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  やったあ、 
    ホールインワン！ 
 
  会長 松浦 功 
 

それは、カリフォルニアン・ブル

ーの快晴の 8月 19日（日）、午後
から友人と3人でホームコースの
California Golf Clubをラウンドし
ていた。ホールも終わりから前 3
番目の 16 番ホール、距離 125 ヤ

ードの打ち下ろしホール。向かい

風がとても強く私は 8 番アイアンを強振した。ナイ

スショットで少し大きいかな、と思ったが予想以上

に強い逆風に戻され、旗（ピン）手前に落ち、あれ

っ、あれっ入ると言っている間に、本当に入ってし

まった。ホールインワンだ！ 
  
ゴルフをなさらない方の為に解説

させて頂くと、ゴルフでティーグラ

ウンドからの第一打が、グリーン上

のホールに直接カップインするこ

とで、「エース」とも言う。 
 

 
確立は２万分の１とされる。日本では、ホールインワ

ンを出すと、パーテイーを開いたり、記念品を出すな

ど大変な費用がかかるので、「ホールインワン保険」

というのがある。しかし、アメリカではないので、一

緒に回った人たちと食事をしたりする位である。 
私の属するゴルフ場では、ゴルフ場から 250 ドルの祝

い金を頂き、当日コースに来たメンバー及びゲスト全

員に無料ドリンクを提供する慣習になっている。一緒

に回った仲間とは、別途夕食をご馳走して祝った。 
私の好きなタイガーウッズは、６歳の時にホールイン

ワンをしているし、最年長でのホールインワン記録は、

102 歳のエルシー・マクレーンが 2007 年 4 月 5 日に

達成しているそうだ。私は、ニューヨーク駐在時に最

初のホールインワンをしているので、これが２回目。 
2 回あることは 3 回あると 
いうことであるから、次は 
いつかなと夢見ている。 
なお、ゴルフ最中「ホール 
インワン」という和菓子が、 
虎屋から出ているのをご存 
知でしょうか？ゴルフボー 
ルの形をした最中で、何と 
大正 5 年（1926 年）に誕 
生しています。

 
 
  
 
 
♪SF シンフォニー / Rachmaninoff's Piano Concert  

  No. 2 and Ivan the Terrible 

 【日時】2012 年 10 月 18、19、20 日、午後 8 時 
 【場所】SF Davies Symphony Hall 
 
上田牧子さん（SFFC）がコーラスメンバーとして初

出演。“Ivan the Terrible"はロシアの君主「イヴァン雷

帝」の異名を持つイヴァン4世を描いた映画音楽です。

今回は新しいアレンジによる米国プレミアです。 
 

♪クリスマス・シング・アロング 
 【出演】Chorale May 他 
 【日時】2012 年 12 月 9 日 午後 2 時 
 【場所】Sturge Presbyterian Church 
     25 S. Humboldt St., San Mateo 
 
♪クリスマスコンサート ふるさと会主催 
 【出演】SFFC, Chorale May, Ensemble Shiki 
 【場所】Pine United methodist Church,SF 
     426 33rd Ave., SF 

 

関連団体コンサート案内
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  第 9 回 突撃インタビュー 

  歌に生き、愛に生き 
 ～Vissi D'arte, Vissi D'amore~ 

 
 
 
 
 
小さい時、一番初めになりたかったのは、『バレリーナ』だ

った。バレーがやりたくて、レッスンをずっと見学に行っ

ていて、家に帰って練習をしていたそうです。 
 

●音楽以外に楽しんでいらっしゃることは？● 
音楽以外のことばかりしています。 
ひとつは、散歩ですねえ。 
それから、「ここにある物を、いかに工夫して何かにするか」

っていうのを考えて、チョコチョコやったりするのがすご

く楽しいです。音楽やってなかったら、わたし、修理屋さ

んになりたかったです。修復屋というか、何か買ってきて

ではなく、アーティストのように作り上げるのではなく、

何か古いものを元の通りに修復すると言うのがすごく楽し

いです。 
  ●古いものを大切にする？ 
   古いものを捨てられないですね。● 
そう、捨てられないです。 
で、今ほしいのは電気ゴテですね。 
あれがあったらなあ、って思います。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

