
 

   
 

 

  
この1週間で、2回の記念す
 
まずは、11月 15日（火）の
先立って作曲者、村井邦彦先

指揮で歌った『翼をください

でしょう！ 
 
これは、サンフランシスコ平

たワールド・アライアンス・

法人アライアンス・フォーラ

も協力者の一員として約 6ヶ
 
ところで、会議の日から 1ヶ
の友人で作曲家村井邦彦さん

におられるからお呼びしまし

生のピアノ伴奏で歌って欲し

んでもない、そこでコラ－ル

次第。 
 
村井先生とは、会議の前の昼

ろいろお話させて頂いた。慶

イト・ミュージック・ソサエ

アノ担当、夏休みとなると全

奏旅行、ジャズに明け暮れる

時、進路についてレコード会

たら、『レコード屋でもやっ

され、面白そうだというので

という小さなレコード会社

ィ・ウィリアムスやビートル

か、ジャッキー吉川とブルー

のドーナツ盤が滅茶苦茶に売

も聞いているうちに、これな

たのが、作曲家になったきっ

合唱

『翼をください』と『

会長 
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べき合唱イベントに参加した。 

夜、総領事公邸での夕食会に

生のピアノ伴奏、三浦先生の

』。なんと豪華な組み合わせ

和条約締結 60 周年を記念し
フォーラムで、主催者の財団

ムの原 丈人さんを中心に、私
月間練りに練り上げた企画。 

月くらい前になって、原さん

が丁度今、ロスアンジェルス

ょう、ということになり、先

いと依頼された。ソロなどと

・メイの有志で歌う事にした

食会で隣り合わせとなり、い

応在学中は、名門バンド『ラ

ティ』に所属し、バンドはピ

国にある三田会を訪ねての演

学生だったとのこと。３年の

社に勤める先輩に相談に行っ

たらどうか？』とアドバイス

、すぐに赤坂で『ドレミ商会』

を始めた。その時分、アンデ

ズなどもよく売れたが、何故

コメッツの『ブルーシャトー』

れた。どうしてだろうと何度

ら自分でも作曲出来ると思っ

かけとのこと。 

 
テンプターズの『エメラルドの伝説』が

ヒットし、それからがんがん依頼が来た。

一方、先生はインターナショナルな仕事

をしたいと考えていたので、『版権ビジネ

ス』は非常に重要になるだろう、と考え、

パリに出かけた時に、『マイ・ウェイ』を

音楽出版社と出版権の契約をしてきた。

日本に帰ってすぐに、音楽出版会社『ア

ルファ・ミュージック』を設立された。

その時、先生は弱冠 24歳！それから、ユ
ーミンのデビューアルバム『ひこうき雲』

を作曲、『朝まで待てない』（ザ・モップ

ス）、『ある日突然』（トワ・エ・モワ）、『虹

と雪のバラード』（トワ・エ・モワ）、『翼

をください』（赤い鳥）をはじめ多くの有

曲が世に送り出されることになる。 

2 題 

合唱ワークショップ』

 
松浦 功 

名
 
さて、当日は、始まる前にコラール・メ

イ団員６名が、三浦先生の指揮で村井先

生のピアノと音あわせをする。１番と２

番の間の間奏がすばらしく、ピアノ伴奏

に聞きほれているうちに、２番の出だし

が遅れるということが起こった。しっか

り指揮者を見ないと、と皆自覚し、本番

はうまくいった。村井先生の奥様が、私

のところに来られて、『皆さん、素晴らし
11 月 15 日総領事公邸にて（左から３人
目が村井邦彦先生、4人目が奥様。） 



い声ですね。感動しました。』と言われ、素直に

喜ぶ事にした。村井先生は、今、混声の合唱曲を

作曲中で、出来たら三浦先生のところに送りまし

ょうと、三浦先生におっしゃったそうです、今か

ら楽しみですね！ 
 
二つ目は、サンフランシスコ交響楽団の本拠地、

Davies Symphony Hall で、昨夜（11月 20日）、
プロの合唱指揮者から訓練を受けた事。 
 
これは、サンフランシスコ・シンフォニーのコー

ラス・ディレクター Ragnar Bohlin氏のワークシ
ョップで、日曜日の夕方 6時半から 9時半までの
3時間。選ばれた曲は 3曲。 
 
Heinrich Isaac 作曲の“Innsbruck, I must now 
leave thee”で、昔のドイツ（今はオーストリー）
のチロル地方にあるインスブルックの宮廷の仕

