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2014年の年頭に当たり、謹んで

新年のご挨拶を申し上げます。 

 

先 だ っ て 、 サ ン フ ラ ン シ ス コ

Chronicle 紙に面白い記事が出

ていました。それは、"Can elders 

sing their way to better 

health?"と題したものでした。合

唱グループのQuality of Lifeが加齢と共に維持できるかと

いう UCSF の調査研究をベースに書かれた記事です。合

唱団で歌うことが、健康にどの程度の好影響を与えるかと

いうことを、これから 5 年かけて研究調査して⾏くそうです。

そしてその為に National Institute of Health から、1.9

百万ドルの予算がついたそうです。 
 
具体的には、比較的高齢者の多い市内の 10 合唱団体

を選び（或いは創設して）、体⼒、バランス感覚、記憶⼒

等を、合唱をしていない人と比較をし、歌うことの効能を調

べるそうです。例えば、毎週 1 回 1 時間半の練習に集まり、

いろいろの実験や問診を受けます。 

またこの記事の中には、パーキンソン病に合唱が効果があっ

たとの2008年の⽇本の研究例も挙げられていましたし、ワ

シントン DC の George Washington 大学では、歌って

いない人より歌っている人の方が 、医者にかかる頻度が少

なく、薬の使⽤率も低いとか、体⼒の優位などを⽴証した

研究が紹介されていました。 
 
また、15 年余り前に『脳内⾰命』と⾔う本が記録的なベス

トセラーになったことを覚えておられますか？春山茂雄先生

が著者で、脳の働きと脳を覚醒させるメッセージが満載の

本で、すぐに続編『脳内革命②』が発⾏されました。プラス

発想することで、脳から脳内モルヒネが出て、それが心身を

好ましい方向に導くという著者の指摘が共感を呼び、大き

な読者の輪を広げてベストセラーになったのです。 
 
この続編の冒頭、『右脳を使えば生き方が変わる』というプ

ロローグには⼆つの⾒出しがあり、その最初の⾒出しには、

「『声を出す』『イメージする』この⼆つが⼤切」ということが書

いてありました。 
 
私の所属する男声合唱団コラール・メイは、平均年齢が

70 に近いと言われています。しかし、メンバー皆さん大変お

元気です。腰が痛い、耳が遠くなったという方はおられます

が、気持ちはハツラツとしておられます。 
 
年頭に当たって、歌うことの楽し 

さ、⼤切さを今⼀度考えて⾒た 

く、そして健康で仲間と一緒に 

大いに歌おうではありませんか？ 
 
皆様のご健康とご多幸をお祈 

りして、新年の挨拶といたします。 
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リコーダークラス
も２年目となりま

した。 

  コーラル・コスモ クリスマスイヴ・コンサート 
        コーラル・コスモ   福井良⼦ 

ミュージック・ディレクターから新年のご挨拶 
 
コーラル・コスモ     香川恵子 
 
明けましておめでとうございます。 
コーラル・コスモは3月1日（土）の
16 周年定期演奏会に向け、メンバ

ーの皆さんと楽しく練習を続け、持ち
前のチームワークで準備を進めており
ます。バラエティーに富んだ選曲、趣

向を変えた新しい舞台などをお楽しみください。 
 
今年も情熱と喜びを持って進んで⾏きます。よろしくお願

い申し上げます。 
 

アンサンブル四季、コラール・メイ 
San Francisco Forest Choir 
    三浦るり子 
 
明けましておめでとうございます。 
今年は、San Francisco Forest 
Choir 10 周年を迎えるにあたって、

記念コンサートを予定しており、着々

と準備を進めております。5 月に LA
第九合唱団とのジョイントコンサート、
７月に京都同志社大学において合

唱講習会並びにミニコンサート、そして 11 月には SFで 10

周年記念コンサートとして、フォーレレクィエム全曲と 10 年

を振り返っての記念コンサートを予定しております。その節

は、是非、ご来場下さいませ。 
 
さて、渡米してから様々なカルチャーショックに驚かされてお
りますが、音楽教育界での日本との違いも多々あります。
⼀つは、鈴⽊メソード。元祖⽇本よりもかなりポピュラーだと