表題の「歌に生き、恋に生き～Vissi D'arte, Vissi 
D'amore~」は、プッチーニの代表的なオペラ“ト

スカ”の第 2幕クライマックスで、主人公トスカが
歌うアリア。トスカは歌手である。人妻でありなが

ら、囚われの身となった恋人カヴァラドッシ（画家）

への激しい切ない思いの中、スカルピア（警視総監、

悪役）に助命を嘆願する。「貴女の愛だけが彼を救

う唯一の手だてだ」とトスカに迫るスカルピア。恋

人には処刑が迫る。恐怖と絶望と悲しみの中で、ト

スカは、「歌に生き、愛に生き」を歌う。

絶体絶命の窮地に陥ったトスカが、これまで深い信

仰と共に音楽に生きてきたのに、何故このようなつ

らい運命をお与えになるのですか、と神に苦しい胸

のうちを切々と訴えかける。 
三浦先生も外国人との結婚に両親やお兄さんが猛

反対された中、ダミアンへの愛を貫きたいという内

に秘めた強い意志と情熱で時を経て解決をされた、

まさに「歌」に生き「愛」に生きたトスカと通じる

ところがあると思うので、このタイトルを敢えて付

けさせて頂いた。 

幼稚園の時。母手作りの洋服で “華子様の帽子”をか

ぶって。今でも色、肌触りなど鮮明に覚えています。 

写真は父が撮影・現像していました。暗室で、現像液に

浸した紙から画像が浮かび上がるのを興味深く傍で見

ていました。（手先が器用なのは、ご両親譲りですね。）

山形県鶴岡市生まれ。 
18才で上京するまで 
引っ越しは一度もした 
ことがありません。 
  血液型：山形 
  星座： 山羊座 
東京学芸大学教育学部 
A類（初等科教育） 
音楽科卒。 
同大学院音楽教育学専攻 
声楽講座修了後、東京の私立学校の教諭とし

て勤務。2000年、結婚を機に渡米。 
 
現在は、合唱団の指導、声楽、ピアノの個人

レッスンの他、『より音楽を楽しむための講

座』を不定期に開催している。指導合唱団は、

アンサンブル四季（混声）、コラールメイ（男

声）、サンフランシスコフォレストクワイヤ

（女声）、（ときどき）児童合唱団（まだ名前

がありません）の四つ。 
 
【趣味】ウォーキング、ハイキング、サイク

リング、茶の湯、乱読、なにかと創作活動。

2012年 8月 8日
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●人生の信条、好きな言葉はありますか？● 
メイさんが歌った曲で、多田武彦の「雨」を聞いた

時は衝撃的でした。作詞、八木重吉ですね。 
ああ、このようにありたいな、と思いました。 
   雨のおとがきこえる 雨がふっていたのだ 
   あのおとのようにそっと 
   世のためにはたらいていよう 
   雨があがるように しずかに死んでゆこう 
 
●愛読書、感動した本などを教えてください。● 
✤三浦しをん 「風が強く吹いている」✤ 
箱根駅伝をテーマにした話ですけれどね。 
楽しくて楽しくてしょうがなく、わーーっと読んで

しまった。それを読んだ時にもう青春してしまって、

元気付けられ、この活動って、こっちへ来られた皆

さんの合唱活動みたいだわー、って共通するところ

もあり、楽しく読めました。 
 
✤三浦しをん 「仏果を得ず」✤ 
文楽をテーマにした話。すごく面白かった。見知ら

ぬ世界に入ったような感じで。その後に、彼女なり

に面白おかしく密着取材した、文楽を鑑賞するガイ

ドブック本みたいなのがあるのですが、今、和物を

やるにあたって、すごく便利で役立っています。 
 
✤ポーラ・アンダーウッド「1 万年の旅路（Walking 
People）星川淳 訳」✤  ネイティブアメリカン

のルーツをさぐる話。これも面白かったですねえ。

何万年も前に遡るんです。口承を元にした本。まだ、

言葉がなかった時代のことから書いてあります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

●ご主人様との出会いは？● 
教師時代の後半、私はシュタイナー教育に興味を持

ち始め、アメリカで行われているワークショップを

取りたいと何回かこちらに渡って来ていて、その時

に知り合いました。 
ミュアウッズの近くにグリーンガルチと言う曹洞

宗の禅寺があるんですね。夫は禅とオーガニックフ

ァームを、半年そこに住み込んでやっていました。

私はシュタイナー関係の雑誌でグリーンガルチの

ことを知りました。そこにリトリートセンターとか

宿泊施設があるんですけれど。サクラメントで行わ

れるワークショップへ行く前に、ちょっと静養して

行きたいな、と、そこに泊まりに行った。そこで知

り合ったんです。 
 
●不思議な出会いですね。● 
そうですね。その時に電撃的に感じたわけではなく

て、その後結婚まで 3、4年文通を続けました。 
両親はものすごい反対で、特に母が気が狂ったかし

ら、というぐらいに反対しました。アメリカ人と結

婚することになった、と、お友達に言ったら、男友

達は、「何でアメリカ人なんだよ」って、すっごいみ

んな怒るんですよ。（それはわかるわ。皆さんの憧れ

のマドンナが取られちゃったからでしょう。） 
指揮法の先生がね、「三浦さんね、結婚する時には

ね、音楽を捨てても良いわ、って思える人と結婚し

なさい」って、おっしゃるので、それが呪縛のよう

にきいて、なかなか結婚はできなかったのです。

グリーンガルチを訪ねて 
 

サンフランシスコからゴー

ルデンゲートブリッジを渡

り、1号線を自動車でくねく
ねと走ること約 20分。グリ
ーンガルチ（Green Gulch）
の入り口を示す小さな立て

看板を見つける。 
ミルバレーにあるグリーン

ガルチは、曹洞宗の禅寺（蒼

龍寺）です。サンフランシス

コの桑港寺の住職であった

鈴木俊隆老師がアメリカ人

にも禅を広めようと創られ

た 3つのお寺（禅センター）
の一つ。 
http://www.sfzc.org/ggf/defa
ult.asp 

三浦先生にとって、初めてグリーンガルチへと向

かう 1 号線の山道は、興奮と期待で胸は一杯。ど
きどきわくわく。長旅の疲れもどこへやら。 

GREEN GULCH FARM 
ZEN CENTER 入り口 

続いて、「GREEN DRAGON 
TEMPLE」の立て看板がある。 

▲▼ 三浦先生が滞在された

  宿泊施設、Guest House。

ユーカリの大木と
ユーカリの香りに
出迎えられて、も
う森林浴、神秘的
で落ち着く空間で
した。 
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●学芸大学へ行くきっかけは？● 
高 2の終わりぐらいの、そろそろ進路決めなくちゃい
けない時、学芸大の音楽科に入られた先輩（理科系に

