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夏休みに⼊ってすぐの５⽉末、４泊５⽇でキューバへ⾏って

きた。娘の高校の、ワールドミュージック学科の生徒とラテンバ

ンドに参加している吹奏楽学科の生徒が、キューバへ約２

週間の⾳楽交流の旅に⾏くことになっており、この機会を利

用して生徒たちの日程に合わせて家族で出かけたのだ。 
 

キューバと言えば、アメリカ人にとって近くて遠い国。1959

年のキューバ⾰命以来、アメリカとの国交が断絶し、気軽に

⾏ける国ではないと聞いていた。出発前にインターネットで

調べても最新のビザの情報がはっきりせず心配したが、経

由地のフロリダの空港の出発ゲートでなんの問題もなくビザ

を買うことができ、あまりの簡単さに拍子抜けした。フロリダで

⾶⾏機を乗り換え、30 分ほどでキューバの首都ハバナの上

空へ。距離だけを考えると国内旅⾏の感覚だが、アメリカ政

府はアメリカ⼈のキューバへの観光旅⾏は認めていない。こ

れはアメリカ国籍でなくてもアメリカからキューバに入国する

人すべてに当てはまるらしい。今回私たち家族の正式な訪

問目的は「⼈交流」。娘のグループの活動にも⼀部参加さ

せてもらうことになっていたので、全く嘘ではないが、自己申

告で証明する必要はなかったので、書類上の便宜でそのよ

うになっているようだった。出発前にウィブサイトで現地の観

光ツアーの情報を⾒ていたら、「アメリカ⼈はこのツアーには

申し込みできません。」と注意書きがあり、一応観光はダメ

ということになっているんだなあと不思議な気持ちになった。

いざとなったらアメリカ人の夫はホテルに残して、日本国籍の

私と息⼦で遊びに⾏けばいいさ、と呑気に構えていたのだった。 
 

朝にハバナに到着して街中へ。革命戦争以来アメリカと交

流が断絶されていたキューバは、まるで時間が⽌まった町の

ようだ。アメリカ製の 1940 年代に製造されたクラッシックカ

ーが現役で走っており、ファーストフードのチェーン店はもちろ

んない。アメリカで発⾏されたクレジットカードも使⽤できず、

タイムマシーンで過去へ戻ったかのような気分になる。16 世

紀にスペイン人によって作られたハバナの町並みは、石造り

の建物が続き、まるでヨーロッパにいるかのよう。旧市街は

世界⽂化遺産に登録されているらしい。⽼朽化がひどく、

今にも壊れかかっている建物が多いが、最近ではコロニアル

な町並みを保護しながら建物を再建する動きがあるらしい。 
 
２、３日前にハバナ入りをしていた娘のグループとレストラン

で合流し、昼⾷の後、"Casa de Culture"というカルチャ

ーセンターへ付いて⾏く。古めかしい⽯造りの建物に⻘少

年のためのパフォーミングアートのプログラムがある。演技や

⾳楽を学んでいる若者との交流として、パントマイムの講習

会と演技を⾒せてもらい、娘のグループはお返しにドラムとダ

ンスのパフォーマンスを披露する。粗末で狭いシアターの部

屋は熱気でムンムン。地元の若者も⾶び⼊りでダンスに加

わり、大いに盛り上がる。（続きは 2 ページ、3 ページで。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

旧国会議事堂とハバナ大劇場の前に停まるクラッシックカー

 

キューバへの⾳楽交流の旅  
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夕方には、娘のグループと一緒に

"Pablo Menendez and Mezcla"

