
1 

総領事公邸にて細川佳代⼦さんと 
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日米「スペシャルミュージック」コンサート 
 

会⻑ 松浦 功 

 

 
 
皆さんは、Special Music という⾔葉をお聞きになったこと

ありますか？ 

そ れ で は 、 Special 

Olympicsという⾔葉は

どうですか？ こちらの方

は、ご存知の方も多くお

られると思いますが、「オ

リンピック」、「パラリンピッ

ク（身体障害者）」、

そして知的発達障害の

あるアスリートの国際大

会、すなわち「スペシャルオリンピック」の三大世界スポーツ

祭典です。この三つ目のオリンピックを日本で推進された方

が、元総理⼤⾂の奥様の細川佳代子さんです。細川さん

は、2005年に⻑野でアジアでの始めての⼤会の開催に成

功され、その後スポーツだけではなく音楽やアートにおいても、

自閉症や知的発達障害のある人たちのサポートがあっても

いいのではないかといろいろな形

で啓蒙をされて来ました。 
 
先月、６人の知的障害のある音
楽家を⽇本から引率され、当地

の同じような障害のある音楽家を
４人招待し、マウンテンビューにあ
る CSMA （ Community 

School of Music 
and Arts）のタテ
ウ チ ホ ー ル で 日 米
「スペシャルミュージッ
ク」コンサートが開か

れた。６人の日本
人の演奏家は、全
員クラシック（フォーレのシチリアンヌ、モーツアルトのデイベ
ルトメントや、ブラームスのハンガリア狂詩曲など）のソロ演
奏、アメリカ側はピアノ、ギター、ドラム、ベースのカルテットで
ビートルズの曲をボーカルを入れての演奏でした。顔の表情

は全く喜怒哀楽のないままで、正しいリズムで正確に演奏

されてゆく。旋律の彼⽅から、希望のハーモニーが聞こえてく

るような感動的な時間でした。 
 
米国の場合、こういった活動はないのでしょうか？ ありま

す！ 2012 年８⽉１⽇発⾏の連盟だより第 18 号に、

サンフランシスコ・フォレスト・クワイアの原田志麻さんが書い

ておられますが、Rhythm Makers と Magic Makers と

いう二つのバンドグループがあります。前者は、1999 年に

主にダウン症や脳性まひの成⼈のグループによって設⽴され、

後者は、2008 年に⾃閉症の⼦供と保護者、そして⾳楽

監督の David Anderson により設⽴され、バンドとボーカ

ル半々の総勢 20 名。当初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、一人の自閉症の応募者
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2014年 7 月 13 日、CSMA にて 

がビートルズの曲を楽器で演奏し始

めると、もう一人が別の楽器で音を

重ね始め、また別の一人が曲に合わ

せて歌い始め、次々に楽器やボーカ

ルがくわわり（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

まった奇跡のバンドです。原田さんは、記事の中で自閉症

について詳しく解説されていますが、自閉症は引きこもりと

同じではない、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出来ず、そのため「普通」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