思います。二つ目は、コダーイシステム。ゾルターン・コダーイ
という 20 世紀に活躍したハンガリーの音楽家が提唱した
⾳楽教育法です。これが児童合唱団等に多く利⽤されて

いて驚きました。そして三つ目がアレクサンダーテクニーク。
名前は聞いておりましたが、実際に経験したことがなかった
ので、お正⽉早々⾏って参りました。娘のコーラス

（Young Women's Choral Project）のヴォイストレ
ーナーに教わってきました。日本で教わった”野口体操（こ
んにゃく体操）”に通じるものがありますが、先生の動きを
⾒ていると、太極拳によく似ています。特に、『五禽戯（ご

きんぎ）』とよばれる 5 つの動物（⻁、⿅、熊、猿、⿃）

の動きのうちの”猿”。今年は午年ですが、この⼀年、猿の

動きを取り入れて色々と試してみたいと思います。団員の
皆様もどうぞおつき合い下さいませ！ 
 
皆様にとりましても、2014 年がご多幸の⼀年となりますよ

うに。今年もどうぞよろしくお願い申し上げます。 
 

 

コスモ有志で、クリスマスイ
ヴに Calvary Church で
クリスマスの曲など及び
Handel Messiah から
"Hallelujah"を歌いまし
た。それから、恵子先生、
Kent さん、Angella さん
の 3 人が "The Gift of 
the Magi" という短い劇
をやり、大好評でした。 

 
劇のあらすじは、とてもとても貧しい夫婦がお互いにクリスマ
スプレゼントを贈ろうと、それぞれがこっそりお⾦を⼯⾯すると

いうところから始まります。
祖父や父親から受け継い
で大事にしている懐中時
計を夫が持っていますが、
妻はそれをつるす鎖を買う
お⾦を作るために⻑い髪

をばっさり切り落として売ってしまうのです。夫のほうは、妻が
以前からほしがっていた髪飾りの櫛を、何と大事な懐中時
計を売ってそのお⾦で⼿に⼊れます。さてその結果は…夫

が帰宅して妻の髪の⽑が短くなったのに気付き、愛する妻

のために大事な時計を売ってまで櫛を買ったことを告げるの
ですが、妻のほうも⾃慢の⻑い髪を売ってまで、愛する夫の

ために懐中時計の鎖を買ってあげたことを伝えます。今とな
ってはどちらのプレゼントも使い物にならないのですが、愛は
お⾦ではない、お互いそれぞれが⾃分を犠牲にして相⼿に

尽くす深い愛情をこの劇で示しています。クリスマスイヴにふ
さわしいお話でした。 何と、実際に Angella さんが恵子先
⽣の⻑い髪をバッサリ切り落とす！そこがハイライトでした。

ハサミの切れ味が悪か

ったのでちょっと時間が
かかりましたが。（ご安
心ください。あれはやっ
ぱりカツラでした！念の

ため。） 
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  ＳＦホリデーコンサート 
      サンフランシスコ・フォレスト・クワイア   拓殖ゆり⼦ 

 
12 月 15 日（日）、三浦るり子先生にご指導いただいて
いる三団体（コラール・メイ、アンサンブル四季、サンフラン
シスコ・フォレスト・クワイア 以下 SFFC）合同のホリデーコ
ンサートを⾏いました。 
 
はじめは、お客様を囲むように礼拝堂に点々と散った
SFFC の "Regina Caeli" でお客様に少し現実から離れ

て戴きました。 
 
その後、先ず、“懐かしい日本の唄” 

