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ボードからこんにちは 
 

2017 年国際合唱祭まであと５ヶ⽉︕ 

合同曲決定︕ 
 
合唱連盟主催 2017 年国際合唱祭、ボードメンバー全

員の⼒を合わせて準備を進めています。以下、現状報告

します。 
 
― ⽇時︓11 月 5 日（日）午後 4 時頃からの予定 

― 場所︓College of San Mateo 

― 参加者︓連盟参加の 4 団体。プラス、現在外部団

体に声かけ中。まだまだ参加者追加募集中︕皆様の

周りで興味持って頂けそうな団体がいる場合は、ボード

メンバーに相談下さい。 

― 合同曲︓「We are the World」に決定︕（リンクご

参照。試しに聞くことも可能）楽譜は各団体でご手配

下さい。みんなで盛り上がって歌いましょう︕ 

https://www.jwpepper.com/1559798.item#/su

bmit 

― 合同曲指揮者は、Stanford のサノ先⽣に決定︕ 
 
今回合同合唱の指揮を快くお引き受けくださったのは、Dr. 

Stephan M. Sano、サノ先生です。サノ先生は、日系３

世。現在スタンフォード大学音楽学部の主任教授で、

Stanford Chamber Chorale and Stanford 

Symphonic Chorus を指揮していらっしゃいます。 

サノ先⽣の指揮による合同合唱、楽しみですね︕ 

 

 

参加団体が決まり次第、プログラム構築、広告宣伝、

様々な係決め、保険手配、レセプション、等、多様な準備

が始まります。皆様のご協⼒が不可⽋ですので、引き続き

どうぞよろしくお願いします。 

 

共同実⾏委員⻑ 森 知久、近江 真由美 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 北カリフォルニア日本合唱連盟 

   連 盟 だ よ り 
  http://www.jcfnc.org      2017年 6 月 1⽇発⾏ Vol. 47

 

連盟の活動について、ご意⾒、アイディア、ご希望などがあ

りましたら、各団体のボードメンバーにお伝えください。 

次回ボードミーティングは、 

8 月 18⽇（⾦曜⽇）午後 7時〜
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♪ ⾳楽、コーラスとのかかわり︓ 

⻑年、商売上懇意にして頂いております甲川⽒よりのお誘

いで、アンサンブル四季のベース部へ 2008 年１⽉に⼊会

しました。この年まで、妻のお茶のお仲間以外、⽶国の⽇

系社会とは全く疎遠で有りましたので、今回皆様の仲間に

加えていただき感謝しております。2008 年６⽉に南カリフ

オルニアで開催された第３回合唱祭は、南加のメンバーの

数には圧倒されましたが楽しく過ごせました。合唱は、今で

は若返りと脳トレと健康のためになっているので皆様にご迷

惑をお掛けせぬ内は頑張りたいと思って居ります。 
 

♪ ⾯⽩かった合唱曲︓100 万本のバラ 
 

♪ 好きな合唱曲︓⾼⽥三郎曲 "風が" 
 

