」（お馴染み）や、セクシーな振
り付けの「Whatever Lola Wants」（会場大爆笑）など。
動きはお世辞にも優雅とは言えません。入退場はばら

ばら、途中で踊る事をボイコットしてしまう人、自信

を持ってワンテンポ遅れ続ける人、演奏中に小競り合

いのけんかを始めるふたり。15人以上の知的障がい者
達が音楽に合わせて同じ動きをしながらひとつのも

のを作り上げる事の難しさは想像以上であろうと思

います。そして、この 15 人を年間を通じて辛抱強く
支え続ける音楽監督やカリオグラファー（振付師）。

脱帽です。 
 
Rhythm Makers のダンスが始まってもステージ脇で
イスに座って見ているだけの青年がいました。恐らく

一緒に踊れないほどの重度の障害を持っていて、でも

音楽に合わせて楽しそうに踊っている仲間の姿を見

る事が彼なりのこのバンドの楽しみ方なんだろう。う

ん、それでいい、いい、と思っていると、3 曲目が終

わって 15 人のダンサー達がぞろぞろと退場しカーテ

ンが降ろされた後、次に紹介されたのがステージ脇の

その彼でした。名前は Russell Kromm。紹介が終わる

と Russellはイスから立ち上がり、脳性麻痺で思うよ

うに動かせない足を引きずりながらゆっくり歩いて

ステージ中央のマイクの前に。水を打ったように静か

な客席。ソロ演奏の前の緊張の瞬間。前奏が流れて

Russellが歌い出します。曲はオールディー「Swinging 
on a Star」。決してボリュームはないけれど、安定し

たテナーの澄んだ声。スポットライトの中で、直立不

動のまま、聞き入る聴衆に向かってひとりで歌う彼か

らは、必死に訴えかけようとしている何かが伝わって

きました。Russell が歌い終えた時、体の中で熱いも

のが溢れるのを押さえる事ができませんでした。彼の

歌が私のこの日のハイライトです。 
 
コンサート後半はMagic Makersの演奏です。 
 
 
 
 
 
    
 
2008 年に数人の自閉症児の親と音楽監督の David 
Anderson により企画され、はたして何人集まるかも

分らないままオーディションを受け付けたその日、ひ

とりの自閉症応募者がビートルズの曲を楽器で演奏

し始めると、もうひとりが別の楽器で音を重ね始め、

また別のひとりが曲に合わせて歌い始め、次々に楽器

やボーカルが加わり（ジャム・セッション！）、オー

ディションの最中に出来上がってしまった奇跡のバ

Rhythm Makers 
  & Magic Makers
 
 
  サンフランシスコ・ 
    フォレスト・クワイア 
   原田 志麻 
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ンド。それがMagic Makersです。主に自閉症を持つ

12 才から 50 才の総勢 20 名（バンドにしてはいささ

か定員オーバーぎみではあるが）。楽器演奏者が半分、

残り半分がボーカリストという構成です。演奏曲は主

にここ 5 年以内のポップ系ヒット曲（らしい）。彼等

の内、ドラマー、キーボード、ギタリストがプロ級に

うまいのに目を引かれました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ここで自閉症についてちょいとうんちく。「自閉症＝