おられたので驚きましたが）に手紙を書いて、いろい

ろ大学のことを知り、音楽家になろうとか、あまり目

的はなく、とにかく東京の大学に入らなければ、家を

出なければ、と思っていましたね。 
 
学芸大を受けようと思ってからが大変でした。高 3
の時、もう土壇場で。酒田市の受験用の先生に付き。

宝塚でも教えられた声楽の先生で、その先生に付か

ないと音大は無理らしい、という噂がありまして。

そこまで、父が運転してくれることもありましたし、

バスで 40分ぐらいかけて、毎週出かけて。 
その先生から紹介されたピアノの先生にも付くように

なり。私の親戚の音楽家から学芸大の先生を紹介して

もらい。その先生が私の指揮法の先生だった伊藤榮一

先生。その伊藤先生が、また、学芸大の声楽とピアノ

の先生を紹介してくださって。 
東京までは、夜行列車で土日にかけて通いました。夜行

列車も、Ｂ寝台って言うんですけれど、すごくいい思い

出です。「ゴトンゴトーン、ゴトンゴトーン」ってね。 
 

とにかく、がんばるしかないんだな、

と思って、高 3になってからは一日 3
時間ぐらいはピアノ弾きましたね。お

昼休みになると、学校を抜け出して、

近所の楽器屋さんの倉庫で、グランド

ピアノ弾かせてもらって。 
東京の先生に付かなかったら、私は、受かってなか

ったと思います。なぜかというと、そこで、受験生

がずらっと並んでいて、一人ずつ弾くのを聴く機会

があるわけですね。そうしたら、まだ、課題曲が発

表になったばかりだというのに、私の前の友達は、

全曲完璧に弾くんですよ。それでもう、ガーンと殴

られたような。ああ、私は井の中のかわずだったん

だなあー、がんばらないかん、と、そこからちょっ

とエンジンがかかって。それが、3年生の秋です。 
そこからは冬にかけてで 
すからね、もう楽器屋さ 
んの倉庫、暖房入ってな 
いから、コート着たまま、 
かじかむ手で、もう一生 
懸命一生懸命。 
また、課題曲が結構難しかったんですよ

 
●教育学部の音楽専攻というと音楽は何でもされ

るんですか？● 
ジャンルは、さすがにポップスとかジャズはやりま

せんでしたね。日本音楽はやりましたし、民族音楽

をチョロット。日本音楽にはその時初めて出会った。

私の時代もまだ音楽と言えばヨーロッパが主流でし

たから、学生時代はヨーロッパに傾倒していました。

働き始めてからは、勤めていた学校のシスターが、

脱欧入亜とおっしゃって、音楽のほうもそちらに向

いて行き、アジアの音楽とか、もうちょっと広げて、

民族音楽にとても興味を持ち始めて、いろいろ聞い

たりするワークショップに出かけたり。こんなに面

白い音楽がたくさんあるんだなあ、と思いました。 
授業は、指揮法が一番楽しくて一番役に立った学科

ですね。 
 
 敷地内には日本人大工による、釘を使わない工法の 
 美しい建物がたくさんあります。 
     お茶室 
 
 
 
 
   

●ピアノや歌は何時から？● 
ピアノは、小学校 1 年生の秋からです。幼稚園の時

に、先生が弾いたお歌を、まねして弾いていたらし

いんですね。それで先生に勧められて始めました。 
歌は、小さい時から好きで歌ってたみたいですね。 
母がとても好きだったので、寝る前やバスの中で、

歌集を持ってずーっと一緒に歌っていました。母が、

小学校の PTAのママさんコーラスをやっていたので、
大きくなってからは、それを伴奏して、母と一緒に

歌ったり。  
●小さい時、音楽以外に好きな学科は？● 
何でも好きでした。 
学校が楽しくて、夕方暗くなるまで男女一緒になっ

て、ずーっと外で遊んで、私は、帰宅拒否児でした。

家は帰ってご飯食べてお風呂入って寝る所でした。 
中学の時はどういう訳か陸上部に入っていましたが、

オオバコで草相撲して良く遊んでいました。 
  
    禅堂 
    ここで座禅も 
    組みました。 
 
 
 
   禅堂内部► 
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●今後、合唱でどういう音楽に取り組みたいです
か？●  毎年テーマを決めるわけじゃなく、そのつ
どそのつど、なにかアンテナに引っかかって来たもの

