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    ノーベル賞に寄せて 
     ～湯川秀樹博士と山中伸弥博士 
 

    会長 松浦 功 
 
山中先生のノーベル医学・生理学賞の受賞が発表さ

れて 2ヶ月。ダイナマイトを発見したスエーデンの
化学者、アルフレッド・ノーベルの命日の 12月 10
日に、授賞式がストックホルムで行われる。  
日本人で最初に受賞したのは、京都大学理学部の教授

であった湯川秀樹博士で、1949 年のことだ。私は学
生時代、湯川先生ご夫妻の私的秘書を 2年生から卒業
するまでしていた。毎日、大学の帰りに下賀茂にある

ご自宅に立ち寄り、スミ夫人からいろいろ仕事を言い

付かった。また、欧米のノーベル賞受賞の科学者たち

が、先生を訪ねてこられることが多く、その際に随伴

されている奥様の観光や買い物のお付き合いも、仕事

の一つであった。そんなある日、やはりノーベル賞受

賞者のニールス・ボアー博士ご夫妻が湯川先生を訪ね

て訪日された折、多忙なスケジュールの合間に、裏千

家の今日庵を訪問し、お茶の接待を受けた事がある。

当時の家元千宗匠（現在、千玄室大宗匠）が自らお薄

を立てて下さった。そして、この千大宗匠に昨年 9
月 8日、日米平和条約調印 60周年記念式典の折、日
米両国の為献茶の儀式をして頂いた。この儀式に先立

って、コラール・メイが日米の国家を歌ったのはご記

憶の事と思う。レセプションで、大宗匠とお話をした

時、その時の事を覚えておられたのには驚いたが、湯

川先生ご夫妻とも大変お親しかった。（連盟だより第

13号『一期一会』の再会をご参照）  
また、クリスマスが近づくと、クリスマスカードの

封筒書きもしたのは懐かしい思い出だ。スエーデン

のグスタフ国王にも宛名書きをした。  
湯川先生の受賞から 63 年後、やはり同じ京都大学
の山中先生が受賞された。山中先生とは、2年前に 

 
 
 
 
 
 
 
総領事公邸での夕食会で初めてお会いした。まだ 40
台の若々しいハンサムな先生が、ご専門の iPS細胞
についてパワーポイントを使ってきわめて易しく

説明して下さった。とは言え、『成熟した体細胞に

特定の遺伝子を導入し、体のさまざまな組織に分化

する能力を持たせた細胞』即ち人工多能性幹細胞を、

まずマウスで iPS細胞を作成、さらに翌年にはヒト
の皮膚細胞から iPS細胞の作成に成功した等の説明
を聞くと、何か分かった様な気がするものの、後で

もう一度思い出すとやっぱり分からない。いまだに、

新聞の記事やテレビでの報道を聞いても、分かった

ようでやはり分からないところが多い。しかし、将

来「再生医療の切り札」ともなるすごい発明なのだ

ということは分かった。  
その後、友人の家での夕食会で数度ご一緒させて頂

いた。ご夫妻とも、本当に気さくで飾らない気持ち

のいい方々である。整形外科の研修医の時に、手術

や仕事が遅く指導の先生から「お前は邪魔や」から

「ジャマナカ」だとずっと呼ばれていたと話された

のが、信じられないほどスマートな先生だ。奥様と

は、中学・高校での同級生とのこと。また、奥様は

皮膚科のお医者様。昨年、その夕食会でとった写真

を掲載させて頂いた。  
最初の受賞者湯川先生と、直近の受賞者山中先生と

知り合う事が出来たのは、偶然とはいえ、私のネッ

トワークの中の最高の方々である。山中先生の益々

のご活躍とご多幸を祈って筆を擱く。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 山中博士ご夫妻を囲んで（2011年 5月 10日） 
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サクラメント・マスター・シンガーズで歌っています。 さくらコーラス 榊原 晴子 

 

  
私は Sacramento Master Singersでアルトを歌い始
めて 4年目になります。今年のクリスマスは Celtic 
Christmas というタイトルで、アイルランドからの
男声のデュオMen of Worthを迎えるコンサートを
間近に控えて、練習に熱が入って来ています。場所

はシャンティクリアが例年コンサートを行ってい

る Saint Francis Church。音響のすばらしい古いカ
トリック教会です。シャンティクリアの演奏会は 50
ドルですが、SMSのは 20ドルで、実力はさほど変
わらない、という何とも嬉しい評が出て、みんなで

喜んだ事があります。  
SMS は、2 時間位離れた地域からもオーディション
をパスした人達が集まって編成されていて、週一度 2
時間半の 50人での練習に加えて、パートだけの練習
や、カルテットの練習（各声部から一人ずつの四人の

組み合わせ）などもあります。この仲間で出会った人

たちは皆音楽で心を一つにしています。（私はこのオ

ーディションの為に、初めて先生につきました！）ソ

リストがあまたといる中で、誰が選ばれても皆納得し、

自分は自分のできることを淡々とこなす思慮深い人

達の集まりです。アメリカに来て、今の時期にこのよ

うなグループに出会えたことをとても幸せに思って

います。指揮者はAmerican River College の音楽科
の先生のRalph Hughesで、彼のスピリチャルなリー
ダーシップがとても優れていると思います。 