ひきこもり」ではありません。自閉症は脳障害で、人

と目を合わせたり会話をしたりという事がうまくで

きず、そのため「ふつう」の社会生活を営めず、言語

障害や知的障害があったり、視覚、聴覚、触覚が過敏

だったり、消化器系が弱かったり、よくかんしゃくを

起こしたりします。逆に音楽、美術、数学面での能力

にすぐれている事が多く、ごく希にですがこの分野で

普通では考えられないような超人的な能力を持った

自閉症者もいます。サヴァン症候群とよばれるのがそ

れで、一度聞いただけの曲を楽譜無しですぐに演奏し

てしまうピアニスト、一度見ただけの町の風景を家に

帰って詳細にわたり描写してしまうアーティスト、

18XX 年 XX 月 XX 日は何曜日だった？と聞かれて正

確な曜日を即答してしまう人などがいます。アインシ

ュタイン、ベートーベン、レオナルドダビンチ、ゴッ

ホは自閉症だったとか？ 
 
こんな訳で、実は自閉症者の多くは音楽が得意です。

ジャム･セッションだって「ふつう」の私たちが靴紐

を結ぶ程度に彼等には「ふつう」にこなせてしまうの

かもしれません。音楽監督の David Anderson は、
Magic Makers のえり抜きのミュージシャンを集めて

プロのバンドを作ることを夢見ているとか。実現すれ

ば自閉症の彼等が障害を越えて（利用して？）音楽で

生計を立てられる日が来るかもしれません。 
 
最後に Rhythm Makers と Magic Makers 共演の
「Imagine（ジョン・レノン）」でコンサートは幕を閉

じました。会場はスタンディング・オベーション。鳴

り止まない拍手。皆それぞれの思いを込めて温かい拍

手を送り続けていました。 
 
こんなに心に響くコンサートは久しぶりです。障がい

者、健常者に関わらず、今何ができるとか何ができな

いとか、今何を持っているとか何を持っていないとか、

今どういう状態にあるとかどういう状態にないとか

は全く問題ではなく、明日の自分を今よりもほんの少

しだけでも向上させるために今何かをしているか、が

生きる価値を決めるキーなのだという事を改めて考

えさせられました。加えて、二つのグループの障がい

者達がそれぞれのペースで向上するのをサポートし続

ける音楽監督の David Andersonをはじめ、カリオグラ
ファー、アシスタント・ミュージック・ディレクター、

ボイス・トレーナー、そして会場での多数のボランテ

ィアの方達。ややもすれば世間からその存在を忘れ去

られてしまいがちの成人障がい者達に、そのままの姿、

そのままの能力を受け入れながら、音楽を通して自信

をつける機会を与え続けてくれている彼等に、心から

「ありがとう」と言いたい。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 月 11日に行われた東日本大震災１周年記念式典

に、かねてより評判を聞いていた、知的障害・発

達障害を持つ若者たちのロックバンド『マジッ

ク・メイカーズ』を招待して、サンフランシスコ

のジャパンタウンで演奏して頂いた。 
そのお礼にと、先月、サンタクララ高校での定期

演奏会に招かれて行った。長年総監督

をされているアンダーソン氏と 
も会えた。いろいろなご苦労が 
あるにも拘らず、明るい素晴ら 
しい方でなぜかほっとした。 
いつか、日本にもお招きしたいと 
願っている。（松浦） 

 
 
 
 
 

  Rhythm Makers と Magic Makers の共演 
  会場はスタンディング・オベーション 

Magic Makers Band 
http://www.magicmakersband.com/ 
2012年 6 月 9日 午後 7 時から、サンタクララ高

校で行われた定期演奏会の様子は Youtube で見る
ことができる。最後の演奏曲 "Imagine”は、 
https://www.youtube.com/watch?v=rVFCdey1oAE 
で、お楽しみください。 

 
Magic Makers Band 
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谷茶（たんちゃ）ベイ 

万座毛（まんざもう） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

「合唱コンクールの九州大

会に出てみませんか？」 福
岡の知り合いの合唱の先生

からメールを頂いたのは今

年初めのことだ。詳しく話

しを聞いてみると、会場は

九州とはいっても沖縄県。

実家のある福岡からかなり

距離があり一瞬躊躇したが、

合唱のことになると血迷っ

てしまう私。ちょうどその

頃福岡へ一時帰国する予定

だったこともあり、福岡発の沖縄行き格安パッケージ

を、家族 4人分予約をしてしまった。 
 
今回一緒に歌わせてもらう合唱団は、福岡県太宰府に

ある「コール秋桜（こすもす）」だ。コンクール 1 ヶ
月前の 6月初め、帰国した次の日から早速練習に参加
した。コール秋桜は 20 名弱の女声合唱団で、年齢層
は 40代から 70代といったところだろうか。最高齢の
方は 84歳。創立当初の 27年前から参加している人も
何人もいた。この日は 4日後に控えている合唱祭に向
けて、衣装を着けて最後の仕上げの練習をしていた。