というキューバで人気のバンドを訪ねる。

市内のスタジオに招待されていると聞

かされて、タクシーの運転手が迷子に

なりながらたどり着いたのは住宅街の

一軒家。メンバーのリーダーであるパブ

ロの⾃宅だ。パブロは元々ベイエリアの

オークランドの出身で、14 歳の時に⺟

親と一緒にキューバに移住した。それ

以来 50 年近くキューバに住んでいる

とのこと。⺟親もミュージシャンで、アメリ

カ政府に反発して違法でキューバへ渡

ったらしい。どれだけ人気のグループな

のかよく分からず、いまひとつ有り難み

が分からないが、あとでホテルのロビー 

のスクリーンに彼らのライブが流れて

いるのを⾒て、よく知られているグル

ープなのかと認識する。調べてみる

と、世界中で演奏ツアーをしていて、

オークランドのヨシズにも来たことが

あるようだ。ノリのいいラテンの音楽

を聴き、最後は生徒も参加してジ

ャムセッションを楽しんで夜が更けて

いく。 
 

別の⽇は⾞で２時間の郊外にあ

るマタンザスという町でアフリカ系キ

ューバ音楽を体験する機会があっ

た。⽣徒達は貸切りバスで移動だ

が、私達は⾃⼒で⾏かなければな

らない。公共交通機は不便で、ホ

テルで客待ちをしているタクシーの

運転手を相手に交渉し、200 ペ

ソ（約 200 ドル）で、タクシーを

６時間チャーターすることにする。

市内でタクシーをチャーターするに

は１時間 30 ペソ以上取られると

いうことなので、まあまあの料⾦だと

言えるだろう。格好いいお兄ちゃん

が運転するクラッシックカーに乗って

海沿いの⾼速道路を走ること２時

間。ようやくマタンザスの町に着く。

運転⼿が道⾏く⼈に道を聞きなが

らやっと会場に到着し、太鼓に合 

わせて踊るアフリカンキューバ人のおじ

さんの踊りと生徒たちの演奏を聴いて

過ごす。キューバのおじさんと一緒に踊

るように促された生徒達。慣れないス

タイルの踊りに遠慮がちに恥ずかしそう

に踊っているが、自分たちのパフォーマ

ンスとなると、一転して生き生きと演奏

し踊りまくっていた姿が印象的だ。アメ

リカから高校生のグループが訪ねてくる

のは珍しいらしく、どこへ⾏っても歓迎さ

れた。 
 

生徒達は約２週間の滞在中、ドラム

やダンスのマスタークラスに参加したり、

ジャングルの中でエコの生活を実践し

ているコミュニティーを訪ねたり、地元の

小学校で演奏したり、意義深い体験

をしたようだ。ハイライトはバラデロという

リゾートビーチだ。カナダやヨーロッパから

多くの観光客が来る観光地らしく、真

っ⽩な砂浜が何キロにも続き、⻘い海

が広がっている。生徒達は一日券のパ

スをもらって、海で遊び放題・ホテルで

食べ放題だったらしい。 
 

私達は参加が難しいものは同⾏する

ことは諦めて、別⾏動で旧市街を散

歩したり、市場を覗いたりして過ごす。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
アフロキューバ⾳楽で⽣徒達が交流 

 
生徒達の演奏 

 
地元の小学生達と 

カラフルな町並み 

マタンザスの街角で 
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地元の⼈に「カナダ⼈︖イギリス⼈︖」と声をかけられる。ア