今度のクリスマスコンサートでは例年の４回のコ

ンサートと子供のための短いコンサートに加えて、

Folsom という近郊の街にできた Folsom Lake 
College にあるモダンな新しいステージでも歌いま
す。曲目は全部で 20曲。  
ラテン語の "Ecce Quad Natura" をアカペラで歌
いながらキャンドルの光で入場したあと、"There Is 
No Rose"、"Coventry Carol"、"Non Nobis Domine"
などのキリストの降誕を祝う歌に加えて、ヘロデ王

の赤子処刑命令の恐怖を男声の不協和音でかもし

だした後、キリストの誕生の希望へと移っていく

"Wesford Carol" 等もあります。昔 PPM（Peter Paul 
& Mary）が歌った "A Soalin" と "メサイア" なども
入っているキャロルメドレーは親しみ深い歌です。  
第一部はほぼ暗譜で歌うので、歌詞の暗記が一大事

です。でも、こうして何かを頭に覚えさせるという

作業は、今の私にはとても大切なことだと思ってが

んばっています。今年も又主の降誕の歓びをこうし

て歌い上げ、それが教会の天のようなドームに渦の

ように吸い込まれて行く時に、またクリスマスの訪

れの歓びに満たされることでしょう。素人の自分が

こうして音楽の楽しみを高める場を与えられたア

メリカという国にとても感謝しています。 
 

    
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

思いがけないこと 
   2000 年にサクラメントの日系の子供のための夏季学校、じゃんけんぽ学校で教える仕事

   をしていた時、日系収容が課題の一つにあったので、書き下ろしの創作劇の為に歌を書

   きました。その内の一つ、「We Had to Go」は 2004 年に森山良子さんのジャズツアーの

   一環としてデービスでのコンサートで歌って頂けたのですが、歌の命はそこまででした。

   でも、教育用に歌い継がれるように、と引き続き励まして下さる方達がおられ、今年の

   初めにカリフォルニア州政府の博物館の新しい企画に入れて頂くことになりました。12
年も時が経過してからこのようなことが起きたのは、まるで夢のようです。 
それは９本で構成される日系人の歴史の教育用 DVD の製作です。その内１本は収容所がテーマとなってい

ますが、その DVD のバックに「We Had to Go」を採用して頂くことになりました。いくつかのバリエーシ

ョンを、ということで、子供の合唱、ソロ、そしてピアノ、チェロ、フルート、ドラムの伴奏で歌う大人の

合唱とに書き直し、楽器だけの楽譜も加えました。録音や CD 校正には細心の注意を払い、本当に多くの方々

のご好意とご支援で、一枚の CD に仕上げる事ができました。全体の DVD の仕上がり 
は資金難で遅れていますが、できあがれば、全米の中等教育用に配布され、ウェブサイ 
トでも見られるようになるそうです。私は日系アメリカ人の主人と結婚してここへ 
来てから、長い間日系アメリカ人の文化に触れて来ました。彼らの心の奥にある 
痛みに対して、日本人として一つの表現の場を与えられた事は、在米 30 年の証し 
です。思いがけないこの出来事に導きを噛み締めるこの頃です。
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10月のことである。パシフィ
ックミュージックという会社
から三浦るり子先生にメール

が届いた。サンフランシスコ

をベースとするこの会社、な
んでも日本に三大テナーを呼

んでプロデュースしたという話し。創立 40周年を記
念するパーティーで歌ってくれないかとの依頼だ。  
それからが大変である。曲のリクエストはアメリカ
50年代に流行った“May You Always”を始めとす
るオースディーズ。もちろん SFFCの持ち歌でもお
株でも何でもない。練習期間は一か月弱。わずか 10
分の出番のために猛特訓が始まった。歌だけではな

い。パーティーにふさわしい服装やアクセサリーも

揃えなければならない。買い物部隊が出動し（？）
より安く、しかし高級感のあるものを探しまわり、 
お揃いのドレスを見事 9割引でゲットした。  
さて、本番当日。出演の 4時間前の午後 4時半に会場
ホテル近くのメイクヘアのサロンに集合した。メンバ
ーは各自鏡の前でメイクに取り組んでいる。わたしは

メイクのことはよく分からないので、K子さんという
サロンのオーナーに顔を預けて、ステージ用の顔を作
ってもらう。ひと顔サービス価格で 20 ドルなり。そ
の横では「毛抜き専門」の人が、糸を使って一本づつ

