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4 ページに登場です。
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最近面白い本を読みました。佐藤敏

夫著「時間に追われる人間」（新教

出版社）です。これは、時間に追われ

る人間を取り上げながら、その精神史

的な由来をたずね、現代人の窮状を

克服する道を探ろうとしたものです。 
 

その為に、原始人にさかのぼり、そこで

の「未来」という意識が⽋けていること、反復的時間意識を

指摘し、古代ギリシャ人も同じように「未来」に重点をおか

ず、循環的な時間意識を持っていたことを論じ、これに対し

て、古代ヘブライ⼈や原始キリスト教が終末論において強

烈な未来意識を持っていたことを証明し、時間は反復ない

し循環ではなく、直線的に捕らえられていたと指摘します。 
 

⼈間が時間と競争し、または時間に追い⽴てられるという

現象は、何と言っても近代固有なもので、近代以前には

余り⾒られない現象だと著者は⾔っています。⼦供の頃、

私の郷⾥の京都には、京都時間というのがありました。何

かの会合を 10 時に始めると決めておくと、11 時頃になって

ようやく始まる、つまり時間が全然守られないのです。そもそ

も時間を厳格に守ろうという雰囲気がないのです。 
 

ところが、近代化の進展とともに、時間観念も発達してくる。

時間観念が発達してくると、問題は時間を支配したはずの

⼈間が、時間を⽀配する仕⽅そのものの奴隷になっている

事です。 
 

そこで、これを「アポイントメント」と「デッド・ライン」という例で

説明すると、例えば⻭医者に⾏って、順番を待っている⼈

が多いために⻑時間待たされるところを、アポイントメントを

取って約束時間に⾏けばすぐ治療を受けられるとなれば時

間の節約は計り知れない。アメリカでは、すでにかなり早くか

らこの制度が非常に発達していましたが、⽇本でも最近は

大分普及して来ました。 
 

アメリカでは、人を訪問する際、ア

ポを取っているか否かの差は大き

い。アポを取っている場合は、相

手はちゃんと待っていてくれるし、

家庭を訪問する場合は、若⼲の

もてなしもあります。まして社交の

ために家に呼ぶ場合には大変歓

迎してくれます。しかし、不意の訪

問ではもてなしはない。日本だと

そういう場合でも、お茶くらい出そ
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うと努⼒しますが、アメリカの場合はそういう精神は極めて乏

しいのです。偉い⽅を訪問する場合、アポは不可⽋です。

そうでないと、本人が目の前にいるのに、秘書からすげなく

追い返されます。つまり秘書がボスの時間を管理しているの

です。日本人だと、そこまで来たついでにちょっと顔を出した

いという気分になり勝ちですが、相手もよく寄ってくれたという

ような態度を⽰しますが、アメリカ⼈でも実際に会えばそうい

う態度を⽰すかもしれないとしても、その前に秘書から追い

払われる確⽴が⾼い。それだ

けの厳しい時間の管理下に、

仕事の能率の向上が追求さ

れているのです。 
 

しかし、このアポイントメント制

は、例えば、急に⻭が痛くなっ

た場合、医者自身がアポ制に縛られていることを知っていれ

ば、急に⾶び込んでも果たして診てもらえるかどうか不安が

残ります。実際、⻭が痛くてたまらないのに、アポをたてに翌

日まで待たされてはたまりませんね。 
 
また、他⼈を気安く訪問できないというのも不便と⾔えば不

便です。⽇本⼈の場合、他⼈をちょっと訪問し、相⼿が忙

しそうなら、顔だけ⾒せてその場で失礼し、情のこもった交

わり方を好む性質があります。他人をうっかり訪問も出来な

いというのは確かに不便だし、味気なくもなります。 

次にデッド・ライン（Dead Line）、締切期限のことです。

英和辞典によると、刑務所の周囲の越えてはならない

線のことで、受刑者がそれを越えると射殺されるという、

つまりデッド・ラインという⾔葉には、締切りの延期を許さ

ない厳しさがこめられいます。 
 

このように、締切期限を厳しく考えるというのは、⾼度の時間

観念を持ち、時間を組織的合理的に使う態度が⾝につい

ている社会の特徴です。約束時間をきちんと守るような社

会、平気で締切り期限を越えても何とも思わないような事

の絶対にない社会、そういう社会こそ近代的合理的な社会

です。例えば、メーカーが製品をデパートなどの⼤きな商店

に納める場合、約束した納期というものがあり、それを厳格

に守る事が要求されます。そうでないと、デパートの方は販

売計画を⽴て難くなり、お客さんに迷惑をかけることになるか

らです。 
 

原稿や論⽂の提出期限についても同様です。現にこの「巻

頭⾔」も毎回、⼋⽊編集⻑から催促を頂く。時間に追わ

れる人間の生産という事になるのでしょう。 
 

ところで、ドイツの児童文学作家のミヒャ 

エル・エンデ著の「モモ」という童話を読 

まれた方が多くいらっしゃるのではありま 

せんか？時間どろぼうと、盗まれた時間 

を⼈間に取り返してくれた⼥の⼦「モモ」 

の不思議な物語です。時間がない、暇がない、こういう⾔

葉を私たちは毎⽇聞き、⾃分でも⼝にします。⼤⼈ばかり

ではなく、子供たちまでがそうです。けれど、これほど足らなく

なった「時間」とは、一体何なのでしょうか？機械的に測る

ことの出来る時間が問題なのではなく、人間の心の中の時

間、人間が人間らしく生きることを可能にする時間、そうい

う時間が少しずつ失われて

来ている、この捕らえどころの

ない時間というものが、この

不思議なモモの中⼼テーマ

なのです。 
 

今回は、時間をテーマにした

2 冊の本をご紹介しました。真夏の夜の夢を、読書で追い

かけましょう！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
❤コーラル・コスモ❤ 

朝のサービスで 2 曲歌います。 
【日時】 8 月 11 日（日）10:30AM~ 
【場所】 Prince of Peace Lutheran Church 
12770 Saratoga Avenue, Saratoga CA 95070 
 