を、皆さんに持って行くんですけれどね。 それこそ、

最初の年は、四季もフォレストクワイア（SFFC）も
アフリカの歌を歌ってたんですね。アフリカとの関係

は何もないんですけれども。そういう曲に巡り合えた

のもサンフランシスコだからかなあ、と思いますね。 
 
今年は、四季でも SFFCでも、和物、日本のもの、日
本のことに頭が行ってしまっています。 
 
こちらに来たら特に日本語の言葉にね、執着するよう

になって、言葉を大切に歌いたいって。いい歌が一杯

あるので、これも紹介したい、あれも紹介したい、あ

れもこれも歌ってもらいたい・・・・。 
 
    今年はたまたま信時（の 
    ぶとき）潔さんの歌を選 
    びましたが、そしたら、 
    たまたま生誕 125年だっ 
    た。選んでから知ったこ 
    となんですけれど、SFFC 
    の方たちがよく言う「宇 
    宙の意思」を感じます。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
●曲はどこで見つけて来られるんですか？● 
多くは教員時代に出会ったものですが、新しいものは

ウォルドルフ（シュタイナー）学校やシャンティクリ

ア、SF ボーイズコーラスとか SFガールズコーラス、
教会の新しい讃美歌の中に入っていたり。やっぱり、

ここならではのことなのかなあ、と思います。 
オークランドを拠点に活躍している、Kitkaという女
声グループがいるんですけれど、これは、いわゆる

私たちの発声法と違って、地声で歌います。胸声発

声と言うんですけど。しかも、きれいな和音でなく

て、2度とか 7度とかすごくぶつかり合うハーモニー

なんです。サンフランシスコは、ローカルのものを

大事にしようと言う動きがあり、そういうことから、

Kitkaを知って。いい曲歌っているんですね。これを
SFFC でも私たちの発声法で歌えるかもしれないな
あ、と言う時もありましたし。 
 
●音楽以外に人生の中で大事件とかものすごく感

動したこととかはありますか？● 
やはり結婚のときに家族が崩壊しそうになりました

し、立て続けに日本の家族が亡くなってしまったこ

とが、やはり、かなり考えさせられて、それはまだ

ずっと引きずっています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

三浦さんのお手前による野点    ミュアビーチにて ビーチに向かって歩きます。 

 

三浦さんの好物ケール 

インタビューは、ここで終わりますが、インタビューの数日後、三浦先生ご自身も、また私たちも興奮する

感動的な大事件が起きました。それについては、三浦先生のご報告メールをそのまま次ページに紹介いたし

ます。民族音楽にご興味を持ち、日本の言葉を大切にし、日本の音楽に取り組んでいらっしゃる今、このよ

うな機会に巡り合えたということは、やはりそこには「宇宙の意思」があるのかもしれません。

2 歳の頃、兄と 

鶴岡には皆さん是非いらしてください。合唱の街で、もうびっくりするぐらい上手ですね。 
鶴岡は「雪の降るまちを」ができた町なんです。毎年冬になると鶴岡音楽祭があって、中田喜直先生が

まだご健在の時には毎年いらして、指揮を振っていただき、私も小さい時歌いました。その音楽祭で最

後に皆で歌うのですが、わーっとすごいんです。大きな声だけじゃなくてね、きれいなんですよ。びっ

くりしたんですけれど。（るり子） 
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♪シャンティクリア！日本語指導報告♪ 
 

