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最近読んだ本に、『心をいやす

55 のメッセージ』というのがあ
ります。著者は、柏木哲夫さんと

いう精神科の先生です。柏木さん

は、大阪大学医学部を卒業された

後、ワシントン州立大学で精神医

学を学ばれました。帰国後、淀川キリスト教病院に

精神神経科を開設され、同時にターミナル・ケア実

践のためのチームを作り長く同病院に働かれまし

た。1984 年に日本最初のホスピスを開設され、さ
らに 1993年には大阪大学人間学部の教授に就任さ
れています。 
上記、柏木さんの著書『心をいやす 55 のメッセ

ージ』は、病院でホスピスの職員と毎朝行っておら

れた職員礼拝で、柏木さんがお話されたメッセージ

を集めた本です。 
最初の方に２回にわたって『集める人生、散らす

人生』ということについて語っておられます。 
『集める人生』というのは言い換えると、『自分自

身のために生きる人生』です。お金や知恵、経験、

能力などを集めていく、こうしたものを獲得してい

く、そんな人生です。柏木さんも語っておられます

が、人間は誰しも一時期こうした『集める人生』を

生きざるを得ません。しかし、ずっとそれだけでい

いのかと問われています。 
この『集める人生』の対極にあるのが、『散らす

人生』です。自分が持っている才能や持ち味、技術

や能力を一生懸命に他の人のために使う、一度は集

めたものを今度は精一杯散らしていく、そんな人生

を歩む人もあるというのです。この『散らす人生』 

『集める人生』から 
『散らす人生』へ 
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とは、『他者のために生きる人生』ということでし

ょう。 
この『散らす人生』に関して、柏木さんはまたこ

うも語っておられます。“『受容能力』について研究
している精神医学者や心理学者がいます。『受容能

力』というのは、自分にとって不都合な事が起こっ

た時、その不都合さの中にも人間として生きている

証しを見る事が出来る力です。多くの研究によると、

どうも『散らす人生』を送ってきた方のほうが、『集

める人生』を送ってきた方よりも受容能力が高いよ

うです。例えば、不治の病だとわかった時、これは

非常に不都合なことですけれども、その中で人間と

して生きていくことが出来るのは前者『散らす人

生』を生きた人のほうが多いようです。” 
10 年ほど前に、93歳で亡くなられた偉大な指揮
者、朝比奈 隆さんは、亡くなる２ヶ月前まで演奏
会でチャイコフスキーを振っておられました。まさ

に生涯現役を貫いた人でしょう。朝比奈さんは、音

楽の世界で見事な『散らす人生』を送って来られた

方と言えるでしょう。 
私たちも、『集める人生』（自分自身のために生き

る人生）から、新たに『散らす人生』（他者のため

に生きる人生）へと一歩でも踏み出して生きたいも

です。 の
 
 
 
 

突撃インタビュー 第 3回 

『 波乱万丈の人生を駆ける』 

『紅楼夢』から 
IT まで  

未来を見つめる世界人  
その先にある夢は？ 

 
コーラル・コスモ所属の

その人は？  
第 4ページに登場しま
 

す。       I.M. 
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ニューヨーク 
演奏旅行記 

 

