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北カリフォルニア日本合唱連盟 

     連 盟 だ よ り 
 http://www.jcfnc.org      2013 年 4 月 1 日発行 Vol. 22 

エッフェル塔 Cabaret “ムーランルージュ” 

 

   
 
 
 
 
 
 
コーラル・コスモの香川恵子先生から最近聞いた

話。アルトの A さん、2 年前 College of San Mateo
の Asia/Pacific Heritage Month で、合唱連盟が合

同コンサートをした時、聞きに来られ感動して、

それがきっかけでコーラル・コスモのメンバーに

なられたそうだ。彼女は日系ブラジル人で、コス

モの歌がとても楽しそうだったから一緒に歌っ

てみたくなったとのこと。あの時、お客さまは極

めて少なかったが、彼女はその少ない観客の一人

だったのだ。 
 
考えてみれば、昨年の第九のコンサートを聞きに

来られて、あるいは参加されてその後、メンバー

になられた人も何人かおられる。まず歌っている

自分たちが楽しみ、来て下さった方々が楽しめる

コンサートであれば、それがきっかけでメンバー

が増えるかもしれない。 
 
私事で恐縮ですが、

3 月の初めに孫と二

人で１週間パリへ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
行った。孫は憧れのパリに初めて行き大変満足し

て帰った。出発 2 週間前に、当地の大手日系会社

の社長さんから、自分が大変親しくしている友人

がパリで 3・11 の大震災の記録映画を製作してい

るので、ぜひ連携して協力して欲しいとの依頼が

あった。私が現在、日米協会の理事長をしている

事を知った上での依頼。そこで、2 週間後に丁度

行くところなので、時間を作って会って来ましょ

う、と言う事になり、私が近々パリへ行くなんて

知らないままにメールを下さったこの方は、大変

びっくりされていた。 
 
2010 年 11 月 30 日発行の連盟だより第 9 号に、

「偶然と必然」と題した巻頭言にも書いたが、偶

然は偶然で終わらないというのが私の考えで、こ

とさら難しく考えないまでも日常のちょっとした

出来事同士が、普通に考えると有り得ないほどの

不思議さを示す事がある。その時、不思議な思い

に駆られると言う経験は誰にでもあるものだ。 
 

今年 11 月 3 日（日）に行われる、2013 年チャ

リティー合唱祭は、合唱連盟に参加されていな

いグループにも広く門戸を開いている。次ペー

ジの福井さんの記事にもあるように、合唱とは

大勢の人が集まって「ひとつのハーモニー」を

作ることである。恋人たちが偶然に過ぎない出

逢いに運命を感じるのと同じように、大勢の人

が創り出す一つのハーモニーにも運命を感じる

ことが出来たらどんなに素晴らしいことか！ 
 
皆さん、11 月の合唱祭に向けて頑張りましょう！ 

 

チャリティー合唱祭を成功させよう！  
会長 松浦 功 
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合唱  それは大勢の人が

集まって「ひとつのハーモ 
     ニー」をつくること。 
合唱  それは楽しむためにあると思います。 
 
では、合唱の楽しさって何でしょうか。 
日ごろ自分の仕事があり、週一回の練習に駆けつ

ける時は「声を出すことでストレス発散」になっ

たり、一週間ぶりに友達に会ってついおしゃべり

にもなったりしてしまいますが、練習の時に全パ

ートの歌の響きが一致した瞬間、歌によっては不

協和音（間違ったからでなく音符どおりで！）が

奏でる緊張の瞬間のすばらしさを体験すること

ができれば合唱のとりこになりそうです。 
 
でも自分達の楽しみのために歌うばかりでなく、

あるいは客席の人達を魅了するためだけでなく、

合唱で社会のどこかに少しでも貢献できたら 
これほど嬉しいことはありません。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
前置きが長くなりましたが、みんなで歌って楽し