♪ 合唱経験で最⾼の思い出︓ 

2011 年４⽉３⽇、オークランドの ORACL 球場での日

米親善の野球大会での開会式でコラール・メイの一員に加

えて頂き歌ったアメリカ国歌。2015 年 10 月 10 日のコラ

ール・メイ 20 周年、アンサンブル四季 10 周年記念の合

唱祭とパーティーに参加できたことは最高でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

♪ ⽣い⽴ち︓ 

1937 年 3 月（昭和 12 年）北海道旭川市の⻭科医

の⻑男として⽣まれ、第２次世界⼤戦末⽇の８⽉ 15 日

に天皇陛下の玉音放送を家のラジオで家族と共に聞き、

終戦を迎えました。まもなく、⽶陸軍が、多分１個⼤隊ほ

どが、タンク・装甲⾞・ジープで⽩⼈兵の部隊が先に進駐、

２－３⽇置いて⿊⼈部隊も進駐。⽣まれて初めて目にす

る米兵たちで、只々米軍の装備の凄さに驚くばかりでした。

この時に受けた強烈な印象が後々の⽶国移住の切っ掛け

となったのではと思います。 

戦 後 放 送 を 開 始 し た FEN

（Far East Network）の英

語のニュースとジャズ音楽に徐々

に興味を惹かれて、当時盛んに

なった英語塾に⼩学３年⽣より

通い、益々英語に魅せられ、６

年⽣になった時には中学３年の

英語教科書を終えておりました。 

幼少より将来は父の後を継ぎ

⻭科医になろうと夢を持っていま

したが、⾼校２年の時、⺟より

⾒せられた若くして他界した⽗ 

の遺⾔書（衛⽣上の理由で息⼦達には⻭科医にさせた

くない）にて夢を断念致しました。 
 

♪ 雪焼けで真っ⿊だった⼦供時代︓ 

冬季の旭川は極寒で、雪質はスキー、スケートに最適で、

⼾外のスケート場の氷も固く、記憶では３ー４歳の頃より

冬の遊びはもっぱらスキーかスケートで、中学・高校時代の

冬は雪焼けで、真っ⿊な顔になっていました。 

あなたのお隣さんをインタビュー File No.33 

旧⽇本名︓⾦⾕ 功（アンサンブル四季）

♪ 渡⽶のきっかけは︓戦後

の幼少期、生まれて初めて米軍

の装備のすごさを目にし、強烈な

印象を受けたことだと思います。 

小さい時の夢は、父の後を継ぎ

⻭医者になること。スキー・スケー

トに親しみ、英語に魅せられた少

年時代・⻘年時代を過ごす。⼤

学卒業後、商社に数年務めた

後、日本で旭インターナショナル

を設⽴。⽶国での旭インターナシ

ョナル設⽴のため、1976 年、家

族でマウンテンビューに移住する。

♪ 好きな⾔葉︓ Silence is Golden  

♪ ⼈⽣の信条と⽣き⽅︓ 初志貫徹、温順篤実

父と小生（２歳） 

かなや 

コラール・メイ20周年、アンサンブル四季10周年記念の合唱祭 
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♪ クラブ活動︓高校時代のクラブ活動は柔道一筋で