上田 牧子 
 

SFフォレストクワイアー所属 

 
「ニューヨークだから、 

 ベーグルを食べなくちゃ。」 
マンハッタンの早朝の街を、 

ベーグル屋を探して歩いていた。 
 
私たち女性３人は、エリックウティカ

ーの指揮する合唱コンサートに出演する

ためにニューヨークに来ている。SFFCのディレク
ターのるり子さんから、エリックウィティカー作

曲の合唱曲の素晴らしさを前々から聞かされてい

たのだが、「エリックがコンサート参加者を一般

公募している」というニュースを聞いて、SFFCで
応募することになったのだ。それからは、審査に

送る録画や書類を慌てて用意し、無事審査に通っ

た次第である。初めはロスアンジェルスで行われ

るコンサートの参加するつもりだったのだが、い

ろいろあって、4月 10日に行われるニューヨーク
のリンカーンセンター、エイブリーフィッシャー

ホールのコンサー

トに参加すること

になった。何しろ

遠方のため、結局

SFFCからは三浦
るり子さんと私、

そして元 SFFCメ
ンバーで現在ニュ

ーヨーク在住の実

穂さんと３人での

参加となった。 
 
ニューヨーク到

着翌日から 2日間
のリハーサルが始

まった。会場に集ったのは若者！若者！若者！ 
250名いる参加者のほとんどが高校生だった。ニ
ューヨーク州近郊の高校生合唱団が、引率の先生

といっしょに貸し切りバスに乗ってやって来てい

たのだ。「わたしニ

ューヨークに来て生

まれて初めて 3階建
て以上のビルを見た

の。」という高校生

もいたらしい。 
 
リハーサル前に事

務の人から、「エリ

ックは指導やコンサ

ートで大変忙しいの

で、写真を撮ったり

して彼の邪魔をしな

いようにしてください。」と注意された。ピンと

来ずに聞き流していたのだが、リハーサルでエリ

ックが登場したら、会場が一瞬騒然。事前に注意

を受けているので、みんなは一応おとなしくはし

ていたけれど、それでも練習そっちのけで隠しカ

メラを撮っている子あり。書くのを忘れていたが、

エリックは 41歳の若手音楽家で、なかなかの美形
なのであった。会場には、はるばる日本の京都か

ら「追いかけて来た」Hさんという熱烈ファンの
女性（推定年齢 40歳代）もいた。 

  
さて、なかなか本題に入らないが、リハーサル

の話しである。本番では 20曲すべて暗譜。私たち
３人はまだ暗譜が不完全で心配していたけれど、

（私たちよりも脳みその柔らかい）高校生もまだ

覚えていない様子。少しホッとして、歌い始めた。 
 
エリックの指揮はとてもやさしく、彼の曲のハ

ーモニーにとけ込まれそうな気分にさせてくれる。

作曲者直々に歌の指導を受けるのは、とても勉強

になった。子音の発音などは厳しく何度も直され

た。本番前日になって歌うキーの変更もあり、こ
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れは彼の作品が進化し続けているということだろ

う。ただ、何しろ歌い手の平均年齢が低いので、

十代の若者に話しかけているような話し方で話す

のが、気になったが。 
 
曲の中で、数カ所ソロの部分があり、本番を直

前にして歌い手の中からソロを「公募」して、公

開オーディションをすることになった。高校生達

若者はどんどん立候補して、250人を前にしてオ
ーディションを受けていた。たいした勇気である。

曲の中で「カンガルーがブーメランでやられての

びる」場面があり、その効果音も公募された。勇

敢な（？）男の子達がそれぞれ個性ある効果音を

披露して笑いをかっていた。 
 
リハーサルの後は、連日、夜のマンハッタンの

街に繰り出して、美味しいものを食べに出かけた。

お目当ての博多ラーメン屋は「１時間半待ち」と

言われて挫折し、それでも日本そばをすすり、エ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

チオピア料理に舌鼓し、日本のベーカリーでケー

キやおにぎりを買い込んだ。iPhone を頼りに行き
当たりばったりでレストランを探したのだが、ど

こもおいしかった。さすがニューヨークは日本食

をはじめ、食のレベルが高い。 

●ご

【

 

 
【

 

●9
第一
San

 
日米

場所
4月 10日の本番はあっという間に終わ 
ってしまった。その後に行われたレセプシ 
ョンでは、エリックがにこやかに写真撮影

に応じ、参加者に話しかける姿が印象的だ

った。前述の日本から来た Hさんは、カメ
ラを片手に、エリックの動きに合わせて会

場内を行ったり来たり。彼女は翌日にいっ

たん成田へ戻り、そのままロンドンへ飛ん

で、そこで行われるエリックのコンサート

にも出演するそうな。ここ数年、海外のほ

とんどのエリックのコンサートに参加して

いるらしく、今は日本エリックウィティカ

ークラブの創立を手がけているそうだ。 
え？コンサートの出来？それはディレクタ

ーのるり子さんに聞いてください。 

都合の良い場所で練習にご参加ください。 
パロアルト会場】Aldersgate UM  

4243 Manuela Ave., Palo Alto, CA 94306 
▶ 連絡先：黒田 ykuroda16@sbcglobal.net
 

★ 第九を歌おう ★ 

一般個人参加者募集中 
Newyork Canalstreet           A.Y.
サンフランシスコ会場】JCCCNC 
1840 Sutter St, SF, CA 94115 
▶ 連絡先：甲川 hkokawa@aol.com 