む、その喜びを分かち合うとともに、またこれを

東日本大震災からの復興への募金活動の一環に

したいと考え、北加合唱連盟の次のイベントとし

て「チャリティー合唱祭 2013」が企画されましたの

で案内いたします。 
 

今回は特に、合唱連盟に加盟していないコーラス

グループにも積極的に声をかけ、加盟団体の歌だ

けでなく連盟以外のグループにも得意のレパー

トリー（出入りを含め 10 分程度以内）を披露し

ていただきたく、そしてコンサート後のレセプシ

ョンで互いの親睦を図りたいと考えています。 
グループで聴きにいらっしゃるだけの参加でも

大いに結構です。最後には全員で『ふるさとの四

季』の楽譜から「ふるさと」を歌うことを予定し

ています。それぞれの合唱グループに所属する皆

様、これからグループを立ち上げて参加したいと

いう方々、他の合唱グループの歌を聴いてみたい

方、みんなで「ふるさと」を歌ってみたい方など、 
皆様お気軽にご参加ください。 

（共同実行委員長：福井良子） 

チャリティー合同合唱祭 2013 のお知らせ 

【日時】 

2013 年 11 月 3 日（日） 
コンサート： 午後 2 時～午後 3 時半 

レセプション： 午後 4 時～5 時半 

【場所】 

Notre Dame University 

1500 Ralston Avenue, Belmont, CA 94002 

コンサート：Cunningham Chapel (cap: 400) 

レセプション：Taube Conference Center (cap: 150) 

【入場料】 
無料。寄付を受け付けています。 

寄付金の行き先 

 a. 音楽関係の援助団体 

 b. あしなが（震災孤児⽀支援団体） 

 c. その他 

【目的】 

北カリフォルニア日系合唱団同志の交流 

東日本大震災被災者・被災地復興のための

募金運動 
 

【参加申し込み締め切り】 

2013 年 4 月 30 日 

できるだけ多数の参加となるよう、ベイエリアでお

知り合いのグループに是非声をかけてください。 
 

【問い合わせ先及び申し込み先】 
  原田志麻： shimaharada@yahoo.com 
   415-599-6698 
  福井良子： yyfukui@gmail.com 
   408-777-1717 
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SFFC 
Spring in Bayview 

Japanese Choral Concert 
 

【日時】 4 月 9 日（火）午後 12 時～12 時 45 分 

【場所】 College of San Mateo 
 Bayview Dinning, Building 10, 2F 
 

Chorale May 

＠サンフランシスコさくら祭り 
 

【日時】 4月14日（日）午前11時35分～15分程度 

【場所】 JCCCNC（http://www.jcccnc.org/） 
Sakura Matsuri at San Francisco Japantown
（http://sfcherryblossom.org/） 
 

かけはし 
＠クパチーノ桜祭り 

 
【日時】 4月27日（土）午後3時55分～4時25 分 

【場所】 Quinlan Community Center 
 10185 N. Stelling Rd., Cupertino, CA 

長岡さん（コーラル・コスモ、アンサンブ

ル四季）が所属する、混声合唱団『かけは

し』が、上記時間帯に出演します。 
 

SF Symphony and Chorus 
"Missa Solemnis" 

 
【日時】 5 月 10 日（金）午後 8 時 

 5 月 11 日（土）午後 8 時 

【場所】 Davies Symphony Hall 
上田さん（SFFC）がシンフォニーコーラス

で歌います。 
 

SFFC, May, Ensemble Shiki 

定期コンサート 
【日時】 5 月 26 日（日）午後 
【場所】 Pine United Methodist Church 
 426 33rd Ave., SF 

混声合唱団 かけはし 
第１回定演 

 
【日時】 6 月 9 日（日）午後 3 時より 

【場所】 Sunnyvale Seventh Day Church 
 653 W Fremont Ave Sunnyvale 

 長岡さんが出演します。 
 

さくらコーラス コンサート 
 

【日時】 4 月 28 日（日）午後 12 時半より 

【場所】 サクラメント合同メソジスト教会にて 
 

当日は下記のプログラムのように古くか

らの愛唱歌から現代の愛唱歌、そして懐か

しい子供の歌等、計 20 曲を用意しており

ます。桜コーラスはサクラメント地域の唯

一の日本語のコーラスです。日本語の歌を

お聞きになりたいご家族、お友達などにも

どうぞお知らせ下さい。 

チケットはメンバーを通じての前売り、並

びに当日売りがございます。皆様のお越し

を、お待ちしております。 

（桜コーラスメンバー一同） 

【プログラム】 
第一部： 

  歌があるから 出船 浜辺の歌 

  お母さん  春のメドレー 

  埴生の宿  庭の千草 

  森へ行きましょう エーデルワイス 
 

第二部： 

  誠成寺の狸囃子 どんぐりころころ 

  通りゃんせ 童謡メドレー 

  ずいずいずっころばし 

  君を乗せて となりのトトロ 
 

フィナーレ： 

明日という日が（2011 年東日本大震災を覚えて） 

昨日、今日、明日（桜コーラステーマソング） 

関連団体コンサート案内 
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       第 12 回 突撃インタビュー 

