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ノルウエーの作曲家グリークの組曲「ペール・ギュント」ってご

存知ですか？元々、1876 年に初演された同じノルウエー

の劇作家イブセンの戯曲「ペール・ギュント」の劇音楽で、

後に全 27 曲の劇音楽の中から８曲が選び出され、４曲

ずつそれぞれ第１組曲、第２組曲と改作されたもの。 
 
時は、今年の５⽉３⽇（⽇）、場所はサンフランシスコの

デービス・シンフォニーホール、指揮者はスチーブン・ポールソ

ンで、第１組曲の「朝」がフルートのソロで幕開けをした。 
演奏するのは、2011 年に創設された Community of 
Music Makers と呼ばれるアマチュアの楽団。団員は、演

奏会の都度事務局に応募し定員になると締切りとなる。

各パートには、サンフランシスコ交響楽団の団員が１~２
名加わって引き締めている。 
 
北欧のショパンと呼ばれるグリークは、ノルウエーの⺠族⾳

楽から深い影響を受けた国⺠楽派の作曲家で、⽇本では、

数あるグリークの作品の中でも、この組曲とイ短調のピアノ

協奏曲（特に第１楽章）が有名です。 
 
この組曲は、別名「アニトラの踊り」とも呼ばれ、主人公ペー

ル・ギュントの財産を狙って妖艶なダンスで誘惑しようとする

中東のある部族の娘の踊りにペール・ギュントはまんまと騙

されて、砂漠で身ぐるみはがされてしまう。最初の「朝」は、 

雪のかぶった⼭々とフィヨルドに朝⽇が昇って⾏き⾚く染めて

ゆく状況が感じられる静かな美しい曲である。そして、その

次の曲は、彼の⺟であるオーゼの死を歌い、次の曲ではア

ニトラに誘惑される場面である。音楽はなかなか巧妙にそ

のことを想起させてくれる。 
 
さて話は変りますが、私の孫の晃は慶応のワグネル・ソサエ

テイー（オーケストラ）の２年⽣で、フルートを吹いている。

高校から始めて大学ではオーディションを受けて続けている。

私がこの楽団のワークショップのことを知らせたら、丁度ゴー

ルデンウイークなので是非参加したいと言ってきた。すぐに、

申し込みをしたがすでに締切り。可愛い孫のこととて、シンフ

ォニーの責任者に手紙を書いて入れてくれと懇願したところ、

わざわざ日本から来るのならと、OK になった。やれやれと思

うのもつかの間、今度は英語が出来ないからグランパも⼀

緒に出ろと言う。再び連絡を取りやっと準備が出来た。練

習をしたが、第２楽章がなかなか難しい。 
 
4 月 29⽇に、楽器別の練習が⾏われた。フルートは、サン
フランシスコ交響楽団のリンダ・ルーカスさんの指導で２時

間みっちり鍛えられた。 
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   夢の共演なる！ 
 

  会⻑ 松浦 功 

5月３日、Community of Music Makers 
ワークショップ（後列左から 2番目、3番目）
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5月 2日、火の鳥鑑賞 

Cedar Crestでのボランティ
アコンサート 

そして、本番の５月３日は、まず全体の音あわせ及び練

習。指揮者のポールソンさんはバスーンの首席奏者でもあり

すごく⽿がよく、ちょっとしたミスでも⾒過ごさずやり直し。孫

は、５年間⽇曜⽇を除く毎⽇６時間練習をしているので、

週末にちょろちょろと練習をする私とでは実⼒の差は歴然。

おまけに、先⽣は孫にソロをせよとおっしゃった。しかし、⾔葉

の不⾃由な彼は断った。さすがアメリカ、代わりに誰かと尋

ねられたら数名が手を上げてあっという間にソロは決まった。 
 
さて、当日孫と私は一番後ろの左から２人目と３人目に

席が決まった。二人とも、第１フルート。

演奏が始まると、全体の音の中に自分

の吹いている音がうまく馴染んでいる、そ

していいハーモニーを作っている。とても

気持ちがいい。そして最後まで気持ちよ

く吹けた。そして最後の音が終わって拍

手が聞こえると、ああこれで終わったんだ

という実感が湧いて来た。 
 
こうして私の「夢の共演」（競演ではな

い！）は、終わった。孫と私の名前が、

プログラムに載った。そして、私の忘れ得

ぬ思い出の一こまとなった。 

 
実はこれにおまけ

があって、サンフラ

ンシスコ交響楽

団の指揮者マイ

ケル T トーマス氏
から本番前日の

５月２日のコン

サートに特別招

待を受けた。最

高の席でストラビンスキーの「火の鳥」を鑑賞、感

激ひとしおであった。 
 
もう⼀つおまけがある。⽼⼈ホーム・介護施設な

どを音楽訪問しているグループ「聴いてもらい隊」

が、翌日４日にサニーベールのケアーハウス

「Cedar Crest」を訪問した際に、再度孫との共
演をした。モーツアルトのマジック・フルートから１

曲デュエットをした。孫は、その夜の⾶⾏機で帰

国した。彼の⻘春の⼤きな節目の一つになった

ことだろう。私事に関わる事を書きまして、大変

失礼しました。 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

関連団体コンサート案内 

San Francisco Symphony Chorus
& San Francisco Symphony 

【出演】 上田牧子さんが"San Francisco Symphony
  Chorus"のメンバーとして歌います。  
【場所】 Davies Symphony Hall 
 201 Van Ness Ave., SF, CA 94102 

♪Beethoven's Missa Solemnis♪ 
【日時】 2015年 6 月 10 日~13 日（土）午後 8 時
♪Beethoven's 5th Symphony & Jonathan Biss♪
【日時】 2015年 6 月 18 日（木）午後 8 時 