 
月以降、合唱連盟の合同練習が数回あります。

回：9月 10日（土）午後 2時～4時 
rd
2012年の日米合唱祭の最後を飾る第九
あなたも一緒に歌いませんか。 

合唱祭、日にち：2012年 5月 27日（日）
：サンフランシスコ ハーブストシアター
  Mateo Library(55 West 3  Ave., San Mateo)
I.M



第 3回  突撃インタビュー 
『紅楼夢』からＩＴまで、 

一期一会の人生、悔いなき人生を目指して 

＊紅楼夢：18世紀中ごろに書かれた中国長編小説 
 
－合唱を始められた 

 
 

－人生哲学・信条－ 
一期一会 

初心忘るべからず 
人生一回、悔いのないように。 

 
東京生まれ。東京と岡山（津山）育ち。 
大学時代は、東京大学で中国文学を専攻。 
紅楼夢（こうろうむ）を研究する。 
1986年にご主人様の留学に伴って渡米。 
デービス、ニューヨーク、テキサスへの

移住を経て、現在はサンノゼ在住。 
めまぐるしく変化する生活環境の中で、

社会言語学の修士、経営学修士を取得。 
現在はソフトウェアエンジニアである。  
小学校の卒業文集には、『外交官になりた

い』と書いてある。小さい頃から外国へ

行きたかった。世界平和のために生きる、

いろいろな国の人と交流して理解して生

きていける社会を作る、それで『外交官』

になろうと思っていた。雑誌に航空会社

が掲載するヨーロッパの片田舎の写真が

すごくきれいで『いつか日本を飛び出し

てやる』と思っていた。（『スチュワーデ

スに』と思ったこともあるそうですが、

これは一日で消えた夢だったとか。） 

2011年 5月 10日に。
 

－星座は？－  おとめ座。 血液型は A型。  
－趣味は？－ 
ボールルームダン

ス。スタンフォード

のダンス部に入っ

て踊っています。ダ

ンスは一生の趣味

にしたい。コンペテ

ィッションにも挑

しています。 戦 
ウェイトトレ

 
  

ずっと『法律の勉強をしたい』と言う志

を持ち続け現在の夢は弁護士になること。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

－ご主人様との出会いは？－ 
お見合いです。着物を着ている写真を、

知人宅にたまたま遊びに来ていた主人が

見て『この人に逢いたい』と言ったらし

い。私はまったく興味がなかったのです

が、職業が獣医と聞いて、『会ってもいい』

と言ったら、とんと 
んとことが運び、会 

・食べ物に好き嫌いは

でも、おいしいもの

・色の好き嫌いもない

色にチャレンジする

ク、赤がにあうと思
『Stanford Viennese Ball』で踊った時の
写真（中央が私）。 
4

ーニングもかかせません。  
 
 

ってみると、『この人

は私の好きなクオリ 
ティを持っている男 
性だな、ああ、いい 
なあ』、と思って。 
30分しか会わなかっ 
たのですが、結婚し 
ました。 

ない。 
が好き。 
。いろいろな

。紫系、ピン

っています。
 

インターネットで『コーラル・コ

スモ』を見つけ、先に入っていた

お友達に誘われて。いろいろなジ

ャンルの歌を歌うし、のびのびと

指導をされているし、私のカルチ

ャーにぴったりのコーラスグル

ープでした。コスモに入って2年。
パートはソプラノです。 
合唱は初めてですが、歌うことは

好きで、カラオケでは都はるみな

どの演歌を歌います。オペラもア

メリカのポップスも好きです。

きっかけは？－ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

●2000年
1999 年、

ッチ

る。

ばす

本場

 
 
 
 
 
 
           

 
 
 
 
                 
 
    デービ      イリノイ        NY      

 

   
   

 
 
   

 
●1991年～
ロングアイランド 

2年間の育児と 
『会計』、『ビジネスロ4 2 

●1991年● 

家族5人を乗せて 日間走る。●1986年～ 
デービスでの
生活が始まる。

3年間の育児 
UCデービスで
『社会言語学』

の修士号取得。 

HP
エ

MBA取得

“今” 
仕事大好きで
同時に 4年制
スクール 3年
学生です。

1 

『偶然』か『必然』か？

それは『必然』なんで

すよ。人生っていろい

ろな選択肢があるけれ

ど、目の前にある人生 
が自分の人生。 

 
 
 
 
 
 
 
  
  