曲は信時潔の「櫻花の歌」と「紀の國の歌」より 4曲
で、和歌を詠った日本的な曲だ。衣装はいにしえの日

本をイメージしたもので、ドレスの上からふわりとし

た羽衣のようなものを身につ

けている。各自色とりどりのセ

ンスを持ち、振り付けもある。

演奏を聴いてみると、17、8人
とは思えない力強い歌声で、洗

練された動きにも感心した。同

じ曲をコンクールでも歌う予

定で、既に暗譜されていた。4
週間しか練習する時間のない

私は少々焦りを感じながら、一

人楽譜を見ながら最初の練習

を終える。  
練習に通ううちに気付いたの

だが、このグループ、只者ではない。飛び抜けて上手

という印象ではないのだが、意気込みが半端ではない。

週一回 2〜3時間の定期練習に加えて、自主練習が週に
3、4回ほど。また外部から先生をお呼びする特別練習
も数回あった。定期練習と自主練習が両方ある日は、

お昼を挟んで朝 9時から夕方 4時まで練習だ。練習時
間の半分は振り付けの練習に費やし、出席率ほぼ

100％。わたしは帰国中は遊ぶ用事も多かったので、
週に 1、2 回のみの練習で勘弁してもらったが、みな
さんやる気満々だ。なんでも今度の大会は長年の悲願、

全国大会出場を目指しているとのこと。こうして猛特

訓を重ね、コンクールの日が近づいた。 
 
6月最後の週末、梅雨の福岡か

ら真夏の沖縄に向かった。今年

のコンクールは九州各地から

65 団体が参加し、二日間に分

けて行われる。全国大会に選ば

れるのは 6団体。その他に審査

委員賞として3団体が推薦され

る。コール秋桜のメンバーは日

帰り組も含めツアーを組んで

の参加だが、私たち一家は別行

動で、コンサートの 2日前に沖
縄入りした。宜野湾の会場から車で 45 分くらい北の

谷茶にあるホテルに滞在して、ビーチやプールで遊び

呆けた 1日を過ごし、前日の夜には、思いがけなく沖

縄のグループ「リンケンバンド」のライブを聴きに行

くことができて大興奮。寝不足とクーラの乾燥で声の

調子に不安を感じながら、コンサートの日となった。 
 
当日の朝、レンタカーを運転し

てまずは会場近くの練習場所

へ。私たちの出番は午後の遅い

時間なので、午前中に地元の真

志喜中学校の音楽室を借りて

最後の練習をしようという計

画だ。これが超近代的な立派な

校舎で、冷房完備。下駄箱にま

で冷房が入っている。おかげで、

汗だくになることもなく練習

に専念できた。練習の後、軽く

腹ごしらえをしてメイクや髪を整え、12時半にコンサ

ート会場へ移動。午後の部の一部の演奏を聴く。各合

唱団の持ち時間は 8 分間。その短い間にそれぞれのグ

ループの持ち味を生かしての演奏だったが、はっとさ

せられるグループあり、眠くなるグループあり。寝不

足の頭は正直で、合唱団のレベルや表現力の差によっ

て、眠さ加減が変わるのがおかしかった。  
いよいよ楽屋入りだ。ここからは地元のボランティア

の高校生 2名に案内してもらう。まず着替え。準備が

できた所で、舞台裏の部屋に案内してもらいリハーサ

ルだ。きっちり 9分間のリハーサルが終わり、喉の乾

 おかあさんコーラス 
   九州支部大会参加記 
 
 
  サンフランシスコ・ 
   フォレスト・クワイア 
  上田 牧子 



5 

きを覚えたところ

で次の待機場所に

「常温」と「冷たい」

2 種類のお水が紙

コップに入れて用

意されている。時間

になると舞台の脇

に誘導され、一つ前

のグループの演奏

を聴きながら出番を待つ。ここまでの流れは信じられ

ないくらいスムーズで、一分の無駄もなく、滑らかに

事柄が進んでいく。さすが日本！（いきなり愛国者）