事を去らないといけない事への悲しみを歌った

美しい曲。 
 
2曲目は、ヘンデルの戴冠式の祝歌。1727年の英
国のジョージ 2世が戴冠したときに作曲された歌。
歌詞は、旧約聖書の列王記にあるソロモンの物語

から取ってあり、10世紀から英国の国王戴冠式で
使用されているとのこと。God save the King, 
Long live the King、そして、ハレルヤ、ハレルヤ
と歌って終わる荘厳な曲である。 
 
3 曲目は、ブラームスのドイツ語によるレクイエ
ム。数あるレクイエムの中でも、もっとも長い事

で知られており、1 時間以上かかる。私は、3 曲
の中で、この曲が一番好きだ。 
 

2 

ワークショップは、6時半きっちりに始められた。
ソプラノ約 120 人、アルト約 180 人、テナー約
30人、バス約 60人で、合計約 400人。ボーリン
先生の指導で、ステージの上で 30 分発声練習。
いつも三浦先生から言われていることが沢山あ

る。そして、各パートに分かれて別室で特訓。そ

の後 20分の休憩（コーヒーとクッキー）を取り、
再び舞台へ。50分間、上記３曲の総仕上げ。そし
て９時半に、予定通りきっちり終わる。 
 
感想をいくつか。 
１． 時間管理が素晴らしい。指揮者の指導方法、

パート練習会場への移動、集中的な授業、ま

たステージへの戻り方等全く無駄がない。 
２． 集中的な授業と言えば、ボーリン先生が「そ

れでは、小節 57から」と言うと、殆ど間隔を
置かずに指揮棒を振られる。誰も「どこ、ど

こ？」と隣の人に聞いたりはしない。何度も、

歌い直しがあったが、誰も問題なくさあっと

歌い始める。かなり集中していないとついて

いけない。わがコラール・メイでは、まず考

えられないことである。 
３． 指揮者と言えば、私と賀川さん、草川さんは、

2列目のいわばかぶりつきの席にいたので、ボ
ーリン先生とは、絶えず目があった。見つめ

られた瞬間、「君、1拍遅れたよ！」「その調
子、その調子」「アゴを引いて首を伸ばす！」 
「また遅れた！」と言わんばかりの表情、緊

張の連続であった。 
４． 発声練習は、やり方こそ違うが、注意されて

いることは三浦先生とほとんど同じ内容。毎

回の我々の発声練習をもっと真剣にかつ気持

ちを集中してやることが大変重要と思った。 
５． 最後に、通しで 3曲歌った後の心地よい疲れ
とさわやかな気持ちは、そこにいた人でない

と分からないものだと思った。 
次回も参加するぞ！ 
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ひまわり会は、イーストベイを中心