毛を抜いている。まるで職人の手つき。メンバーのS
さんが眉を整えてもらった。お一人様 10ドル。まさ
に非日常の世界。このようにして世間の人々はきれい

であり続けるために努力しているんだな。  
7人全員の“顔”の支度を済ませ、予定通り 6時に
会場のセントフランシスホテルへ移動する。ここで

着替えなければいけない。Ò上階のフロアで空いて

いる部屋を探そうとしていたら、ホテルの係の人が
使っていない部屋に通してくれた。これが私たちが

歌う部屋よりも立派で、何倍も広い。係の人曰く「着

替えはクロゼットの中でした方がいいですよ。ここ
の中だけ防犯カメラがついていないのでね。」と教

えてくれる。なるほど。  
着替える前に、持ち寄りの食べ物をテーブルに（勝手

に）広げて腹ごしらえ。食べ物にはうるさい SFFC。
のり巻き、カルフォルニアロール、サンドイッチ、ベ 
トナム春巻き、菓子パン、ぶどうなど、出てくる出て

くる！極めつけは、SFFCメンバーの Yさん差し入れ
のお赤飯。「祝・デビュー！」のメッセージ入り。 
実は私たちのすぐ横に、誰かの軽食が置いてあり、 
 

横目で見ながら自分たちの食べ物をほおばっていた

ら、係のおじさんが通りかかり、「あなた方はこの軽
食を食べるのは禁じられています。」と言われてしま

った。なんときつい言い方！私たち、よほど物欲し

そうな顔していたのかな。ちなみにこの軽食は同じ
パーティー出演のプロのミュージシャン用だった。  
賑やかに着替えを済ませ、広い部屋でÒ終声合わせ

をし、会場の部屋の横で待機する。ミュージシャン

がジャズを演奏している。この曲の次が私たちだ。
パーティーは食事の時間に入り、会社の過去 40 年
のビデオを流したり、サンフランシスコ総領事ご夫

妻をはじめ、来賓の挨拶が行われている。  
いつものことだが、本番はあっという間だった。途中

でマイクのコードに引っかかってマイクを倒してし

まうハプニングもあったが、リハーサルなしで歌った

にしてはまあまあいい出来だったのではないだろう

か。ピアノが思いがけず離れた場所にあり、ピアノの

音と声のバランスが取れていたか不明だったし、ステ

ージと観客との距離がかなり近くて、目のやり場に困

ったが、楽しく歌えたので、まあ良しとしよう。 

歌い終わって、別の部屋に引っ込んでからは、ホテ

ルのフロアの係の人に頼んで記念撮影。そのまま撮

影大会となり、お互いに「晴れ姿」を撮りまくった。

ホテルを出たのは演奏が終わって一時間も経って

からだった。フロアの係の人は、私たちがいったい

何時になったら帰るのだろうと思ったに違いない。

ほんとに素人丸出しの私達。部屋に備え付けられて

いるらしい防犯カメラを一部始終観ていた警備員

は何と思っただろうか。想像するとおかしい。  
この日に歌った曲は、12月 16日のホリデーコンサ
ートでも披露します。お楽しみに。 
 

    パーティー出演騒動記    サンフランシスコ・フォレスト・クワイヤ 上田 牧子 
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第 10 回 突撃インタビュー 

～運命に棹さして～ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

生まれ：横浜市保土ヶ谷区 
血液型：Ｏ型 
星 座：かに座  
電気通信大学を卒業。 
専攻は、材料科学 
（Material Science）。 
固体物理学、半導体とか 
固いほうです。 
 
10 歳までは横浜で育ち、10 歳から成人するまで

は相模原に居ました。大学時代は、調布まで家

から 1 時間半ぐらいかけて通っていました。 
 
大学卒業後、日本 DEC に就職。その後、ロータ

ス（株）（Lotus 1-2-3 の会社）に在職中に出張で

アメリカに滞在し、それがきっかけで永住する

ことに。転職を繰り返し現在に至る。8 社目とな

る現在の会社はシリコンバレーの元スタートア

ップで、最近 ADT（セキュリティーの会社）に

買収された。

アメリカ式の転職を繰り返すジョブホッパーで

すね。アメリカはそういう人が多いんですよ。

一つの時代の生き方を現していて、自分でも面

白いと思います。 
会社って言っても、実は小さいグループの集ま

りなんですね。誰かがスカウトされたらそれに

グループごと付いて行くとか、友達が良い会社

に入ったら、誘われて付いて行くとか、友達同

士で引っ張り合うんです。linkedin.com という、

フェイスブックの 
ビジネス版みたいな 
ものがありますが、 
これがとても役に立 
ちます。誰がどこに 
いるかっていうのが 
一目でわかるんです。 

趣味はアマチュア無線 
2000 年頃から、『南カリフォルニア日本人アマチュ

ア無線クラブ』に所属していた。その件で、南加へ

行ったりしていたんですけれど、遠いので、だんだ

ん疎遠になって来たところで、こちらで『サウスベ

イ日本人アマチュア無線クラブ』を作って参加して

いました。2000 年～2002 年の頃は、アマチュア無

線ばかりやっていました。           
 
アメリカのアマチュア無線の免許も取得 

あまり仲間がいなくて、一人でやっていてもつまら

ないので、疎遠になった頃に合唱を始めました。 
 

最近、一番上のクラスの免許を取得 
そして、最近はまた無線ばっかりやっていて、そち

らのほうが忙しくなっちゃっいました。     

無線はいいですね。世界中と繋がっていて。 
太陽は 11 年周期で活動するんですけれど、今一番

活発な時期で、電離層が良くできる。そうすると地

球の裏まで電波が良く飛んでいくんですよ。つい先

ほども南米の人と話ができた。中継なしに、自分が

立てたアンテナで南米まで電波が届く。そういうの

が好きなんです。うれしいです。        

ある時間内にどのくらいの人と話ができるか、って

いうコンテストがあって、そうなると皆、すごいア

ンテナ持ってきてがんばるんですけど、私は、そう

ではなく、どこまで届くかって言うのにだけ集中し

てやっています。           

無線 自慢のアンテナ
    見えるでしょうか？
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 奥様との出会いは？ 
東京で学生時代に出会い、