思わず誇らしく思ってしまった。  
本番はあっという間だった。2 階席前方に座っている

審査員の方向を見つめながら、念力を送りながら歌っ

た。一つ気になったのは、私たちの直前に歌ったグル

ープが、偶然にも似たような衣装で、似たような曲相

だったので、みんなで「やばい」と思った事。演奏を

終えて退場。そのまま係の高校生に外へ誘導され、プ

ロのカメラマンによる記念撮影をしてもらった。 
 
さて結果だが、コール秋桜は全国大会出場に見事選ば

れた。発表された瞬間、みんなで叫びまくって抱き合

って大騒ぎ。そして誰が壇上に立って賞状を受けとる

か揉めること数分。審査員の先生方からの講評は「日

本の心が伝わる演奏、Good」「上品な教養を感じる演

奏に感動した」「ハイセンス」「メリハリのある演奏で、

安心して聴けた」等々、たくさん褒めて頂いた。その

後の打ち上げが盛り上がった事は言うまでもない。 

最後に審査員の全体講評をいくつか書いておこう。

「おかあさん」コーラス大会ということで、正直なと

ころ、聞いていて複雑な気持ちになったのだが。 
♪「『おかあさんコーラス、衣装揃って声を揃わず』

ではなくなってきました。全体的にレベルか上がって

います。」一応褒められているのかな？ 
♪「かつてはおかあさんコラーラスは『遅れる、震え

る、ぶら下がる』でありましたが。。。」何だこれは？

随分とバカにされていたのだな。 
♪「これからも、歌える幸せを子ども達に、次の世代

に伝え続けて欲しい。」もっともだけど、別に子ども

の為に歌っている訳ではないんだけど。。。 
♪「くどいパフォーマンスはやめて、歌に専念して欲

しい。」どきっ 
 
今回の体験で、コール秋桜のメンバーの方々の優しさ

と団結力、コーラスにかける意気込みに触れることが

できて、本当にいい思い出になった。北加日本合唱連

盟のことを話したら、合唱祭のゲストとして同じ舞台

に立つのも夢でないと話しが盛り上がった。現に今年

の始めにオーストリアのウィーンで舞台に立った経

験もあるこのグループ。本当にアメリカまで飛んで来

るかもしれない。全国大会は東京で 8月下旬に行われ

る。サンフランシスコから飛ぶ時間とお金もないので、

これには参加するのは無理だなあ。信時潔の同じ曲を

フォレスト・クワイアでも歌う予定。日本の心を歌い

ます。請うご期待！ 
 
ちなみに大会参加の記念品は、キューピーマヨネーズ

だった。 
 

 
 

  ♪  レ・ミゼラブル  ♪ 
 

昨日、運転していたら、ミュニバスの広告が目に入りました。ミ

ュージカル『レ・ミゼラブル』が SFで公演されているようです。

ロンドンで観て以来、東京はもちろん何度も、NY、アイルランド

へ追っかけをしました。他のミュージカルと違って、オペラのよ

うに台詞もレチタティーボのようなのが特徴です。役者も複数の

役をかぶっています。何度かご覧になっている方も、ご覧になっ

たことのない方も、この機会に足を運んでみてはいかがでしょう。

『Do you hear the people sing?』もいつか皆さんと歌ってみたい

曲のひとつです。 
（http://www.ticketliquidator.com/tix/tickets.aspx?evtid=1718725） 
（場所は、Orpheum Theatre – SF  1192 Market St., SF） 

しかしチケットのなんと高いこと！色々なところで

色々な値段（craigslist.org 等もチェックすると良いと

思います）を出しているので、色々調べてお求め下

さい。上記のサイトが一番安いとは限りませんので

ご注意下さい。        －三浦るり子－ 

 
 
 
 