♪Beethoven's Marathon♪ 
【日時】 2015年 6 月 20 日（土）午後 7 時 

Chorale May 20 周年 
Ensemble Shiki 10 周年 合同コンサート

【日時】 2015年 10 月 10 日（土） 
【場所】 California Golf Club 
 844 W. Orange Ave., S. San Francisco 

北カリフォルニア⽇本合唱連盟
International Choral Festival 2015 
Music ~ the Universal Language 

【日時】 2015年 11 月 1 日（日）午後 4 時 
【場所】 College of San Mateo 
 1700 W. Hillsdale Blvd., San Mateo 

The Choral Project 
EARTHSONGS: Global Rhythms 

【出演】 福井良⼦さんが"The Choral Project"のメンバ
 ーとして歌います。 
【日時】 2015年 6 月 5⽇（⾦）午後 8 時 
【場所】 First Baptist Church 
 305 N. California Avenue, Palo Alto 
【日時】 2015年 6 月 6 日（土）午後 8 時 
【場所】 Mission Santa Clara de Asis 
 500 El Camino Real, Santa Clara 
【日時】 2015年 6 月 7 日（日）午後 5 時 
【場所】 Peace United Church of Christ 
 900 High Street, Santa Cruz 
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2002年 6月 

 

2003年 8 月、全米工業  2004年 5 月、ジャパンソサイ 
デザイン協会のコンファレン  エティーのディナーでジャスティン 
スでスピーチ   ロックフェラーさんと 

2003 年、ジャック･ジェファーズ⽒
（デュークェリントンオーケストラ）
に招待され、NY のライブハウスで 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
♪ アメリカに来られたきっかけは？ 
トヨタ⾃動⾞の駐在員としてニューヨークに赴任したのがきっ

かけです。 
最初のアメリカ訪問は、出張で、入社 4年目ぐらいの時、ダ
ラスで⾏われたトレンドフォーキャスト会議に出ましました。そ

の時連れていってもらったニューヨークの町がとても印象に残

っていて、デザインの仕事から言ってもインスピレーションに溢

れているので、こういう所へいつか⾏きたい、こんな所に住め

たらおもしろいだ

ろうなあ、って思

ってたんですね。 
この会議は、20
人ぐらいのグルー

プに分けられた

ワークショップで、

みんなで喧々

諤々ディスカッションするので、英語のしゃべれない僕には、

丸暗記してきた自己紹介をするぐらいが精一杯で、「わあー、

きょうもえらい目にあった。」と、ホテルの部屋に逃げ帰る 2
日間でしたが、その時に初めて出会った人たちが、みんなオ

ープンで、フレンドリーで、夜のレセプションでは、たくさん声を

かけてくれて、なんてすばらしい所なんだろうと感激しました。 
 
その後、アメリカに⾏きたくて、社内留学制度に⼿を挙げ、ニュ

ーヨークに 1年間留学させてもらったのが最初の滞在です。 
 
１年居たニューヨークは、デザイナーがインスピレーションを得

る場所としてすごくいいし、トヨタがやっていることを発信する場

所としても、感度の⾼い

オーディエンスが一杯い

るので、すごくいいと思っ

ていたので、『デザインの

拠点、リサーチの基地を

作りませんか？』と言う

企画を出しましたら、そ

れが通り、2002 年にニ

ューヨークに赴任すること

になりました。 

East Bay、ピードモント（Piedmont）在

住。家族は、妻と3人の息子、4月から妻の

両親が来てくれて 7 人家族になりました。僕

も⺟⽅の祖⽗⺟と⼀緒に育ちました。おじい

ちゃんおばあちゃんと会話ができるというのは

良いですよね。⼦供はそれぞれ、ニューヨー、

シカゴ、カリフォルニア生まれ。 
Institute for Creative Integration, Founder/CEO 

COLAB（TOYOTA Innovation HUB）Consultant, Design Strategy

第 23 回 突撃インタビュー 
 

来たバスには乗る！ 
 

   しん 

神奈川県⼤磯⽣まれ。 
⼤磯⼩学校、私⽴浅野中学・高等学校（横浜） 
武蔵野美術大学卒業。（空間演出デザイン学科） 
1992年：トヨタ⾃動⾞に⼊社。デザイン部に所属。

1996年：社内留学制度で1年間ニューヨークに留学。
2002年：ニューヨーク駐在員となる。 
2007年：トヨタ⾃動⾞を退社。 
2007 年：イリノイ工科大学（ Illinois Institute of
Technology）のデザイン学科の修士課程を1年で修了。
イリノイ⼯科⼤学院に研究助教として３年弱勤める。 
2011年：Institute for Creative Integration を起業。

血液型：O 型、     星座：天秤座 
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♪ Institute for Creative Integration を起業され