冬の夜、たき火（ア
ンサンブル四季） 
七つの子、叱られて 
荒城の月（コラー
ル・メイ） 
雨、十五夜お月さ
ん（SFFC） 
お客様の心を懐かし

い日本へとお運び出来たのではないかと思います。 
 
次は、“Sacred Songs” 
日本から連れ戻され、又厳かな気持ちに。。。。 

How Can I Keep from Singing （SFFC とアンサンブ
ル四季の有志） 
Balm in Gilead 
Follow the Drinking Gourd （アンサンブル四季） 
El Yivneh Hagalil （SFFC） 
 
そして、“Holiday Songs” の数々。 

聞き慣れた曲がたくさん有りましたので、お客様にホリデー

気分を楽しんでいただけたのではないでしょうか。 

O Come, O Come, Emmanuel 
Heilig, Heilig, Heilig、もみの木（コラール・メイ） 
Comfort and Joy 
The Twelve Days of Christmas（SFFC） 
Night of the Father's Love（全員） 
 
最後にはお客様にもご一緒に Jingle Bells、 We wish 
you a Merry Christmas を歌っていただいていると。。。
どこかから鈴の⾳（？）が。。。。 
SFFC の新入団員さんの、楽しい、可愛いサンタクロースが
登場！ 
子供達に小さなプレゼントを手渡して、"もう幾つ寝るとお
正月"を皆様と一緒に歌い、コンサートを終わりました。 
 

その後、階下にて開かれたレセ
プションでは、旧交をあたためた
り、新しい方との出会いが有っ
たり。。。楽しい時間を過ごしま
した。 
ホリデーコンサートは穏やかなお
天気に恵まれ、大変和やかな
中で無事に終わらせることが出
来ましたことを感謝いたしており
ます。 
お出掛けくださいました方々 
本当に有難うございました。 
 

三浦先生、賀川さん、甲川
さんのリコーダ初演 
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 SF Japanese Seventh-day Adventinst 教会での Nativity Program 
      サンフランシスコ・フォレスト・クワイア   シスネロス裕代 

 
SFFC のメンバー（私）がこちらの教会員というご縁で、こ

の教会でのクリスマスプログラムは 12 月 21 日（土）

SFFC とのコラボで⾏われました。このコラボは昨年で２回

目を迎えました。今回は２回目ということでか、SFFC メン

バーもリラックスし、"Great Joy, and a Precious Gift"

と題されたこのプログラムのメッセージを歌とマリオネットを通

して伝えることが出来たと思います。 
 
まず、夕暮れに入り薄暗くなった礼拝堂をメンバーが各々ろ

うそくを持って"Ubi Caritas"（慈しみと愛のある所に神は

いる）をラテン語で歌いながら入場。小さな教会ながらもこ

のプログラムの為に沢山お客様がいらしており、この入場曲

で⼀⻫に場内が静まりかえる。歌う私達の背中もシャキッと

せずにはいられない。その静けさの中、"El Yvne Hagalil"