能⼒に優れている事が多く、時々普通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るそうです。⼀度

聞いただけの曲を楽譜なしですぐに演奏してしまうピアニスト

（モーツアルトみたいですね？）、⼀度⾒ただけの町の風

景を家に帰って詳細に描写してしまうアーテイストもいるそう

です。アインシュタイン、ベートーベン、ダビンチ、ゴッホも自閉

症だったとか？ 
 
さて、細川さんは 10 年ほど前に、スペシヤルオリンピックの

資⾦募集の為にサンフランシスコに来られ、アジア美術館で

素晴らしい感動的なスピーチをされました。その時に始めて

お会いさせて頂き、すっかりファンになりました。昨年再び、

今度はご本⼈製作総指揮の「天⼼の譜（しらべ）」

（Strains of Odyssey）というドキュメンタリー映画の上

映会で来られました。この映画は、アカデミー賞にノミネート

されたドキュメンタリーで、この地球上に生きる人も、動物も

植物も全て、天の中心にあって誰も誰からも排除されるも

のではない。誰もが自分らしく生き生きと命を輝かせる事の

出来る inclusion（包み込む社会）の実現を願い、指

揮者⼩林研⼀郎（通称コバケン）とその仲間オーケストラ

が無料出演協⼒して出来た作品です。また特筆すべきな

のは、オーケストラの中に⼀⼈の⼥性の⾃閉症のバイオリニ

ストと、撮映部隊に６人の自閉症の人が参加されていたこ

とでしょう。 

さて、７月 13 日にま

た細川さんと３度目の

出会いをし、その翌日

には総領事公邸をお

借りして、講演をして

頂きました。それは元

首相夫人のおしゃべり

といった類のものではなく、知的障害者が普通に暮らせる

社会を目指して突進する勇敢な⼥性の⼒強い奮闘の物

語りでした。当

日集まった 20

人余りの人たち

は、涙涙の感動

の連続でした。

私は、細川さん

が書かれた「花

も花なれ 人も

人なれ」（角川

書店）という本

を頂きました。こ

れは、先祖の細川ガラシャ夫⼈の辞世の句「散りぬべき 

時知りてこそ世の中の 花も花なれ 人も人なれ」からとった

ものです。ＮＨＫの⼤河ドラマ「⿊⽥官兵衛」でも出てきま

すが、本能寺の変で織⽥信⻑に謀反を起こした明智光秀

の娘、玉が洗礼を受けてつけた名前がこのガラシャです。 
 
細川さんは、さらに「勇気の翼インクルージョン 2015」という
活動を 2008年から始めておられます。これは、「包み込む
社会」の創造の為に、知的障害者の「教育」と「就労支
援」を二つの柱にした活動を展開されています。2015年ま

でに、障害の有無に拘らず、全ての人たちがその人らしく、
生き生きと命を輝かせて生きる社会の創造を目指して活
動を進めておられます。細川さんは講演の最後にこう言って
締めくくられました。「知的障害のある人たちは、精一杯に
生きている。人間には一人ひとり役割があることを、彼らは
私に教えてくれた。そこに生まれ、そこにいるということ、その

ありのままの姿がどれだけ意味があって尊い事だろうか。世
界に一つしかないその命を、競争と発展のルールに従って
排除してきた社会は、今余りに大きなものを失った事に気
づき始めている。」細川さんの夢は、障害者たちが自分の
出来る事をしながら、ごく普通に暮らしている、そして健常
者は彼らのことを自然な形でサポートしているそんな思いや

りに溢れた暖かい社会を実現する事だそうです。微⼒なが

らお手伝いしたいと思いました。 
 
人の絆とつな
がりの重要

性を心に感
じながら、真
夏の昼下が
りを湖畔で
静かに過ごし
ました。 
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2003年 6 月 23 日、Rio にて 
（ブラジル世界剣道大会） 

1996年 3 月 6 日、Union Bank(SV)に
て、展示会をする。 

 
Nakayoshi Gakko-Soroban 
Class（2003年 6 月 23 日） 

 