高３の時に初段を取りました。 

また、高校時代はクリスチャンでもないのに、市の宣教師の

奥さん（アメリカ人）が開いていた聖書研究会に週２回も

通い詰めたものでした。 
 

♪ 英語に魅せられた⼤学時代︓ 

⼤学時代（今の北海道教育⼤）には慶応義塾⼤の夏

季・冬季のセミナーを３年間受講して、⽶国・英国の教師

より主に発音の授業を受け、英語に魅せられた学生時代

を送っておりました。 
 

♪ ⼤学卒業後の仕事︓ 

大学の教育実習を終えた翌日、友人の中村君（仮名）

が突然ノイローゼ自殺し、そのショックで教員職を諦めました。

当時は就職難時代（1959ー1960 年（昭和 34－35

年））でしたが、運良く叔⽗の伝⼿で⼤阪の電気機器総

合卸商社の貿易課に就職できました。しかし、当時関⻄に

は丁稚奉公制度があり、男性新⼊社員は全て倉庫課勤

務で、中・高校卒の古参社員よりこき使われ、仕事や取り

扱い製品を叩き込まれる制度で、この難関を突破した者の

みが希望の課へ転属が叶えられるというもので、この制度は

旧泰然過ぎて⼊社３年後には廃⽌されました。 

翌年、待望の本社貿易課へ転属しましたが、ここも下働き

専門で、⾞の免許証があだになり、通産省・税関等への書

類配達やタイプの仕事ばかりで、唯一仕事らしい仕事は、

英会話が苦手の先輩たちの代わりに海外からのバイヤーと

の商談や接待の時でありました。将来を考え、思い切って

少⼈数の東京⽀店貿易課へ転勤希望を出し、翌年より

待望の東京支店勤務となりました。 
 

♪ 新婚⽣活︓ 

1962 年４⽉、当時のお得意先で貿易商社勤務の現妻

と東京で結婚。某大学教授の新築家屋の２部屋を間借

りして新婚⽣活を始め、翌年妻が妊娠したので、神奈川

県⼤和市鶴間の知⼈所有の⽶軍指定住宅（当時はベ

トナム戦争たけなわで⽶陸軍 Camp Zama や Atsugi 

Naval Air base 米海軍航空隊基地より溢れた米軍家

族が⺠間の指定地区に住んでいました。）の１軒に越して、

帰宅すれば近所５軒は全部⽶軍の家族で、お昼は⽇本

で帰宅後はアメリカのような⾯⽩い⽣活を４年ほど送りまし

た。1964 年の東京オリンピックにはテレビのない⽶軍家族

の来襲で大変でしたが、皆さんと楽しい時を過ごし、日米

親善のお役にも⽴て、また若いアメリカの家族の暮らし⽅を

垣間⾒る機会でもありました。 
 

♪ 以下は、小生 30歳以降、半世紀の歩みです。 
 

●⽇本で旭インターナショナル設⽴︓ 

当時会社は内需神武景気で、貿易課の将来性は暗く出世

の道は細いと察し、思い切って数年後に独⽴を決意しました。 
 

●1967 年 兄弟で新会社 旭インターナショナルを設⽴

（当時東京銀⾏横浜⽀店で⼀番⼩さな法⼈）。 

特殊航空機、⾃動⾞⽤の超⼩型電球と裏⾯照明機器を

米国、カナダ向けに輸出開始。 
 

●1968 年 ⽶国、カナダの得意先開拓のため、銀⾏の

融資を受けて渡⽶しセールス開始。⼜、同年横浜の⽶陸

軍物資調達庁に⼩⽣強⼒なコネを有して居た為、某⼤⼿

商社の窓口として同庁より米軍ベトナム基地向け 100 ミリ

ゲージの鉄道貨⾞ 110 両を受注し、⾞両会社３社（川

崎⾞両、⽇本⾞両、帝国⾞両）で製造。 
 

●1970 年 神⼾港より出荷、空前の⾼額取引。（総

額 180萬ドル、当時の６億４千 800 万円） 
 

●挿話 其の一︓ 

1968 年 11 月、出張先シカゴのヒルトンホテルでの出来

事。寒い日に、11 階の部屋にチェックインしテレビを点ける

と、大好きな 50 年代のジャズ⾳楽をやっていました。部屋

は暑く、窓を少し開け外の空気を⼊れ、テレビの⾳量を⼤

きくして、ステテコ姿のまま廊下の外に聞こえないかとドアー

を開けてテストしようとした途端、窓からの空気の圧⼒でドア

ーがバターンと閉まり、小生はその姿で廊下に放り出されま

した。自動ドアーロックのため部屋に入れず（当時の日本

には自動ドアーロックのホテルはほとんどなく）、ステテコ・は

だしの姿で一階フロントまで辿り着き、事の次第を説明。驚

いた係りの大男君が、合鍵の束を持って「ついて来なさい。」

と言い、先にスタスタと歩き出す。一階のホールを通り抜け、

エレベーターに辿り着く手前で、デイナーショーを終えた紳

⼠・淑⼥がワーと出て来て、このみじめな東洋⼈を⾒るや否

や、悲鳴を上げる淑⼥や大声で笑う紳士達もいて、小生

の人生で最初の大恥をかきました。 
 

●1969 年 ボストンの兄弟会社 COMTEC と業務提携、

日米４名でキャッチボールを開始。 
 

●1970 年には SMILE 型ナイトライトを米国より受注、

年間 600 万個を出荷。11 月にはアメリカのクリスマス商

戦に間に合わせるため、当時の Pan American 航空のジ

ャンボジェット機をチャーターするやら大変な騒ぎ。 
 

●1971 年、当時の⾼級住宅地、神奈川県鎌倉市浄妙

寺に、２階建て、セントラルヒーティング・浴室・２トイレ付住

宅（⼟地 65坪、建坪45坪）を新築。1972年⼊居。 
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●1973 年より米国業務提携会社の要望もあり、米国