に1972年に新渡米女性日系人のた
めの互助会として発足しました。今

年は40周年ということで、10月8日
にオークランドのヨシズで祝賀昼

食会がありました。何故コラール・メイに声がか

かったかについてご説明しましょう。 
 
ひまわり会会長の土屋和子さんがご自分の娘の

ために50年以上前に購入されたひな壇の嫁ぎ先
（もらい手）を捜しておられたのを、私がある人

から聞き、私の家に落ち着くことになりました。

今年の3月に私の家でそのお雛様の披露会を催し
た時に初めて土屋さんとお会いしました。保存の

非常に良いひな人形を飾って土屋さんをお迎え

し、30年ぶりにお雛様と再会され大変喜ばれまし
た。その後土屋さんが、コラール・メイのオーク

ランド A's スタジアムでの米国国歌演奏をテレ
ビで見られ感激された、という大変前置きの長い

話になりましたが、丁度土屋さんは40周年の式典
責任者であり、コラール・メイに白羽の矢が立っ

たということです。 
 
その後6ヶ月間の準備期間がありましたが、身内
に不幸があったり、メンバーの中で健康の優れな

い人が出たり、若い二人の団員は日本へ帰国とい

うことで練習に支障を来たしました。オークラン

ドのヨシズといえばジャズの演奏で有名ですが、

私たちの演奏はジャズホールではなく、レストラ

ンの客席の一角ということでメンバーの中にが

っかりした人もいました。当日の練習はジャズホ

ールのステージを借りて、備え付けのザイロホン

で音取りをしました。聴衆の皆さんは私達と同年

輩で、お互いが打ち解けた雰囲気の中でメイの演

奏が始まりました。本番はいきなり「いざ起て戦

人よ」で始まり元気な所を見せました。「希望の

島」、「時計台の鐘」、「さらば青春」、「ブルドッグ

と蛙」、「遥かな友に」、そして押し付けアンコー

ルにあつかましくも2曲、「からたちの花」、「三匹
の蜂」、最後に皆で「ふるさと」を歌ってメイの

出演は終了。私達もドアプライズに参加し、皆で

記念写真を撮って無事祝賀会も終了、家路につき

ました。 

ひまわり会 
40周年祝賀会に出演

甲川 英輔 
コラール・メイ、アンサンブル四季

 
初めての30分連続のステージで高齢者のメンバ
ーは大変だったと反省していますが、独自で定期

演奏会を持たないメイにとってはよい経験であ

ったと私は思っております。メンバーが高齢化し

ており団員の数も10人以下になり、今後いかに美
しい声で歌い続けるかという課題がありますが、

男性らしい曲や民謡をもっと取り入れていきた

いという希望を抱いております。連盟各グループ

の皆さま、今後とも温かいご支援を賜りますよう

お願い致しましてお座敷出張のご報告とさせて

いただきます。 
以上 
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●山形というと最上川ですね。● 
僕 は最上川で泳ぎを覚えたんです。 

●最上川は急流でしょ？・・・・ 
・・・・・よく泳げましたね。● 
子供がよく溺れる。地場のお兄さん

たちが小さい子を背中に乗せて中州

まで泳いで行って、桃を取って、パ

ンツの中に一杯入れて、また泳いで

岸に戻る。棘があるので、お腹の周

りが真っ赤になる。痛いやら痒いや

ら。おっかけられてね、『このやろー』

って。桃はおいしかったねえ。山形

は魚もおいしい。さくらんぼ（桜桃）

もおいしいね。ラフランス、お袋が

好きでね。硬いうちにお米の中に入

れておくとおいしくなるんですよ。 
育ったところは山形市。盆地のど真

ん中で、夏は暑いし冬は寒い。三浦

先生は鶴岡、ワイフは、酒田っ娘、

日本海側ですね。庄内美人・・・っ

ていってね。山形は美人が多い。 

●歌を始める切っ掛

・・・・・お母様や

ありますあります。母が

弟は声楽家。叔父は笹谷

た。『笹谷栄一郎の甥っ

山先生がおっしゃってい

たが、毎日のコンクール

楽家。その影響が大きか

時、『なに歌うの』『この

の時は、『音を下げてく

た。また、中学が仙台の

ルだったんですね。毎朝

もすごく影響していると

朝鮮

帰国

東北

の前

都立

僕は『自然体』とい

東京銀行で枝川さ

自然体が一番良い

葉だなあと思って

然にいくものだなあ

父は裁

は大き

ってい

といつ

あんま

ところ

されて

ないね

んの親

よくや

まあ

日本

結婚
  第 5回  突撃インタビュー 
   一本の道をひたすらに行く 
けは？・・・・・ 
ご兄弟の影響がありますか？● 
しょっちゅう歌っていた。母の兄

栄一郎。外山浩爾先生の先生だっ

子だってよ。まいったな。』と、外

た。伯父せい一郎も、戦死しまし

かなんかで優勝したことがある声

ったですね。母は、音楽の試験の

歌はこう歌うのよ』とか、変声期

れ、って頼むのよ』って教えてくれ

東北学院というミッションスクー

礼拝で賛美歌を歌っていた。それ

思います。 
●奥様との出会いは？● 
いいじゃないですか。 
で恋愛結婚みたいなもの。職場

です。 
●血液型： O型  ●星座： 牡牛座 
（現北朝鮮）平壌生まれ。父の転勤に伴い 2 才の時に
。帯広、山形、仙台、東京で育つ。子供の頃はずっと

でした。小 6 の後半まで山形、6 年後半から中学 3 年
半まで仙台。中学 3年の途中から東京。 
西校、早稲田（第 1政治経済学部）卒業。 
●子供の頃はなにになりたかったですか？● 
判官（判事）、後に検事になるのですが、父親の影響