   第 19 回突撃インタビュー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

♪ 加古川ってご存知ですか？ 

明⽯と姫路の間にあります。すぐ隣が、⾼砂（たかさご）。 

⿊⽥官兵衛の奥様、光（てる）が加古川出⾝です。 
 

♪ 加古川から出たいと希望はするものの・・・ 

⾼校卒業後、⼀度は地元を離れたいと思っていましたが、

「下宿はダメだ」と⽗から⾔われ、⾃宅から通える薬科⼤学

へ⾏き、就職も県内の須磨の⼦ども病院に希望を出した

ものの、⾃宅から歩いて 10 分の加古川病院勤務となった

のでした。 

♪ 主人との出会いは、 

私が県⽴加古川病院の検査室で勤めていた時、主人は、

東加古川の東亜医用電子で血球係数器（血液の赤血

球、白血球、血小板の数を測る機械）を作っていました。

それで、時々、私

たちの検査室に来

ていました。そのう

ちに検査室に勤め

ている友達が東亜

医用電子に移ら

れ、その人に紹介

してもらっておつき

合いするようになり

ました。 

よく主人との会話が漫才を聞いているようだと言われるので

すが、おかしいのは主人で、私はいたって普通の人間です！ 
 

♪ アメリカに来る切っ掛けは、 

アメリカの会社で働くことになった主人について来ました。加

古川に土地を買って家を建てようとしていた時でした。迷っ

た挙句、結局家を建て、主⼈はたった3カ月ぐらい住んだだ

けで渡米し、私も 6 カ月ぐらい遅れてアメリカに来ました。 

⼀⽣働くつもりで薬剤師になり、当時は男⼥平等と歌われ

た地方公務員として働いていたのですが、アメリカへ来ること

になりましたので、仕事を辞めて 1979 年に渡⽶しました。

⻑男が 2 歳 3 ヶ月の時でした。 

最初は3年か5年かぐらいの滞在で帰ろう、と⾔う話も出ました

が、それが、いまでは、36年経ってしまいました。こちらで⼥の⼦

が 2 人生まれ、子供は 3 人とも結婚しました。 
 
♪ こちらに来て、仕事はいろいろやりました。 子育て

真っ最中でしたけれど、頼まれると断れなくて・・・ 

●まず、そろばん 

子供が小学生の

頃、近所のお⺟さ

ん方の声かけで、そ

ろばん教室が始ま

ったんです。先生の

数が足りないからと

頼まれて、土曜日

に、初心者のクラス

を 8年ぐらい教えま

した。 

●書道教室 

三育学園では

子供たちに書

道を教えてくだ

さったのですが、

⺟親たちも⼀

緒に練習しま

した。書道担

当の先生がご

帰国になる時

に継続を頼ま

れ、自分の書

道教室を開き、

教え始めました。

2014年 6 月 24 日 

兵庫県加古川市生まれ。 
東加古川⾼等学校、神⼾薬科⼤

学卒業。薬剤師、衛⽣・臨床検査

技師の資格を取得。兵庫県⽴加古

川病院に勤務。学校を出ても、お嫁
さんになっても加古川です。 
血液型：花のＯ型。かに座。 
主人がアメリカの会社に勤めることに
なりましたので、仕事を辞めて 1979
年に渡⽶しました。 

真実⼀路を⽣き⽣きと 
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2004年 11 月 20 日、第 9 回米国公募展 
関⼾奨励賞＊ 

 
2001年 4 月 16 日、 
Opera"Madama  
Butterfly" 
(芸者ガールの役) 

2011年 4 月 2⽇（⺟親役）

1996年 4 月 1 日、LA 祝賀会にて（左端） 
第１回米国日本書道公募展 

 
1996年 4 月 1 日 
（受賞式及び祝賀会） 

17，8 年続いています。教室は毎⽉第 1 と第 2 の⾦曜

日です。やりたいか方がいらっしゃれば教室は続けます。 

●次に頼まれたのは、三育学園での仕事 

一番下の娘が中学校を卒業した頃で、ちょうど、そろばんを

辞めた頃でした。三育の先生がとにかくお忙しい思いをされ

ているのがわかっていましたので、ボランティアを申し出たとこ

ろ、「ボランティアじゃなくてお仕事があるので、ぜひ、やってほ

しい。」と頼まれ、先生のアシスタントで、教材作りや宿題を

用意したりする、教室とは別の部屋でする仕事を始めまし

た。それが 14年ぐらい続き、2年前にリタイヤしました。 
 
♪ 書道は好きで、私も書いています。 

子供の頃、書道教室に通っていて、賞をもらい展示される

とうれしくて、

割と好きで

やっていまし

た。働き始

めてからは"

かな”をやり

たかったので

す が 、 門 を

たたいたとこ

ろが漢字の

先生だった

ので、アメリ

カに来る前にしばらく漢字

を習いました。写真は米

国日本書道公募展の受

賞式のもの。＊関⼾本古

今集を 5 年ほど無⼼で書

いて来たことが日展の先

生方にも認められとてもう

れしかった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

♪ コーラスの経験は、 

高校、大学の時コーラス部に入っていました。そして、こちら

に来てからは、コーラル・コスモ、アンサンブル四季、マウンテ

ンビュー仏教会、聴いてもらい隊で歌っています。恵子先生

のコミュニティーオぺラ

にも時々参加してい

ます。 

エコー杉の音に入っ

ていたこともあります。 

♪ こんなにコ

ーラスやってい

る 自 分 が 想

像できなかっ

たです！ ♪ 

 

 

 