移住及びオフイス設⽴の準備開始。 
 

●1974 年 MICROMA、TIMEX、NSC 社向け電子

腕時計⽤の裏⾯照明⽤超⼩型電球（１x３ミリ）を年

間 1500 万個出荷。 (ちなみに当時の弊社販売価格は

１個 65 セント) 同年、妻、最初の⽶国視察旅⾏に渡

米し、米国へ移住の同意を受ける。 
 

●アメリカで旭インターナショナル設⽴︓ 

1976 年４⽉、鎌倉市より家族全員（妻、息⼦、⺟

親）Mt. View 市へ移住、⽶国旭インターナショナル設⽴。

航空機・⾞両⽤、及び電⼦時計⽤超⼩型電球の業績は

好調。 
 

●1977 年 Sunnyvale 市に、築 10 年の中古住宅

（４寝室 3浴室 2500Sq. feet）購入、転居。 
 

●1978 年 商売は順風萬帆とは⾏かないもので、弊社

の順調さに嫉妬した同業の１社が突然日本のメーカーと結

託して、弊社の販売を妨害目的で訴訟を起こしてきたが、

米国及び日本の業者相手に"倍返し"の反訴を実施。抗

争は１年半継続せるも相⼿側の不利と抗争資⾦不⾜で

法廷外示談の申し出あり、仕方なくそれを受けて決着。米

国の弁護費用は当時より超高額で、米国で商売を⾏う上

での⾼い授業料となった。 
 

●1980年 

GENERAL MOTORS、 X-CAR （ Buick Skylark 、

Chevy Citation 、 Oldsmobile Omega 、 Pontiac 

Phoenix）用カセットデッキメカを受注、２万台出荷、セ

ルも 1983 年 X-CAR の⽣産中⽌でこのプロジェクト終了。

予定は年間 25 万個で逃げた⿂の⼤きさを痛感。残念︕

(ちなみに１台$85) 
 

●1987 年 弊社、1969 年来業務提携のボストンの兄

弟会社が経営のオクラホマ州のネオンランプメーカー

XENELL 社と合併。当時はバイアメリカン政策で、国内メ

ーカーはその恩恵で業績好調で、⼩⽣同社副社⻑に就任。

社員総数約 90名。 
 

●1991 年 念願の⽶国照明機器の⼤⼿ CML 社を買

収、⼩⽣取締役副社⻑に就任。新会社名を CML と改

名した。社員総数約 700名となる。 
 

●1992 年 小生米国籍を取得。小生の First Name 

を以前著名な米友人より頂いた Thomas と改名、

Middle name を Isao とした。Thomas I. Kanaya の

誕生。後、息子、妻も続いて米国籍取得、家族全員米

国市⺠となる。 

●1995 年 弊社 CML、NASDAQUE へ株式上場。そ

の後の株価は好調。 
 

●1997 年 念願の欧州 SYLVANIA を買収し、欧州
各国に５工場、コスタリカ、オーストラリアに各１工場を有し、

総社員数約 8400 名となる。ちなみに経営陣の日本人は

小生のみ。 
 

●1999 年 1977 年に購⼊した家屋の総建て替えを実

施。念願の純⽇本風お茶室もでき、2000 年に完成、入居。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

●挿話 其の⼆︓ 

2001 年９⽉６⽇ NEW JERSEY の本社へ出張。７

日仕入先と New York のWorld Trade Center 最上

階の有名なWindows on the World の BAR で契約

締結祝賀会を⾏い、10 ⽇最終会議の予定で、帰省を

11 日の United Airlines Flight UA93 を予約していま

したが、８日に妻より電話があり、どうしても 10 日のサンフ

ランシスコ市庁舎で開催される日米講和条約 50 周年記

念祝賀会に夫婦で参加したい旨の要請を受け、予定をや

りくりし 11 日の Flight を９⽇に変更して帰宅。無事 10

日の式典に参加しました。翌 11 日の朝のテレビで、あの

NEW YORK の⼤惨事を⾒てびっくり仰天、身の毛もよだ

つ気がしました。妻よりの連絡が無ければ、小生はハイジャッ

クされた UA93 便でペンシルバニアの地に激突し、今はあ

の世にいるはずで、本当に命の恩人の妻に感謝です。 
 

●2002 年ー2005 年の間は会社の業績は乱高下にあ

り、小生の欧州・極東出張激増。 年３－４回と、若い部

⻑らを伴い多忙の連続で American Airlines の保有マ

イレイジが 100 万マイルを突破、超多忙時代。 

2000年に総改築の我が家 

 