'93 年に結婚しました。 
 
彼女は、東工大（バイオテ

クノロジー専攻）を出て、

Ph.D.を持ち、大学の研究

所に勤めていましたが、ア

メリカで仕事をしたかっ

たので、シカゴのアルゴン

ナショナルラボラトリー

に職を見つけて、結婚して

半年ぐらいで、'94 年の 5月にはもうアメリカに行っ

てしまいました。そのまま彼女はずっとアメリカ暮

らし。私はずっと日本。その後私もアメリカに住む

ようになりましたが、彼女はシカゴで、私はシリコ

ンバレーだったので、'99 年までは別居で、年に 3、4
回しか会えなかった。彼女がＮＡＳＡへ移って、や

っと一緒に暮らすようになりました。 
妻のいいところは、まじめにこつこつやっている

ところですかねえ。 
今、鍼灸クリニックを開業していますが、あれは、

7、8 年前に思い立って急にはじめたんです。私が

ちょうど体調が悪くて、床屋さんで、「最近体調が

悪くてねえ」、「針でもやってみれば」、「おもしろい

ねえ」とか言って、やってみたら、劇的に改善した

んですね。医者に行っても、心臓は痛いは、筋肉は

痛いは、何がなんだか全然わからなかったのに。そ

れを妻が見て、「面白い」と、勉強家だから、「資格

取るから」と言って、それから急に勉強を始めて。

針は 3 年なんですが、お昼は仕事をして学校へは夜

しか行けないので、5 年以上かかりましたね。でも、

それにちゃんと打ち勝って、資格取って、えらいと

思います。尊敬しますね。生活的なことを言えば、

その分私は子供を見なければいけないんですけれ

どね。でもそれはそれで、そうなるようになってい

たんだろうなあ、と思います。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

私は、運命論者なんです！ 
人生というのはたぶん生まれた時から決まってい

ると思うんですよね。全部運命なんだと思います。

妻と結婚したのも、なるべくしてなったんだと思い

ます。なるべくしてなったので、これからもなるべ

くしてなると思う。あまり心配はしていません。 
家を買った時も、その家が私たちが買うのを待って

いたとしか思えないし、日本に行った時に、たまた

ま電車に乗ったら、車両の反対側に 10何年会って

いない叔父さんが乗っていたし、なんかの力が働い

ているとしか思えない。 
一人暮らしは割りと慣れていまして、家のことも

なんとでもなります。 
妻は、昼はＮＡＳＡで、夜は漢方鍼灸師の仕事をし

ている。一日中いないので私が 9割がた子供の世話

をしています。5 時には会社を出られる、というの

は、シリコンバレーのいいところ。その後子供を迎

えに行き、食事を食べさせ、お風呂に入ったりして、

そのあとで、家でも仕事ができますし。 
「すごい」って皆さん言いますけれど、私にとって

は普通で、好きでやっているからなんともないです。 
 

一生懸命やっていることといえば 
補習校のことは、先生以外は全部やりました。楽し

いんですよね。一生懸命やっています。 
保護者会はもう 6 年ぐらいやっています。副理事長

はやりましたし、保護者会の役職は全部やりました

し、図書もやりましたし。 
 
連盟の会長もやりました。二川さん、本多さんが系

統立ててやってくださった後で、どうやって連盟を

進めていくか、ちょっと方向が見えなかった時だっ

たんですね。私ができることは、連盟活動をうまく

持っていくことしかない。ニュースレターを作って、

活動を盛り上げて行きましょう、会則を作りましょ

う、ちゃんとした組織にしましょう、と言う話をし

て、実行しました。連盟 
だよりは今でも続いてい 
てうれしいです。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1999 年同僚と釣りに
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コラール・メイに入った頃  2009 年 4 月 9 日、日米合唱祭   2009 年 6 月 30 日、小田原男声合唱団 
             の皆さんと 