い。親父のようになりたい、検事になりたい、と思

ました。親父が『検事ほどつまらない仕事はない』

も口癖のように言っていたので止めました。 
り家で仕事の話はしなかったけれど、変にいこじな

があって、絶対意見を変えない。それをもろに聞か

いたから、普通の人とはちょっと違う感覚かもしれ

え。親父の影響ってものすごくありますね。菅野さ

父は正義派弁護士だった。二世同士で楽しい議論を

りましたよ。 
●生きる信条は？● 
う言葉が好きです。 
んが『柿の実がなあ熟して落ちるように

んだよ』とおっしゃった。それはいい言

。無理してどうにもならないときは、自

、と思っている。 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

グ

た。陸上競技部

競技をやってい

でした。だから、

あって、グリー

グリーは高校時

から、やりたい
 

●高校から聴き

高校 1 年から男
のもおかしいで

テナーですが、

低い、バリトン

トフォーだった

ゃいけないです

れわれも結成し

の大正製薬提供

たものだから、

だ！』って、補

いましたが、本

などを歌ってい

界の『家路』は

 
高校時代の陸上部（砲丸投げ） 
コーチの先生に「腰が入ってない！」と
怒鳴られたときのもの。「今でもへっぴり
腰の癖がぬけません。 

●野球はされなかったのですか？●

子供のときは野球少年でした。親父が転勤が多かったか

ら、いじめられないためには他の子より強くならなけれ

ばならない、っていうので、いじめ対策で野球をやって

いました。うまかった。東京に引っ越した時、仙台から

高校時代の男声四重唱（右端） 

 

 
素人喉自慢で（左から 2 人目） 
来た田舎っぺだ

だったけれど、『野球をやります。投げさせてください。

ュン投げるもので、ええー！！と、みんなびっくりして

学校の 3年まで、東京に来てからもエースだった。『4番

5

●大学へ入ってからはグリーですね？●

リーには 1 年の 2 学期ぐらいから入っ
に誘われていましてね。高校時代に陸上

て、槍投げがいい成績で、東京代表選手

陸上部を考えていた時期が一ヶ月ぐらい

に入るのがちょっと遅れたんです。ただ、

代からしょっちゅう聴きに行ってました

な、とは思っていた。 

に行っていたのはどうしてでしょう？●

声四重唱をやっていまして、自分で言う

すが、それが非常にうまい。僕はトップ

声の高さの範囲がパーフェクトに高い・

で響く、バスが響くという、優秀なベス

んですね。自分をベストフォーに数えち

ね。ダークダックスがちょうど出た頃わ

たんです。勢いがありました。日本放送

の素人の喉自慢にも出まして、平日だっ

『学校サボってお前たち何やってるん

導されかけたことがある。ポップスも歌

格的な男声合唱曲、例えば『秋のピエロ』

た。何でも歌えた。ドボルザークの新世

ちゃんとした編曲のものを歌った。 
グリーでは本当に悔しい思い出がある。ちょうど入学の

年の早稲田 75周年記念式典で『第九』を歌うことになっ
ており、オーケストラで 400 人程の大合唱だった。とこ
ろが 2 学期からの入部で、初めのころの練習に出ていな
いから、ということでいくら頼んでも第九を歌わせても

らえなかった。その時のテナーのソロが叔父笹谷栄一郎

だったものだから余計残念で仕方がない。それ以来どう

もちょっと第九アレルギーになっているかもしれない。
大学のグリーの頃の『練習に出るのは当然』『切符を売る

のは当然』『暗譜は当然』というのは、今でも癖になって

どうしても出てきますね。『暗譜』は、役に立っています。
三高対抗（都立新宿高、富山高、西高）で
の 800ｍリレーで勝利のゴールイン 
・・・ってんで、かなりばかにされそう

』と言って、2、3球投げたら、ビュンビ
いた。小学校の 5 年生からエースで、中
、ピッチャー二川君、背番号１』だった。



 

 