   我が家のお茶室  我が家の日本庭園
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●2006 年 10 月 大腸がんを患い、癌の局部を６イン

チ切断⼿術。幸い転移がなく九死に一生を得る。 
 

●2007 年３⽉ 大所帯（当時約 7500 名）の欧州

シルバニアをインド大手企業 Havells へ売却。2008年よ

り少人数（900 名弱）で⼩回りの利く企業へ変⾝。⼩

⽣は継続して⽇本を含む極東よりの照明機器材料の仕⼊

れ総括業務に専念。 
 

●2008 年 12 月、48 年の勤めた（CML 社は 21

年）仕事を 75 歳で退職後、同社の海外事業部⻑兼上

級顧問として時間制限なしで 2013 年６⽉まで継続し、

退社。2014年 12 月より 30年来の台湾の友⼈が関係

している大手企業の依頼で、その米国支社の上級コンサル

タントとして現在もフリーで活躍中。楽しい仕事は若返りと

脳トレの為に今後も体⼒が続く限り継続する予定。 
 

♪ 1970年以来毎年⽋かさず実⾏している事︓ 

毎年妻の誕⽣⽇、⺟の⽇にカードと花を送ること、結婚記

念⽇に毎年記念の⼩旅⾏とディナー。⼜、毎節目５年ご

との国内外のクルーズ及びバス旅⾏。1990 年より始めた

⽉ー⾦曜⽇の朝５時 45 分からの妻と２人で 2.3 マイル

の速足ウオーキング。 
 

♪ 印象に残っている映画︓ 

・1939 - "Gone with the Wind", 

staring Clark Gable, Vivian Leigh, Olivia de 

Havilland & Others; 

・1977 - "A Bridge Too Far", 

staring Sean Connery, Ryan O’Neal, Michael 

Caine & Others; 

・1988 - "Saving Private Ryan" 

Spielberg Directed, Staring Tom Hanks, Matt 

Damon, Ed Burns & others, Music by John 

Williams 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

♪ ⾃動⾞以外の趣味 

カメラ、ビデオ収集（007 の DVD全集など）と撮影。ジャ

ズ音楽（1940－1965）。アコーデオン、ハーモニカ、ピア

ノがあります。楽器は揃っておりますが、どれも下手の横好き

で何⼗年たっても⼀向に向上しません。その内どれかに集

中しようと思っています。 

 

 
息子主催の結婚 50周年パーティー

50周年記念欧州クルーズ

   
クルーズで Normandy, France Mont Saint-Michel の前

クルーズで La Coruna, Spain の

Santiago de Compostela 寺院

 
会社のリアージェット 
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♪ 趣味と実益の愛⾞歴︓ (U) 中古⾞,  (N) 新⾞,  (W) 妻の愛⾞ 

 ⾞好きの⼩⽣の愛⾞暦、⾞にご興味のない⽅にはさぞかし退屈なことでしょうね。 
 

・1953  Rabbit scooter 1948 S-12, 50cc, 1-cylinder, push run to start, given by friend (U) 

・1955  Lilac Motor cycle 1950, 210cc, 2 cylinder, shaft drive, given by friend (U) 

・1962  Silver Pigeon Mitsubishi Motor scooter 1958, 210cc, 2 cylinder (U) 

・1963  Mazda B360 1961, 360cc 2 cylinder, van (from junk yard, tuned up by me) (U) 

・1964  Austin A50 1954, Cambridge, 4 cylinder 1500cc, 

sedan(U) 

・1965  Hino Renault Dauphine, 1953, 845cc, rear engine, 

4 cylinder, 4 door sedan (U) 

・1966  Hino Contessa 900 1962, 900cc, 4-cylinder, rear 

engine (U) 

・1967  Toyota Crown MS4 3R 1964, 1897cc, 4 cylinder, 

4 door sedan (U) 