歌との出会いは？ 
小さい時は歌や音楽は全然やっていませんでした。

中学の時ブラスバンドでテナーサックスをやって

いまして、その時は楽しんでいましたけど、歌をや

るなんて事はぜんぜん思っていませんでしたね。 
 

小さい時はラジオ・オタクでしたから。 
私は、小学校・中学校の頃からラジオ少年でした。

音楽なんか全然やってなくて、ラジオを作っていた。

大人になってもたぶん技術屋になるんだろうなあ、

と思っていました。高校生の時はずっと無線ばかり

やっていた。大学時代はパーソナルコンピューター

が流行り始めたころで、自分でコンピューターを作

ったりしていました。 
 
大学に入って「コーラス」と言うのがある、という

ので、1 年生の時からはじめて入りました。「グリ

ークラブ」って言ってたんですけれど、「グリー」

って言う名前が一般的ではないので、「釣りのクラ

ブ」「ツリークラブ」とか言って、だまされて入っ

て来た人もたくさんいましたね。合唱というものを

知っている人や経験者もほとんどいなかった。団員

は 80 人ぐらい、1 年生は 20数人。結構大きい男声

合唱団でした。セカンドテナーを担当していました。 
年に一回のコンサートでは、ある程度バラエティー

は揃えますが、歌う歌は、多田武彦、三善晃など、

いわゆる日本の男声合唱曲がメインですね。 
多田武彦の「雪明りの路」が思い出に残っています。

いやあ、これはいい曲です。もう一生聞くことない

なあ、と思っていたんですけれど、Youtube ができ

て、多田武彦の曲もすべて聞けるようになって、聞

きなおして、本当にいい曲だったですね。 
 

目覚めたんですね。 
隠れた才能が見出されたんですね。 

いえいえ。それもその時だけでもう終わるな、と思

っていたんですけれど。やっぱりかかわらないとな

あ、と思って、こちらでもコーラスを始めました。 

こちらで合唱は何時始められたのでしょう？ 
2005 年頃です。あの頃ですよ、ＮＨＫのど自慢が

あった頃。あの時は、個人でのど自慢に出て、8 番

で大好きな「あこがれのハワイ航路」を歌いました。

予選落ちでしたけれど。ものすごい予選で、見学者

も入れて 5000 人ぐらいの人が集まり、予選だけで

8 時間以上かかった。その時 Chorale May が出てい

るというのは知りませんでしたが、ちょうどその頃

二川さんと知り合いました。二川さんは、ラジオを

やっておられたので、ラジオは聞いていて、ときど

きリクエストのメールとかは出していました。 
その後、北村協一さんのアラウンドシンガーズが来

た時に初めて私はコーラスを見に行った。北村さん

のコンサートでは、私が学生の時歌った歌が結構あ

ったんですね。ドイツ語の、マーラの第 1 番、北村

さんが編曲した曲なんですけれど、大変に感動しま

した。二川さんに「とても良かったです」とメール

をしたら、Chorale May と言うのがあるから来なさ

い、と言われ Chorale May に入り、本多さんも来

ておられて、Choral Cosmo にも誘われて、それ以

来、週二回コーラスをやるようになりました。 
 
いろいろな先生に教わることは楽しいですね。 

大学の時のコーラスの先生が、外山先生のひとつ後

輩なんですね。芸大のね。言っていることが外山先

生とすごく近いし。いいなあ、と思っていたところ

が、るり子先生もまた、似たようなことをおっしゃ

る。平野孝榮さんは、彼女も芸大なのだけれど、力

を入れないで自然体で歌え、と、作ったりしないで

あるがままでよい、とおっしゃる。恵子先生に、声

の出し方を教わったことはありがたいです。おおら

かな方ですね。 
 

日本とかロサンゼルスとか、 
いろいろな所に行かれますね。 

小田原男声合唱団（小田男）の方たちとは、2010 年

4 月 9 日の日米合唱祭の前に打ち合わせを兼ねて小

田原の練習場所にお邪魔して以来、日本に行くたび
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2010 年、さくらコーラスの榊原 

先生となし狩り。Davis にて。 

2012 年 12 月 25 日、日本

の家族と。 

に連絡を取り合って練習に伺うようになりました。

皆さん本当に熱心に練習をされていて、短い時間で

色々勉強になることがたくさんあります。南加 LA の

メンズグリークラブの皆さんや、2011 年に個人参加

をした南加合唱祭で知り合った福島の郡山男声合唱

団の皆さん。時々メールをやり取りしています。サ

クラメントのさくらコーラスもそうですけれど、皆

さん一生懸命やっているのを見ていると行かなきゃ

行けない、と、心が動かされます。色々な方に出会

ったことを忘れずに大切にしたいと思っています。 
最近日本男声合唱協会の個人会員になりました。棚

野さんに勧められて。やはり日本の男声合唱が好き

なんですね。来年の７月に長野県岡谷市で、「月光

とピエロ」を合同演奏でやるんです。外山先生もお

いでになるし。それで、日本男声合唱協会に入りま

した。年会費 2000円ですしね。 
一年に一回ぐらいだから

そういうのあっても良い

と思います。 

 
あまり先のことは考えない。 

どんどん予定を入れるんですけれど、先のことは全

然考えていなんです。 
先のことはわからないけれど、予定を入れちゃえば

なんとかなる。手帳とか、スマートホーンとか入れ

といても役に立たないんです。一週間先までのこと

しかわからないんで。 
 

好きな言葉は？ 
一番好きな言葉は、「一期一会」なんですね。 
出会いを大切にし、一度合ったらその人のことは忘

れません。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（Ｋ）妻は蛙を解剖したりとかしているみたいです。