♪ 高校です

ばらしい音楽

の 先 生 に 出

会いました。 

その先⽣が今でも忘れられないです。若い時はオペラ歌⼿

になりたかったけれど、メガネをかけたオペラ歌手はいないとあ

きらめられたそうです。牛乳瓶の底のようなメガネをかけてお

られました。先生ご自身が朗々と歌って指導するということ

はなく、「・・・・・・・ですよ」って言われるだけで、歌の雰囲気、

情緒的なことが伝わって、コーラスがパット変わるんですね。 

また、歌は、声を出すことが基本とおっしゃってましたが、私

の蚊の鳴くような声でも、気持ちがこもっているから良い、と

認めてくださいました。歌って奥が深いなあ、と思いました。 
 

♪ 音楽は好きで・・・ 

●タンゴをよく聞いてました。階段の下が小さい三角形の

押入れのようになっていて、そこに 78 回転のタンゴのレコー

ドが一杯置いてあったので、中学や高校の期末テストなど

で早く家に帰ると、それを一枚一枚かけては楽しんでいまし

た。「茶⾊の⼩瓶」ですとか、「ラ・クンパルシータ」とかね、愛

唱歌集みたいなのを買って。 

2001年 12 月 
"La Traviata"in Pacifica 
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チャイナペイント 