（神はガラリヤを再建する）をヘブライ語で歌いプログラム

がスタート。ぐんぐんダイナミックを上げて歌いきるこの曲には、

「⿃肌が⽴つほどパワフルな曲であり、歌い様。」とのコメント

を受ける。続けて、多くの人に馴染みのある曲"Comfort 

and Joy"（Simon & Garfunkel アレンジバージョン）

でクリスマスムードがあがる。歌う側もこの辺からちょっと緊張

の糸が少し緩んでくる（いい意味で）。最後のグループ曲

は"Night of Father’s Love"。この曲は合同ホリデーコン

サートでの合同合唱曲としても歌った曲。フォレストの⼥性

バージョンで閉める。「始め（アルファ）であり終わり（オメ

ガ）であるという偉大でパワフルな神ということを歌いつつ、

同時にきよしこの夜にヘルプレスな赤ん坊としてお生まれに

なったというこの２つの意味合いをじっくり聴いて堪能出来

る美しい曲です。」との、教会員 MC の説明を聞いて、この

歌を歌う意味の深さを再度ぐっと感じさせられました。 

続いて、朝田芳佳さんと原田志麻さんによるデュエット。バッ

ハの"Et Misericordia"。沢⼭練習されたんだろうなあ〜

と裏⼿でうっとりと聴き⼊る。朝⽥さんソロとバイオリンによる

"Panis Angelicus"は当日本番前に合わせただけという

お二人だったが、素晴らしい音色を奏でていた。『音楽って

⼈の⼼を暖かくしてくれる、いいな〜』と個⼈的に思った曲

の１つです。 
 
フォレストメンバーによる美しいミニハープの音色が観客の心

を魅了した瞬間、礼拝堂は別の世界になった気がした。マ

リオネットショーによる降誕劇。三浦るり⼦先⽣ご指導によ

るこのシュタイナ教育風色が強い操り人形による劇。うすく

透き通るシルクの大布をふわりと上げて始まった。薄暗闇の 

 
中ライトの照

明だけで照

らされた人形

劇。最前列

で座っている

子供達だけ

で な く 大人

達もが一瞬

に し て魔法

にかかったか

の様に、⼈形達の動きに⾒⼊る。この⼈形達や舞台は全

て手作り。フォレストの愛情をたっぷり受けて作られたこの人

形達はこれまたこのフォレストメンバーが操る手の先から送ら

れるエネルギーを受けて本物の⽣き物のようにも⾒える。

"We Three Kings"のコーラスと共にメンバーによる３人

の賢者の訪問。観客の⼀⼈はその場⾯を⾒て涙が出そう

なくらい感動をしたと後で言われていた。今回のプログラムに

てHolyな気分に浸れたのは私も含め、観客の中にもたくさ

んいらしたともお聞きした。 
 
私達は通常のコーラス練習以外にも集まってマリオネットの

練習をした。合唱を通して、またマリオネットを通して、１つ

のものをみなで⼒を合わせて作り上げブレンドして⼈にメッセ

ージを伝えることが出来るというこの喜び、フォレストに入って

よかった〜と思ったわけです。 "Great Joy, and a 

Precious Gift"...これって、神様のことだけど、歌仲間にで

も言えるかな。素晴らしい歌仲間に出会えたことに大感謝。

そして 10 周年を迎える今年はさらにこの団結⼒を⾼めて

素晴らしい歌のメッセンジャーとして、このグループの一員とし

て努⼒したいと思います。 
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"Freedom is coming"を歌う SFFC 