メリカからの旅⾏者は珍しいようだ。ハバナの物価をよく把握

できなかった私達。通貨は２種類あり、外国人が使うクック

と呼ばれるペソと地元⺠が使うペソがあり、どちらの通貨を使

うかによって値段が 10 倍くらい違うらしい。外国人も地元

のペソを使うことができるのだが、短い滞在期間で両替する

チャンスがなく、⾼い料⾦を払い続ける⽻目になってしまった。

キューバの経済は厳しく、観光業からの収入が頼りだ。オバ

マ前⼤統領により 2015 年にアメリカとの国交が再開し、ア

メリカ⼤使館がオープンした。これからのアメリカとの交流の

発展に期待が持たれたが、私達がキューバから戻ってきて

２週間後に、現在の⼤統領の政策により、再びキューバへ

の渡航が制限されることになってしまった。アメリカからの飛

⾏機の直⾏便は続⾏されるそうだが、アメリカからの個⼈旅

⾏は難しくなるらしい。残念なことだ。キューバへ再び⾃由に

訪れるようになることを願ってやまない。それにしても個人旅

⾏でキューバへ⾏った私達はギリギリセーフだった。 

あぶないあぶない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

追伸︓ 

皆様こんにちは︕ 

7 月 17 日から 27 日まで、ニューヨークをベ

ースにする DCINY 主催のバルセロナコンサ

ートツアーに参加しました。演奏旅⾏を済ま

せた後は、合唱グループを離れ、グラナダとト

レドを旅して 8 月初めに帰ります。演奏旅⾏

記は次号に掲載させていただきます。 

牧子（バルセロナにて） 
 

 

 

北カリフォルニア⽇本合唱連盟 

第二回国際合唱祭 
 

♪ 2017 年 11 月 5 日（日）午後 4 時頃予定 
 

【場所】 College of San Mateo 

1700 W. Hillsdale Blvd., San Mateo,  
CA 94402 

【出演】 連盟加盟の 4 団体 

外部の数合唱団 
 

2017年 11 月 5 日に、本合唱連盟主催の第二回国際

合唱祭が開催されます。 

合同曲は＂We are the World＂。 

合同曲の指揮はスタンフォード大学のサノ先生です。 

  

 

 

コーラル・コスモ 

箱根ガーデン 100 周年記念 GALA に出演 
 

♪ 2017 年 9 月 17 日（日） 
 

【場所】 Hakone Estate & Gardens 
21000 Big Basin Way, Saratoga, CA 95070 

【出演】 香川恵子さん、芦谷真由美さん、コーラル・コスモ 

が出演します。 
 

箱根ガーデン 100 周年記念 GALA は、午後 5 時〜9

時半まで、出演は 6 時半の予定です。（要チケット） 

5:00pm-6:00pm   Reception, Silent Auction,  

Appetizers and Wine & Beer 

6:05pm   Kagami biraki  

6:30pm   Performance (Keiko Kagawa/  

Mayumi Ashiya/Choral Cosmo) 

7:00pm   Introductions-Speakers 

8:00pm   Close the Auction  

 
1704年に建⽴されたカテドラル  

関連団体コンサート案内 

 
リハーサル風景  SF の娘の友人親子が聴きに来てくれた 
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♪ 渡米のきっかけ 
2006 年に会社の転勤でハワイへ。みんなには「遊びに⾏く
のか」とからかわれましたが、実際保険の仕事は大変。今ま
で二人いた駐在員が一人に減ったタイミングでの一人駐在
でした。世界中の関係者から連絡が集中。タイムマネジメン
ト、自分の健康と人生をより真剣に考えるようになりました。
2008 年にニューヨークへ転勤。2010 年には転勤でサンフ

ランシスコに来て、環境・文化・歴史・人などに惚れました。
そして、『ここだ』と感じた。2014 年に社命で⽇本に帰任し
ましたが、日本で退職し、サンフランシスコに戻る・残ることを
決意。独⽴事業主で⽣きていくことを決意しました。現在い