●音楽教室にも通いました。小学校のときに、2年間通い

ました。男の先生で、楽譜の読み方とかリズムとかを習いま

した。お寺の離れを使って、書道のような⻑い机に畳に座っ

て先生から楽譜をもらうでしょ、そうすると、最初に「ドミソド」

に⾚丸をつけるんですよ。そうするとミの隣だったら「ファ」だと、

ドの下だったら、「シ」だと、分かり易いんですね。シンコペー

ションとかね、８分音符とか、４分音符とか 16 分音符とか、

いろいろあっても大体読めるのはそのおかげだと思います。 

●ピアノも習ってたんですが、お寺の離れにも家にもオルガ

ンしかなくて、使うのはピアノ曲譜で、レコードでピアノ演奏を

聞き、ブカブカ、足で踏むオルガンで練習する。今だったら、

オルガンだったらオルガン曲としてやれば、それはそれで私に

は魅⼒的なんですけれど、その頃ってわからないわけですよ。

ピアノ曲で練習してるのにね、全然ピアノらしくない。タッチも

違うしね。面白くなくなって続きませんでした。 
 

♪ クラブ活動は？ 

中学校：新聞部。これは先生が生徒の作文を読んで、部

員を選んだ。高校はコーラス部。 

大学はコーラス部と点字部というのにも入ってました。 

私の部屋は３階にありましてね、両親たちは２階に寝てい

て。大学から遅く帰ってきて、ポツポツ、ポツポツ、穴あける

わけです。夜遅くまでやっているから、夜はやめてほしい、っ

て言われました。 
 

♪ 趣味は、コーラスと手芸ですね。 

手芸は小さい頃から好きでした。子育てで忙しく、音楽活

動なんか全然してない時

でもやっていました。手芸

は大好きです。 

トールペイント、チャイナペ

イント、クワイアットブック

（布で作った子供用の教

育の本）など、いろんなも

のを作りました。キルティン

グとか、シャドウボックスとか、

あらゆる手芸をやりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

三育の仕事を辞めたら、誰がなんと言おうと自分はこれが

やりたいというものをや

ろうと思っていたんです

が、それが⾒つからない。

そういえば、聴いてもら

い隊は自分でやりたい

と思ってずいぶん⻑くや

っていますね。 

”絵”はやりたいですね。

もうひとつやりたいと思ってやっていることがあるんですが、こ

れは、秘密！ 
 

♪ 愛読書は？ 

いい本は沢山ありますが、自分でいいなあ、と思ったのが、

パブロ・カダルスの「喜びと悲しみ」と言う本です。彼はチェリ

ストで、オーケストラを持っていますが、自分がいくら演奏し

たって、貧しい人は聞けない。それで、どこかの工場の組合

みたいなところに⾏き、⾃分たちを雇ってくれ、って⾔うんで

すね。コンサートをした利益は全部組合に⾏く。そういう助

けるやり方がすばらしいなあ、と思いました。 
 

♪ ⽣き⽅、⽣きる信条、好きな⾔葉は？ 

「一期一会」ですね。 
 
若いときはいくらでも可能性がある、って思っていました。年

を経るにつれて、だんだん、自分て本当に普通だな、って思

うようになる。いろんな人に助けられて自分がここにあるとい

うのが、年が⾏くとわかってくるわけで、⼀⼈では⽣きて来ら

れなかったと思います。時間が出来たら、楽器をするにして

も、やっぱりそれで役に⽴ちたい、⾃分の残された時間、何

年か分かりませんが、⾃分の

ためだけじゃなくって、コミュニ

ティーのために、世の中のため

に、なにか足跡を残せたらって

思っています。”⾔うは易し”、

空回りしそうだから、本当は

言いたくないんですけどね。 

頼まれたらできるだけ断らず

一生懸命やりたいな、と、思

ってはいます。 

 

 

 

 

 

 
これは 4 冊目。これが終わったら
絵を始めます。 

トールペイント 
 

アメリカに来てよかった！オペラ

に参加までして、オペラがこん

なに身近になりました。日本に

いたら絶対こういうことは出来

てないと思いますね。
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2001年 6 月 18 日、薬大コーラス部同窓会 

Eugene にて 

今歌いたいと思っている歌は、 

    『花は咲く』 出来れば英語で。 

土の歌、大地讃頌（土の歌の終曲）、 

落葉松、流浪の⺠などいいですねえ。 

愛唱歌集というのを持っていて、その中 

にもローレライ、愛の歌とか、いい歌が 

沢山あります。素敵なメロディーの歌、 

    ⾔葉が情緒的な歌が好きです。 

 
1979年 5 月 27 日 Lake Tahoe 1979年 10 月 23 日 1979年 11 月 24 日 

Roaring Camp 

2014年 6 月 24 日 
インタビューを終えて。 

コーラル・コスモ 
Annual Retreat+ Closing Concert 
【日時】 2014年８⽉ 16 日（土） 
  午前 10時〜午後 5 時 
【場所】 Aldersgate UMC 

4243 Manuela Ave., Palo Alto, 
恒例の何でもありの「発表会（Concert）」は出演はコー

ラル・コスモのメンバーのみですが、公開です。 

Asian Music Festival 
& Benefit Concert

Christ Church, Sei Ko Kai主催 
【出演】 SFFC、上田さん・原田さん・ジェーンさん（フォ 
 ーレメンバー）のアンサンブルが出演します。 
【日時】 2014年 8 月 24 日(日)午後 2 時 
【場所】 Grace Cathedral Church 
 1100 California St, San Francisco

Prince of Peace Lutheran Church
朝の礼拝

【出演】 コーラル・コスモ 

【日時】 2014年８⽉ 24 日（日）午前 10 時半 
【場所】 Prince of Peace Lutheran Church 
 12770 Saratoga Ave, Saratoga 

サンフランシスコ・フォレスト・クワイア
10 周年記念コンサート

■サンフランシスコ公演■ 

【日時】 2014年 11 月 15 日（土） 
【場所】 St. John’s Presbyterian Church 

Aldersgate United Methodist
Church サーモンディナー

【出演】 コーラル・コスモが歌います。 
【日時】 2014年９⽉ 27 日（土）午後 6 時 

【場所】 Aldersgate UMC 
 4243 Manuela Ave., Palo Alto 

Imagine No Malaria 
Benefit Concert

【出演】 香川恵子先生、コーラル・コスモ 
 他のグループも歌います。 
【日時】 2014年 10 月 12 日（日）午後 4 時 

【場所】 San Jose First UMC 
 24 North 5th Street, San Jose 
コーラル・コスモとして 2曲、他のグループと 1曲、恵子先
生のオペラのバックコーラスも歌います。 

関連団体コンサート案内 
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同志社大学チャペル（重要文化財）

 