三浦るり子（8/16/2012） 

 
数日前、ブライアン藤本（何年か前にコラール・メイ

にちょっとだけ在籍した方）からメールが来て、シャ

ンティクリアに日本語を指導してくれないかと依頼

されました。どれほど興奮したか察しがつくかと思い

ますが、迷わずオーケーの返信を出しました。曲はコ

ラール・メイの方々も歌ったことのある清水修編曲の

『そうらん節』。シャンティクリアが以前録音した CD
も持っています。しかし、その『そうらん節』は美し

すぎて違和感があります。それをもっと逞しく力強く

歌っていただけるチャンス到来なので、とてもわくわ

くしました。 
 
練習場所は、SFガールズコーラス、SFボーイズコ
ーラスも使用しているところです。午前中 2 時間、
午後２時間の練習を日課としているようです。今日

は、SFFCの練習が終わって、ランチタイムが終わ
った 1時半前に伺いました。入り口で、以前ブライ
アンに紹介していただいたジェイスと言う、現ディ

レクターと握手を交わしているうちに、次々とメン

バーがランチから戻って来ました。全部で 12 名。
普段、SF ガールズコーラスではコリッシマと言う
コンサートグループが練習しているホールに、ピア

ノ（スタインウェイ）を真ん中にして弧を描くよう

に椅子を並べて練習しています。 
 
私が送ったサマリーを元に、曲のちょっとした説明

をした後、歌詞を読み、一つ一つの単語を読み、音

読の練習。とても難しい発音は、『う』でした。『あ』

や『お』も結構違うんだなあと思いましたが、それ

は比較的簡単に修正できましたが『う』は難しい。。。

また、『どっこいしょ』の『っ』も中々うまくいか

ない。び濁音も異質らしくよくわからないようでし

たので『がげぎぐげごがご』の練習を勧めました。

模範を示すと大笑い。でも、練習するのでしょう、

きっと。『ラ行』も苦労するかなと思いましたがま

あまあできる。しかし『りょう』『りゃ』はハード

です。また、『ちょい』なんてはすごく歌ってしま

う。ニュアンスを伝えるのが大変でした。日本人だ

と、１を知って 10 を知るまではいかなくても、民
謡であれば５くらいまではわかるのではないかと

思うのですが、外国人にはそうはいかないのですね。

当たり前ですが。それで、一番困ったのは、ソプラ

ノです。今更ながら、シャンティクリアは男声合唱

だけれど、日本で言うところの男声合唱ではないと

言うことに気づきました。日本の男声合唱は、トッ

プテナー、セカンドテナー、バリトン、バス、と言

うパート分けをしている所がほとんどだと思いま

すが、シャンティクリアは、カウンターテナーがソ

プラノを担当する、と言う形です。その、カウンタ

ーテナーで漁師の力強さを出すのがとても難し

い！結局、そこまでは伝えきれなかったと思います。

私自身、どうしたらよいかわからないですし。。。と

もかく、私も歌ったり、大げさに演技したり、いろ

いろやって来ました、笑。9月のコンサートで歌う
らしいので、皆さんも是非、聞きにいらして下さい。

合唱団の人が聞きに来たら、声をかけてね、と言わ

れました。 
 
2002年頃に、シャンティクリアを偶然、npr（National 
Public Radio）のネット放送で聞き、それが「Riu Riu 
Chiu」で、衝撃を受けたこと、それ以来シャンティ
クリアの大ファンで、コンサートも何度も行ったし、

団員にも行くように勧めて、何人も足を運んでいる、

アッシャーをしている人もいる、など話して来まし

た。皆さん、それを聞いて大喜びでした。 
 
最後に写真を撮りましたのでご覧ください（上の写

真）。娘が、『あれえ、ママが一番年寄りね』。。。確

かに、皆さん若かったです。一番古株はエリックと

言うバスのおじさまで、他は 20 代、30 代。40 代
もいないかもしれません。 
また日本物を歌う時には是非お願いしますと言うこ

とだったので、何か紹介してみようかなと思います。 
〜嬉し楽しの一日でした ！ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
補足：いわゆる男声合唱（トップテナー、セカンドテナ

ー、バリトン、バス）の構成で歌うこともあるようです。

先日のコンサートでは、カウンターテナーの方が普通の

男性の声で、しかもトップではなくバリトン辺りを歌っ

ていらっしゃいました。 
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ふるさとの四季をメドレーで歌う、アンサンブル四季、コラール・メイ、ＳＦフォレスト・クワイ
アの皆さん。会場には 50 人程のお客様で満員。 

 桜会ミニコンサート   コラール・メイ、アンサンブル四季 二川 丈夫

 
▲女声コーラス        松浦さんによるフルートの演奏►

◄ピアノ演奏：大岡結子さん           ▲男声コーラス 

 
9月 1日の土曜日、午前 10時、こんな
早い時間のコンサートは初めてですが、

エルセリートの桜会というシニアの集

まりにお招き頂きました。イーストベ

イで歌うのはこれが 4回目で、その中
では SF 市内から一番近いはずなのに、
メンバーの皆さんには遠い所と感じら

れたらしいのに加え、午前中のコンサ

ートという事で、お願いした女声軍の

参加が、予想外に少なかった、それで

も、総勢７人の男声に対し女声が 8人
で、バランスは上々でした。 
 
この桜会は、エルセリートに多数居住

される日系人一世、二世、それに三世

も加わる、ベイエリアでは少ない、世

代がミックスしたシニアの集まりで

す。毎月、第 1土曜日と第 3土曜日に
エルセリートのオープン・シニア・セ

ンターに 100 人オーバーのシニアが
集まります。 
 
9月 1日は、レーバーデー3連休の初日
だった為か、出席者は約半数でしたが、

大変楽しい方々で、歌う我々15人と向
かいあって座られた皆さんが気楽に話

しかけられ、そういう会話は大好きな

富永さんなどは良い調子で応じ、歌う

前から和やかな雰囲気でした。 
 
発声の時間をセーブする為に、聴きに来てくださった

方々と一緒に軽く体をほぐしたあと、組曲「ふるさと

の四季」を全部通して歌いました。「皆さんも一緒に

歌ってください」とお願いしたところ、多数の方がロ

ーマ字でタイプされた歌詞カードを見ながら、大きな

声で歌って下さいました。 
 
一息ついたあとで、さあ本番。森イケメンさんの MC
で、最初に英語の歌を二つ、混声でシェナンドー、男

声でオーラリーを歌い、続けて男声で「見上げてごら

ん夜の星を」と「さらば青春」、続いて大岡結子さんの

ピアノ独奏でブラームスの間奏曲、作品 118 N0.2に耳
を傾けました。その後は混声で「小さい秋みつけた」「椰

子の実」を続け、次は雰囲気を変えて女声合唱で「夏

の思い出」と変化が付きました。続いては松浦さんの

フルート独奏でシューベルトの「セレナーデ」、そして 

 
 