ましたが、具体的にはどういうお仕事をされるのですか？今

はですね、デザインリサーチです。 
色や形や素材のデザインを最終的に考え作り上げるのはデ

ザイナーの仕事なのですが、その一歩手前の、何を作ったら

いいか、どんなデザインテイストにしたらいいんだろう、どんなコ

ンセプトなんだろうとか、そこが皆さん知りたいところなんです

ね。いろんな調査リサーチから、クライアントのインターナルデ

ザイングループの方々が自信を持ってデザインをできるように、

デザインのコンセプトやインスピレーションを⾔葉やビジュアル

で届ける、最終的に、そうですね、“デザインランゲージ”って

言うんですけれど、３つとか 5つの形容詞で現します。そこま

でがわれわれの仕事です。 
例えば、⾃動⾞であれば、⾃動⾞の実際のユーザーのお

宅を訪問してインタビューしたり、⾃動⾞の使⽤状況をお伺

いしたり、実際に、通勤だとかお買い物に⾏く状況を同乗し

て観察をさせていただきリサーチします。電話をどうやって繋

いでるんだろうとか、電話どこに置いているんだろうとか、運

転中に何かの操作をしているけれども、何かできなかったよ

うだとか、そういう観察とか、お話を伺って、本当はどうしたい

んだろう、本当はどうしたいのに実は何が無いんだろうみたい

な事ですね。 
＂Integration＂という⾔葉は、融合とか統合とか⾔う意

味で、いろんな仕事をやってみると、結局最後は何かという

と、お客様の生活のことだったり、生産性のことだったり、コス

トのことだったり、あるいはエステティック、その美しさのことだっ

たり、いろんな事を考えなきゃいけない。それをどうやってエレ

ガントに統合するか、纏め上げるか、そこが一番大事で、そ

れを大事にしたい。 
物作りのこと、人のこと、その両方のことをよく調べて、それを

上手に統合していくことを、目ざしています。 
 
デザイン思考（Design Thinking） 
トヨタを辞めた後、デザインの世界でももう少し勉強したいこ

とがあったので、シカゴに引っ越して、イリノイ工科大学のデ

ザイン学科の大学院へ 1 年⾏きました。1 年で修了するコ
ースがあったので。 
エスノグラフィーと言って、ユーザーをよく観察する、お家に訪

ねてインタビューをしたり、⾞なら⾞に乗っているところを観察

したり、ガレージを⾒せてもらったり、トランクの中にどんなも

の積んでいるのか⾒せてもらったり、観察をしながら、いろん

なニーズを⾒つけるという、そういう⼿法を、いろんなプロセス

やフレームワークを使って最後にコンセプトを出す、という、そ

ういうことを勉強する学科です。 
僕がずっとやって来たいわゆる絵を描いたり形を作ったり、素

材を考えたり、デザインを考えたりとはちょっと違う、もっと問

題解決型。『デザインシンキング』とかいうんですけれど、日

本でも⼤流⾏になっています。この辺りでは、スタンフォード

の d.school というのが有名。もともとはスタンフォードの

d.school とかイリノイ工科大学のデザインスクールとかが始

めた手法です。 
 
♪ 道を開いてくれた恩師 
大磯の家の近くにご夫婦とも芸大を出られた先生がいらっし

ゃって、小学校３、４年の時からずっと絵を習っていました。

この先生から人生の事をいろいろ教えてもらって、高校で進

路を決める時に、美⼤に⾏く道を決⼼することができました。 
大学では工業デザインではなくて、ファッションとかテキスタイ

ルのデザインをやりたかったのですが、ちょうど僕が⼊る年に、

武蔵野美術大学に、空間演出デザイン学科ファッションデ

ザイン専攻というのができ、初代のディーンとして来られた先

⽣が、⼩池⼀⼦さんで、この⽅は無印良品ブランドのディレ

クターや広告業界でコピーライターやファッションデザイナーの

仕事を世界に向けプロモートして紹介していくということをさ

れていた方。最終的に専攻を決めたのは、その先生に非常

に興味があったからです。 
ファッションデザイン専攻ですから、一通り布をいじって形を

作るというのもやりましたけれども、僕はどちらかというと、物

の形を描いたり作ったりする一歩手前にある、コンセプトを

考える、企画を練る仕事のほうがどうも好きなんだなあ、と

いうことが、大学へ入ってからわかりました。そういう選択もこ

の先生からは大歓迎されました。 
 
♪ 趣味は、 
コーラス、テニス、ゴルフ、ランニングです。 
コーラス：今年の 1 月からコラール・メイに入れていただき、

今のところ皆勤賞です。とにかく 2週間に一回のことなので、

総てのスケジュールに優先しようと今は思っています。先日も

LA に⾏ってたのですが、会議を最後 15 分ほど残して⾶⾏
機に飛び乗って帰ってきて、7 時の練習に間に合いました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2015年 3 月 21 日、SF こころで、初舞台（左から 6 人目）
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2014年 oaklandarathon 

2006年、NY marathon 

昭和 52年 
TBS 主催のこども音楽コンクール 

東日本大会で一番になった時 

テニス：去年ぐらいから、⽇曜の朝は毎週テニスをやってま

す。ピードモントのコートで、East Bay の方々が集まってや

っています。 
ゴルフ：ゴルフもたまにやりま

すけど、なかなかできません。 
マラソン/ランニング：フルマラ

ソンはもう 1 年ぐらいは⾛って

無くて、去年オークランドマラソ

ンを走りました。今までの最高

記録はずいぶん前の話ですが、

ニューヨークマラソンで 4 時間

ちょうどぐらいです。アスファルト

を走ると最近はひざを痛めるので、カリフォルニアに来てから、

トレールランニングと言って、山のトレールを走るレースがある

んですが、それに時々出ます。

あれはいいですね。坂だから

大変だと思いますけれど、下

が柔らかいので、とても足に

優しく、コンクリートの上を走

ったりアスファルトを走るのより

はずっと良いですね。 
通 勤 の 一 部 を 走 っ ち ゃ

え！ 
走る練習をする時間が取れ

無いので、通勤の一部をよく

走ります。昨日も走りました。

ピードモントの山の上から、オ

ークランドのジャックロンドンの

フェリーターミナルまで、大体 7キロ弱ぐらい走って、フェリーに
乗って、フェリービルから会社までまた走って、会社でシャワ

ー浴びて着替える。頭すっきりして良いですねえ、朝⾛るの

は。何に乗るかで⾛る距離が変わるんですけど、フェリーが

⼀番⻑く、バートが次で、バスに乗るのが⼀番サボれます。  
♪ 音楽は、子供のときにピアノとコーラスを・・・ 
3 年⽣の時から 6 年⽣まで 4 年間、⼤磯町⽴⼤磯⼩学
校の合唱団に入っていました。団員は、希望者の中から入