❤コーラル・コスモ❤ 
❤サンフランシスコ・フォレスト・クワイア❤ 

Asian Music Festival & Benefit Concert に出演。 
【日時】 8 月 25 日（日）2PM~ 
【場所】 サンフランシスコの Grace Cathedral 
 Cost: $25 (adult); $20 (senior); 
 children under 12 free 

❤Silicon Valley Community Opera❤
Sopianos.Com Presents 

"The Marriage of Figaro" by Mozart 
【日時】 Saturday Oct 19, 2013 7:00 PM 
【場所】 Prince of Peace Lutheran Church 
【出演】香川恵子さん、Community Opera の皆さん、 
Violin: Tomomi Matsumoto "Legende Op.17" &
Mazurukas Op.19, No.1" by Winlawski 
Flute: Cheryl Chang "Flute Concerto No.6" by
Demersseman 
【チケット】Adult $25; 12 and under $15 
For tickets info. http://communityopera.com 
   408-250-3004 

関連団体コンサート案内
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岡谷行きの切符 

月光とピエロ

アンコール「ふるさと」の大合唱 

 

思えば 2010年 4 月の「日米合唱祭」のころ、LA にいらっ

しゃるコラール・メイ遠隔会員の棚野さんから、日本男声合

唱協会 JAMCA のことを伺って、いつか参加してみたいと思

っておりましたが、昨年の夏に、もう⼀押し「来年 7 月の合

同演奏会は”月光とピエロ”です、ぜひ参加しましょう」との

声がかかり、これは絶対に参加したいという強い思いの元、

JAMCA に個人加盟することにしました。「男声合唱協会」

なので、その会員は主に日本各地の男声合唱団ですが、

近くに参加している団体がないなどの方のため個人会員とし

て加盟もできます。現在の会員数は 53 団体、個人 50 名

弱とのことです。海外からは現在は棚野さんと私だけです。 
 

さて、どうして「月光とピエロ」を歌いたかったかということです

が、もちろん日本の男声合唱曲の中では大変よく演奏され

る名曲のひとつです。しかし、それだけではなく、たった⼀度、

学生時代の何かの余興でカルテットで全曲を歌う機会があ

ったのですが、当時は練習不⾜であまりうまく⾏かず残念な

思いが残ったまま合唱活動からは離れてしまったのです。そ

の後はたまに聞くことはあっても、歌う機会はありませんでし

た。それが、この演奏会で大人数で全曲（しかもプロ並み

に上手な方々と一緒に）歌えると聞いて、それこそやるなら

「今でしょ！」という気持ちが湧き上がってきたわけです。 
 

例年 7⽉には⼦供をつれて⽇本に帰省しており、今回は、

この帰省の⽇程を7月14日（日）の演奏会に合わせ計

画しました。日本には10泊の予定で、親戚回り、お墓参り

や友人との会食など、やることが盛りだくさ

んの中で、最後の土日はこの演奏会の

ために確保しました。 しかし、演奏会

の数日前にちょっとしたことで（まあ、

つまり酔っ払って）ひどく転倒し、額に

4 針縫う怪我を負って顔中が絆創膏

だらけになってしまい、演奏会への参加 

 が危ぶまれるというアクシデントがありました。 

が、ここまできたのだからと

にかく会場の岡谷市まで

⾏こうと決め、⼟曜の朝、

町田から特急はまかいじ

号に乗⾞、午前 11 時に

会場に到着し、前日のゲ

ネプロから参加しました。 

小田原男声（オダダン）

の外山浩爾先生をはじめ、

お会いする皆さんに「事故」

紹介をしつつ、皆さんに暖

かく迎えられコーラス仲間は

いいなあ、と思った次第で

す。リハーサルでは、「月光と

ピエロ」を⻑野の各団体で指導していらっしゃる花岡由裕先

⽣に、また「〜歌でつむぐ⽇本の絆〜 ⽇本⺠謡集」5 曲を

全国トップクラスの各団体の先生方が一曲ずつ指揮をされ、

短いリハーサルにも関わらず初めての合同練習で、あっという

間に皆さんがその指示についていく様子は壮観でした。 
 

土曜日のリハーサル後は特に何もすることがなかったのでオ

ダダンの皆様とご一緒させていただき盛大な宴会となりまし

た。ここでもやっぱり旧知の皆さんと宴席を囲んでの楽しい

ひととき、合唱をやっていて良かったと。 
 

演奏会そのものは大盛況で、1400 名収容の大ホールは

3 階席までほぼ

満席、インターミ

ッションを 2 回は

さんで 3 時間に

も及ぶ⻑丁場で

したが、観客は

大変熱心に聞き

入っていました。280 名での「月光とピエロ」、380 名での

「⽇本⺠謡集」は本当に素晴らしいステージでした。 
 

次 回 の

JAMCA 合

同演奏会は

2015 年兵

庫県で⾏わ

れるとの事、

既に準備が

始まっている

そうです。ぜひまた参加させていただきたいと思っています。 
 

当日の打ち上げのあと、帰りもオダダンのバスに同乗させて

いただき、バスの中での尽きない合唱談義、そして午後 10

時すぎに再会を約束して小田原駅にて解散となりました。 

日本男声合唱協会・信州演奏会に参加して 
コラール・メイ、アンサンブル四季、コーラル・コスモ（休会中） 賀川正人 

ホテルから望む諏訪湖

演奏会 2日前の
様子 
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15年前の7月、シカゴから、家族4人、
⾞2台で、主人と私と、上の息子と３人
交代で運転してカリフォルニアに移住。 
引越しの途中、ちょうどインデペンデンス
デーに、ララミーのすごい田舎に泊まりまし
た。町中狂うんじゃないかと思うような一