丸    

のは昔だったら感じなか

限られていたのは残念で

ようになったのはインタ

番組だった。でも、親父

とがある。そしたら叔父

は日本にはないよ、聴い

が好きで好きでしょうが

プで聴いていた。聴かさ

きた。叔父の『止めるの

にやれ』と言ってきて、

●番組作りのポリシーは

歌謡曲はやらない。歌謡

ていた。他にリクエスト

ジャズもやらなかった。

ましたね。それから美空

ひとつだけ『津軽のふる

ばり以外はだめですよ。

ジナルの『りんご追分』

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

●どのくらいの曲が 
   紹介されたのでしょう？●

歌のストックは、CD で 400
枚か 500枚ぐらい、同じ歌を
何回かかけていますから、

1500曲ぐらい流しましたね。
 
●好きな歌手は？● 
一般的な歌手では南こうせ

つ。クラシックではパヴァロ

ッティかな。日本人の歌手で

は名前を覚えていないなあ、

しいていうなら岡村喬生さ

ん。若い頃の岡村喬生、若い

頃の美空ひばり。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

●ＳＦラジオ毎日で 
人気長寿番組を担当されていましたね。●

    20年続きました。仕事と平行して、
1週間に一回だったから大変でし
た。楽しかったから続いたんだけ

れど。後半は喧嘩ばっかり。楽し

い喧嘩だったですけどね。春夏秋

冬の観察についてはあの番組のお

かげですごく敏感になり、今でも、

ああ、もう秋の気配だな、という

った事も感じますね。電波が届く地域が

した。サンノゼの方でも聞く事ができる

ーネット配信がされてからですね。いい

には反対され途中で 2年ぐらい止めたこ
の笹谷栄一郎が親父に『あんな良い番組

たことあるか？』と言ったらしい。お袋

なかったものだから、何回も何回もテー

れていた親父もそのうちに好きになって

はおかしい』という助言で『好きなよう

そして再開するようになった。 
 

ありましたか？● 
曲以外でやってほしいと、社長に言われ

曲や歌謡曲をかける番組はあったから。

南こうせつとか、演歌調のホークはやり

ひばりもやりましたよ。美空ひばりはね、

さと』というの。あれだけです。美空ひ

14、15、16 才のころは良かった。オリ
本当に良かった。 
6

      あるピクニックで二世のジョージ吉田さんを中川淳子 
さんが紹介してくれた。ジャズ・アンサンブルをずっと

やっている方。「日本の歌がすごく好き。日本の歌、荒

城の月などよく聞くけど歌ったことが無い。」「歌いた 
い？」「ああ、歌いたいね。」「じゃあ、やりましょうよ。」

ということになった。創ったのは、ジョージ吉田

と私。「二世の方たち連れて来てくれる？」と言

ったら、5人連れて来た。手元にあった楽譜で、
『荒城の月』『さらば青春』『涙君さよなら』『里

の秋』『夜の歌』などを歌った。 
指導者が必要になった時に、学校で日本語のボーカルを専攻した、 
西村メイさんが現れた。メンバーのデービッド飯野さんの奥様。 

ところが、１年ぐらいでメイさんがお亡くなりになった。最初の公の場での演奏が、 
メイさん追悼の集まりの時だった。８人ぐらいメンバーがいた。'95年にメイさんの 
お名前を記念して Chorale May／コラール・メイという名前ができた。 
2004年には NHK喉自慢に出て『さらば青春』を歌いました。 

'94年の春のこと。

●Chorale Mayを 
創られた？● 
 ☁意外にお父さんに従順な
んですね。まっすぐ一本通
っているような気がする。
☁筋論を通したりというの
は親父の影響ですね。 
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３人の

にもし

りませ

これは
 
 ●お孫さんには子守唄をたくさん
されました？● 
孫には聞かせていないけれど、子

いましたね。『コサックの子守唄

守唄』を歌いました。夢の子守唄、

夢に紫若様が 銀の横笛吹いて

ねんねころろん ねんねをすれ

夢に紫若様が 銀の横笛吹いて

ねんねころろん ねんころよ 
と言う、いい歌なんですよ。 

  すごくいい歌。 
 

●ご家族は皆様アメリカに？● 
こどもはみんな近くに住んでいるし、孫

ょっちゅう会える。子供はコーラスはや

んが、孫は歌っていると３度ではもる。

すごいと思う。楽しみです。 
歌って聞か

供にはよく歌

』や『夢の子

というのは、

くる 
ば 
くる 
   ●アメリカにいらっしゃった切っ掛けは？●

東京国際空港（羽田）の不動産を管理する日

  本空港ビルディング株式会社に就 
  職。入社７年目に会社の留学制度を
  初めて 利用し SF State Universityに
    留学。事情が変って会社の資金