現在ソフトウ

亜起子さんの
 

●1993年～オースティン 
IT関連の職も得、6年間の大好
きな生活があった。 

● 
クリスマスイブの FAX
ボールが人生の分かれ

一人カリフォルニアへ

こと 4日間。目指す所
シリコンバレー。 

   サン クララ                        

          ●1993年● 
      テキサス  

       オースティン 

3 
 

ー』の勉学の日々 

“今” 
●ダンスも踊ります。 
●ウェイトトレーニング
もやっています。●女性ば
かりのブッククラブを 3
年以上続けています。●日
本の文化も暖めてみたい。

野を越え 山を越え 川を越え 
またしても UHAULは走る。

Dr.中村（栄養学）
イリノイ大学教授

テキサスの端で一泊 

アリゾナで一泊 

ロスを越
えて一泊 

のソフトウェア
ンジニア 

す。
ロー
目の

4 

ITをやるのだったら一生に
一度はシリコンバレーで暮

らしたい。オースティンに

根付いてはいけな

ェアエンジニアである。『今の仕事も大好 が、一生一度しか生きないのだから、もっと好きなことをやりたい。』 
人生双六には『ここで一休み』も『上が 。厳しいアメリカの社会で、常にグレードアップの努力を積み重ねている。 
い。 

んです

もない
きな

り』
のキャ

目とな

車を飛

は ITの
UHAULは東へ東へと4
ス

タ
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－デービスの後は？－ 香
川
恵
子
先
生
率
い
る
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
ー
オ
ペ
ラ
『
蝶
々
夫
人
』

NY ロングアイランドで仕事が見つ
かり、家族 5 人、UHAUL でロッキ
の山を越え4日間走り続けました。 ー

  
－それでその後は？－ 

NY に 2 年居て、そこで悲劇が起こった。でも、
結構私は危機に強いタイプ。いろいろ考えて、主

人がテキサスのオースティンで働くことになった

ので、またまた UHAUL で引越し。そこではイン
ターネットが盛んで、昔グラフィックデザインを

やっていた人がどんどんソフトウェアに入ってい

くのを見て、『私もコンピューターをやりたい。不

可能ではない。』と思い、勉強しました。グリーン

カードも取得し、IT関係の仕事をしていた。 
 

－オースティンの後は？－ 
それからが大きな人生の分かれ目だったんですよ。

オースティンは大好きで、家も買い、ここが終の

棲家かと思いましたが、その夢は実現しなかった。

今度はカリフォルニアに移ろうという話をしてい

る時、1999年のクリスマスイブに、サンタクララ
の IT 関連会社に私の履歴書を FAX したら、すぐ
に FAXが返って来て、社長さんがインタビューに
来てくれて、私の仕事が決まった。2000年1月に、
枕や衣類などわずかな物だけ積んで、一人車でシ