団テストで選ばれます。すごく楽しかったです。 
音楽の先生の大塚正夫先生が指揮で、ピアノが福井靖史

先生。大塚先生は小田団を作った創設メンバーの一人。す

ごく厳しい先生で、かなり本格的でした。毎朝ほかの子供た

ちより 45 分早く登校して、ラジオ体操、腕⽴て伏せ、腹筋

20 回から始める。それで、発声練習して、ちょっと歌って、8
時半になったら⾃分の教室に⾏く。それを学校がある⽇は毎

日、4 年間続けました。コン

クールとかレコーディングが近

くなると、もちろん放課後の

練習がほぼ毎日あって、

NHKのコンクールなんかにな
ると、本当に暗くなるまで練

習する合唱団でした。神奈

川県で当時 120校ぐらい小
学校があって、僕がいた時は 13年連続最優秀賞を取ってい
て、ほかの学校をまったく寄せ付けなかった。 
湯山晃さんのオペラ

を歌ったり、NHK、
TBS のコンクールに

出たり、当時音楽之

友社が出していた、

子供のための合唱曲

集、という 20曲ぐらい
入った楽譜があって、

それのレコーディング

もしました。 
大塚先生の師匠の

福永陽⼀郎先⽣や、

関屋晋先生とか山

田一雄先生とかが時々ご指導に来てくださった。 
山田一雄さんが指揮で、マーラーの『千人の交響曲』を藤沢市

⺠会館で、⼤⼈の合唱団と⼀緒に歌わせてもらった。レコード

で残っています。 
1980 年に同じく藤沢で、福永先⽣が指揮のオペラのカルメン

にも出ました。藤沢市は音楽がすごく盛んなんですね。 
 
歌に関しては、それっきり遠ざかっていて、メイで歌うようになる

まで、35年あります。 
いつか歌いたいなあってずっと思っていたところ、たまたま森さん

に声をかけていただき、去年のクリスマスのコンサートに⾏かせ

ていただいたんです。三浦先生とお会いして、やってみたいとい

うと、ぜひいらしてください、と言われ、これはもうご縁があってチ

ャンスだ、と、1月からお世話になっています。 
好きな音楽は、 
クラシックではあまり詳しくないんですが、楽器だとクラリネット

の音が好きなんですよ。ファゴットの音とか。すごく優しい、人

の声に近い。ひとつ好きなのはモーツアルトのクラリネット協

奏曲。ジャズだと、ベニー・グッドマン。 
ポピュラーでは坂本龍⼀とか⽮野顕⼦、あのご夫婦はすご

いですよね。すごく好きで、昔からよく聞いています。 
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本年もよろしくお願いします。 

♪ 妻とは、スキューバーダイビングで出会いました。 
社内結婚です。トヨタのスキューバーダイビングのクラブがあっ

て、静岡の大瀬崎って⾔う所へたまたまみんなで潜りに⾏って

そこで知り合いました。Buddy っていって男⼥がペアになるん

ですが、たまたまペアになったんですね。それでお付き合いが

始まりました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
♪ ニューヨークに置き去りにされた花嫁！ 
新婚旅⾏はアメリカ（ニューヨークとボストン）とバハマへダ

イビングしに⾏ったのですが、新婚旅⾏の帰りに、彼⼥を

JFK空港に置いて来た。僕は一人で帰って来ました。 
僕はもうアメリカへ必ず来るつもりでいましたので、ちゃんと馴れ

ておいてもらわないと困るなあと思って。英語を勉強してもらう

ためです。コロンビア大学の ALP（American Language 
Program）って言う、英語の学校に『2 ヶ月ぐらいがんばって

来て。』、『⾯⽩いから⾏ってご覧、友達もできるから』って⾔っ

て、寮に住まわせて、そこへ突っ込んじゃったんですよ。もちろん

予定の⾏動です。僕が申し込みをどんどんやって。彼⼥は海

外の経験は初めて。英語はそんなに急にうまくなるわけじゃあ

ないんですけれど、アメリカのカルチャーにすっかり慣れて帰って

来ました。それは夏。そうしたら彼⼥は味をしめて、「もう⼀回

私⾏きたい。」、「今度は私⾃分のお⾦で⾏くから、ニュージー

ランド。」って言い始めて。ク

ライストチャーチに、一ヵ月

半を 2 回、クリスマスをはさ
んで合計3ヶ⽉ぐらい、寮に
⼊って、⾏ってしまいました。 
そういうことがあったので、こ

ちらに赴任して来た時に、

ケーブルテレビに電話する

事とか、ユーティリティー付

けてもらうのとか、そういう

家の事全部やってくれたの

で、ものすごく助かりまし

た。 

♪ 愛読書は？ 
最近はビジネス書ばっかり読んでいていやなんですが、 
10代の後半の頃、好きで読んでいて、すごく影響されたのが、
漱⽯の『三四郎』『門』『こころ』あたりですね。人間のエゴと

か恋愛のいろんな関係の中でどろどろした話とか、ああいうの

を読むと、ああ、人ってみんなこうなんだなあ、みんな弱さもあ

るし、みんななにかしまったなあということもあるし、みんなそう

いうものを抱えて生きてるんだなあ、というのを、すごく感じた

んですね。そのあたりから、ああ、そんなに構えないんでも良

いんだ、弱いところを隠そうとしないで、弱いところは出しちゃ

っても良いんだ、僕こういうところだめなんですよって、むしろ

言っちゃうことでいいんだなあ、と思えるようになりました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
♪♪ 夢は・・・＂もう⼀度ピアノをやりたい！" 
５才ぐらいの時にカワイのオルガン教室に⾏き、⼩学校 1
年⽣でピアノに切り替え、中学 1 年⽣ぐらいまでやりました