初めまして。安原千夏で
す。（⻑男と） 

 ＳＦ ウェスタンアディション図書館でのクリスマスコンサート 
      サンフランシスコ・フォレスト・クワイア   安原千夏 

初めまして。サンフランシスコ・フォレスト・クワイア（SFFC）

新⼈の安原千夏と申します。去年の九⽉に⽇本から主⼈

の仕事の都合で家族でサンフランシスコに来ました。11 月

下旬、歌が好きだからという単純な理由でたどり着いた先が、

SFFC でした。三浦先生の、「メンバーに加わるにはよい時

季ですよ」とのやさしいお⾔葉に嬉しがってほいほいと「⼊団

します！」と活動を開始したものの、12 月には３つのコンサ

ートが控えていました。 
 
その 12 月最初のコンサートが、サンフランシスコ市内日本

町にあるWesten Addition図書館でのクリスマスコンサー

トです。こちらのコンサートは毎年お声掛けをいただいており、

今年で５回目になります。私はすこしでも合唱に参加でき

るようになんとか数曲歌詞を覚えて練習し、当日を迎えまし

た。主人には「合唱とは歌詞を覚えただけでできる簡単なも

のではない、なめたらあかん」と、とても正しい指摘をされな

がらも、、、。 

 
コンサートは図書館のオープ

ンを利⽤して⾏われます。普

段と同様、静寂な館内で読

書をしている人々がいるその

中で始まります。今回は同月

に控えた SFFC の合同定期

コンサートの中からと、SFFC

の 十 八 番 "Freedom is 

coming"を含む、全 11 曲を歌いました。日本語、英語、

ラテン語の曲や、餅つきの手遊びを加えた曲もありました。

トリの"The Twelve Days of Christmas"のエンディング

で団員特製の 12個の特大カードが上がった際は「おおお」

と 20名程のお客様から感嘆の声をいただきコンサートは終

了しました。⽚づけをしていると、⽇本⼈の私からは少し⼤

げさでくすぐったいような賛辞をいただいたり、日本語の曲を

もっと聞きたかったというご意⾒もいただきました。 
 
私はといえば、初めてサンフランシスコで⼈前に⽴ち、程よい

緊張にさらされて、「合唱って素晴らしい！」と、気持ちよく

なっているところに、主⼈に⼝パクしてた？と⼼無い⾔葉を

かけられ、もっともっと練習をせねばついていけないと思ったの

でした。先輩方はこの後、定期コンサート、教会でのクリス

マスコンサートと続くわけですが、異国の地での皆様のパワフ

ルさにただただ圧倒されるばかりです。私も若⼿として？！、

楽しみながらついていきたいと思います。皆様どうぞよろしく

お願いします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

SF 新年会より思い出のひとコマ
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  ３団体合同新年会楽しかった！ 
        コラール・メイ   森 知久 

 

 

2014 年１⽉ 19 日日曜日、
午前 11 時 30 分から午後２
時 30 分まで、Millbrae にある
⾺⾞道レストランにて３団体合

同新年会。サンフランシスコ地

域で活動する三浦るり子先生
率 い る San Francisco 
Forest Choir(SFFC)、アンサ
ンブル四季、Chorale May の
３団体は毎年１⽉に交流を深

めるために開催。今年は⼤⼈総勢３２名（プラス⼩さな

お子様３名）、最初から最後まで笑顔一杯で、楽しい時
間を過ごしました。 

集合するやいなや、⾺⾞道

特製の日本食を堪能。お
でん、唐揚げ、焼き鳥、は
まちかま、お寿司、サラダな
ど、すべてがおいしく完食！
みんなお腹一杯で大満
足！ 
 

各グループ紹介では特に SFFC が今年 10 周年のお祝い

で、記念イベントが多いことが特筆すべき。５⽉に LA で、

７⽉には⽇本で、記念コンサートが開催される予定。みん

なで応援・サポートしましょうと盛り上がり！各団体、新人

紹介を実施。各々新⼈がいてよかった！毎年必ず新⼈が

入るよう、お互いにみんなで協

⼒し合いたいと話し合う。 

 
そして、恒例の出し物お

披露目タイム！SFFC

は裏で準備に⼊るとな

んと、バレーボール姿で入場！アタック No1 をモデルにス

ポコンを演出、そしてお得意の替え歌でるり子先生から

の愛情込めた指導を表現、会場中大爆笑！笑い過ぎ

て横っ腹が痛くなりました。 
 
アンサンブル四季はブルーシャトーを

熱唱。振付や歌詞のアレンジがこれ

またるり子先生からの愛情込めた指

導を表現、痛い横っ腹が笑い過ぎでさら

に痛くなる。皆さん芸が豊富ですごい！ 
 
Chorale May は十八番の「はるとも

（遥かな友に）」を披露。四季の新⼈と

新たな新⼈候補を囲み、合唱の⼼地良

さを伝える。新たな新人候補は、実は馬

⾞道で仕事をしている若⼿男性の松本

鉄平氏。今は学校で会計の勉強をして

い る が 、 過 去 プ ロ の ギ タ リ ス ト だ っ た

Musician ！

私 が 数 日 前

に勧誘し、特

別に新年会

に来てもらい

ました。そして、

得意のギター

を披露してもらい、みんなで感動！ 
 
参加者の最年⻑である Chorale May 及びアンサンブル

四季の Tak 山本さん。実

は数日後が誕生日である

ことを奥様の Pat さんから

聞き、Surprise を企画、

みんなで鉄平氏のギターの

伴 奏 の も と Happy 

Birthday を大合唱！お

店からサービスのケーキもあ

り、大好きな Tak さんの 85 歳をみんなで祝いました。 
 
宴も終わりが近づく頃、これまた恒例のプレゼント交換を実
施。今回は約$10 程度のプレゼントを各⾃が持参するル
ール、抽選で渡し合いました。ワインやお茶、チョコレート、