大イベントで、暗くなってからのバンドの音楽に合わせた花
火はすごかったですよ。 
 

お仕事は？ 

アメリカに来てから、子育てをしながら Ph.D.を取得し、現

在は理科系のエンジニアとして働いています。ケミカル関

係のカタログや市販の薬品のデータベースなどを

作る会社で、データベース内容のクレーム処理やデ

ータベース・ソフトウェアのテクニカルサポートが

主な仕事です。 

⽇本では、⻘年海外協⼒隊の活動から帰った後、すぐは、

ジャイカのコーディネーターとか、つまり、日本に研修に来て

いる外国人のためのアシスタントのような通訳兼事務手続

きの⼿伝いみたいな仕事を２年ぐらいしましたが、主⼈がア

メリカに来ることになり、辞めました。 
 
⼩さい時は、お⺟さんになりたかった。小学校の時は、子供

の服をちゃんと作ってあげる普通のお⺟さんになる、って言っ

ていました。もうすぐ、初めての孫が⻑⼥のところで生まれる

ので、お包みやベビー服をせっせと編んでいます。 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

    生まれも育ちも仙台。 
    両親は福島出身。 
      星座：おとめ座 
      血液型：Ｏ型 
    30年前に夫の転勤に伴い 
      渡米。シカゴに暮らす。 
    15年前にカリフォルニア、 
      フリーモントに移り 
      現在はサンノゼ暮らし。 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013年 7 月 7 日 

大学卒業後
⻘年海外協⼒隊（JOCV）

に入り、２年 4 ヶ月アフリカの

マラウイに⾏きました。 
 

マラウイは 
アフリカの真ん中からちょっと東

側の国。ケニア、タンザニアが

あり、タンザニアの南にザンビア

があって、その東にマラウイが

ある。その東はモザンビーク。 

ものすごく⽥舎の⼥⼦校

Ludzi Girls Secondary

School で 2年間、 

Math/Science Teacher 

をしていました。 
 
JOCV 入隊のきっかけは
ちょうど卒業した年がオイルシ

ョックだったんですよね。大学

を出ても職がない。特に工学

部出⾝の⼥⼦学⽣には就

職先がなかったので、「アルバ

イトをしながら外国に⾏って

みたい」と思い、JOCV の選

考試験を受け、マラウイに派

遣されました。 

青年海外協力隊で 
仕事中の写真2枚 

⻘年海外協⼒隊(JOCV)とは、
これはアメリカの Peace Corps と同様

なもので、⼤多数は⼤学を出たての若

者が発展途上国に 2 年間ほど滞在し

て働き、その国の人達を助けると共に

⾃分も地球の裏側の事情を学び、経

験を深めるものです。 

アメリカは 2 度目です。

JOCV の帰りに、一人で、ヨーロッパに飛び 2 週間の Eurail Pass であち

こち旅⾏をし、ロンドンからボストンに⾏き、Greyhound Bus でアメリカ横

断し、ナイアガラの滝、シカゴ、デンバー、ラスベガスを⾒て、ロサンゼルスか

ら成田に帰ってきました。SF は来なかったですけれど。 

あの当時はまだ、結婚してからアメリカに来て永住･帰化することになろうと

は思ってもみませんでした。 

音に命あり 姿なく生きて
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独⾝時代にいろいろな経験をして、⾏きたいところにもたく

さん⾏きました。地球上どこに⾏っても、空は⻘く、雲は⽩

く、葉っぱは緑で、⼀⽇は 24 時間で・・・。 
⼈間の⾔葉は違っても基本的なことはみんな共通でした。 

「音楽」は聴く人の心に平和と安らぎを

与えてくれる、というのも共通です。

仕事で疲れて帰ってきても、コスモに⾏って、

大きな声を出して、 

練習が終わると、ああコーラスの練習に来

てよかったなあ、楽しかったなあ、って思う。 

恵子先生、定演の近くになると細かいこ

とを注意なさるけれど、練習している時は、 

 そんなに注意しないんです。 

ちょっとぐらい遅れて入っても、ちょっとぐらい間違えても。 

大人数になっても、家庭的なムードで、楽しく練習 

できています。コスモはあまり細かいこと言わない。 

コスモに入った切っ掛け 

July 4th の⼤塚ファミリーのコンサートを⾒に⾏った 

のがきっかけなんですよ。楽しそうだなあと思って。 

公文で、大塚先生から、「July 4th にパーティーやるけど、

どお？聴きに来たら？」って誘われて、次には「どうですか？

コーラル・コスモは。入ったら？」と言われました。仕事がある

ので、「毎週水曜日の午後 7 時半、無理かもしれないか

ら」って迷ったんですよね。そしたら、今度は、「⼀回⾒に来

たら、⾒学で良いですから。」なんて⾔われ、⾏ったんですよ

ね。12 年ぐらい前の、3 回目の定演目指して練習している

頃でした。すごく楽しそうで。2001年の11 月に入りました。 
 

好きな音楽 

クラシックも好きですが、昔のフォークソング、 

好きです。井上陽水、小椋佳、山口百恵、 

来生たかお、いい曲たくさんありますねえ。 

井上陽水は初期の頃、特に「断絶」、「氷の 

世界」のアルバムが好きです。 

 

    コスモで歌った「少年 

    時代」も良かったです 

    ねえ。 小椋佳は、 

    「シクラメンのかほり」 

    「少しは私に愛をくだ 

 

 