 昨日 "Les Misérables" の 
ご紹介をいただき、先生から送信

された直後、即いただいた情報か

らティケットを購入し行って参

りました。先生ご推薦ということ

で期待して出かけました。すばら

しかったです。  
女性は、日本でいういわゆる『ポ

ピュラー歌手（ポップシンガー）』

のような歌い方に感じましたが、

男性の歌声は本当に美しく私の

心に響きました。興奮して胸がど

きどきしたり、涙が出たりしまし

た。おかげさまで、十分心の襞が

また深まったような気がいたし

ます。     －城田妙子－
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オダダンのボイストレー
ナー杉山先生の練習 

電気通信大学の演奏会

チャーリー佐藤さんと

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 月半ばより日本に休暇で行って参りました。今は携

帯機器のおかげで休暇中とはいえ容赦なく仕事のメ

ールが来て、せっせと返事を書くようなことになって

しまいましたが。。。 
 
さて、以前、2009 年 4 月に当連盟において開催した

日米合唱祭に日本から参加いただいた小田原男声合

唱団（通称：オダダン）の皆さんとは今でもメールで

やり取りをしております。今年も日本に行きますので、

「飲み会」よろしくお願いしますね、と連絡しました

ら、ぜひ練習から参加してください、とお話をいただ

きましたので、お言葉に甘え、オダダンの通常練習に

も参加して来ました。練習は毎週火曜日、小田原城の

そばの高校の音楽室を借りて毎週火曜日午後6時半か
ら 9時に練習しています。今回の練習は外山先生では
なく、前半 1時間半ボイストレーナーの杉山先生によ

るWilliam Byrd のミサ曲、後半 40分がメンバーであ

り指揮もされる牛丸さんの日本語の曲の練習でした。 
 
Byrdは 3声で、バス、テナー、カウンターテナーの 3
パートです。杉山先生の練習は、発声にはかなり気を

使っていらっしゃいました。普段はベースの方も一部

カウンターテナーに入っておられました。カウンター

テナーは常にファルセットで歌う、とのことでしたの

でこれはこれで大変そうでした。曲自体はかなり難易

度が高くみなさんも苦労され

ているようでしたが、それで

も先生の指導されたところに

一生懸命食いついていくとこ

ろが素晴らしかった。私はこ

の曲は初見でしたのでついて

いくのに精一杯でしたが。。。

各パートとも 10 人以上いら

っしゃるので、杉山先生は、

「ベースの中の血液型O型の

人だけ歌ってー」「次は A 型の人」などと人数を区切
って歌ってもらうようにしていました。近いうちにさ

らに少人数のグループに分けて練習するとのことで

した。日本語の方はポピュラー曲（ただし私はよく知

らなかった）を牛丸さんが自ら編曲されたものでした。

びしっと決まるとかっこ良い曲ばかり。あっという間

の 2時間半練習でした。9時に終わると、さっとみな
さんが小田原駅のそばの「いつもの」居酒屋に移動。

毎週飲み会をやっているそうで。というかそれが楽し

みで、という方も多いとのことでした。小田原市内に

お住まいの方、遠方からおいでになる方それぞれいら

っしゃいますので、自分の終電時間になるぎりぎりま

で飲んで騒いでお帰りになります。私はといえば最後

の最後まで居させていただきました。いやー楽しかっ

た。 
 
さらに今回は、自分の出身である、電気通信大学グリ

ークラブを含む複数大学の合同演奏会であるコール

ユニオン定期演奏会を聞きにいく機会もありました。

本当に久しぶりに聞く日本の学生合唱団のレベルは

高かった。彼らは時間がたくさんありますので演奏会

に際しては練習を積んできています。たまたま今回の

演奏曲の中に私が学生時代に演奏した Alessandro de 
Bonis のミサ曲である Messa Ottava があり、すばら

しい演奏に感動しました。  

また、以前コーラルコスモに所属されていた、チャー

リー佐藤さんが現在はマレーシアに転勤されている

のですが、今回たまたま東京におられるとのことで、

チャーリーさんと私がそれぞれ東京時代に通ったと

いう有名なとんかつ屋（キャベツと味噌汁がお替り自

由なあのお店）で再会し

懐かしい話に花を咲か

せました。 
 
それにしても、久しぶり

に行った日本の夏は暑

かったです。 

「久しぶりに 
   日本に行きました」
 
   コーラル・コスモ 
   コラール・メイ 
   アンサンブル四季 
  賀川 正人 
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後列左から、仲井さん、小池さん、Rolfe さん 