フルートと一緒に参加者全員で「浜辺の歌」を歌いま

した。かなりバラエティーに富んだプログラムでしょ

う！ 実は、以前あるレセプションで、コラール・メイ
が歌った時、途中で息切れしてしまい、最後のほうは

声が出なくなるという醜態を演じてしまい、今回はそ

の二の舞いをしない為にも、アンサンブル四季、SFフ
ォレストクワイアの女声軍、それにピアノ、フルート

の独奏をお願いした次第です。作戦は大成功でした。

最後に歌ったコラール・メイの愛唱歌、「時計台の鐘」

「いざ立て戦人よ」そして「遥かな友に」まで声が枯

れることもなく、用意したアンコールの混声合唱「語

りあおう」を気持ちよく歌って幕を閉じたのでした。

我々出演者は、そのあと美味しい弁当を頂き、お土産

まで頂戴して大満足！来年の再会を約束した次第です。 

写真提供：古田さん
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 ▲恵子先生と友紀子さんのデュエット 

 
 
 
 
 
 
 
 
毎年のことですが、定演後に次のシーズンの曲の楽譜

が渡されると、必ずこのような会話が女性軍団から出

てくるのです。英語のヒットソングが多いコーラルコ

スモ得意（？）のレパートリーを見て、 
「私たちホントに来年これ、マイケル・ジャクソン 
  の歌やるの？」 
「よくもまあ～こんな難しい曲、一体だれが選んだ 
  のよお！」 
「たぶんテナーの Aさんかもね。それともバリトン 
  の Bさんかな…。」（と、なぜかこういう選曲はい 
  つも男性がヤリ玉に。） 
「もう、リズムがとりにくくって、いや！！」 
「シンコペーションばっかりだもの。」 
「英語の早口言葉みたいだわぁ。口がまわらないの 
  よねえ。」 
「アルトなんかさ、まるで英語のお経みたい。」 
「これって、若い子がカッコよく歌えばいいんだよ 
  ね、きっと。」 
「我々じゃあ、ちょっとね～。」 
その他いろいろ何だかんだと、ひとしきり文句が続

きます。 
 
ここで恵子先生のお話ですが、選曲についてはいつも

みんなが希望を出した曲のリストから選んでいるの

で、恵子先生だけが希望して入れた曲は一つもないそ

うです。好みも人それぞれ違っているわけで、コスモ

メンバーの中にも英語の Pops系が好きな人もいるし、
日本の合唱曲が好きな人、クラシックな宗教曲が歌い

たい人などなど、毎年それらのジャンルから先生がミ

ックスして選ぶので、それでバラエティーに富んだ構

成になっているのだそうです。全員が満足のいくよう

な選曲はありえないし、好みでないジャンルがあって

当然なのだ、ということです。確かにそのとおりです

し、英語の Popsを楽しそうに歌っているのはコスモ
の男性軍に多いかも。 
 
しかし日本の歌やクラシックな合唱

曲を歌いたい人にとっては、英語のリ

ズミカルな曲はとてもチャレンジン

グ。従って、「いやな曲の音取りを先

に終わらせましょ。」と、まあ音取りも嫌いな食べ物

を先に片付けて、後においしい物を食べるようなつも

りで始めるのがコツ。ゆっくりゆっくり、まずは歌詞

をリズムどおりに読み合わせ、慣れてきたらメロディ

を付けてみる、自分のパートを何とか歌えるようにな

ったら、ソプラノ・メゾ・アルトで合わせてみる。と

ころが他のパートが合わさると途端に、リズムや音が

取れなくなってしまいます。こんな曲がまた今年もい

くつかあります。 
 
ところが初めのうちは文句タラタラでも毎週やって

いると、不思議なことにあれほど拒否反応が出ていた

はずの曲にだんだん慣れてくるのです。数ヶ月もたつ

と無意識に英語の歌のリズムが、しかもよりにもよっ

てシンコペーションの部分が鼻歌に出てきたりして

ビックリしたり、それで何となくルンルンと若者気分

で歩いていたり。「リズムがとりにくくって、いや！」

なんて言っていた自分が、“King of Pop”ことマイケ
ル・ジャクソンの歌を一曲覚えてしまう羽目になるな

んて、これもコーラルコスモならではのこと。何だか

自分の住む世界が広がったような気がしてきました。 
 
さて、8月 25日
はコーラルコス

モ恒例の「合宿」。

昔は本当に合宿

をしていました

が、このごろは

宿泊せずに土曜

日一日を使った強化練習です。午前中はパート練習、

それに平行して新入会員は恵子先生の個人レッスン、

昼食は Los Altosのローカル店からの美味しいピザ、
午後は全体練習、そして最後に発表会（お楽しみコン

サート）。このコンサートは、コスモのレパートリー

と関係なく個人またはグループで各自の好きな歌･楽

器･ダンスなどを披露するもので、昔は落語や寸劇（?）
もありました。今年は参加者がとても多いコンサート

でインターミッションが入るほどの盛況ぶりでした。 
 
下の写真はお楽しみコンサートの時の写真です。この

コンサートの

ため（?）に練
習を重ねたソ

ロ、デュエット、

グループでの

歌の披露、それ

からギター、バ

イオリン、ピア

 