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
音楽の経験 

4歳〜14 歳：バイオリンを習う。 

小学校の時：学校のコーラスを少し。 

中学はオーケストラ 

  宮城教育大学付属中学校には音楽部があって、中１

〜中３まで学校のオーケストラをやっていました。バイオリン

やチェロを弾く子がたくさんいました。全国学校放送音楽コン

クールで、私が中学１年から３年まで、毎年全国⼤会まで

⾏き、私が中学２年の時（バイオリン習うのを 

⽌めた年）に、全国⼤会で２位になった。 

これは、すごいことなんですよ。すごくいい思 

い出です。東北勢、昔はレベル低かったので、 

私たちの学校が初めて全国２位になって、 

音楽の先生が泣いて喜んだ。男の先生でした 

けれど。 

パロアルトフィルに１年 

こちらに来てからは、パロアルトフィルに１年だけ居ました。

毎週月曜日の午後７時からなので、会社がイーストベイだ

ったし、遅くまでする仕事とかありますから、その時間に間に

合わなくていつも遅刻していました。 

 
 
さい」などなど。ちょっと切ないメロディーが素敵ですね。 

「氷の世界」のアルバムに収録されている「白い一日」という曲

は、小椋佳作詞・井上陽水作曲です。 

百恵ちゃんの、「秋桜（コスモス）」、「プレイバック Part 

2」、「横須賀ストーリー」などなど・・・。 好きです。 

     来生たかおの、「夢の途 

     中」、「シルエットロマンス」、 

     「Goodbye Day」など。 

     いいですねえ。 

      当時はフォークソング全 

      盛時代で、いい歌がたく 

      さんありました。 

      今 Youtube で聴いてい 

      ると懐かしいです。 

 
 

コーラル・コスモは楽しい 
 

仕事の疲れが 

 吹っ飛びます！

2013年 7 月 4 日、大塚邸でのコンサートにて

恵子先生の突然のご要望に答え、 
前奏部分を演奏
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幼なじみ、隣の家の「みちこちゃん」と。左側が私。 

 
 

近所に先生がいらっしゃったので、⺟（実⺟）に連れられ
て習い始めました。 
 
 幼い私はじっと⽴っていられ 
 ない。動き出したり逃げ回っ 
 たり。椅⼦の上に⽴たされて 
 レッスンを受けたこともある。 
 
 ⺟を喜ばすためにがんばっ 
 た毎日。⺟は、私が毎日 
 少しでも必ず練習するように、 
 練習表を作ったり、 
 練習場所を変えたり、 
 工夫していた。 
 
 私が 9歳の時に 
 ⺟は 35歳で他界。 
幼い私にバイオリンを習 
わせることを通して、その後の 
人生を歩むための基礎を、しっかりと残してくれた。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子供の頃に
私が毎日同
じ曲を何回
も練習し て
い る の が近
所に聞こえて
いて、隣のみ

ちこちゃんは
曲をしっかり
聴き覚えてし
まったんです
って。だから、
鈴⽊メソッド

のバイオリン
曲を聴くたび私のことを思い出すんだそうです。 

3年前（東北⼤震災の前）に訪ねて⾏って、みちこちゃん
のリクエストでバイオリンを弾いてきました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

私は、鈴⽊メソッドのデモンストレーションに出された
り、他の⼦供達との合奏風景を東北放送のスタジオ

で録画され才能教育のテレビ番組に出たり、学校の
体育館でとか、良く⼈前で弾かされていました。⼈前

で弾くことは平気です。 

♪4歳から鈴⽊メソッドでバイオリンを習う♪ 祖父が聴かせる音

楽は、⿊⽥節、会

津磐梯山、浪曲

や⺠謡 

私が 6年⽣になる前に、父が再婚した新しい⺟は、い
わき市で中学校の音楽の先生をしていた人ですが、
「良⼦ちゃんのバイオリンを聴きたい」と言うので、当時
ちょうど終わっていた高等科の卒業曲 Concerto No.
1 in a minor, 1st mvt.（J.S.Bach）を弾いたとこ
ろ、ものすごく驚いた。鈴⽊メソッドの生徒の演奏を聴
いたのはこれが初めてだったのだけれど「どうやってこんな
小さい⼦供にこんな曲を教えるのか、レッスン⾒てみた
いわ〜。」と、その後しばらく私の個⼈レッスンやグルー

プレッスンについて来て、やたら感心していました。

鈴⽊メソッドについて 
子供の音感というのは幼い時にそれが決まっていくわけで
すよね。⾔葉を話す時に、⺟国語は⽇本語のような難し

い⾔葉でも周りの⼤⼈の⾔葉を聴いて覚えて⾏く。それと

同じように⾳楽も⼦供の時に良い⾳楽を聴いて⾝に付け

て⾏く。鈴⽊メソッドは、その⾔葉を習い始める幼い時期

に、テクニカル的なことから言ったら４歳ぐらいから始める、
⾚ちゃんのうちから良い⾳楽を聞かせて⾏くとその情感が

育つ、って言うんです。 

我が家の 3 人の子供の内、一番下の子にバイオリンを習
わせることにした時、子供用の小さなバイオリンで 20 年ぶ
りに弾いてみた。4 巻ぐらいまでの曲は無意識のうちにつな
がって出てきました。無意識で弾ける曲はバッハのブーレも

含め、まだ楽譜が読めない頃に習ったものがほとんどです。

上手に弾けた時のご褒

美は先生のカルメ焼き

先生の娘さんの美穂ちゃ
んは私と同い年で、小学
校も中学校も同じ。美穂
ちゃんはバイオリンを習って 

いなかった。 

⺟には「10年続けたら⾝につ
いたものになるから、止めない
で続けなさいね。」と言われ、
約束の10年が過ぎた14歳
の時、九巻の終わりごろで 
レッスンを止めました。 

♪ 
 ♪

4 巻のコンチェルトレベルぐらいになっても楽譜が読めないこ
とに先生は気付いて、私が 7歳ぐらいで、もう 4巻を終わる
頃、いったん耳から聴いて弾くのをやめて、読む練習をしなく
ちゃいけないと、習っているレベルより遥かに易しい単純な