お客様で埋まった会場

コンサート風景 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

７月 20 日、午前 10 時。同志社大学チャペルには懐かし

い顔が次々と集った。日本全国に散らばっている元メンバー

とベイエリアから友情参加のフォーレシンガー、そしてサンフラ

ンシスコ・フォレスト・クワイアから 10 名。これからフォーレのレ

クイエムの講習会が始まろうとしている。この日は午後３時

から 10 周年記念コンサートを予定しているため、フォレスト
のメンバーは前日から京都入りしてリハに参加した。今回の

公演は不安だらけ。⽇本へ発つメンバーの⽇程がバラバラ

だったこともあり、ここ３週間思うように練習ができなかった

のだ。その自覚を持ちつつも、京都入りした勢いでリハの前

に有名なイノダコーヒーに集結し、そのまま近くの鰻屋に流

れ込んだメンバー数名。 満腹のお腹を抱えリハに臨んだが、
思うように声が出なかったのは気のせいか。なにはともあれ、

チャペルの素晴らしい音響に助けられ、少人数でもなんとか

形にして当日を迎えたのだった。 

さて、講習会である。実は予定していた講師の先生が急病

のため京都へ来られなくなったため、急きょディレクターのるり

子さんに指導して頂くことになった。チャペルの座席に座って

発声練習をしていると、まるでいつもの練習会場であるサン

フランシスコのパイン教会にいるような錯覚を覚える。何年

も会っていなかった元メンバーの姿を眺めながら、まったく違

和感を感じず共に歌う時間を持てるというのはなんと素晴ら

しいことだろう。練習は思ったよりもはかどり、急きょフォーレの

曲をもう一曲増やしてコンサートで歌うことになった。 
 
講習会の後はお楽しみのお弁当タイム。このために以前か

ら吟味して選んだお弁当を注文しておいたのだ。ところが外

は急な⼟砂降りで、⾝動きが取れなくなってしまった。急きょ

リハに切り変え、ステージの最終打ち合わせを⾏なった。⾬

が上がってから大急ぎでお弁当を食べ、着替えてチャペルへ

戻り本番を迎

えた。 
 
実はこの公演

を計画した当

初、ミニコンサ

ート程度の簡

単な公演にな

るだろうと予想

していたのだが、

実に 100 人を

超えるお客さんがいらしてくださった。これもひとえに地元京

都で準備に⼒を貸してくださった元メンバーや同志社⼤学

や教会関係の⽅々のおかげだろう。今回は「急きょ」変更に

なった事が続出した。前日に歌うことを取りやめにした曲も

あり、練習不⾜も含め課題は多かったと思う。本番中は歌

う順番が分からなくなるなどの混乱もあったが、無事コンサー

トを終えることができた。 

サンフランシスコ・フォレスト・クワイア 

⼗周年記念 京都公演 
 

SFFC 上田牧子 

コンサートの後の記念撮影 
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サンフランシスコ留守番組から   オルガン演奏の真由美さん     フォーレシンガーの皆様  応援に駆けつけてくださった 
   届いたお祝いの花束            コーラルメイの二川さんと森さん

 

レセプション会場にて 

 

 
同窓会風景 

 