・1971  Toyota Corona 1500cc 4 door sedan, 4 cylinder 2R14 

fully loaded (N) 

・1972  Toyota Crown MS6, 2000cc, In-L ine 6-cylinder , 

4 door sedan (N) 

・1973  Toyota Starlet, 1000cc, 4 cylinder, 2 door coupe 

(N) (W) 

・1975  Toyota Crown MS8 E8, 2000cc, In-L 6 cylinder, 

4 door sedan (N) 

・1976  Ford Granada 4.9L, V8 4 door sedan (N) 

・1976  Ford Pinto 2.8L V6, 2 door, station wagon (N) (W) 

・1977  Ford LTD II 3.5L V8, 4 door, station wagon (N) 

・1979  Cadillac Eldorado 5.7L V8, 2 door Sedan (N) 

・1979  Ford Mustang, 5.0L V8, 2 door coupe (N) (W) 

・1981  Cadillac Seville 5.0L V8 4 door Coupe (N) 

・1983  Mercedes Benz 300SD Turbo Diesel, 3.0L In-L 5 

4 door sedan (N) 

・1989  Mercedes Benz 300SE 3.2L In-L 6 cylinder, 

4 door sedan (N) 

・1992  1987 Jaguar XJV12SC 5.0L V-12 cylinder, 

2 door Targa Top Roadster (U) 

・1994  Mercedes Benz S320, 3.2L In-L 6 cylinder, 

4 door sedan (N) (W) 

・1997  BMW 528i, 2.8L In-L 6 cylinder, 4 door sedan (N) 

・2001  Mercedes Benz SL500SA Silver Arrow 5.0L V8, 2 door, road star 1 out of 400 built (N) 

・2003  BMW 530i, 3.0L In-L 6 cylinder, 4 door sedan (N) (W) 

・2006  Mercedes Benz SL500R, 5.0L V-8 cylinder, 2 door Road star (N) 

・2008  Lexus ES350, 3.5L In-L 6 cylinder, 4 door sedan, Pebble Beach Edition (N) (W) 

・2009  Mercedes Benz ML350, 3.5L V-6 cylinder, 5 door, fully loaded, SUV (N）
 

Rabbit 小生最初のスクーター 

小生高２の時の愛用ライラック 

愛用の 1987 Jaguar, 
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Presentation（表現）について－その２ 
 
前回の続きです。 

私が、かつてオーディションをパスし、晴れて TCP（The 

Choral Project）の Singer になった最初のハードルは、

何と、ステージ用のお化粧でした。実は私にとって初めての

TCP コンサートの一週間ほど前に、Wardrobe 係から一

部の⼥性の新規メンバー宛にこんなメールが来ました。 

Everyone should be wearing stage make-up at 

each performance. If you don’t already own 

these items, make sure you go out and get 

them before Sunday: 

-mascara or false eyelashes 

-dark eyeliner 

-eye shadow 

-blush 

-lipstick 

If you don’t normally wear make-up, it’s also a 

good idea to practice applying it... 