コーラルコスモ練習風景より
 

コーラル・コスモ 
福井良子 
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  マイケル・ジャクソンと一緒にダンス 

 
オペラ座の怪人より 

挨拶してきました。恐る恐る出した手に、握手

で答えてくれました。

ノ演奏などが続きます。特に、女性 7人のBanana Boat
（by Harry Belafonte）は、麦わら帽子にカラフルな衣

装、リズミカルで息の合った楽しいコーラスでした。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

続く九里子さんの「オペラ座の

怪人」はデュエットの部分が一

人二役になっていて、Chiristine
が歌った後のPhantomの声を人

形を使った

腹話術のよ

うに表現す

る面白い演

出そして大変な熱演でみんなを

沸かせました。その後またソロや

デュエットが続いた後に本物の

「怪人」が Aldersgate 教会の、
なぜか Kitchen の方から突然現

れて歌を披露しました。 
実はコーラルコスモにもマイケ

ル・ジャクソンがいるんですよ! ア
フロヘアのダンサーがまさにその

人。写真だけでわかるかどうか、ま

ずはビートの効いたリズムに合わ

せ軽や（？）なステップに、歌詞が

やや追いつかず（笑）、でもポーズ

はバッチリ決め（笑）、ムーンウォークもどきの仕草

までも（笑いと拍手）、雰囲気が盛り上が ってきま

した。するとマイケル、「皆さん座って笑ってばかり

いないで、さあみんな立って、一緒に踊りましょう、

ハイ One Two Three Four…」とみんなを立ち上がら

せ、いつの間

にかダンス

のクラスに

なってしま

いました。終

わるころに

は結構汗を

かき、よく笑

い、こうして

コスモの「合宿」は、歌の練習に発表会、ついにはエ

アロビクスのようなダンスも加わった、とても楽しい

一日でした。 
 

 
 
  
 
 

シャンティクリアのコンサートに行ってきました！ 
 

私たちは、9
月 15日（土）
のミッショ

ン・サンタク

ララのコン

サートに行

きました。 
3年前にシャ
ンティクリ

アに出会っ

た私は、そろ

そろどこか

で彼らの演奏を聴けないかなあ、と、ちょうど探し

ていた時でしたので、三浦先生からの情報には、も

う、即！ 飛んで火にいる夏（秋）の虫。 

 
そして興味の中心は「そうらん節」。いろいろな国の

フォークソングやジャズなどを歌った第Ⅵ部は、全

体的に、乗りのりのソロが、それはそれは朗々と響

く曲が多く、日本語の「そうらん節」は、彼らの特

徴である“美（滑らかさ）”が否が応でも出てしまう、

少しおとなしく優しい「そうらん節」に感じました。 
『どっこいしょ』の『っ』はちゃんと短かく、『ハイ、

ハイ』、『りょう』、『りゃ』、『チョイ』、などは、ちょ

いと楽しかったです。 
彼らとの最初の出会いでは、カウンターテナーの響

きと、一人、二人ではない、その人数に衝撃を受け

ましたが、今回は、いわゆる、男声合唱の構成での

歌に、もう『ワーオ！』で、聞き惚れました。ブル

ース（だと思います）も、『ワーオ！』『ワーオ！』

（カッコいい！）でした。      （たえ） 
 
彼らのウェブサイト、フェイスブックに、三浦先生の『日
本語指導』に関する記事と写真が掲載されています。 

http://www.chanticleer.org/skillslab-ends-were-worki
ng-hard-on-our-fish-and-siren-songs/ 

https://www.facebook.com/pages/Chanticleer/61443
33740 

  

     Banana Boat コーラス＆伴奏者 

❤ 
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Sopianos Fall Concert 2012 が、9 月 8 日

（土）、Japan Earthquake/Tsunami Relief 
Concert 第 2 弾として開催された。 
【出演】 
香川恵子さん、Christopher Bengochea さ

ん、Rolfe Dauz さん、大石和子さん（ピ

アノ演奏。日本からの出演）、Silicon Valley 
Community Opera メンバー、他。 
 

 【プログラム】 
♪『ポッペアの戴冠』（モンテヴェルディ）より 
 ただあなたを見つめ、ただあなたを楽しむ/ 
 Pur ti miro, pur ti godo 
♪『ジュリオ・チェーザレ』（ヘンデル）より 
 このように、ただ１日のうちに/ 
 E pur cosi in un giorno） 

♪『フィガロの結婚』（モーツァルト）より 
 もし踊りをなさりたければ/ Se vuol ballare 

 ♪『Scherzo No.2, Op.31』 （ショパン） 
 ♪『椿姫』（ヴェルディ）より、ハイライト 

 