くつかの事業を構築し、日々奮闘中。助けて下さい︕ 

♪ 現在の所属コーラスグループは、 

アンサンブル四季と Chorale May の二団体。 
 
♪ 合唱を始めた切っ掛けは、 

サンフランシスコに来てまだ友達も誰もいない頃、商工会議

所関連で松浦さんと出会いまして、食事中に「森さんの

Voice message の声がいい」と褒められ、合唱に誘われ

ました。（笑） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

あなたのお隣さんをインタビュー File No.34

（アンサンブル四季、Chorale May）
⼩さい時は、パイロットか宇宙⾶⾏⼠になりた

いと思っていました。 

と も  ひ さ 

1976年 2 月 23⽇⽣。⼲⽀︓⾠年。 

星座︓⿂座。⾎液型︓B 型。 

名古屋生まれ。生まれた直後にパスポート入手、インド

ネシアで赤ちゃん時代を過ごす。2 歳で名古屋に戻る。 

その後、東京都大井町、埼玉県川口市に在住。 

小学校時シカゴへ引っ越し、初めてアメリカに住む。 

小学校は、現地校とシカゴ補習校を卒業。その後ニュー

ヨークへ。中学校は現地校 Junior High School とニュ

ーヨーク日本人学校を卒業。高校受験で埼玉県川口に

戻る。慶應義塾志木高等学校卒業。慶応義塾大学法

学部法律学科卒業。東京海上⽕災保険株式会社に

入社。1999年結婚。現在妻と⼆⼈の娘の四⼈家族。

家族親戚写真。従姉妹の婚約祝い。祖⽗⺟、両親、 
叔⽗家族、兄家族、私の家族。後列⼀番左が私。 

前列⼀番右が私。

前列右から⼆番目が私。

アンサンブル四季

Chorale May

・ 大好きな合唱団の仲間たち ・ 
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♪ 音楽関係の活動や経験 