が、すごく中途半端で終わっちゃった。 
ここ何年か坂本龍⼀のピアノの曲が好きで聞いてるんですけ

ど、弾けるようになりたいなあ、と思っています。 
 
♪♪ 『来たバスには乗る。』 
なにか物事の流れとか、ご縁とか、巡り会わせとか、そういう

言うことがあった時は、すっと乗るようにしています。 
世の中にいろんな生き方とかいろんな職業とかいろんな国と

か住む場所も含めていろんな選択肢があるけれども、自分

の周りを通りかかったものっていうのは、それだけですごい縁

があることだから、それは逃さないようにしています。 
『来たバスには乗る。』 それが私の生き方です。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

小さい頃は、天文学者になりたかった。

 
（2015年 5 月 14日、インタビューの後）

0歳   4歳 

では、

仕事に戻ります。

移動は 
⾃転⾞が⼀番！
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４月のコンサート前の練習中の様子から。＂Luminous 
Light of the Soul＂ の歌の最後のところを So---ul と⻑く
伸ばして終わる時に The Choral Project（TCP）の指

揮者ダニエルが突然、「今⽇は⼥性向けにいい説明を考え

てきた」 と言いだしました。私はいつも So---ul のオーの発

音で、口をもっと縦に開いてとか、口先で声を出すのでなく、

もっと奥⾏きのあるオーの発声を、と毎回同じ事を注意され

ていたので今日は何を言われるのかと思ったら…  「Hi all 
Sopranos and Altos, 片手を上に向けて前に出して。そ

こにチョコレートケーキの⼩さい⼀切れを乗せたつもりで。薄

暗い Kitchen だ。誰も⾒てないぞ。おいしそうなこの⼀切れ、
ゴクリとつばを飲み込んで、食べちゃおうっと、手を口に持っ

ていって、今まさに食べようとしたその時、ちょうど Kitchen の

ライトがついて、あ、⾒つかっちゃった！そうそう、その⼝の形

だ。そのまま、オーッと発音して。そう、それだ！”That’s it! 
Remember, that is the one I want!! “」 
そして、「もう Ladies に説明するのは手間がかかるなあ」と

か何とかつぶやいて、次は男性達のほうを向いて「Guys 用

の説明はいつものとおり、Simple.」とニヤリとして言いながら

後ろを向いて急に、「オー！窓の向こうにゴージャスなビキニ

娘が歩いているぞおー！！」と、（まさか、いるわけないでし

ょ。）そして指揮棒を一振り、そうしたら何と、男性全員が

⾒事な「オーーーッ！」の発声。全くもう、思わず笑ってしま

いました。確かに単純ですね、これは。 
 
南カリフォルニアへ演奏旅⾏ (2/21 – 24) 
２月には私が TCP に⼊って初めての演奏旅⾏がありまし

た。Southern California Tourで、出発前日20日のLos 
Altos に始まり、21 日 Visalia, 22 日 Los Olivos, 23 日

Palm Desert の順に貸し切りバスで訪問しました。私は、
暗譜の必要な曲をバスの中で練習しようと楽譜のバインダ

ーを持ち込んで後ろから 5 列目くらいに席を確保。ところが

そこはちょうど学⽣･若者軍団のすぐ前の席だったので、後ろ

のほうが余りに騒がしく練習どころではありません。ところで今

度の旅⾏には Andy がサプライズを持ってくる、との噂が出

発前から流れていました。さては彼⼥への（アルトの⼀⼈が

彼のガールフレンドでいつも一緒なので、ひょっとしたら）指

輪か、と思ったのですが。何と、バスの中でおもむろに彼が取

り出したサプライズは意外に大きな箱。中から出てきたのは

ウイスキーの大瓶でした！ それだけでなくレモンとライムのス

ライス、炭酸水まで誰かが準備していて、バスが出発してハ

イウェイに乗ってまもなく、後ろの席のほうからウイスキーをす

すめられてビックリ。今から飲んいでたらバスの中で練習出

来なくなるので断ったのですが、私の後ろの席から後方の人

たちは飲み始め、だんだん飲めや歌えの楽しい⾞中宴会の

ようになってきました。これって、以前に伺った SFFC さんが

LA に⾏ったときのバスの中とは正反対ですよね。念のため、
年上メンバーの⼤半は学⽣達から離れた前⽅の席に座っ

ています。バスの中が騒がしくなったら耳栓をして。でも指揮

者ダニエルやその他数人のメンバーの人達は一緒のバスに

乗らずに⾃分の⾞でバスについてきます。バスの中にあと数

人は乗れる余裕があるのにどうしてだろうと思っていたので、

何となくその理由がわかりました。 
 
そして2時間ほど騒ぐと酔いがまわって眠くなったのか、後ろが

静かになってきました。その約1時間後Visalia の教会に着

き、まずはライザーの設定と並び順を決め、発声練習。でも

後ろに⽴っているTenor のあたりから何となく酒臭いにおいが。

それで後ろを⾒ると、マアマア気にしないでと前を向かされて、

それでも私は少し気になりました。通し練習が終わり、控え

室で軽食が出て、それから着替えて本番。でも本番のときは

食事をした後だったせいか特ににおいもなく、コンサートを無

事に終えてお客様には大好評でほっとしました。 
 
その晩は Visalia の Holiday Inn で 2 人 1 組でチェックイ

ン。それぞれ自分達の部屋に入りゆっくり休もうと思ったら、

廊下でゴゴ、ゴゴ、と変な音が。何だろうとドアを少し開けて

⾒たら男⼦学⽣さんがシャワーのあと腰にタオルを巻いたま

まの格好で、隣の部屋から別の部屋へテーブルを押して運

4 月のサンタクララでのコンサート 

The Choral Project（その 2）・・・・・チョコレートケーキとビキニガール 
コーラル・コスモ 福井良⼦
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バスの中で Kazoo を吹く学生達 