（Ｍ）賀川さん、解剖されてたりして。（Ｋ）消息を

聞かなくなったら、半分に割れてると思ってください。 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2012 年 10 月 28 日、インタビューを終わって

    ～「奇跡が奇跡でなくなる日に向かって」～ 
山元加津子さん講演会を思い出しながら

 
   8 月 3 日（金）、「かっこちゃん」こと山元加津子さんの講演会に出かけた。

   山元さんは、石川県で特別支援養護学校教諭を長年されており、作家・作詞

   家であり、作曲もされる。脳幹出血で倒れ生死も危うかった同僚の回復の様

   子、学校での出来事を通しての経験談が主。意識がないように見えても、み

   んな気持ちを持っている、聞こえているし見えている、「大好き」と抱きしめ、

揺らしたり、話しかけたり、接することで回復する。体を起こすことで脳も活動する。毎日の生活の中

でチラッと見えた反応、例えば瞼がちょっと動いた、瞳が動いた、指がわずかでも動いた、などの反応

があったら、それを使って気持ちを伝えることができる。回復することはわかってい 
る。・・・などなど。とても書ききれないですが、その一部でも皆様にお伝えしたい 
と思いました。今回の講演会は、宮城県石巻市め組ジャパン基金白雪姫プロジェクト 
（http://shirayukihime-project.net）へのチャリティーでした。      （tae） 
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今回は東京と京都でSFFCのOGならびに里帰りの方
たちといっしょに 2014 年に歌う予定のフォーレ『レ
クィエム』の練習を行なって参りました。どちらもあ

まりギャップを感じさせない有意義な練習をもてた

ことに驚くと同時に、大変嬉しく思いました。日本に

帰ってからも何らかの形で歌い続けていらっしゃる

方が何人かいらしたことと、里帰りの方々の声に引き

出されるようにブランクのあった方々も声を出せた

のかもしれません。 
 
それらの練習の前に、東京で、高校卒業以来という先

輩とお会いし、やはり合唱を続けている方なので合唱

談義に花を咲かせました。彼女は 1級上で小学校時代
からのいわば幼なじみです。児童合唱団もいっしょで、

高校でも同時期に 1年間音楽部に在籍しました。優秀
な方なのでノートを借りてお勉強の仕方も教えてい

ただきました。絵も字も上手でしたし、可愛いし、で、

私の憧れの的でした。大学時代の合唱サークルで知り

合ったご主人様の転勤で、現在は埼玉県川口市にお住

まいですが、自宅は宮城県塩釜市にあります。塩釜時

代は仙台の仙台宗教音楽合唱団に所属し、川口に引っ

越してからも毎月１回は通っているとのことです。常

任指揮者は佐々木正利氏と言って、時々いい演奏だな

あと思うとこの人だったりする、という実力者です。

また、川口市では東京の東京バロック・スコラーズと

いう合唱団に入ってやはり宗教曲を主に歌っていら

っしゃいます。あともう一つだか 2つだったかの合唱
団にも所属していらっしゃるというから凄いですね。

仕事もしていらっしゃいますし、一体どうやって時間

を捻出しているのか。。。 
 
昔話から合唱の話まで、時が経つのも忘れて、北区に

ある旧古河庭園でお茶を片手に話し込みました。喫茶 

 
店やレストランで話すよりずっといい。どちらかの家

でとなるとまた接待もありますがそれもないし、また、

それほど暑くなかったので蚊もいませんでしたので

心行くまで話しました。その中で印象的だったのは、

以下のことです。 
 
“5 月 27 日にモーツァルト編曲版「メサイア」を歌
った時は、遠隔地団員ゆえ歌い込み不足でしたが、本

番の 3日前から仙台に入り、先生の言葉一つ、指示一

つ、とりこぼさないようにと、集中力を高めて練習に

臨みました。細かいミスはありましたが、今回もまた

仙台宗教音楽合唱団の充実した響きの中で歌うこと

ができ、格別な喜びを感じて帰ってきました。” 
 
紫字の箇所についてです。一体どう言う響きか。素晴

らしいことのひとつは、各パートリーダーの声が良い

ということ。彼女はソプラノで、そのパートリーダー

が入るとソプラノ全体がまろやかな響きに変わるの

だそうです。ソプラノ全体がその声を目標にしている

のですね。何事も、目標がクリアであると実現しやす

いものです。良き模範者が身近にいるということはこ

の上なくラッキーなことです。日頃からいい演奏を聴

いて耳を鍛え、言葉や言葉に言い表せないムードも含

めて、イメージを持つことが肝心です。私たちの合唱

団の目指す“充実した響き”。このイメージをひとり

ひとりが明確に同じものを抱けたら、と思いました。 
 
先輩のご主人はなんとアラウンドシンガーズに所属

していらっしゃるとのことです！ 残念ながら、アメ

〜リカ公演の後に入団したようですが、奇遇ですね ！

SF にお越しの節は是非練習に参加して下さいとお伝

えしました。 
2012/7/19 るり子 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

地元合唱団報告 2012 年夏～番外編   三浦るり子 

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

sfforestchoir@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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＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊   
オレゴンの音楽フェスティバル 