曲を先生がいきなり弾くというやり方で、読みを教わった。 

はじめは、楽譜、つまり、字なんて読めない内から、良い

音楽を聴かされていて、完全に耳から聞くだけで、指の感
覚で場所を覚えていくんですよね。だから私は楽譜はずっ
と読めなかったんです。あれはやっぱり初期の鈴⽊メソッド
の弱点なんですね。 

  ♪

♪ 
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「音に命あり 姿なく生きて」 

これは、鈴⽊慎一先生のお⾔葉です。7 歳の頃、初等科

卒業曲のブーレ（Bourree by J.S. Bach）を録音し、

鈴⽊メソッド本部の松本に送ったところ、鈴⽊先生直筆で

「音に命あり 姿なく生きて」と書かれた色紙が送られてきま

した。あの頃は、鈴⽊先⽣⾃らが⽣徒達の卒業テープを聴き、

そのテープに鈴⽊先⽣の講評を録音し返送してくださったんで

すよ。達筆な草書だったし、その時は何が書かれているのか、

意味もわかりませんでしたが、今は、本当にそうだなあとしみじ

み思います。 

 

 

 

 

 

 

♪ さくらコーラスより ♪ 
 

2013 年 4 月 28 日、さくらコーラスのコンサート
がありました。お寄せいただいたご感想を、ほんの
一部ですが、紹介させていただきます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
今日は色々な歌を聞く事ができ、本当に楽しかったです。
⼦供のころ⺟と⼀緒に歌った懐かしい思い出がよみがえ

ってきました。とてもきれいな歌声にとても感動しました。 
すばらしいコンサートでした。なつかしい日本の曲を聞か
せていただいてありがとうございました。がんばって色々な
新しいこころみをしてください。 
皆さんの元気な声にこちらまで元気がわいてきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Peace comes from one person” 

私がいつも心の中に持っている⾔葉です。社会⽣活
上でいろいろな問題に出会った時に逃げないでいる
ために。 

Attitude についてのこの⾔葉も⼤好きです。 
 

“The longer I live, the more I realize the
impact of attitude on life. Attitude, to me, is
more important than facts. It is more
important than the past, than education,
than money, than circumstances, than
failures, than successes, than what other
people think or say or do. It is more
important than appearance, giftedness or
skill. It will make or break a company... a
church... a home. The remarkable thing is
we have a choice every day regarding the
attitude we will embrace for that day. We
cannot change our past...we cannot change
the fact that people will act in a certain way.
We cannot change the inevitable. The only
thing we can do is play on the one string we
have, and that is our attitude... I am
convinced that life is 10% what happens to
me and 90% how I react to it. And so it is
with you... we are in charge of our attitudes.”

by Charles R. Swindoll

若かりし学⽣時代（?）の写真、工学部ですのでこんな感じ。 

独⾝時代は⻑髪でした。 

♪ 好きな言葉 ♪ 

Excellent concert! Enjoyed it. 
Good selection of songs. 
Beautiful voices. Wonderful! 
Very good concert! There was one 
song that the words sang did not 
sound like they were in unison (Asu 
to iu higa). Great job Haruko!!! & 
pianist Noriko!!  Hope you’ll have 
another concert soon. 



8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

５⽉末⽇トルコのイスタンブールに降り⽴った。今回、

DCINY というニューヨークをベースにした音楽団体の主催

で、11 ⽇間の予定で演奏旅⾏に来ている。DCINY は、

以前るり⼦さん達とニューヨークへ歌いに⾏った時の主催団

体で、それ以来たまにコンサート参加のお誘い（ほとんどが

ニューヨーク）をメールで受けとっていたのだが、今回は「トル

コ」という文字に飛びついてしまったのだ。全米から約 90 名

の合唱参加者が集まり、トルコ人作曲家サイグン作曲によ

るオラトリオを地元のトルコ交響楽団の演奏で歌う企画だ。

参加者をざっと⾒てみると、仕事を引退した⼈が９割ほど。

半分以上がニューヨーク周辺から来ており、カルフォルニアか

らは 12⼈程度が参加している。 
 

   

アンカラのホテルからの眺め 
 

トルコ到着翌日にはイスタンブールからアジア側へ渡り、トル

コの首都アンカラに移動した。道が混んでいてバスで 8 時間

かかった。早速初リハーサルが始まった。今回受け入れ側の

ターキソイというトルコの芸術団体の担当者、サリムが声を

かけてきた。「あなたとは初めて会った気がしませんよ。ビデオ

を観ましたので。」実は今回の演奏旅⾏はトルコ政府の強

⼒なバックアップがあり、そのお礼にアメリカ側の参加者から

ビデオメッセージを提出することになっていた。それで出発前

に数分の短いビデオを送っていたのだが、蓋を開けるとビデオ

を提出したのは参加者 90 人中たったの 10⼈程度だった

らしい。そのビデオは編集されてトルコ政府のお偉方に届け

られたとのこと。私はアメリカ人でもないのに、アメリカを代表

する形となったしまった。いいのかいな。 
 

ホテルの最上階の練習会場の窓から、素晴らしいモスクの

⾒える景⾊を横目で⾒ながらの練習である。指揮者である

ジョナサン・グリフィスを迎えての初めての全体練習。時差ぼ

けで睡眠不⾜だし、空気が乾燥していて歌うコンディション

としては最悪の状況なのだが、いきなり発声練習もせずに

練習が始まった。以降 3時間休みなしでぶっ続け。年配の

参加者が多いのに⽂句いう⼈は誰もいない。まだ⾳が不確

かで危なかしい部分があったが、何とか一通り歌い通した。 
 

３日目の午前中はターキソイの好意で、アンカラ市内観光

に出かけた。やっとホテルから脱出できる。指揮者のジョナサ

ンから「観光もいいけど、練習もしておいてよ。歌いに来たん

だから！」と念を押されたけど。その⽇は午前中に博物館を

訪ね、アンカラ城跡の小高い丘に上で昼食を取った後にホ

テルへ戻った。午後の練習に出かける。今日は午後と夜の

合計 6 時間の練習が予定されている。今日から練習場所

をコンサート会場へ移し、特訓の再開だ。 
 

    
６時間のリハで疲れ気味のトルコ人伴奏者 

 