コンサートの後に大学構内にあるアーモスト館に場所を移し

てレセプションを⾏なった。礼拝堂でいつものようにのんびり

写真撮影をしてから会場に着いた私たちは、静かに着席し

て待っているお客さんを⾒てびっくり。教会の⽅が⽤意してく

ださったご馳走は手つかずのままだ。アメリカのレセプションな

らテーブルの前に⻑い列が出来ている筈だ。牧師先⽣の挨

拶を合図に和やかに会⾷が始まり、関⻄系のお客さんが多

いこの会場、先ほどの静けさとは一転して、ノリのいい会話

を楽しんだ。レセプションの終わりにはリクエストにお答えして

コンサートの始めに歌った「ウビカリタス」を披露した。騒がし

かった会場が静まり返り、会場にあちこち散らばっていたメン

バーの歌声が一つになって響く光景は忘れられない。 
 

レセプションの片付けを済ませ、打ち上げ会場のレストランに

移動する。数週間の前から吟味し選び抜かれたレストランを

予約してあった。フォレストの打ち上げの盛り上がりようは知

る⼈ぞ知るだが、⼤いに⽻目を外して夜は更けていった。 
 
翌朝は同窓会と称して元メンバーと一緒に集う会をもつこと

ができた。京都公演の最終イベントだ。事前に投票で選ん

でおいた懐かしの曲をピアノ伴奏に合わせて歌っていく。最

後に 10 年間の感謝を込めて、るり⼦さんに贈る替え歌で
大いに盛り上がった。 締めくくりに会場近くのイタリアンレス

トランで昼食会をし、これまたお腹いっぱいになって各々帰

途についた。 

 
京都公演は、笑いあり、涙ありの充実した時間を過ごすこ

とができた。多くの⽅々の⼒がなければ実現しなかったと思

う。特に地元京都で⼒になってくださった元メンバーの裕⼦

さんに感謝の⾔葉を捧げたい。次は 11 月の 10周年サンフ
ランシスコ公演に向けて頑張りたい。 
 
 
 
 
 
 
 

踊るフォレスト 
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開演を待つ SFFC の皆さん

Freedom is Coming 

レセプションにて

鑑賞席には、シャンペンまたはデ
ザートが付いてきます。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

♣ 編集後記 ♣ 

〜⾳楽に包まれた⽇本での夏〜 
 
サンフランシスコ・フォレスト・クアイア（SFFC）さんの十周
年記念京都公演に合わせて⽇本へ⾏くことにした編集者。

アメリカから同じ目的ではるばるやって来た友達と日本で会

えることがうれしくて、⼀緒にいくつかのコンサートに⾏くことに

しました。大きなイベントは４つ。 
 

１．7 月 20 日、午後 3 時、同志社大学礼拝堂 
   SFFC さん、⼗周年記念京都公演 

この⽇は関⻄⼀円

ゲリラ豪⾬に⾒舞わ

れ、重要文化財で

ある同志社大学今

出川キャンパス礼拝
堂にも、豪雨はやっ

てきました。午前中
の練習時、またコン

サートの最中に、大

量の⼤きな⾬粒が、ドラムのように礼拝堂の屋根や庭先を

叩きます。蚊もたくさんいましたね。 
 
コンサート

が始まる

と、SFFC

さ ん の い

つもの洗
練されたハーモニーが会場に響き渡りました。プログラムは、

Ubi Caritas/愛と慈しみのあるところ、「アナと雪の⼥王」よ
り Eatnemen Vuelie/ヴェリィ、Ma Navu/マナヴ、El 
Yivneh Hagalil/ガリラヤの再建、ほたるこい、にわとり一羽、

フォーレのレクイエムより Agnus Dei/アニュス・デイなど。 

アンコールでは、メ

ンバーとお客様が

一緒に な っ て 、

"Freedom is 
Coming"を 3 部
で楽しみました。 
 
会場一杯のお客

様は感動されて、

後ろ髪を引かれな

がら会場を後にさ

れている様子がよく

分 か り ま し た 。

SFFC の皆様、ご

成功おめでとうござ
いました。 
 
２．7 月 18 日、午後 8 時、京都ブライトンホテル 
   京都リレー音楽祭（7/1~7/31 開催） 
泉⾕さんのお友達が所属される⼥声合唱団"プリムローズ"
が出演される夜なので、

少し贅沢に正面のラウン

ジの鑑賞席を予約して、

神⼾から甲川さんと⼆⼈

で楽しみに出かけました。

5 階部分（4 階？）ま

で吹き抜けになって

いるロビーは音響も

よく、歌っていてとて

も気持ちがいいそう

です。隣のレストラ

京都祇園祭り 

 

打ち上げ 
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ンとの間には壁がないので、お食事を

楽しんでいらっしゃる方々の話声や歓
声が時々聞こえてきます。 

プリムローズのメンバーは 40 人ぐらいで、

とても明るい無理のない優しい声の素

敵なコーラスでした。「南の絵本」、「よう子ちゃんが」、「かぜ
よどこに」、今話題の"アナと雪の⼥王"より「レット・イット・ゴ
ー〜ありのままで〜」、「ほたるこい」、「秋桜」などが演奏さ

れ、どの曲も、特に「おしゃれな気分で歩こう」は、⼀度は歌っ

てみたい曲目でした。 
 

３．7 月 19 日、午後 5 時 
   ⻘⼭⾳楽記念館バロックザール（京都・上桂） 
   スイス・ロマンド弦楽四重奏団 
メンデルスゾーン、弦楽四重奏曲第 1番変ホ⻑調Op.12 