Michael T.さん、TomoyaY.さん、ゴードンさん 

前列左から、Shea さん、前木さん、小川さん 

藤森さん、香川先生、永井さん、芦谷さん 

Christopher Bengochea さん 

Silicon Valley Community Opera のひとコマ 

Cosi Fan Tutte より

  

Tosca より

 
 
 
■2012 年 5 月 28 日（月曜日、北カリフォルニア日本合唱連盟

第 6 回合唱祭の翌々日）に行われた、香川恵子先生演出のコミュ

ニティーオペラの様子をお伝えします。プログラムは、モーツァ

ルトの「コジ・ファン・トゥッテ / Cosi Fan Tutte / 女はみんな

こうしたもの（第一幕）」とプッチーニの「トスカ / Tosca（ハ

イライト）」。香川恵子先生、Christopher Bengocheaさん、Michael 
Taylor さん、コーラル・コスモのメンバーを中心にした「Silicon 
Valley Community Opera Singers」らが出演。伴奏はもちろん、

芦谷真由美さんによるヤマハエレクトーンオーケストラ演奏で

す。また、今回は、合唱祭の合同演奏曲「第九」ですばらしいバ

リトンを聴かせてくれたソリスト Rolfe Dauz さんが、「女はかな

らず心変わりをする」と主張する哲学者ドン・ア

ルフォンソ役で出演した。知っている方々が出演

されることで、オペラを身近に感じながら楽しむ

ことができる。 
 
■7 月 15 日（日）には、大阪・梅田ザ・フェニッ

クス・ホールで、香川恵子先生演出の「Romantic 
Crassic Concert」が上演され、アメリカからは香

川先生、クリストファーさんらゲストプロ歌手、

コミュニティーオペラシンガーズが出演した。プ

ログラムは、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」。 

（右下写真：「蝶々夫人（7 月 15 日）」より） 
 
■ コミ ュニテ ィー オペ ラは 、ユー チュ ーブ

（www.youtube.com からSilicon Valley Community  
Opera で検索。）でもお楽しみください。 
 
 

Sopianos Fall Concert 2012 
【日時】 9 月 8 日（土） 午後 7 時 
【場所】 Prince of Peace Lutheran Church 
 12770 Saratoga Ave., Saratoga 

【チケット】 $25、12 才以下$15 

   
 
 
 
 

Silicon Valley Community Opera 

【プログラム】"Pur ti miro, pur ti godo" from L'Incoronazione
  di Poppea by Claudio Monteverdi 
  "E pur cosi in un giorno" from Giulio Cesare by Handel
  "Se vuol ballare" from Le Nozze di Figaro by Mozart 
  "Flower Duet" from Lakme by Delieb 
  "Ich liebe dich" by Grieg 
  "Scherzo No.2, Op.31" by Frederic Chopin 
  "La Traviata (Highlight)" by Verdi 
【連絡先】 butterfly@theopera.com 
  Sopianos  P.O.Box 54141 San Jose, CA 95154 

Japan Earthquake/Tsunami Relief Concert
第 2 弾。    募金は、The United Methodist
Committee on Relief, Japan Emergency
(UMCOR #3021317) に贈られます。 



8 

 
 

◆夏のコンサート特集 
 真夏は音楽会で！････････････・会長 松浦功･･1 
 Rhythm Makers & Magic Makers･･原田志麻・・2 
 おかあさんコーラス九州支部大会参加記 

･････････････････････････上田牧子･･4 
 「久しぶりに日本に行きました」･･････賀川正人･･6 
 Silicon Valley Community Opera･･････････････7 