夜の 10 時に練習が終わってホテルへ戻り、寝る準備をして

いたら、窓の外が騒がしい。外を⾒てみると、デモのようだ。

ニュースによると、トルコ政府がインスタンブールにある公園を

壊してショッピングモールの建設を予定していて、建設反対

のデモが他の都市にも広がっているとのこと。その背景には、

保守的な政府への不満も⾼まっているらしい。ホテルの前

の道を⺠衆が⼿に鍋などを持ちカンカン鳴らしながら歩いて

いる。何となくのんびりした風情だったが、しばらくすると人の

数が増えてきた。あれよあれよという間に、道に大勢の人が

溢れ物々しい様子になる。警官隊が群衆と対抗するように

出てきて、何やら投げ始めた。催涙弾だ。人々の多くは後

退して散らばってしまったが、数人は警官隊に対抗して石を

トルコで歌って来ました！

   サンフランシスコ 

       フォレスト・クワイア

    上田牧子 
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投げている。まさかホテルのロビーに石を投げ込まないだろう

なと心配になった。 
 

    

   デモ隊 
 

騒ぎはなかなか治まらず、夜中の 1 時過ぎになったのでもう

寝ることにした。催涙弾の影響で部屋の中でも鼻がムズム

ズしてきた。明日はオケとのリハがあるのだが、予定通りリハ

は⾏なわれるのだろうか。 
 

トルコ演奏旅⾏ 5 日目。ホテルの前の通りからはデモは姿

を消し、穏やかな朝を迎えた。午前中にアンカラを本拠とす

るトルコ国⽴⼤統領交響楽団とのリハがある。1826 年に

創⽴された伝統ある交響楽団だ。楽団の⼈達がニコニコと

私たちを迎えてくれる。とても友好的だ。トルコ語の歌詞を

聞いて拍手までしてくれた。楽員同士でもソロを吹いたフル

ートにウインクを送るビオラ奏者のおじさんがいたりして、のん

びりしたいい雰囲気が流れていた。聞いた話では、トルコ国

⽴⼤統領交響楽団は優秀な演奏者が揃っていて、他の

楽団でフリーパスでゲスト演奏できる特権を持っているらし

い。 
 

    
オーケストラとのリハーサル風景  

 

オーケストラの素晴らしい演奏に助けられて、いい気分で歌

えた。前日の出来とは大違いだ。4 人のトルコ人ソロ歌手

の歌声も心地よく響いてくる。途中でテナーのソロが歌を入

り損なった事もあったが、これも愛嬌。ドレスリハーサルにあり

がちなピリピリした緊張感もなく、とにかくゆったりとリハが進ん

でいった。 
 

リハの後、お昼が用意されているということで、ホールのカフェ

で待つこと一時間。やっと食事が到着して出てきたのがアメ

リカのドミノピザとコーラ。トルコ料理にピザによく似たピデとい

う料理があるのにそれじゃないの？アメリカ⼈の団体だと思っ

て気を使ったのだろう。リハの合間にはコーヒーとチャイも振

舞われた。おもてなしが嬉しい。 
 

   
 ロマンティックな町エスキシェヒル 
 

昼食後はトルコの首都アンカラからバスで 3時間ほど⻄のエ

スキシェヒルいう町へ移動した。エスキシェヒルとはトルコ語で 

「古い町」という意味で、紀元前 1000年に作られた町らし

い。出発が遅れたので到着も遅れ、今夜の練習はキャンセ

ル。やったとばかり、同室になった 20 代のアメリカ⼈の⼥の

⼦と町に繰り出してご飯を⾷べに⾏く。趣のあるきれいな町

で、中⼼部に川が流れ、川沿いにカフェやおしゃれな店が

並んでいる。地元の人達で賑わっていた。目についた一軒

のカフェに入り、ウエイトレスが勧めてくれた鳥のカレー味のグ

リル料理を頼んだ。⽣野菜もたっぷりついていて、美味！ボ

リュームたっぷりでたったの 7 リラ（約 300 円）なり。夕食

後小雨の中を小走りでホテルまでの道を急いでいると、催

涙弾の匂いがしてきた。ここでもデモが⾏なわれているようだ。

デモの掛け声に混じってコーランのお祈りの声も聞こえてきた。

今夜も眠られそうにないな。 
 

結局ベッドに入ったのが午前 12 時半ごろ。すると案の定、

翌朝４時半、コーランの大音響で起こされた。スピーカーで

ボリューム全開状態。ホテルのすぐ近くにモスクがあるようだ。

イスラム教の人達はこんな早朝からお祈りを捧げているのか。

一日に５回祈りの時間があるということだが、合唱に参加し
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色とりどりのスパイス 

ている唯⼀のトルコ⼈若者曰く、「ああ、あれは⽼⼈がやる

ことなのよ。」 若者にとってはコーランの祈りを捧げることは

「うざったい」ことなの かもしれない。20 世紀初めから推進

されたトルコの近代化政策の成果だと思うが、喜ぶべきなの

かどうなのか。 
 

午前中に大学の音楽ホールでリハを済ませ、午後に町中を

散歩し、町中のモスクを⾒学。ホテルでひと休憩していよい

よ会場へ向かった。明日の首都アンカラでのコンサートでも

⼀緒に演奏することになっているアンカラ⼤統領交響楽団と

の演奏である。本番前に舞台の袖から客席を覗いてみると、

ガラガラ状態。400人ほど入るこぢんまりしたホールに3分の

1も埋まっているだろうか。この町は作詞者ユヌス・エムレゆか

りの土地なのだが、関心がうすいのだろうか。意外だった。 
 

 