シュトラウス、弦楽四重奏曲イ⻑調 Op.2 

エルネスト・ブロッホ、「山にて」より 

ドボルザーク、弦楽四重奏曲第 12番ヘ⻑調 

   Op.96,B179『アメリカ』 

第一ヴァイオリンの粟野祐美子さんは、友人の友人のお嬢

様ということです。とても落ち着いた⼝調で優しくお話をされ

ながらのアンコール曲は、『ユーモレスク』と『ふるさと』。とても

いい気持ちになって帰ってきました。 

上桂駅に、⾬振る中降り⽴った私たち。知らない町だから

早めに⾏って喫茶店でお茶とおしゃべりで楽しく時間を過ご

すつもりでしたが、喫茶店のようなものは⾒当たらず、1 時

間半ほど雨の中たたずむことになりました。演奏が始まれば、

そんなことは音楽が忘れさせてくれました。 
 

４．宝塚歌劇 
   8 月 21 日、午後 3 時から 
一部：Musical、『The Lost Glory-美しき幻影-』 
二部：ラテン・グルーヴ、『パッショネイト宝塚！』 
星組の公演で、主演は、専科・特別出演の轟悠（一部

のみ）、星組のスター・柚希礼音、娘役・夢咲ねね。宝塚

歌劇は、一部は、”ベルサイユのバラ”上演などでお分かりの

ように、少⼥マンガをミュージカル化したような舞台で、⼆部

はレビューで、華やかで洗練されたラインダンスや踊りと歌と

豪華な舞台装置を楽しむことが出来ます。 

今回のジャングルをイ

メージした舞台はそれ

はそれは色鮮やかで、

情熱的でエネルギッシ

ュなサンバのリズムの

歌やダンスはすばらし

かったと思います。 

⻑岡さんと JR 大阪駅で待ち合わせ、美々卯で、おいしい

お昼を済ませてから出かけました。私は”⼤阪駅”、⻑岡さ

んは”新大阪駅”のことしか頭になかったので、小さなハプニ

ングがあり、待ち合わせには少し時間がかかりました。 
 

５．おまけ 
これは思った以上の良い経

験でした。Harmony '84
で昔一緒に歌っていた友達
が、宝塚の MIS（指導・指

揮：大浜敬子先生）で帰
国後歌っていらっしゃって、「⾒学に⾏ってもいいかなあ？」と、

普段ならこんなこと口から出てこない私ですが、ひょこっと言っ

てしまいました。服部公一の『紅花抄』、増田順平の『からた

ちの花』、サウンドオブミュージックより『わたしのお気に入り』な
どをメゾで練習しました。 

練習は、水曜日の午前中、10時から12時。9時からは、

毎回交代でパート練習をしているそうで、今回はソプラノで

した。先生が来られてからは、発声。お腹の筋肉やお尻の

筋肉をどの様に感じて発声するか、や、顔の筋肉の使い方
や表情（これは歌っている時に時々皆さんに忘れてるよー、

とか、思いっきり嬉しそうに歌ってー、とか言いながらご指導さ

れていました。）基本的には、どの先生も同じことをおっしゃ
るなあ、と思いながらも、より体会系だなあ、体⼒いるなあ、

と感じた 3時間でした。先生も団員も 3時間⽴ちっぱなし
です。椅子は用意されていて、たまたま他のパートだけが音

取りや集中練習になった場合だけ、『一寸座らせてもらお

う。』と腰掛けるぐらいです。年齢について⾔えば、私は中間

値ぐらいだなあ、と感じました。 

この日は、希望者はお弁当持ちで午後のボイストレーニン

グを受けるのだということで、「お弁当を持っておいで。」と誘
われましたが、午前中で失礼しました。 

先生は、「皆さん次第だけれど」と、前置きされた上で、「広
くいろいろな合唱団と出会うことはいいことだし、いろいろな

会場で歌う喜びを感じてほしい、できるだけそういう機会を

作りたい、いかがでしょうか？」と、琵琶湖ホールなど、いくつ

かの機会を団員の皆様に紹介されました。 
＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ 

次号、第 31号は 10 月 1⽇発⾏予定です。 
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