え、目の周りの Makeup をもっとして来るようにだって︖ 

当時の TCP アルトのパートリーダーさんは、お化粧がいつも

バッチリ決まっているお洒落な⽅でした。彼⼥の付けまつ⽑

は自分の髪の毛の色に合わせたブロンドのまつ毛。アイライ

ンもきれいに引いてあり、近くで⾒ていつも感⼼していました。

私はアイラインを描くのなんて今までやったことがないし、アイ

シャドウだって普段は全然つけていなかったのにどうしよう。マ

スカラといっても私のまつ毛はとても短いので付けてもあまり

⾒栄えがしないし、やっぱり付けまつ⽑を着けていかないとい

けないのかなあ。コンサートの日が近づくにつれ、だんだん憂

鬱になってきました。こんな事を The Choral Project のオ

ーディション前に知っていたらオーディションなんか⾏かなかっ

たのに、今からやめるなんて言えないしどうしよう。 
 
私にとって TCP で初めてのコンサートの前日は、たまたまコ

ーラル・コスモのアルト練習⽇でした。しかし、練習後のお茶

会も、内心では、次の日の TCP のステージ化粧で、特に-

mascara or false eyelashes, -dark eyeliner, 

-eye shadow… というメールが気になっていて、いまいち

お茶会の話題にも乗れません。そして帰り際に、「実は明⽇

の TCP コンサートで、特に目の周りをしっかり化粧し、マスカ

ラまたは付けまつ毛をして来いとメールが来たので悩んでい

る。」と、うっかり打ち明けました。そうしたら急にみんなが、 

「え〜︕それってすごいじゃないの︕よしこさんの付けまつ⽑

⾒たい〜︕」 

と、付けまつ毛をしたことがあるとかないとか、AKB48 だって

みんなステージでは付けまつ毛だとか、やり方はどうやってす

るのとか、コーラル・コスモでも次の定演ではみんな付けまつ

⽑でバッチリ決めよう︕とか、みんなから⾒れば他人事のせ

いかお化粧のことで急に話題がものすごく盛り上がってしまい、

それだけでプラス 1 時間も居座って話し込んでしまいました。 

「私、絶対⾒に⾏って写真を撮ってくるから︕」 

と言う人達も出て、ああだこうだと言われているうちに、私も

だんだん腹がすわってきて、ステージ用の化粧も付けまつ毛

も頑張ってやってみよう、という気になってきました。 
 
あれから 2 年半、私は TCP ステージ用の化粧には慣れて

きて今では苦になりません。でもこの話題でアルトのお茶会

が盛り上がった、という話はコーラル・コスモの⼥性全員に知

れ渡ることとなり、ここ２年間でコスモの定演でも⼥性の付

けまつ毛がすっかり定着してしまった感じ。お陰でコーラル・コ

スモの⼥性軍はさらに魅⼒的に表情豊かになりました。次

の目標は、きれいな発声と正しい音程で美しいブレンドのコ

ーラスになるよう、しっかり練習なければいけませんね。それ

はお化粧よりよほど難しそうです。 
 
またこれも TCP の舞台裏の話。男性は最初のステージの

⽇に光沢のある⻘⾊のネクタイを渡されますが、ネクタイなど

付けたことのない学生達の中にはまだ自分でネクタイを結べ

ない人もいました。直前のリハーサルの時もネクタイを首に引

っ掛けたままで。ネクタイの結び方をネットで調べて、手順を

プリントした紙を持って来て、⾒ながら、それでも思うようにい

きません。そんな様⼦を⾒かねて彼らの⽗親のようなオジサ

ンメンバーが学⽣達を鏡の前に⽴たせ Job Interview に

役⽴つぞと冷やかしながら、ネクタイを結ぶ⼿順を教えてい

ました。若者達はネクタイ結びに気をとられてワイシャツの衿

の⼀部が⽴ったままだったり、シャツの裾がズボンからはみ出

ているのを直してもらったりしてますが。こうしてシーズン初め

の 10 月や 12 月のコンサートではネクタイを手伝ってもらっ

ていた彼らも、4 月、6 月のコンサートには自分できれいに

結べるようになっています。 

Community Chorus と Business Chorus（その 8）  福井良⼦ 

            （コーラル・コスモ） 
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歌の Presentation の話のつもりだったのが、今回はかなり

脱線して『化粧とネクタイ』になってしまいました。それで次回

は、コーラスの Dynamics について、より深みや⽴体感の

あるコーラス、それから歌によって声の「表情」を変えた歌い

方もある、という話をしたいと思います。 

 

 

 

 

 

✿ アンサンブル四季/コラール・メイ ✿ 

SF 桜まつりで歌う 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

✿ 香川恵子さん姉妹コンサート アメリカ初演 ✿ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

初付けまつ⽑を⾒届けに来た友達と↓ 

思い出のひとコマ 

 アンサンブル四季とコラール・メイは、去る 4 月 15 日の第 50回北加桜 

 まつりにて日本の曲 10曲を演奏しました。多くのお客様においでいただ 

 き楽しんでいただけたと思います。（賀川） 

 

 

 