    援助を絶たれてしまい、それな

    らば、と会社を辞めて自立しま

    した。１年後に、妻と 3歳の娘
    を留学ビザで呼び寄せ、キャン

    パス内の結婚学生用の住居を

    借りて、家族 3人の留学生活を
     始めました。 
●お仕事はずっと銀行関係ですか？● 
学費と生活費を作る必要に迫られ、色々なア

ルバイトをした。セラモンテに当時として初

めての屋内ショッピングセンターが建てら

れ、そこに入ったメーシーズに意外にも採用

され、カメラの事なら詳しいという言葉を信

じてくれて、カメラ売り場に配置されました。

何しろ日本から来て半年の英語は色々な問題

があったんですが、態度で補おうと、”アリガ

トウ”を連発してお客さんに気に入ってもら

いました。客を装って店員の態度やサービス

をテストするプロフェッショナル・ショッパ

ーの採点では 3 人から満点を取り、優秀セー
ルスマンの仲間入りができました。その頃、

同僚の学生アルバイトから「タケオは英語が

うまく話せずヘルプを連発して我々が助けて

やってるのに、我々より 25¢高い給料を取っ
ているのはけしからん」という文句が出まし

た。私は日本で大学を出ていたので、ほかの

若い現役学生に比べ、25¢高い給料をもらっ
ていたわけです。すぐミーティングが開かれ、

マネージャが皆に言いました。「君達が、もし

日本へ行って、タケオと同じ立場になったら、

タケオと同じように仕事ができるか？」皆が

首を横にふると、「OK、それならば彼を助けて
やろうじゃあないか！」その後、私がヘルプ！

と叫ぶと、飛んできて助けてくれるようにな

った。あのアメリカ人のマネージャーは素晴

らしかった。素直に彼の言葉に応じた若いア

メリカの青年達はカッコ良かった。アメリカ

人が好きになりました。アメリカに骨をうず

める気持ちになりました。 

 

メーシーズ・セラモンテのストアマ 
ネージャーだったアップルビー氏が 
「アシスタント・バイヤーのポジシ 
ョンが空くが、君を推薦したい。フルタイムで

働かないか？」と言ってくれた時、私の気持ち

は大きく揺れ動きました。丁度その頃、店で出

会った東京銀行 SF 支店の次長さんから、「日
系二世と日本から来る派遣行員の間に立てる

日本人社員を探しているがやってみません

か？」というお誘いを受けていたからです。考

えた末、メーシーズを諦め、東京銀行を選びま

した。私の人生の大きな分かれ道でした。 
東京銀行では、最初の 3年間外為業務を厳しく
仕込まれましたが、一般的な銀行業務に興味を

持ち、東銀の現地法人である加州東京銀行に移

り、その後カリフォルニア・ファーストバンク、

ユニオンン・バンクと変った銀行名の下で、主

に企業に対する貸付畑を回り、サンマテオ・メ

インオフィスのマネージャーを最後にリタイ

アしました。長いこと闘病生活を続けた家内の

看病が終わった後は、色々な仕事をしてみまし

たが、やはり銀行業務を通して 
色々な人にめぐり合えた事が一 
番楽しかった。マイウェーの歌 
ではないけど、心残りは多少あ 
っても、それは少しだけ。 
わが人生に悔いなしです。 
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♪

♪

二回合同練習は、11 月 5 日、午前 10 時から 12
まで、三浦るり子先生のご指導の下、サンマテ
メインライブラリーにて行われました。伴奏は
田昌子さんでした。三浦先生から、歌うに当た 
    って、『朗誦の勧め』のお 

■ 『第九』グループ練習予定 ■ 
 

 

 

 

 

 

 

【サンフランシスコ】 
【場所】JCCCNC 
【日時】第 1 ＆ 第 3火曜日 午後７時～８時
 （アンサンブル四季の練習時間の最初）
  連盟合同練習のない月（12、2、（4）月）
  の週末）。 
連絡先：甲川 hkokawa@aol.com 

 

 

 

 

 

 

【パロアルト】 
【場所】Aldersgate United Methodist Church
【日時】第 1 ＆ 第 3水曜日 午後 8時～ 
    （コーラル・コスモの練習中） 
また、毎週水曜日（午後 8時頃から）には第
九の練習をしています。 いつでも練習への
参加、練習の見学歓迎いたします。 
連絡先：黒田 ykuroda16@sbcglobal.net 
 
    話しがあり、宿題になって 
    います。改めてメッセー 
    ジをいただきましたので、 
    次ページ（9ページ）に掲 
    載しました。ぜひお読み 

 

 

 

 

■ 第 3 回『第九』連盟合同練習 ■ 
日時：2012 年 1 月 15 日（日）午後 2時～4時
場所：サンマテオメインライブラリー 
 
    ください。 
         なお、第九特別会
    続き募集していま

 
 