んでいるのです。We are playing games in that room と

か。しばらくしてさっきの学生さんから部屋に電話がかかって

きて、Please come to the room 262 との事。せっかくのお

誘いなので⾏ってみたら、さっきのテーブルともうひとつテーブ

ルを並べてドリンク・おつまみコーナーができていました。そこ

に 20 人くらい集まっていて 2 チームに分かれて⾔葉の連想
ゲームのようなものをやっています。一緒に参加してたら結

構面白くて、気がついたら夜 11 時過ぎてしまいました。次

の朝が早いので私達はそれまでで退散。若い⼈達は 12 時

過ぎまで遊んでいたそうです。 
 
次の日 (2/22) は午後 2 時半からのコンサート。Solvang
から 10 分くらい牧場を通る田舎道を走った何もないところ

に建っている教会でした。こんな辺鄙なところにまでお客様

達が来るのだろうかと不安になりましたが、教会の⼈によると

チケットは完売だそうです。このような場所にまで出張演奏

に来てくれるのは非常に稀なことなので、みんなこのチャンス

を楽しみにしていたそうです。コンサートの時間が近くなるとど

こからともなく大勢のお客様が集まってきて席が一杯に。お

客様の中にはかなりの⾼齢者も多く⾒えました。帰りは⽥

舎道を運転して帰ることを考えると、なぜ昼間の明るいうち

にコンサートが企画されていたのかがわかります。大きな木

造の教会は、素朴で温かい雰囲気で素敵でした。 
 
さて 3 日目(2/23) は Palm Springs のもっと先の Palm 
Desert でのコンサートです。そこに着くまで昼食をはさんで

バスでおよそ 5 時間、こんどは学生さん達が小さな笛のよう

な Kazoo という

楽器をいくつも

出してバスの中

でブーブーと吹き

ならし、混声 4
部や 8 部の曲の

それぞれのパー

トをブーブーと合

奏（変奏)）し

たりしてふざけ合

い、バスの中はとっても楽しく賑やか。こんな事なら次回は

必ず耳栓を持ってこなくては。でも誰かが指揮者ダニエルに

携帯で「実況中継」して報告したのか、Rest Stop の際に

ダニエルがバスに乗り込んできて学生達に向かって＂

Behave, please!" 雑音を出すのは控えめに、みんなの事

も考えろ、と説教、それで急に静かになり落ち着いて景⾊が

⾒えるように。美しい⼭々と風⼒発電の風⾞がたくさん⾒え

てきました。 

そして Palm Desert の町に着いてビックリ、何と＂Welcome 
The Choral Project＂の大きなサインがかかっているではあ

りませんか。その

向こうに私達が

泊まる Holiday 
Inn があります。

ま る で 日本の

温泉地の旅館

に あ る 「歓迎 
○○御⼀⾏

様」の看板のよ

う。そして、今

回のツアーで一番大きな教会がここの St. Margaret’s 
Episcopal Church でした。礼拝堂は新しくてきれいで、祭

壇の周囲に礼拝⽤の⽴派なレールが取り付けられています。

ここは夜のコンサートなので食事の後すぐ着替え、リハーサル

と出入りの練習。ひととおり終わってステージ（祭壇）後方

の階段を下りようと列をつくっていたところ、数⼈の男⼦学⽣

が近道をしようとステージの前の礼拝用のレールをひょいと飛

び越えていました。それがダニエルに⾒つかり、ダニエルがすご

い剣幕で＂Don ’ t jump there! Here is the sacred 
place!!...＂と叱りつけ、もし日本語だったら 「こら！ここは神

聖な場所なんだぞ。祭壇の上からレールを飛び越えるヤツが

あるか！教会のスタッフに⾒られでもしたら The Choral 
Projectの評判がすっかり落ちるぞ。バカ者！」のような感じで
しょうか。学生達はやり直しを命ぜられ、すごすごと後ろの階

段の上り下りをさせられています。それを⾒ながら⼥性のだれ

かが＂He is fathering." とつぶやいていました。ここでは振り

付けのある曲の途中で練習中にひとりライザーから危うく落ち

そうになったり、疲れが出たのか具合が悪くなって休む人が出

たりしましたが、この教会でのコンサート本番が今回のツアー

の中ではコーラスの出来が⼀番良かったように思います。 
 
さてツアー最後の晩です。ホテルの部屋割の都合でアルト I
のパートリーダーの部屋がたまたま広かったので、そこに買っ

てきたドリンクやスナックを並べてパーテールームにして、みん

なが集まって今回のコンサートの打ち上げ会というか、お楽

しみ会。でも私は何だか気疲れしていて少しのワインで眠く

なり、12時前に部屋に戻って寝てしまいました。その後は学

生･若者達で夜中の 12 時からタレントショー（？）などを

やって 3 時半まで騒いでいたそうです。 
 
それで次の日は、Palm Desert から San Jose までのバ

スの中で学⽣・若者達は全員昼頃まで眠っていました。あ

〜とっても静か〜 。でもLunch stopの後に彼らはいつもの

Palm Desert にあったバナーサイン
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ツアーバスの前で