 エスキシェヒルのクルシュンル・モスク 
 

コンサート開始。主催

のターキソイの挨拶か

ら始まり、フォーマルな

雰囲気でコンサートが

始まった。途中、指揮

の合図を⾒間違えて

ソプラノが大幅にずれ

て歌い出してしまうハプ

ニングがあったが、初日

にしてはまあこんなもの

か。私は一カ所音が取

りにくい部分があり、本

番でもダメだった。いろ

いろな音が近所のアルトから聞こえてきて、なおさら混乱状

態。まずいな。明日の本番では上手く歌いたいものだ。 
 

1時間半くらいでコンサートは終了。拍⼿の後に終わりの挨

拶があり、舞台におじさんが出てきて指揮者やソロに花束を

渡していた。その際に⼀⼈⼀⼈と記念撮影のためにポーズ

をとっている。花束が一つ足りなかったのがおかしかった。この

おじさん誰だろう？偉そうな感じだけど市⻑かな？ 
 

コンサートの後、初演の打ち上げのためにレストランへ連れ

て⾏ってくれた。夜遅いので軽く⾷べたかったのだが、なんと

フルコースのディナー。前菜でお腹いっぱいになって、後は頼

んでお持ち帰りにしてもらった。このレストランでトルコに来て

初めてアルコールを⾒た。イスラム教の国なので原則お酒は

ご法度なのだが、規制はそれほど厳しくなく、バーや特定の

レストランに⾏けばお酒が置いてあるようだ。お腹がいっぱい

のまま夜は更けていった。 
 

翌⽇、貸し切りバスで３時間ほど揺られてトルコの⾸都アン

カラに戻ってきた。ターキソイのサリムお薦めの「アンカラで一

番美味しい」レス

トラン、「レセプス

タ」へ昼食に連れ

て⾏かれる。２時

間以上かけて優

雅な昼食を取った

後、ターキソイの

事務所にも連れ

て⾏きたいという。

今夜はコンサート

が予定されているのに、もう時間は夕方だ。時間が足りなく

なるのではとアメリカ人一同焦ったが、サリムは平気な顔で

予定通り事を運び、コンサートの集合時間の 30 分前にホ

テルにチェックインした。大慌ててコンサート用の服に着替え

てロビーに集合した次第である。 
 

今夜のコンサートは昨日の演奏とくらべると、断然よかった。

ホールに着くと会場には何やら物々しいい機械が設置して

ある。移動式のテレビカメラではないか。何かで放送される

のかも。まずい。今日は時間がなくて化粧も何もしないで髪

もボサボサのまま舞台に上がっているのに。おまけに私の⽴

ち位置は一番前の真ん中だったので、緊張しちゃった。 
 

今日の演奏は全体的にはうまくいった方だと思う。意外なこ

とにオーケストラの演奏ミスが目⽴った。聞いた話では、国⽴

⼤統領交響楽団は政府からの援助を減らされるとかで、揉

めているらしい。これから先の事はわからず、今夜が最後のコ

ンサートになるかもしれないとのことだ。本当だろうか。ウィキ

ペディアによると、この楽団は世界で一番古い歴史のある交

響楽団の⼀つなのに。「⼤統領は芸術なんて好きじゃない

のさ。」という声も聞こえてきた。保守的なグル⼤統領になっ
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て 6 年近くたつが、つい最近アルコールの取り締まりを厳しく

する法案が通ったという記事も読んだ。ホテルの外では今夜

もデモの叫び声が聞こえてくる。いろいろ考えされられるが、そ

れでもデモの声にはすっかり慣れてしまい、眠りについた。 
 

ツアー９日目。最終コンサートのために６時間かけてイスタ

ンブールへ戻ってきた。ホテルにチェックインした後、ドレスリハ

ーサルのため新市街にあるジェメル・レシット・レイ・コンサート

ホールへ向う。新市街には現在トルコ国内で発生している

デモの発端となったタクシム公園があり、バスの窓からデモ隊

に壊されたバス停や広告塔が⾒える。道の脇には警察団

のバスが連 なって停められていて、警察官が休憩していた。

きっと今回のデモ騒動で地方から応援に駆けつけた警察官

達なのだろう。渋滞の中を1時間近くかけてやっと会場に到

着する。イスタンブールではジェメル・レシット・レイ交響楽団

と一緒に演奏することになっており、比較的新しいオーケス

トラらしく、若い楽団員が多いようだ。 
 

リハの時間となり、コンサートマスターのリードで楽器の音程

を合わせ始めた。バイオリン、ビオラ、チェロという風にパート

ごとに順に音を出してやっている。こんなに丁寧なやり方もあ

るのかと感心しながら眺める。指揮者のジョナサン・グリフィス

の合図で演奏曲のユヌス・エムレを弾き始めるが、気のせい

かオーケストラがモタモタしているような感じ。前に一緒に演

奏したアンカラの国⽴⼤統領交響楽団に⽐べると、技術

的に未熟な印象だ。ジョナサンの指示でパートごとにテンポ

やリズムを確認しながら演奏していた。3 時間半のリハーサ

ルを終えた。 
 

   

イスタンブールでのリハーサル風景 
 

トルコ滞在10⽇目。トルコでのコンサートはすべて終了した。

合唱は日を追うごとにうまくなり、最終日のイスタンブールで

のコンサートは声にまとまりが出てきて今までで一番いい出

来だったと思う。演奏中にソロのテナーの声がひっくり返って

しまうハプニングがあったが、開演 2 時間までフルのリハーサ

ルをした事が原因かもしれない。今回歌ったユヌス・エムレの

オラトリオは滅多に演奏されない曲らしいので、もうこの曲を

歌うことは多分ないだろう。 
 

   
イスタンブールの 1616 年に完成されたブルーモスク 

 