リコンバレー目指して出かけました。CAからNY、
TXそしてまた CA、黄金の三角形移動です。 

 
－今はどんなお仕事をなさっていますか？－ 
現在は HPのソフトウェアエンジニアです。これ
が最後と言うわけではなくまたキャリアを変え

たいと思っています。 
 
－今度はどんなお仕事をやりたいと？－ 
今の仕事も大好きなんですが、一生に一度しか生

きないのだから、もっと好きなことをやるべきだ

と思って、オンラインのロースクールへ通ってい

ます。4年制ですがもう 3年間通っています。  
－決断が速く行動力がある？－ 

―計画性があって忍耐強い？－ 
忍耐性はゼロ。私の強いところは、自分に対して

本当にやりたいのか問いただして、やりたいと思

ったらぱっと戦略を立てることができる。しかも

期待するレベルが現実的。決断が速いと言う性格

はないと思います。私は、こういうコンセプトを

探しているんだと言うのが分かっていて、ずっと

やりたいと思っているから、自分の中で酵母が醗

酵しているようなもの。目の前にあるとぱっと決

めるんですよ。その時には逃さないわけですよね。 

－なぜ、今、法律を？－ 
回り道をしたわけではなく、20 代・30 代は子育て
を楽しんだわけだから後悔はない。今は英語力も付

いて人生経験もあるし、そういう時に、ぴったりの

ロースクールが見つかった。今がベストな時期であ

ると思っています。ロースクールの前に MBA を取
るのですが、何か手に職を付けたかったので、NY
では会計とビジネスローの勉強をしていた。この基

本がなかったら、MBAは挫折していたと思います。
MBA の会計とファイナンスは本当に難しく、MBA
で山のように難しい本を読まされて英語の本が読

めるようになり、それが今日のロースク―ルを乗り
切る助けになっています。すべて一つ一つの努力の

積み重ねだと思います。 
 
－最後に今の夢を聞かせてください－ 

弁護士の資格を取って争い事を調停することです

ね。 人間と言うのは、みんなエゴがあるから、衝
突、対立があって当然なんです。それを少しでもフ

ェアになるように話し合いをしたり、誰もが納得す

るルールを作って、そのルールにのっとって衝突を

解決し、暴力に訴えない世界を作るのが私の夢なん

です。弁護士と言うのはルールばっかりでつまらな

い、と言いますけれど、ルールこそが大切で、ルー

ルなしで喧嘩をするのは嫌いです。ルールがあって

喧嘩・闘争するのが好き。みんながルールを作るよ

うに努力して、その中でフェアゲームをして、暴力

か不正を

くしたい。

れが『私

夢』です。 
5月 10日、インタビューを終えて 
松浦さんと中村さん

と

な

そ

の
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さくらコーラス 
  定期演奏会を尋ねて 

 
賀川正人 

コラール・メイ、アンサンブル四季 
コーラル・コスモ所属   

6月 26日（日）の午後、当合唱連盟の一員である、
さくらコーラス（女声）の 2011 ベネフィットコン
サートにお邪魔してきました。会場はサクラメント

ダウンタウンにあるパークスビュー長老教会です。

わが息子たちには、「（サクラメントの）IMAXでCars 
2 を見るから一緒に行こうよ～」、と誘って、朝 9
時に自宅を出発、旅路は順調で途中休憩しながら 11

時 30 分には現地に
到着しました。サク

ラメントはこの 1年
でさくらコーラスの

コンサートを含め 4
回目、道中の景色に

も慣れてきました。 
さて、正午に始まったコンサート。第 1部が愛唱
歌の数々。『茶摘』、『出船』、『お母さん』、『春のメ

ドレー（春の小川、どじょっこふなっこ、桜、花の

街など）』。皆さんとても自信をもって楽しそうに歌

われていました。第 2部は、さくらコーラスの伴奏
でおなじみの灰谷治子さんの『ショパン Op68』か
ら始まるピアノ演奏。客席の皆さんは聞きほれてい

ました。第 3部は『子供の歌、みんなで歌おう』の
部。『証城寺の狸囃子』、『どんぐりころころ』、『十

五夜お月さん』、『とおりゃんせ』。榊原さんも客席

に向かって指揮をします。お子さ

ん連れのご家族も含めて会場の

皆さんが一体になって歌いまし

た。最後の部は、フィナーレとし

て、『赤とんぼ』、『美しく』、そし

て、さくらコーラスの定番、『野

に咲く花のように』を演奏して終了です。 
演奏会の後は記念写真を撮らせていただき、その

後の懇親会では、久しぶりにお会いした皆さんとの

再会を楽しみました。今年は少しメンバーが減って

しまったとのことですが、和気藹々とても楽しいグ

ループのようです。 
さくらコーラスは、毎月第 1、第 3日曜日の 12:15
～2:00  Sacramento United Methodist Churchにて
練習をされています。もしこのエリアにお知り合い

がいらっしゃる方はぜひお誘いください。連絡先は、

榊原晴子さん harukos@att.net、もしくはマーシ
ャル綾子さん ayako.marshall@sbcglobal.net で
す。なおこの度のコンサートでは、総額 570ドルの
寄付があり、全額 JCCCNC を通じて日本への義援
金として送金されるとのことです。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
♪ 日米合唱祭 
日時：2012年 5月 27日（日） 
場所：War Memorial, Herbst Theatre 

401 Van Ness Ave, SF, CA 94102 
 
♪ 箱根ガーデン オペラの夕べ『蝶々夫人』 
日時：2011年 9月 9日（金）午後 7時 

着席＆ワイン 午後 6時半～7時 
場所：箱根ガーデン 

21000 Big Basin Way, Saratoga, CA 95070 
予約＆問い合わせ：408-741-4977 
出演：香川恵子さん、コミュニティーオペラ、

芦谷真由美さん（エレクトーン）他 

 
♪ Sopianos Fall Concert 2011
日時：2011年 9月 11日（日）午後 6時半 
場所：Prince of Peace Lutheran Church 