OFAM 
毎年夏が近くなると、日本のやりきれない猛暑と高湿

を逃れたいという欲求がむらむらとわき起こり、さて、

ではどこに逃げようか、という訳で、よく参加する

“Road Scholar”のサイトを検索。今までの経験で、

私はただ観光をするよりも、目的地で何かをする、例

えばサファリとか、バンジージャンプとか・・・は大

げさだが、これが一番楽しい旅なので、そんなものを

探していました。そして見つけたのです！  
Road Scholar Songsters 2012－これが私の見つけ

た旅でした。これは、毎年夏にオレゴン州のユージ

ーンという町で開かれる OFAM（Oregon Festival of 
American Music）という音楽祭に参加し、その年の

テーマに沿った楽曲をグループで練習し、その合間

にプロのバンドや歌手の演奏を聴き、レクチャーも

あるというのです。今年のテーマ “Le Jazz Hot” 何

とも楽しそうなプログラムです。1920 年代、フラ

ンスのパリで花を咲かせたジャズ、その時パリで音

楽活動をしていたコール・ポーター、ガーシュイン、

ジョセフィン・ベーカーなどの楽曲を練習するとい

うのです。 

 
 
 
直ちに申し込むと、楽譜が送られてきました。"Night 
and Day"とか、"Star Dust" とか、知っている曲も

いくつか、この歳になるとこういう曲が懐かしい。

8 月の初め、ユージーンに到着。歩く人もまばらな

町、だだっぴろい道路、何の変哲もないモテル、そ

れが私にはなぜか懐かしい。  
翌日の午後、これから 1 週間共に練習する仲間との

初めての集まりがありました。平均年齢は 65 歳ぐ

らいでしょうか？ このプログラムの責任者で素敵

な女性 Genevra が、日本からわざわざ来た珍しい

人ということで、私を皆に紹介してくれました。メ

ンバーはそれこそ玉石混交、でも、長い生涯で身に

付いたジャズのリズムのノリで、始めから楽しく練

習が始まりました。最終日には目玉のミュージカル 
“The King and I” を鑑賞し、その前座として、ホー

ルのロビーで練習の成果を発表しました。とても楽

しい 1 週間でした。       松本光代  
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
“Road Scholar”は、このツアーを企画しているアメリカの

大きな Non profit の旅行会社です。生涯学習を掲げ、アメ

リカ国内外むけの何百ものツアーを提供しています。 

http://www.roadscholar.org/ 

2013 年の OFAM のテーマは、“Hooray for Hollywood”。  
２０１２年の音楽フェスティバル（OFAM）詳細は 

Oregon Festival of American Music 2012 “Le Jazz Hot” 

http://www.ofam.org/divP/festival.aspx?series=2260 

に載っています。参考にしてください。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊  
＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊＊・＊・＊ 
    L.A.Daiku ウェブサイトより 

耳寄りな話 
 L.A.Daiku: http://ladaikusingers.com/   

L.A.フィル 
「メサイア」シング・アロング 

 【日時】2012 年 12 月 17 日（月）7:30pm 

 【場所】ディズニーホール 

ロサンゼルス年末の名物音楽風景。昨年は

L.A.Daikuから同好の志約30人が参加して、L.A.
フィル・L.A.マスターコラールとともに歌い、

ヘンデルの名曲を楽しみました。今年も参加予

定者はすでに各月末の休日に練習に励んでいる

が、参加は今からでも遅くありません。 

  

第 2 回 L.A.Daiku 
ニューイヤー第九コンサート 
【日時】2013 年 1 月 5 日（土） 

好評の第一回に続き、2013 年も行われる。日本か

らは 10 名の参加予定です。Dr.Bernstein の鳴門大

会での初演の年でもあり、第九の演奏にはますま

す気合が入りそうだ。 

1 月の第九コンサートには北カリフォルニアから

の参加も大歓迎です。原則として 3 日のリハーサ
ル（夜 7 時から）に参加することになっています

が、無理な場合は当日のリハーサルが必須です。

オーケストラと演奏できる絶好のチャンスです。
毎年行いたいと思いますので、今後も第九を練習

してご参加ください。（暗譜ですが、現在は楽譜を

持つことも可能です。）            
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♪ SF ウェスタンアディション図書館 
ホリデー間近コンサート  

【日時】2012 年 12 月 1 日（土） 
   午後 3 時半（40 分ほど） 
【出演】SFFC 
【場所】1550 Scott St., SF 

 
♪ SF ジャパンタウン紀伊国屋書店前 

東日本大震災チャリティークラフトセールにて 

“客寄せ！ミニコンサート”  
【日時】2012 年 12 月 8 日（土） 
   午後 12 時～4 時（出演時間未定） 
【出演】SFFC 
【場所】SF ジャパンタウン紀伊国屋書店前 

  
♪ クリスマス・シング・アロング  

【日時】2012 年 12 月 9 日（日）午後 2 時 
【出演】Chorale May、Ensemble Shiki 有志 
   腹話術や賛美歌、ハレルヤ等 
【場所】Sturge Presbyterian Church 
   25 South Humboldt St., San Mateo 