小さいときから大学時代までエレクトーンを習いました。 

エレクトーンの 5級試験に不合格した思い出あり。 

関東大会に出場して、緊張して震え、まともな演奏が出来

ず、審査員や観衆の前で大恥をかいた経験あり。 
 
♪ 貴⽅にとって合唱とは︖ 

自己実現のツールだと思います。コミュニティー貢献、世代

や⼈種を超えて多種多様な⽅々と交流、ストレス発散、

声が鍛えられる、プレゼンテーション能⼒アップ、セルフイメー

ジ向上、などなど、⾃⼰成⻑の機会になっています。ハーモ

ニーが出来ている時、最⾼に楽しく気持ちが良い。 

生涯携われます。 
 
♪ 今までの合唱経験で最⾼の思い出は︖ 

2011年 4 月、Oakland A’s のスタジアムで Mariners

イチローや A’s松井の前で国歌⻫唱出来たこと︕ 

2010年11 月、Davies Symphony Hallで歌えたこと︕ 

でも、実は最高の思い出はこれから創られると思っています。

ワクワク︕ 
 
♪ 趣味 

●スキューバダイビング︓結婚した後、夫婦で相談し、⽣
涯一緒にやれる趣味をつくりたい、そのためには二人で新し

く始める趣味を持とう、と考え、スキューバダイビングをやって

みました。最近は全然潜れていません。 

●ゴルフ︓ゴルフは、一時期夫婦でも取り組みました。今は

一方的に私のみ。目標は、72 で回ること、将来エージシュ

ートすること。今後また夫婦で一緒にラウンド出来たら嬉し

いですね。世界中のゴルフ場を旅⾏しながらラウンドしたい。 

●カジノ︓カジノが好きですが、最近は全然⾏っていません。

クラップスでずっと Seven out しないで何時間もシューター

として継続するのが夢。Las Vegas のホテルから招待され

てみたい。 

●自己啓発の本を読んだり、CD を聞いたり、セミナーに参加

したりすることが好きです。Self-education が Fortune をも

たらすと信じています。⾃分の⾞の中はListening Library。

それが高じて、Executive coaching、Facilitation、司会、

など、趣味から始まったことが仕事に発展・活用出来るよう

になってきました。 
 
♪ 好きな食べ物 

日本食が大好き。日本食文化をもっとアメリカに広めたいと

常々思っています。鰻、てんぷら、そばに関するアメリカ展開が

どこかで出来たらと考えていたら、とある友人から鰻屋進出プロ

ジェクトの話が持ち掛けられ、現在ニューヨークに一店舗目仕

掛け中。サンフランシスコやハワイにも展開したいものです。 

♪ 学生時代のクラブ活動 

●サッカー︓高校時代までは、主にサッカーに明け暮れて

おり、国⽴競技場でサッカーすることを夢に描いていました。

残念ながらその夢は未だ実現せず。⼤学時代、何かで⽇

本⼀になり、世界に出たいと思い、サッカーでは無理だった

ので、別のチャレンジを開始。 

●アイスホッケー︓ニューヨークでアイスホッケーが好きになり、

ずっとやりたかったので、始めてみた。中学校や高校でアイス

ホッケーをやってきた人には敵わないことに気付く。（日本一

は無理だったが、アイスホッケーも⼤好きだったので、四年⽣

時にはチームのキャプテンを務めるほどに活躍出来た。） 

●セパタクロー（Sepak takraw）︓その時、空からセ

パタクローのボールが降りて来た。タイやマレーシアなど東南

アジアで盛んなセパタクロー。日本ではこれからというスポー

ツ。当時⽇本代表だった⽅々と出会い、「これだ︕」と決め

た。⼤学時代、⼤学選⼿権や⽇本選⼿権を何度か制覇。

⾦メダルをいくつか獲得。⼤学からも表彰された。念願の⽇

本代表にも何度か選ばれ、タイで開催されたキングスカップ

という世界選手権に日の丸をつけて出場しました。人生最

高の思い出の一つです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 サンフランシスコ三⽥会の新年会での⼀枚。司会を務めました。ゴルフ
に BBQにビジネスに⼤切な仲間たちです。前列左から⼆番目が私。 

大学時代セパタクロー日本代表選手としてタイで開催された世界

選手権キングスカップに出場。上段右から四番目が私。 
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♪ 好きな⾔葉/座右の銘 

一期一会。Experience is what you get when you 

didn’t get what you wanted. 
 
♪ あなたの夢は︖ 
世界がより豊かに、より平和に、より笑顔一杯に、より愛に
満ち溢れるように、まずは自分と自分の家族が幸せに満ち
溢れる状態を続けること。そして、周囲に好影響与えられる
グローバルリーダーでありたい。 

パイロットになり⼤空を⾶ぶこと。⾶⾏機のライセンスを取り、

夫婦でホノルルからマウイやハワイ島に飛んだりして遊びたい。 
ミリオネアを 100 人育て、自分が 101 人目になること。 
東京ドームで仲間と一緒に歌うこと。 
東京、ハワイ、サンフランシスコ、ニューヨークに拠点を持ち、
⼀年の中で各々素敵なシーズン毎にその場所を満喫出来

るビジネスとライフスタイルを構築する。 
世界中を旅⾏する。目指せ 100 ヵ国︕ 
日本のすべての都道府県を制覇して旅する。 
富士山登山。 
 
♪ 合唱連盟に期待すること 
合唱連盟を通じて⾳楽の輪を広げ、合唱で日米の架け橋
が出来たら嬉しい。 
まずは今年の国際合唱祭を⼤成功させたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
森さんの「ベイエリアに暮らす」は、BaySpo 2015/06/12 号に

掲載され、以下のサイトで読むことができます。 

http://www.bayspo.com/cgi-bayspo/kurasu/kurasu.cgi?k=127&w= 
この連盟だよりではなされていない質問もたくさんあります。 

例えば、「休⽇の過ごし⽅は︓家族と過ごすのが⼀番」、「好き

な場所」、「最も好きなレストラン」、「パイロットになっていたかも

しれない話」などなど。原版でお楽しみください。（八木） 

 
2015年家族旅⾏でドライブ⾏った際、太平洋を眺めて 

 

2015年6⽉のベイスポに記事を掲載頂いた。感謝⼀杯です︕

記事中の写真はそれぞれ、 
１．2011年ふるさとハワイを再訪問した時、懐かしの場所で娘たちと 
２．Chorale May のパフォーマンス 
３．Pebble Beach の有名な 7 番ホール Par3 でナイスショット︕ 
４．大好きなアメフト観戦 

左の写真︓アメリカ企業の⽇本事業展開をお⼿伝い。⼤

きな会場でのインターナショナル・コンベンションでビジネスパ

ートナーと一緒に同時通訳。左側が本人。 
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Presentation（表現）について－その 3 
 