5 月 13日、『Sisters 姉妹 and 

Friends Concert USA』が Saratoga 

の Prince of Peace 教会でありました。 

このコンサートは 15年前から今までずっと⽇本で開催されていました

が、今回初めて、アメリカでの公演です。お姉さま（松本裕子さん）は 

着物のようなドレスで日本歌曲の数々を歌われ、とても素敵でした。お姉さまのお声は恵子先生の声とよく似ていますし、

⼆⼈とも同じ国⽴⾳楽⼤学で声楽を専攻なさっただけあって、デュエットの曲でも息はぴったり。ピアニストとして⼤⽯和⼦

さん、エレクトーンの芦谷真由美さんの演奏も加わりとても華やかなコンサートでした。（福井） 
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✿ サンフランシスコ・フォレスト・クワイア ✿ 

Hidden Villa で歌う 
 
SFFC は、5 月 7 日に Hidden Villa という、ロスアルト

スヒルズにある農場で⾏われた Japanese Cultural 

Day というイベントで歌いました。（上田） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

The Choral Project コンサート 

Earthsongs シリーズ 
 
♪ 2017 年 6 月 9 ⽇（⾦）午後 8 時 

Congregational Church of San Mateo 

225 Tilton Ave., San Mateo, CA 94401 
 
♪ 2017 年 6 月 10 日（土）午後 8 時 

Mission Santa Clara de Asis 

500 El Camino Real, Santa Clara 
 
♪ 2017 年 6 月 11 日（日）午後 5 時 

Peace United Church of Christ 

900 High Street, Santa Cruz, CA 95060 

詳細︓ 

http://www.choralproject.org/categories/earthsongs/ 

今回、⾦曜⽇は Palo Alto のかわりに San Mateo での

コンサートです。 

 
 

SF フォレスト・クワイア、アンサンブル四季 

コラール・メイ 夏の合同コンサート 
 
♪ 2017 年 6 月 11 日（日）午後 3 時 

キリスト合同⻑⽼教会（サンフランシスコ） 
1700 Sutter St., SF, CA 94115 

 

Bridge to Joy 

ベートーベン交響曲第 9 番 

合唱幻想曲コンサート 
 
♪ 2017 年 7 月 28 ⽇（⾦）午後８時 

ウォルトディズニーコンサートホール 

111 S Grand Ave, LA, CA 90012 
 
JACCC と L.A. Daiku 共催のベートーベン第九コンサー

ト。オーケストラの演奏で、南加と日本から集まった総勢

300⼈の第九コーラス隊が歌います。北加合唱連盟のメ

ンバーも何人か参加します。http://www.jaccc.org/ 

指揮者・⾳楽監督︓Jeffrey Bernstein 

 
編集後記 

 
今日は朝早くから快晴です。風はそよそよ、小鳥たちは楽し

そうにさえずっています。編集を終えた今心に浮かぶ歌は、

『ラ・ゴロンドリーナ/つばめ』。 原曲は、フランスの捕虜となっ

た作者が、故郷メキシコを思い、自分と燕の姿を重ね合わ

せて、「急いでどこへ⾏くのか。体を休める場所もなく彷徨よ

う燕よ。寒い冬を越せるように巣を作ろう。」と、哀しく歌う。

『みんなのうた』世代の私は、「♪〜つばめはそよ風とともに、

今年もわが町を目指して⾶んで来た。苦しみ悩みに耐え抜

いたすがた・・・涙を風に投げ捨て、楽しく⾶び回れ〜、♪

翼に夢を描いて、優しく飛び回れ〜」と歌います。 

連盟・連盟だよりへのご意⾒、活動状況報告、コンサート

情報など、いつでもお寄せください。お待ちしています。 

連盟だより第 48号は 8 月 1⽇発⾏予定です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

思い出のひとコマ 

関連団体コンサート案内

連盟だより 第 47 号 
  発⾏︓2017年 6 月 1 日 
 
 発⾏者︓上⽥牧⼦ 

 編集者︓⼋⽊妙⼦ 

 第 1号発⾏︓2009年 6 月 30 日 

 北カリフォルニア⽇本合唱連盟 

Japanese Choral Federation of Northern California
 info@jcfnc.org  http://www.jcfnc.org 