 
 クリスマス・シング・アロング
【日時】2011年 12月 11日（日） 
【出演】Chorale May他 
【場所】Sturge Presbyterian Church 
   25 South Humboldt St., San
 
 日米合唱祭 
【日時】2012年 5月 27日（日） 
【出演】北カリフォルニア日本合唱連
    日本の合唱団、第九特別会員
【場所】War Memorial, Herbst Theatr
 
 

  401 Van Ness Ave, SF, CA 9

♪ Choral Cosmo 

    第 13 回定期演
【日時】2012年 3月 3日（土） 午後
【場所】Prince of Peace Lutheran Ch

12770 Saratoga Ave., Sarato
第九を歌おう
員は引き 
す。 

 

 

 

   55 West 3rd Ave, San Mateo 
指導：三浦るり子先生 

 
関連団体コンサート案内
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午後 2時 

 Mateo 

盟 
 
e 
4102 

奏会 
7時 

urch 
ga 

♪ クリスマスコンサート 
ふるさと会主催 

【日時】2011年 12月 18日（日） 午後 2時 
【出演】SFFC、Chorale May、Ensemble Shiki 
【場所】Pine United Methodist Church, SF 

   426 33rd Ave., SF 
 
♪ 第一回新年第九コンサート 
【日時】2012年 1月 7日（土） 午後 7時半 
【出演】L.A.第九、Pasadena Master Chorale 
   L.A. Daiku Orchestra 
【場所】San Gabriel Civic Auditorium 
【補足】Pasadene Master Chorale主催 
   Jeffrey Bernstein指揮 
ＬＡDaiku http://ladaikusingers.com/index.html
 
 
 

http://www.us-lighthouse.com/telephone/jump.php?shop_seq=2682
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度』と言

こ、どこ

そして、

ーさんの

ばありま

は訓練さ

の域には

て（或い

 

 
てすむようにしましょう。また、伴奏の方には間

髪入れず且つタイミングよくその曲想にふさわ

しい音でパラパラ～ッと出だしの音を弾いてい
三浦るり子先生からの 
メッセージ 
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11月 8日、SFボーイズコーラスの指導
者のお一人、ジミー カンサウさんに、男
イストレーニングをお願いしました。参

名。見学の女性も 10名近くいらしたで
。やはり、生で、目と鼻の先で歌ってい

いうことは、まさに”百聞は一見にしか
ジミーさんは Gでも Aでも Bでも、難
しになりますが、決して力で歌おうとし

教わったこと、気がついたことを少しあ

す。よく、後頭部を開けて、と注意され

ますが、ジミーさんは後頭部に窓がある

そこを開けて、とおっしゃいました。そ

けるのか！ですね。また、響きを止めな

、息を流し、トルネードを作る。手でか

速度でトルネードの渦を描いていらっ

した。また、高音は、力まず、フェイク

ム、とおっしゃいました。ジミーさんの

ォイスは本当に美しい。彼が高音を歌う

ていると、決して顎を上げません。また、

いらっしゃるということもありますが、

大きく一歩前に出して重心をかけ、シュ

シュル（トルネード）～ッと出しておら

。かぶりつきにいたので、どこに響きが

いるかよくわかりました。あの様な声を

一緒に歌うだけで、楽に出るようになる

ので、次回は是非、もっと多くの方に参

ただきたいと思います。 
 
最後にもう一つ。先日、シンフォニーの

オープンリハーサルに行って参りました。

スの『ドイツレクィエム』でしたので合

っしょです。その時に改めて気がついた

が、MTTが『はい、では 107からもう一
って歌い直すとき、誰も『え、どこ、ど

？』などと周りの人に聞いたりしません。

音をもらわずにいきなり歌います。ジミ

レッスンの時もそう言うことがしばし

した。SFボーイズの子たちもその辺り
れているのでしょうね。私たちはまだそ

達しておりませんが、楽譜の景色を覚え

は地図のように）、周りの人に聞かなく 

ただいて、さっと音をとりましょう。そのために

は『聞く』と『練習の積み重ね』が大切です。 
 

日付が前後しますが、11月 5日の合同練
習で出した宿題についてちょっと触れて

おきます。外国語を歌うのはやはり難しいことな

ので、ただ歌うだけでなく、まず、詩を朗誦でき

るようにしてみましょう。単語ひとつひとつを声

に出して読んでみることとリズム読みも大事で

すが、流れるように詩を読むことも大切です。模

範がないと中々難しいと思いますので、私の友人で

言語造形学を学んだ方に読んでいただいたものを、

youtube（http://www.youtube.com/watch?v=6S-G 
KJTIm98）に上げてありますので、模範にして下
さい。彼女はシラーの生まれ育った町の近くの出