今度も前回の続きです。 
前回は話が脱線してステージ用のお化粧とネクタイの話に

なってしまいました。でも、コーラスグループとしての本来は、
顔のメークや⾐装で美しく⾒せるよりも、声のブレンドの美し

さをまず自分達が感じながら歌を楽しむことですね。定期演
奏会などに来てくださるお客様にも、安らぎ、祈り、慰め、平
和、躍動などの様々なメッセージを歌で伝え、そしてまた美
しく磨きのかかったコーラスで聴衆を魅了したい、そんなコー

ラスの一員でありたいと私はいつも思っています。 
 
でも、実際はなかなかそうもいきません。楽譜を渡されたらそ
れを⾒て⾳取りをして歌詞をつけて何とか楽譜どおりに歌え

るようにする、というのがまず第一目標です。毎週の合同練

習を繰り返して自分のパートのメロディーは一応歌えるように
なった、それで他のパートと合わせて全体練習でも何とかまと
まってきた。まあこれで良し、きっと本番でもちゃんと歌えるで

しょう、というところまで持っていくと何となくほっとしますよね。
Community Chorus のレベルではそれを達成するかどう
かのところで演奏会です。仕事その他の都合で休みがちだっ

た人には、曲にやっと慣れてきた頃にもうコンサートの本番に
なってしまったり。多少は音が取れないところがあっても終わり
良ければすべて良し（All is well that ends well）で最
後はレセプションで盛り上がるのも Community Chorus 
ならではの楽しさです。 
 
さて、これまで、コーラル・コスモで以前歌ったのと同じアレン
ジの曲が TCP (The Choral Project) で歌った中にいく
つかありました。こういう曲があると、自分のパートのメロディ
を知っているので私にとって歌を覚えるのが楽だった半面、
同じアレンジであるにもかかわらず曲の表現の仕方があまり

にも違っていて歌い難かったです。TCP の場合はストレート
に⾔えばものすごく完成度が⾼く、発⾳や⾳程だけでなくコ

ーラル・コスモではほとんど無視できるレベルのテンポのずれ
やパート毎のバランスなども細かく直されたのには毎回驚き
ました。その結果、アップテンポのポップス系の歌は本当に軽
やかに、ゆったりした部分は豊かにしっかりハモってものすごく

きれいに感じました。 
 
まずは、私がTCPで経験したことで表現に関する点をいくつ
か紹介しましょう。 
１）アルトのパートで特に⾳程が低いところは声量があまり

出ません。アルトの音程が Low G 以下となるくらい低い場合、
時々テナーの⼈達が気を利かせて、指揮者に＂shadow＂

を入れるかと聞いていましたが、私は初め何のことかわかりま
せんでした。特に曲の途中で男声はお休みで⼥声４部だけ

となる部分で、アルト２がとても低くて歌いにくい場合どうする
かというと、何とテナー１が ＂shadow＂としてアルト２のメ
ロディーをハミングあるいは軽く⺟⾳だけで⼊れていました。そ

うすると、アルト２は子音さえはっきり入れればテナーが低音

のボリュームを⾜してくれますから、お客様から⾒れば（聴け

ば）⼥声だけで低⾳もしっかり歌っているように聞こえます。 
２）そのかわり、今度は男声だけで歌う箇所で、テナーがメ

ロディになっていてその音程がテナーにしては高めの場合は、
指揮者の判断で、必要があれば、アルト２がテナーになっ
たような気分で(☺)、テナーの部分を男声の楽譜どおりに

歌っています。そうすればテナーが高音域を歌おうとして無
理に声を張り上げたりしないで⾃然に歌っているように聞こ

えます。⼥声がテナーをヘルプする時は、オクターブ上げなく

ても十分に歌えます。もし１オクターブ上げて歌うと曲の雰
囲気がすっかり変わってしまいますので要注意。 
３）それから＂shadow vowel＂というのも聞いたのです