  
♪ SF Japanese Seventh-day Adventist 

Church Christmas Program " Glory "  
【日時】2012 年 12 月 15 日（土）午後 5 時 
【出演】SFFC 
【場所】SF Japanese SAC 
   2409 Washington St. 
降誕物語のマリオネットショーもいたします。 
歌も歌います。  

 
♪ ホリデーコンサート  

【日時】2012 年 12 月 16 日（日）午後 3 時 
【出演】SFFC、Chorale May、Ensemble Shiki 
    児童合唱団合同 
【場所】Pine United Methodist Church, SF 
   426 33rd Ave., SF  

 

♪ A Celtic Christmas 
with the Sacrament Master Singers  

さくらコーラスの榊原晴子さんが出演します。 
【日時】2012 年 12 月 9 日（日）午後 3 時 
   12 月 15 日（土）午後 8 時 
   12 月 16 日（日）午後 7 時半（＊at） 
   12 月 20 日（木）午後 7 時 
   12 月 23 日（日）午後 3 時 
【場所】Saint Francis Church 
   1066 26th St.（26th and K St.） 
   Sacramento, CA 95814 
【チケット】$20 
 http://www.mastersingers.org/pages/shop/   

＊ at Three Stages, Folsom＊ 
Sacramento Master Singers Presents 
A Celtic Christmas With Special Guests 

"Men of Worth" 
【場所】Folsom Lake College 
 10 College Parkway, Folsom, CA 95630 
【チケット】$25～$40、Premium $55   

♪ Jingle All the way! 
Children’s Holiday Concert 

【日時】12 月 15 日（土）午後 2 時 
【場所】Saint Francis Church 
   1066 26th St.（26th and K St.） 
   Sacramento, CA 95814 

「子供の為の」40 分の短いコンサートです。この
時には子供たちがベルやカスタネットを一緒に

演奏できて、サンタクロースも出て来ます。SMS
は、コミュニティーによい音楽を、ということが
目的なんです。小さい時にコーラスを心ゆくまで

堪能した子供達は、大きくなったら自分もクワイ

アに入りたいと思うらしいです。（榊原晴子）  
♪ 気持ちホームクリスマスコンサート  

【日時】2012 年 12 月 20 日（木）午後 1 時 
【出演】猪俣弘司総領事、松浦功さん、 
   三浦るり子先生、その他有志 
【場所】SF 気持ちホーム 
   1531 Sutter St., SF, CA 94109 

 

関連団体コンサート案内
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♪ Christmas Choir  
【日時】2012 年 12 月 2 日（日）午前 10 時 
【出演】Choral Cosmo 
【場所】Aldersgate United Ｍethodist Church 
   4243 Manuela Ave., Palo Alto 
 

♪ Christmas Choir  
【日時】2012 年 12 月 16 日（日）午前 10 時 
【出演】Choral Cosmo 
【場所】Calvary United Ｍethodist Church 
   729 Morse St., San Jose, CA 95126 

 
♪ 15th Season Annual Concert  

【日時】2013 年 3 月 2 日（土）午後 7 時 
【出演】Choral Cosmo 
【場所】Prince of Peace Lutheran Church 
   12770 Saratoga Ave., Saratoga 

 

♪ SF Symphony and Chorus 
"Music from Peer Gynt" 

【日時】2013 年 1 月 17、18、19 日午後 8 時 
【出演】MTT 指揮 
   SF シンフォニーと合唱団 
   上田牧子さんが出演します。 
【場所】Davies Symphony Hall   

♪ SF Symphony and Chorus 
 Stabat Mater by Poulenc 

Te Deum by Berlioz 
【日時】2013年 2月 6、7、9、10日 
【出演】Charles Dutoit 指揮 
   SF シンフォニーと合唱団 
   パシフィック少年合唱団出演 
   上田牧子さんが出演します。 
【場所】Davies Symphony Hall

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
❀ 編集後記 ❀ 

「山茶花山茶花咲いた道、焚き火だ焚き火だ落ち葉焚

き」歌いながらスキップすると滑って転びそうなほど

の落ち葉が積もっているのに、焚き火や焼き芋ができ

ないのはさみしいですね。今年のクリスマスは私もた 
 

くさん歌います。また、私自身もびっくりするほどた

くさんのコンサートに行きます。焼き芋恋しい冬の夜

も、音楽があれば、皆様の歌があればなんのその。心

も体もほっかほか。手始めに、SF シンフォニーホー

ルのワークショップを聴きに行きました。

 
 
 
 
 
 
 
  練習開始を待ちわびる皆さん。10 人以上のお馴染みの方がいらっしゃるのですが。（さて、何処でしょう？） 
 

皆様の日ごろよりのご協力に心より感謝いたしております。皆様、どうぞ良いクリスマスを、良いお年をお迎えください。 
来年もどうぞよろしくお願い申し上げます。 
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▼ 最後の発表の様子。出来は上々。

第 10 回 突撃インタビュー

     賀川正人さん 

 

 

    4ページに登場です。 