元気を取り戻し、だれからともなく歌いだして次第にいろん

な歌のオンパレードに。はじめは私の知らない pops 系の歌

だったのがいつの間にか映画音楽になり、しまいにはコーラル

コスモの定演曲 "A Whole New World" も出てきました。

あ、これは知ってると一緒に歌いだしたら、彼らの歌詞がとん

でもない替え歌になっていたりなど。さてみんながしっかり目

が覚めているときに「忘れ物係」からのアナウンス。Palm 
Desert の教会の控室と、打ち上げの後の部屋に残ってい

たという、楽譜の入ったバインダー1 冊、折りたたみ傘、それ

と男物のパンツ（何で？）。それぞれ後で無事に持ち主に

戻りましたが、バインダーをなくしたという人がもう一人出てそ

のときは⾒つからず、誰か 2 つバインダーを持ち帰っていた人

が次の練習日に申し出て OK でした。 
 
いやあ〜まったくいろいろありましたが、これだけのイベントを

企画した実⾏委員たちの努⼒は⼤変なものだと思います。

それに加えサポート（Singer ではありませんが、一緒のバ

スに乗ってきてコンサート会場の受付の設定、プログラムの

準備、チケット・CD 販売などのマネジメント）の⼈達も良く
やってくれました。3泊4⽇のバス⾞中の賑やかさにも関わら

ずしっかり任

務を果たした

バ ス の運転

手さんには、

みんながサイ

ンした Thank 
you card と

チップと、4 月

のコンサート

のチケット 2枚をプレゼントしました。 
 
最後になりましたが皆様ぜひ 6月の TCP Concert にい
らしてください。今回は、ファミリー向けの、バラエティー豊

かな曲目ですのでお楽しみに！  
http://www.choralproject.org/tickets/ 
6 月 5、6、7 日に、"Fix You","Let the River Run"、
"Frozen".などを歌います。詳しい日時、場所は、P2 の関

連団体コンサート情報をご覧ください。 
 

 
 
 

♥ 思い出のひとコマ ♥ 
Chorale May、Ensemble Shiki、SF Forest Choir 

合同コンサート（11th Annual） 
2015年 5月 31日（日）午後 3時 

 
 
 
 
 
 
 
 
サンフランシスコの Pine United 
Methodist Church において、 
三浦るり子先生が指導をされ 
ている 3 つのグループの合同コ 
ンサートが⾏われた。 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

SFFC＆Fumihiko Kanagawa（Violin） 

【プログラム】 
アンサンブル四季：サリー マライズ、風が 
コラール・メイ：夜の歌、琵琶湖周航の歌

SFFC：こきりこの歌、この道、蟻の夏 
コラール・メイ：オーラ リー 
アンサンブル四季 
  ＆Hanako Ellis（Clarinet）： 
Sunrise Sunset､When You'er Smiling
SFFC：Ojos Claros Serenos 
SFFC＆Fumihiko Kanagawa（Violin）：

Shule Aroon

アンサンブル四季＆Hanako Ellis（Clarinet） 
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3月 29⽇午後４時、ディレクター⾹川恵⼦さんが率いるコ
ミュニティーオペラによる＂蝶々夫人＂がサンノゼ Historic 
Hoover Theater にて公演されました。このプロダクションに
よる公演はほぼ毎年の頻度で⾏われており、これまでに椿