身（Stuttgart)ですからいよいよ本格的ですね。た
だ、外山先生からの指示（現代ドイツ語で発音す

るところ、昔風に発音するところ）がまだありま

せんので、現代の口語の状態で録音してあります。 
 
さて、そこで、朗誦する時には、詩、そのものが

必要ですね。すっきりした形のものをお持ちでな

い場合は、いえ、お持ちの場合でも、手書きで一

度書いてみることをお勧めします。書きやすい、

気に入ったペンで、書きやすい、気に入った紙に、

美しく書く努力をしてみましょう。韻を踏むとこ

ろも一目瞭然に。書き終えた後に、何処かに貼っ

て”ああ、美しい！”とため息が出るような写し書
き。。。コンピュータを使うようになって、ペン自

体持たなくなってしまった方も多いと思います

（私がその一人！）。ドイツ語を写すことよりも、

字体、配字等でいきなり壁にぶち当たるかもしれ

ません。でも、それがいいのです。頭と体を使っ

て心と体にしみ込ませる。こういった朗誦や写し

書き、加えて母音唱や１オクターブ下げて歌う、

他のパートを歌ってみるなどなどなど、手を替え

品を替えやっていくと、言葉も音楽も楽しく、知

らないうちに自然と入って来ると思います。 
 
朗誦の際、喉声にならず、歌う声で読むことをお

忘れなく！！！ 
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  第五回 
突撃インタビュー 
 
ベイエリア 
  日系社会の重鎮 
 
 
 
  4 ページに登場です。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
・●・●・編集後記・●・●・ 

知子さん、いつもご丁寧な感想をお寄せいただき、あり
がとうございます。最優秀作品は、『ささやかな 願いは
かっぱで旨い酒』、『東北の 皆が笑顔になればいい』
でした。私は、『見れたらな あなたの側で天の川』に一
票入れたいと思います。皆様のお気に入りはどの句で
したでしょうか？ 皆様からのご意見、ご感想、ご寄稿、
いつでもお待ちしております。よろしくお願いします。 

～ 連盟だより第 3号を読んで ～1 
 今月も盛りだくさんの内容の連盟だより、楽し

く拝見させていただきました。 
 松浦さんの一期一会の再会、よかったですね。

私もできることなら記念式典でのお献茶に参加

したかったのですが、休みが取れず、断念しまし

た。翌日の Dinner へは出席しましたが。松浦さ
んは大宗匠とご縁があったのですね。私も 20数
年前に、最初に京都の裏千家会館を訪ねた折、た

またま大宗匠が大勢の着物姿の生徒さんたちと

出ていらして私の主人（背の高い白人なので目立

ったのでしょう）を見つけて話しかけられ、その

おかげですぐに今日庵を拝見できるように指示

をなさってくださり、私たちはポロシャツにカー

キパンツでしたが、あの茅葺の兜門から庭を拝見

し、中に入れていれていただき、奥の利休堂まで

拝見させていただきました。松浦さんの記事を読

んでいて、あの時の感激を思い出しました。その

後

協

と

が

す

見

し

時

る

 

て

香

ま

ゃ

ス

 

も

で

時

ひ

き

出
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、同じ場所を拝見できたのは、数年前に SF
会の皆さんといっしょに利休忌に参加した

きです。あの時も時間の捻出が大変でした

、無理しても行って良かったと思っていま

。あのような楽しい旅がいつまたできるか、

当もつきません。文字通り、一期一会を実感

ております。現在の私は、お茶にかけていた

間を削って四季へ参加する時間に当ててい

ようなものですから。 
森さんのひと夏の思い出では森さんについ

、そして、香川恵子さんのインタビューでは

川先生について、いろいろと知ることができ

した。特に人生の信条についての所でおっし

っている「コスモなしには考えられない、コ

モに感謝」という言葉に打たれました。 
賀川さんの記事も楽しく拝見しました。いつ

他の Group の活動に積極的に参加なさるの
頭が下がります。私も退職した折にはもっと

間ができるでしょうから、南加の合唱祭にぜ

参加してみたいです。前回 SF にいらしたと
に２次会で一緒に歌ったことは楽しい思い

です。 
さて、七夕の最優秀作品はどれだったの

、次号でお知らせくださいね。  （知子） 