 

 

 

 
◆みんなのおしゃべりコーナー･･････・････････5、8 
◆連盟ボードからのお知らせ 
   役員の紹介･･････････････････････････8 
◆コンサート情報････････････・･・･・･・････････7、8 
◆目次・編集後記･･････････････････････・･･･････8 

 
 
 
 
 
2012 年 6 月 22 日のボードミーティングにおいて、役

員の一部交代がありましたのでお知らせいたします。 
 
 会長： 松浦 功 （まつうら いさお） 
 副会長：甲川 英輔（こうかわ ひですけ） 
 副会長：福井 良子（ふくい よしこ） 
 会計： 原田 志麻（はらだ しま） 
 書記： 山崎 美紀（やまさき みき） 
 
新しく副会長に就任しました福井良子さんを紹介い

たします。 
 
 副会長：福井 良子（ふくい よしこ） 
  １．コーラル・コスモ 
  ２．おとめ座 
  ３．合唱より「旅（といっても出 
  かける余裕がないので Web 上で 
  あちこち検索する virtual travel）、 
  散歩、週末の昼寝、たまにバイオ 
  リンで雑音をだすこと」が好きで 
  楽しんでいます。 
 
ほかの役員につきましては、連盟だより第 9 号（2011
年 1 月 31 日発行）で紹介しています。 
連盟のウェブサイト（www.jcfnc.org）に行き、左上に

表示されるサイトマップの、「連盟だより」を選択し

ますと、今までの連盟だよりが並んで現れます。その

中の、第 9 号をご覧ください。 
 

【次回ボードミーティング】 
2012 年 9 月 21 日（金）午後 7 時の予定。 

 
－－－◇ 編集後記 ◇－－－  

いろいろな所へ思い切ってご旅行をされる方が多い夏休

み。思い思いのコンサートに出かけられ、良い音楽を堪

能された方々よりたくさんの感想が寄せられました。今回

は「夏のコンサート特集」としてその一部を紹介します。次

号に引き続き掲載予定。なお、「突撃インタビュー」は、た

だいま夏休み中です。皆様の日ごろのご協力に心より感

謝いたします。    （オリンピックを TV 観戦しながら。） 

 
❤ ♪ ♫ ♪ ❤♪ ♫ ♪❤ 
 
 
 
 
 
  
  ❤「第九」❤ 
毎年 6 月に鳴門市

で開催される「第

九」演奏会。鳴門「第九」を歌う会のウェブサイトを

見ると、第 32 回演奏会（2013 年 6 月 2 日）のソリス

ト募集記事が出ていた。年齢制限（18歳~45歳）はあ

るが、時々日本へ行かれる方には望み無きにしもあら

ず。詳細は http://www.tv-naruto.ne.jp/daiku/concert.html  
合唱参加条件は、全日本「第九を歌う会」連合会（鳴

門市）に加盟していること（LA.Daiku さんや NYDaiku
さんも加盟）と、本番前日のリハーサルと本番に参加

できること。人数に制限があり、また人気もあり、募

集開始後早い時期に締め切られるようです。暗譜です。  
LA.Daikuの音楽監督で指揮者のDr.Jeffrey Bernstein
が来年の演奏会の指揮者に内定しているそうですよ。  
http://ladaikusingers.com/ から、情報を少し紹介します。 
♪8 月 11 日（土）LA 二世週祭 七夕フェスティバル 
「有難う・福島から」と題し、郡山市から少年少女合

唱団がやってくる。LA.Daiku は、フクシマ・リクイエ

ムを歌う。 
♪8 月 26 日（日）カリフォルニア交響楽団第九演奏会 
恒例の、Calphil 真夏の第九コンサート。LA.Daiku も

出演します。場所：Walt Disney Concert Hall. 
♪10 月 14 日（日）第二回 LA.Daiku 定期コンサート 
モーツアルトの「戴冠ミサ」「浜辺の歌」「Shenandoah」 
などを演奏予定。   （たえ) 
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