姫、ドン ジョバンニ、フィガロの結婚等のオペラを全幕では

なく、１時間半ほどに短縮し小規模のセッティングで観客の

皆様にオペラという芸術を肌で感じて一緒に体験して頂い

ています。声楽でいう息遣いを間近で感じてもらうことにより、

オペラの持つ音楽と感情のドラマ、ダイナミクスが観客に近

距離で伝わり、⼀体感を⽣み出すというのがこのプロダクシ

ョンの醍醐味と⾔っても良いと思います。 
 
さて今回私は蝶々さんのいとこ芸者〔コーラス〕役とピンカー

トンの妻、ケート役で出演させて頂きました。当日は朝から

コーラス役の⼥性は⽇本髪にセットするために美容院、着

付け、メークと大忙しでした。男性陣も朝から大道具、小

道具等を運んだり、照明、音響のセッティングなどやることは

山ほどあります。もちろん自分達で全てできるわけではない

ので、様々な方々に手を差し伸べて頂いて、オペラというの

は⼤勢の⼈の協⼒があって初めて運営できるものなんだ、と

いうことを毎回つくづく感じます。 
 
この蝶々夫人というオペラについては、プッチーニという作曲

家の特徴、この時代はヴェリズモが入ってきているので、まず

⾔葉とそしてその⾔葉の持つ意味が⼤切でそれが⼀番前

に出てこなければならず、そのためにはイタリア語という言語

の持つ＂息を使った⾔葉の強弱＂と＂⾃然な間＂を正し

く理解していなければなりません。そしてその強弱と間が説

得⼒に⼤変重⼤な役割を果たす、というメカニズムになって

います。日本語、というあまり息を使わずに話せてしまう言

語が⺟国語の私達にとってこれはかなりのチャレンジ

ですが、間の⼤切さに関しては⾳楽だけに限らず演

劇、歌舞伎や他の芸術でも、またお笑いでも共通の

ものです。そんなことを頭に⼊れながら更に“息で感

情を表す”というチャレンジもあり大変な作曲家です。 
 
今回のエレクトーン奏者の真由美さんは、エレクトー

ンというデジタルな楽器を⽣⾝（アナログ）の彼⼥

が演奏することにより音は完全に生身になっていて、

しっかりと彼⼥の息遣いが聴こえました。観客が何に

感動するかというとやはり生身の音に感動するわけ

で、エレクトーン一台であそこまで多彩な音がでるという現

代のテクノロジーも凄いですが、それを奏でる奏者がいなけ

れば音楽は生まれないな、と思いました。 
 
劇場は可愛らしいスパニッシュ風の建物で３時半を過ぎた

頃から続々と観客の皆様がいらしてそれと共に熱気とエネ

ルギーが満ちてきました。蝶々さん役の恵子さんは白無垢、

コーラスの⼥

性は色とりど

りの着物で

舞台に上が

った時はお

花畑のよう

になり、歌の

方もみなさ

ん練習の成

果もあり、着物や髪型、お化粧でその気になった効果もあ

り（笑）一幕の登場シーンは大成功でした。この蝶々さん

率いる芸者さん達の登場シーンはメロディーの融合も⼤変

美しいですが、このシーンがどれだけ華やかに美しく決まるか

によってこれから起こる悲劇がどれだけの説得⼒を持つか決

まってくるので非常に⼤切なシーンなのです。 
 
その後蝶々さんとピンカートンは結婚しますが、ピンカートンは

蝶々さんを置いてアメリカに帰ってしまいます。ゴロー（健之さ

ん）とヤマドリ（康浩さん）は蝶々さんにピンカートンを諦め

るよう説得しますが蝶々さんは聞き入れません。健之さんと

康浩さんは、コーラルコスモを代表する２大テノールで、演技、

歌共に難しいコミカルな役を巧みに表現していました。 
待ち続ける蝶々さんは、シャープレスにピンカートン宛の手紙

を託し、二人の間の子供のことを告げます。（この幕のアリ

   蝶々夫人 BY コミュニティーオペラ    マーマン有希子 
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ア＂ある晴れた日に＂はあまりに有名です。）しかし既にア

メリカでアメリカ⼈⼥性と結婚していたピンカートンは驚き、⽇

本に⼦供を引き取りに来ますが、蝶々さんは彼の裏切りに

絶望し自害します。この３幕の蝶々さんが、ピンカートンが

自分を迎えに帰ってくると信じて眠っている間、ピンカートン、

シャープレス、スズキさんの３重唱はとても美しく哀しく、私を

含めてこの場面の音楽が一番好きな人は多いと思います。

ピンカートン役のマイケルさん、シャープレス役のクラッセンさん、

スズキ役の美帆さんは３⼈で⾒事にこのクライマックスを奏

でていて、その後の蝶々さんが絶望して自害するまでのシー

ンは、蝶々さん役の恵子さんは、歌はもちろんですが演技も

素晴らしく蝶々さんの悲哀を切実に表現していました。 

公演が終わった後はホッとしたのと、終わってしまって残念、

という気持ちが交じり合い、共演者のみなさんと打ち上げの

お食事にご一緒した際は何ともいえない感慨がありました。

そして⾒に来てくださった⽅々、協⼒してくださった皆様への

感謝の気持ちがじわじわと沸いてきました。やっぱりオペラは

楽しい！また一緒にやりたいですね！ 
マーマン有希子（コーラル・コスモ賛助メンバー） 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

♥ 編集後記 ♥ 
ご存知のように、連盟だより発⾏の前⽇、5 月 31 日は、サ
ンフランシスコの、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の合同コンサートがありました。 
上の写真は、その時のものです。（P.9 の『思い出のひとコ

マ』の記事ももどうぞご覧ください。） 
選曲もよく、＂風が＂や＂夜の歌＂、"オーラ リー＂などは
穏やかにハモッていて、＂蟻の夏＂は楽しくて、四季さんが歌

う＂Sunrise, Sunset＂、＂When You're Smiling＂には、
プロのクラリネット奏者、エリス華子さんの演奏が、SFFC さん

の＂Shule Aroon＂には、慶応のワグネル・ソサイエティー

（オーケストラ）のコンサートマスターをされていたという⾦川

文彦さんの演奏が加わり、楽器演奏だけの部分をもう少し聴

きたかった感はありますが、とても格調の高いコンサートで、会

場に気持ちのいい⾳楽が流れ、あっという間の 1時間でした。  
明るくて開放的な会場は人の動きや表情がステージも客席も

よく分かります。写真を撮るためにうろちょろするのは皆様に目

障りだろうなと気になりながらも、何かの時に使えるかと、編集

者は写真を撮っています。皆様が参加されますコンサートやイ

ベントは楽しみにしていますから、できるだけ出かけて⾏って、

できれば写真に収めておきたいと思っています。参加されること

が決まりましたら、すぐ、いつでも、情報をお寄せください。 
 
SFコンサートの前日の 30日は、私も歌うHarmony'84の

コンサートで、その前日は午前中のコーラスの練習の後、こ

ころのボランティアアプリシエーションパーティー（細川綾⼦さ

んのジャズ演奏）に⾏き、その前は、＂Fortnightly Music 
Club（恵子先生、コスモ関係）、＂かけはし＂と、とても
主婦とは思えない週末の過ごし方（ある意味主婦でない

とできない過ごし方）をして、写真を撮りに（本当は音楽

を聴きに）出かけて⾏くのです。 
 
原稿もお寄せください。お待ちしています。そして、最後にな

りましたが、いつもご協⼒本当に有難うございます。 
 
まもなく、ベイエリアの義務教育の学校は⻑い

夏休みに入ります。子供たちもそのご家族も、

楽しい遊びやお稽古事や将来に向けての勉強

や、忙しいけれど普段と違った経験がたっぷりで

きる熱いシーズンでもありますね。 
お体にお気を付けてお過ごしください。 
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Sopianos.Com Presents、9月 12日（土）午後６時、
"Love, Romance and Passion 3" to benefit Ballet
San Jose / Ballet San Jose School をします。 