お食事券、クッキー、CD、キャンドルなど、中にはトイレット
ペーパーを用意した変わった方も（下に$10 のギフトカード
も付いていたみたい？！）。 

 
最後にレストランの外

で全員集合写真を取

り、解散しました。３団

体の交流も深まり、

2014 年もとても楽し

い１年になるとみんな

で確信を持った、とても素晴らしい機会でした。 
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    2014年度の役員が決まりましたので 

    紹介いたします。 

  会⻑：  松浦 功 

  副会⻑： 福井良⼦、上⽥牧⼦ 

  書記：  山崎美紀 

  会計：  原田志麻 
 
役員の方々には以下の質問に答えていただきました。 

①所属合唱団及びパート 

②貴方にとって、音楽(合唱)とは？ 

③合唱連盟に対する抱負、提案など 
 
 

会⻑：松浦功さん 

①コラール・メイ のセカンドテナー 
 及びアンサンブル四季のテナー 
②音楽は、私にとって水か空気のよ
うなもの。意識しようとしまいと、毎⽇

何らかの関わりを持って生きている、
そんな位置付けかな？ 

③ 2015 年 に 、 International 
Choral Festival のようなイベントに挑
戦して⾒たい。 
 
 

副会⻑：福井良⼦さん 

①コーラル・コスモ、アルト 
②楽しくてストレス解消になるし、気
持ちが安らぎます。 
③まず「連盟」という語感が私にはや
や堅苦しく感じていますが、実際は
連盟のミーティングはとても和やかな

雰囲気ですよね。今後イベントをやるならば出来れば何か
変わったもの、面白いもの、アッと驚く楽しいものを計画した
いと思っています。私個人的には会場を借りてフォーマルな
コンサートをやるよりも、Shopping Mall でみんなで Flash 
Mob をやるとか、会場費タダだし、でもやっぱり無理かなあ

…。（実は先⽇こんなサイトを⾒つけ、すごく感動したんで

す。このサイトの中にビデオがあります。） 
http://mp.weixin.qq.com/mp/appmsg/show?__biz=

MjM5MjMwMzA0MA%3D%3D&appmsgid=102188872

&itemidx=5&sign=5236395854f1dfed358e950a27cf8

d1c&scene=1&uin=MjkyNDUyMTI0NQ%3D%3D 
もう JCFNC 発足から 10年になるんですか。次の 10年は
さらに楽しくいきましょう！ 

 

 

 

副会⻑：上⽥牧⼦さん 

①サンフランシスコ・フォレスト・クワイア 
  メゾ 
②私にとって合唱とは生活そのもので
す。合唱が第一優先。歌のためなら仕
事も家庭(!!)も二の次で、どこへでも
⾶んで⾏きます。とは⾔っても歌に⼈

生をかけている訳ではないのですが、好
きな事に突き進んでいったらこうなってしまったという感じでし
ょうか。③今回副会⻑をさせていただくことになり、また

2015年（予定）の合唱祭の実⾏委員⻑のひとりとして
責任の重さを感じますが、他の役員の⽅々と⼒を合わせて

楽しい企画を進めていきたいと思います。歌の輪をもっともっ
と広げたいですね。 

 

書記：山崎美紀さん 

①サンフランシスコ・フォレスト・クワイア 
  ソプラノ 
②合唱、そして SFFC に出会えてアメリ
カ⽣活が楽しさ倍増です！不可⽋な

存在。10 周年を迎える SFFC。私も
８年半前に⼊会し、古株の⼀⼈となり

ました。同じ音楽、合唱を愛する人たちが集まれる場に身
を置ける事はとてもうれしいです。③連盟がなければ、他の
グループの方たちとも親しくなる機会がなかったかもと思うと、
その存在に感謝します。私自身 10 周年を節目とし、また
新たな事にチャレンジしていける連盟に関わって⾏けたらう
れしいです。今年もよろしくお願いいたします。 
 