が、英語などの歌の場合に子音で終わる単語の次に子音
で始まる単語が続く場合に、⾔葉をはっきりさせるために前

の語尾の後にごく短く軽く⺟⾳(?)を入れて次の単語の始
まりの⼦⾳を際⽴たせ、発⾳をはっきりさせることのようでし

た。そうすると聴いていて歌詞がしっかり聞こえて何を歌って
いるかわかりやすくなります。 
 
面白いと思ったのは、歌がインドのタミールかどこかの言語だ
ったときのこと。楽譜に発音記号がつけてあったのですが、要
するに⽇本語のカタカナのように平べったく発⾳すれば良く、

私にはとっても楽でした。アフリカの⾔葉だった時も同様に発

音が楽でした。でも TCP では私以外のほとんどが英語ネイ
ティブの人達なので、練習の時の録音では歌詞が何となく
英語っぽく聞こえてしまいます。いつもの時だと私は英語の
⺟⾳の発⾳について、u はもっと口をすぼめて突き出すよう
に、i と e はもっと深めに、o はもっと開いてなどと注意されて
いたのですが、そういう曲では⽴場が逆になり、私のカタカナ

英語のように発音しろ、ですって。それって英語ネイティブの
人達には意外と難しいんですね。言語の違いによって声の
表情を変えてその言語らしく歌うこと、われわれ日本語ネイ
ティブの者も英語の歌で「日本語って英語に似てるんです
ね︖」と⾔われないように気をつけなくては。 
 
さて次は、以前にも少し書きましたが暗譜のための Cheat 
Sheet の具体例について紹介します。 

Community Chorus と Business Chorus（その９）  福井良⼦（コーラル・コスモ）
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6 月 11 日（日曜日）、午後 3 時から、SF ジャパンタウ

ンの Christ United Presbyterian Church において、

コラール・メイ、アンサンブル四季、SF フォレスト・クワイアによ

る夏の合同コンサートが開催されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アンサンブル四季が、「サリ・マライズ」、「At The River」、「ソ

ーラン節」など、SF フォレスト・クワイアが、「Mister 

Sandman」、「つる」、「若返りの⽔」など、コラール・メイが、

「サンタルチア」、「琵琶湖周航の歌」、「海 その愛」など、各

グループが日ごろの練習の成果をたっぷり聴かせた後、総勢

30数名による「流浪の⺠」の演奏で演奏会は幕を閉じた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

編集後記 
     

どのような夏をお過ごしでいらっしゃいますか︖

家事に仕事に旅⾏に音楽イベントにと飛び回っていらっしゃい

ますか︖今号も無事発⾏することができました。いつもご協⼒

ありがとうございます。次号 49 号は、10 月 1 ⽇発⾏の予定

です。体験談など、ぜひ、お寄せください。どうぞよろしくお願い

します。 
 

夜が明ける前から鳴き始める蝉は、明るくなるころには、ジー

ジージージー、ミンミンミンミン、カナカナカナカナ、ツクツクボーシ、

と、それはそれはにぎやか。日本の夏だ。今日も暑くなりそうで

す。耳鳴りがしそうだけれど、♪せみ せみ せみせみせみっみ

ー どこにいるのかせみー・・・・・・なくから⾒つかるせみ・・・・・♪ 

よーく 耳を澄まして目を巡らしてみると、枯れて剥がれそうに

なっている木の皮のように⾒える蝉を⾒つけることができる。雌

は鳴かないで、鳴いた後⾶び⽴ち雌を探しに⾏く雄蝉と、鳴き

ながら雌蝉待っている雄蝉がいる（蝉の種類によって違う）と

いうことです。頑張ってなく雄のほうが⾒つかり易いのかしら。 

ボードより 
 
現在、11 月 5 日の国際合唱祭に向けて、準備に励んで

います。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〜 

 

 

 

 

 

 

 

 連盟だより 第 48 号 
  発⾏︓2017年 8 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 
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思い出のひとコマ 

コラール・メイ

SF フォレスト・クワイア

アンサンブル四季

流浪の⺠の演奏

▶右の写真は、6 月

4 日にウォールナッツク

リークで⾏われたピク

ニックでの、ひとコマ。

（メイさんの演奏） 