 
2012 年、9 月 22 日（土）、アルダースゲートＵＭＣ（AUMC）のサーモ

ンディナー会場でコンサートを行いました。AUMC は、コーラル・コス

モが練習会場に使わせていただいている教会です。Harmony'84 と交互に

隔年で出演しています。サーモンディナーでのコンサートは、『皆様が楽

しくおしゃべりをしながらお食事をされている会場で、お食事がおいしく

なりますように、と、心地よい音楽をバックから流す。』ということなの

で、明るく楽しく歌いました。会場からは、うれしいことに「アンコール！」

の声が。残念、アンコール曲は用意していませんでした。 
【プログラム】 1．Celebration  2．Ain't No Mountain High Enough 
  3．My Heart Will Go On (Love Theme from 'Titanic') 
  4．What A Wonderful World 
 
            写真提供：仲井さん 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sopianos Fall Concert 2012 

コーラル・コスモ サーモンディナー（ＡＵＭＣ）で歌う 

2014 年、サンフランシスコ・フォレストクワイヤが 10 周年を記

念してフォーレのレクィエム（女声版）を演奏する予定です。練

習、本番ともに SF ですが、よろしかったらご一緒しませんか？

月１回のペースで練習して行きます。 ご興味がおありの方は

sfforestshoir@gmail.com までご連絡下さい。     ＳＦＦＣ 

 フォーレのレクイエム（女声版）をご一緒しませんか？ 
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      松浦さんの 
           特製おにぎり 

     ほな、帰りまひょか。

    ♥ 
 
 
 ♪ 夏休みコンサートめぐり ♪ 
 

7 月８日、地元調布で、保多由子さん（メゾソプラノ）

と寺島陸也さん（ピアノ）のチャリティーコンサー

トに行きました。これは、調布市にある「Kiitos」と

いう 心を病んで行き場のない青少年のためのアッ

トホームな施設（「居場所」と呼んでいます）のため

のチャリティーコンサートでした。彼の作曲された

曲「唐詩三題 送別、涼州詞、将進酒」もありました。 
 
寺島陸也さんといえば、7 月 14 日、寺島陸也さんの

伴奏、指揮、藤井宏樹さんの合唱コンサート、「樹の

会ユースクワイア~奏（かなみ）~」第二回演奏会に

行ってきました。とても素晴らしいものでした！ 
Josquin des Prez の Ave Maria で、始まったの

ですが、あまりのハーモニーの美しさに、出だ

しを聴いただけで涙がこぼれ落ちたほどでした。

「これこそ、合唱なのだなあ。。。」と日本の合唱

のレベルを見せていただきました。 

       ♥ 
 

  
第二部は、しま まなぶさん（俳優 / 演出家）が宮

沢賢治の「銀河鉄道の二人」をシアターピースとし

て脚本化し、寺嶋陸也さんが作曲されたオリジナル

でした。オペレッタのように、セリフが、ソロやア

ンサンブル、合唱、さらに、クラリネットとピアノ

の演奏などで。。。40 分くらいの演目でしたが、 流
れるようで素晴らしかったです。。。あまりに素晴ら

しかったので、どのくらいの期間で仕上げたのか聞

いて見たところ、「台本が送られて来たのが 5 月だ

ったので、(各自で、暗譜して) 5、6 回の合わせで、、」

と聞いてビックリです！部員募集には、

「10 代後半から、30 代前半」とあった

ので、お若い方たちのグループだとは

思っていましたが、全員がコーラス部

や音大などの経歴ではなく、体育会出

身の方もいらっしゃるとか。。。若い人

たちの集中力とパワーのスゴさに圧倒

させられました！     長岡綾乃 
 

 

 

 

 

 

 

   
 

・・・❀ 編集後記 ❀・・・ 
今回は、皆様の憧
れの的である三浦
るり子先生を突撃
インタビューしま
した。インタビュ
ーを終え、記事を
まとめていくうち
に、先生を引き付
けて離さず、現在

の生き方の方向を決定付けたとも言える『グリーンガ
ルチ（Green Gulch）』とはどう言う所なのかを知りた
くなり、また、先生の魅力の原点の一部にでも触れる
ことができるかもしれない、と、『自然と三浦先生』
と言う旗を揚げて、「いざグリーンガルチへ」と、取
材ハイキングに松浦さんの運転で出かけました。簡単
に言えば、「日常的に親しんでいらっしゃる自然」の
中の三浦先生にお会いしたかった、私もその中を歩い
てみたかったのでした。持ち寄ったお昼を広げ、三浦
先生のお手前によるお薄と芋ようかんまでいただき、

草花の咲くガーデン
で贅沢なピクニック
となりました。 今回も皆様のご協力により無事発行
できました。有難うございました。 
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寺嶋陸也氏も藤井宏樹氏も合唱界ではどちらも有名な方ですよ。寺嶋氏は作曲家でもあって、私の地元
合唱団（鶴岡土曜会）が初演した組曲もあります。その時は彼の伴奏でした。伴奏者としても引っ張り
だこの方です。コンサートだけでなく、練習も見学できたらいいですね！！！  
Josquin des Prez （ジョスカン デ プレ）も、私がことあるごとに言っている、こういう時代の曲を練
習するとそれぞれのパートが発展する、という作曲家の一人です。全日本合唱コンクールの課題曲がい
つもこのような曲なので、全国的に浸透しているのですね。だから全国の合唱レベルも高い。。。のかな、
と思います。三浦るり子 