会計：原田志麻さん 

①サンフランシスコ・フォレスト・クワイア 
  アルト、メゾ、ソプラノ 
 （男声を除いて全部） 
②音楽＝「息抜き」かな 
③最近のイベント企画はバーが上が
ってきていて大変なんですが、工夫を

しながら常に飽きない意義のあるイベントを考えていければ
良いなと思います。連盟と加盟団体のメンバーとの間の溝

を埋めるためにも理事会に各団体からゲストをひとりずつ呼

ぶとか、出席者をもっと頻繁に交代制にするとかして、今ま
で連盟の活動に携わる機会がなかった（少なかった）人
達にも連盟の活動に積極的に参加して
もらうようにしてはどうかと思います。加盟
団体のメンバー全員で作っていく合唱連
盟にしていけたらいいですね。 

役員紹介
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コーラル・コスモ 

【日時】 2014年 2 月 23 日（日） 

【出演】 有志が"Amazing Grace" を歌います。 

【場所】 Calvary United Methodist Church 
 

コーラル・コスモ 
16th Season Annual Concert  

【日時】 2014年 3 月 1 日（土）午後 7 時 

【出演】 Choral Cosmo 

【場所】 Prince of Peace Lutheran Church 

12770 Saratoga Ave., Saratoga 
 

虹の会主催チャリティーコンサート 

【日時】 2014年 3 月 9 日（土）午後 2 時 

【出演】 サンフランシスコ・フォレスト・クワイア 

【場所】 Pine United Methodist Church 

426 33rd Ave., SF 

 

 

 

 

 

 

 SFFC10 周年・L.A.Daiku 5 周年 
 ジョイントコンサート 
 

【日時】 2014年 5 月 3 日（土）午後６時（予定） 

【会場】 L.A.合同教会（予定） 

 Union Church of Los Angeles 

 401 East 3rd St., Los Angeles, CA 90013 

 

サンフランシスコ・フォレスト・クワイア 

■2014年 1 月 25 日（土）午後６時 
  International night 
  会場：Mountain View Japanese SDA Church 
■2014年 1 月 30 日（木）こころ訪問 
■2014年７⽉２0 日（日）10周年コンサート 

  会場：京都同志社大学チャペル 

 

 

 

 

 

 

✿ 編集後記 ✿ 
 

明けましておめでとうございます。 
 

年が明けた2014年元旦の朝に、本連盟やベイエリアの合
唱グループが集まって合唱祭の準備をしているという夢を⾒
ました。そして、元旦の夜に⾒た初夢は、その続きから始ま

るという、なんとも不思議な経験をしました。連盟の皆様と

の出会いには、なにか夢に出るほどの強烈な思い出がある

のか、連盟のこれからの発展をよほど期待してのことなのか、
夢を⾒ているときの⼼の内は全くわかりませんが、合唱を愛

する皆様、⾳楽が好きな皆様の輪のなかで歌っていること

がとても心地よいのでしょうね。とにかく歌ってさえいればこれ
からも幸せになれそうです。 
 
元旦には、「素直に！」「欲張らずに、身の丈にあった生活
を！」と、一年の計を掲げましたが、お雑煮とお節料理を前
にして、今を⼤切にして、⾃分らしく、精⼀杯⽣きたいもの

だと思い、みんなが健康でありますようにと願い、結局欲張
りな新年がスタートしました。 

これからもどうぞよろしくお願いします。 
 

 

 

 

今号第 27号は新年号ですので、先⽣⽅のご挨拶、役員

さんたちの紹介を掲載させていただき、突撃インタビューはお

休みいたしました。次号からまた始まります。 

この次は、貴方です。お声がかかりました 

時はどうぞよろしくお願いします。 
 
皆様からの原稿、ご意⾒、イラスト、 

写真などのご投稿を本年もお待ち 

しています。 
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