12770 Saratoga Ave., Saratoga, CA 950
チケット＆問い合わせ：408-377-9789 

Sopianos P.O.Box 24939, San Jose, CA 9515
出演：香川恵子さん、芦谷真由美さん他 

 
♪ 南加日系合唱連盟第四回合唱祭 

“響けうたごえ” 
日時：2011年 9月 17日（土）午後 3時開演 
場所：El Camino College, Marsee Auditorium 

16007 Crenshaw Blvd., Torrance, CA 90506 
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♪ 思い出のひとコマ ♪ 

 

❤Choral Cosmo❤ 
2011年 7月 3日 Independence Day Concertに
演しました。 出 

大塚さん宅での Inde
月 3日（日）に行われま
ための寄付を集めるのも
中の気温は 90°Fとかな
までよりも規模を小さく
ということだったにもか
人位だそうです（後で 1
これで小規模だなんてい
の？と今年初めて参加し
観客席と Pot luck テー
いましたが、いつもなが

やデザート等その盛況ぶりには圧倒されてしまいま
す。プロ、セミプロの演奏家によるピアノ、チェロ、
クラリネット、フルートなど一流の演奏の後にコー
ラル・コスモの歌だったので、ちょっと歌の影が薄
くなったかも。（それで来年はコーラル・コスモの歌
を初めのほうに持ってき
て、プロの演奏はその後に

 
 

・●・●・編
今号の編集中に、絵日記

ど不思議な出来事が少な

一つは、カリフォルニ

青空なのにパラパラと落

る。今回のように、本格

月の雨は、渡米以来初め

一つは、生まれて初め

マミタケ（Lysurus mok
地中には表面を湯葉のよ

われた蚕繭ほどの幼菌も

の匂いは～・・？』と思

目の前を飛び、泊まった

た蛇の顔かと思うような

日がな一日、庭先でぼん

このようなものにも巡り

もう一つは、今生の別

（いささか大げさではあ

ンマンが現れた 6月 22
に CafeHausで待ち合わ
た私は、『普段来ない場所

と、3rdと San Mateo Dr
かし、夏の陽照りはきつ

似合わない読書でもして
8

pendence Day Concertは 7
した。今回は Japan Relief の
兼ねたコンサートです。日
り暑かったし今年は一昨年
して少人数にして行います
かわらず、参加者の数は150

80人だったという話もあり）。
ったい以前はどうだった
た方々が驚いていました。
ブルにはテントが設定されて
らずらりと並んだ各種料理

したらいいのではという
声もあり、でした。）この
イベントを企画し実行な
さる大塚さんご夫妻とご
家族の皆様のチームワー
クは、とても素晴らしいと思い
つもの J-Town bandや Jazzの
は細川綾子さんの歌を味わい、
一日が過ぎていきました。（福

 

集後記・●・●・ 
に書き留めておきたくなるほ

くとも 3つあった。 
アの 6 月の雨。20 数年前に
ちた雨は経験したことがあ

的な雨季のように降り続く 6
てではないかな。 
て見るきのこ。どうやら『ツ

usin）』らしい。
うな白い皮で覆

ある。『ん～？こ

った時、ハエが

先に、一瞬生き

この生物がいた。

やりしていると、

合える。 
れになるのかと覚悟した日。

る。）サンマテオ 3rd 上にガ
日、私たちは編集会議のため

せをしていた。少し早く着い

だから、ちょっと散策でも』

.の交差点に向かいかけた。し
い。先ずはコーヒー、そして

待っていましょう、と踵を返 

 
して店の中に入った。コーヒー

ルクを入れていると、背後で『

確かに聞こえた。良くはわから

が、表、北東の方向に居るらし

るから大丈夫ですが、3rd は危
うがいいです。今日のミーティ

まいません。店の人はドアを閉

ています。』と、松浦さんに電話

そこまで来ているので、間もな

中には入れるんでしょ？』と悠

合いになることはなく、程なく

ていましたよ。』と、“決めたら迷
松浦さんがにこやかに入って来

の日の、暑～い、長～い、午後
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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ます。食事の後はい
演奏などが続き、最後
忙しくも楽しい夏の
井良子） 
を受け取り、砂糖とミ

コール・ポリス！』と

ないが、銃を持った人

い。『私は店の中にい

ないから近付かないほ

ングキャンセルでもか

めてロックすると言っ

をすると、『もうすぐ

く着きますから。店の

 

々とされている。撃

『大丈夫。もう捕ま

わない（怯まない）

られた。2011 年夏
のことでした。 
・・・・・・・・・・・・・・・・
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