翌日は一日フリーで、一緒に歌ったメンバー2 人と市内観

光へと繰り出した。二人ともニューヨーク・コーラル・ソサエティ

ーの団員で、かなり本格的に歌っているようだ。モスクなどを

⾒て回ったあと、最後にカパル・チャルシュと呼ばれる市場で

お買い物。土曜日で人出が多く、かなり疲れてホテルへ戻

った。 
 

夜は主催者のターキソイの招待で、打ち上げパーティーが

⾏われた。またしてもフルコースのディナー。トルコで初めてビ

ールを口にしたが、ぬる〜い！そう⾔えばヨーロッパではビー

ルを冷やさないと聞いたことがあるが、トルコよ、お前もだった

のか。よく食べ、歌い、踊り、おしゃべりと夜遅くまで盛り上が

った。 
 

今回の演奏旅⾏では、親切にもてなしてくれたトルコ⼈、そ

して才能にあふれた⾳楽家に出会えて実りの多い旅⾏とな

った。特に高齢の参加者の合唱を愛する気持ちとバイタリ

ティーには感⼼させられた。旅⾏中には知らなかったのだが、

癌の末期の患者だった初⽼の男性も参加していて、これが

彼の最後の旅⾏になったと後で知った。こういう晩年の過ご

し方もいいなと、しみじみ考えた私だった。  
 

次はどこへ⾏こうかな。  

 

上田牧子さんのブログ「サンフランシスコ歌日記」

http://makikosf.exblog.jp/ 

トルコ旅⾏の様⼦がより詳しく紹介されています。 

写真もたくさん掲載されています。ぜひ、ご一読を！ 
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・・✦ 編集後記✦・・ 
深く吸い込まれそうな冬の星空も魅⼒的だけれ

ど、夏の夜空はダイナミック！ 疲れを癒してくれ
るだけでなく、心がうきうき。思わず遠吠え、はし

ないけれど・・・（これは、同じ事を、第 4 号あたり
で書きました。）。幼い頃は、遠吠えしたい気持ちを抑えない少
⼥でしたが、⼤⼈になった現在、⼼の中で静かに歌う星の歌シリ

ーズ、第 2 弾、今宵皆様にお届けしましょう。 
「♪⼀⼈ぽっちの君に降るのは満天の星・・・」、「♪星空に両⼿

をあげて この指を星で飾ろう・・・」、「♪風の中のすばる、砂の
中の銀河・・・」、「♪・・・夜空に光る、そうさあの子は星娘イエイ
イエイイエイ・・・」、「♪はるかな星がふるさとだ・・・」、「♪夜空の
星に祈りを捧ぐ・・・」、「♪静かに静かに手を取り手を取り・・・夢
うつつさまよいましょ、星影の⼩径よ・・・」、「♪星の流れに⾝を占

って・・・」、ずいぶん古くまでさかのぼりました。「♪星は何でも知っ
ている・・・」、「♪空に星があるように・・・」、「♪星降る夜は窓の

明かり消して静かに静かに星の囁き聴こうよ・・・」やっぱり、このあ
たりの歌はいいですねえ。 
今回インタビューをさせていただいた福井さんが大好きな陽水の
歌の中にも、「♪目が覚めて夢のあと ⻑い影が夜に伸びて 星
屑の空へ 夢はつまり・・・」、「♪街が未来へ向け
走る 星が夜空からはじける・・・I love you 夜
空の星に・・・」、「♪夏星屑 輝いてゆれながら 
夢つづくまで 空を飾る・・・」など、たくさんの星に
まつわる歌があります。ロマンチックですね。 

 

さて、連盟だより第 24 号も、無事発⾏することが出来ました。

「12 ページ」というのは、編集者自身も驚きのページ数ですが、

皆様、このページ数をご覧になっただけで敬遠なさらないで、ぜひ

お読みください。面白いですから。そして出

来ましたら、ご感想などをいただければ幸

いです。よろしくお願いします。 

⽇ごろよりの皆様のご協⼒に⼼より感謝

いたします。 

 

今までに発⾏されました連盟だよりは、本合唱連盟のウェブサイ

トに掲載されています。ぜひ、ご覧になってください。 

  ウェブサイト：www.jcfnc.org 

  連盟だより：www.jcfnc.org/Home/newsletters 
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チャリティー合同合唱祭 2013 のお知らせ・広告募集！ 
【日時】

2013 年 11 月 3 日（日） 

コンサート： 午後 2時〜午後 3 時半 
レセプション： 午後 4時〜5 時半 

【場所】 
Notre Dame University 

1500 Ralston Avenue, Belmont, CA 94002 
コンサート：Cunningham Chapel (cap: 400) 

レセプション：Taube Conference Center (cap: 150) 
【⼊場料】 

無料。寄付を受け付けています。 
寄付⾦の⾏き先 

 a. 音楽関係の援助団体 
 b. あしなが（震災孤児支支援団体） 
 c. その他 

【目的】 
北カリフォルニア⽇系合唱団同志の交流 

東⽇本⼤震災被災者・被災地復興のための募⾦運動 

【プログラム掲載用の広告募集】
当日のプログラムに掲載するためのビジネス広告を
募集しております（英語・日本語どちらでも可）。
広告は出来れば PDF 版でお願いします。元の原稿
がカラーでも構いませんが、印刷は⽩⿊になります。
レターサイズ用紙を半分に折ったものを Full Page と
して、価格は以下のとおりです。 
        （サイズは、横×縦） 

Full Page: 4.625 inches x 7.25 inches $200 

Half Page: 4.625 inches x 3.5 inches $100 

Quarter Page: 2.0 inches x 3.5 inches $50 
 

【問い合わせ先及び申し込み先】 
  原田志麻： shimaharada@yahoo.com 
   415-599-6698 
  福井良⼦： yyfukui@gmail.com 
   408-777-1717 