    ～ やってやろうやないの！～ 

家族写真 2012 年

渡米の切っ掛けは、大学院への留学。 
夫とはオハイオ州立大学で出会いました。 

日本人留学生の会で出会った遊び仲間なんです

ね。彼は、高校 1 年の時に交換留学生で渡米し、

そのまま大学で勉強していました。夏になって、

皆がいなくなって、「あんたしか遊ぶ人いいひん」

と、二人でテニスとかしているうちにデートする

ようになった。でもその後、彼はボストンに就職

して、私は SF にインターンで来たので、離れま

したが、1 年のインターン後、私がボストンに引

っ越して、ボストンで結婚しました。夫は末っ子

で甘えた。年下です。奈良県天理市出身。私は長

女。夫は結婚してからハーバード大学の大学院

（ランドスケープアーキテクト）に行って修士を

取り、その間私の安月給で養っていた。一生夫は

私に頭が上がりません。 

 彼、声が良かったんですよ。 
電話の声が良かった。ソフトな落ち着く、ほっと

させる声。どちらがプロポーズしたかでは、いっ

つも揉めるんですよ。「あんたやん」って言って。 
 
 お子さんは？ 
9 歳の双子。娘のほうが

一分早く生まれました。

子供はかわいい。こんな

かわいいんか、と思って、

びっくりしましたね。 
息子は、灯真（とうま）。

世を照らす人に、明るく

皆を元気にさせる人に

なってほしい、と思って。

娘は、咲花（しょうか）。 

生まれ：愛知県安城市。3 才から伊賀名張で育つ。 
   小さい時は田舎の山や野原を走りまわっていた。 
高校：三重県津高等学校。近鉄で 1 時間ぐらいかけて通っていた。 
大学：大阪市立大学（児童心理学専攻）卒業。ご両親から「関が原を

   越えたらあかん」と言われ、関西の大学を受験。 
大学院：1993 年、オハイオ州立大学大学院でカウンセリング専攻。

   （M.A.（Master of Arts)）in Counseling Education 専攻。） 
 仕事を通して、「お母さんがハッピーでないといけない。」と、つく

 づく感じ、仕事を辞め、女性のカウンセリングの勉強を決心する。

  
2 月 13 日、Villa Taverna
にて。この日は近江さんの

お誕生日。近江さん曰く、

「主人の誘いを、『あっ、

私、先約が・・・』と断って出

てきました。」 

オハイオ州立大学院、卒業の時

仕事：大学卒業後、リクルートコスモスに就職。 
 不動産の営業を 3 年。宅地建物取引主任を務め、 
 営業成績は西日本でトップになったこともある。 
 大学院卒業後、1995 年から、1 年間、サンフランシスコ

  にてカウンセラーのインターンシップ。 
 1996～1999 年、Women's Resource Center に 
  Rape Crisis/Domestic Violence Counselor として勤務。

 1999～2003 年、Massachusetts General Hospital Social
  Service Department、Domestic Violence Program 勤務。

2003 年にサンフランシスコに移住現在に至る。 
血液型：Ｂ型   星座：みずがめ座 
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   オハイオ州立大学で 1995 年 
 

   弟と私 

     七五三、2011 年 

合唱との出会いは？ 
ＳＦＦＣに入られたきっかけ？ 

ボストンにも日本人の混声合唱団「コーラスボス

トン」があり、6 年近く歌っていました。それが

初めての歌の経験。日本の歌って良いなあ、と思

った。日本人と話してね。まあ、楽しかったです。

SF に行くことになった時に調べて連絡を取った

合唱団（たぶん、エコー杉の音）は、場所がサン

マテオで遠かったのでそのままになっていた。 
SF でインターンしていた時に、 

上田牧子さんとは知り合いになっていたので、 

牧子さんに、「7 年ぶりに SF に来たからよろしく

ね」って連絡したら、「コンサートがあるから来

て！」ってメールが来て、それが SFFC 一周年の

コンサートだったんですよ。2005 年のこと。「ええ

ーっ！コーラスやってんのー！私入るわー！」って

言ったのが切っ掛けで、すぐ入会しました。パート

は、ずっとメゾだったんですが、今期からアルトに。 
 

趣味はコーラスですよ。 
コーラスに掛ける時間は多いです。 

部活みたいな感じなんですよ、フォレストクワイ

アは。子供が生まれ、一年経ってコーラス見つけ

て、SF で初めてのお友達ができた。それがまた

いい人たちばっかりで、一回もいやな思いしたこ

とない。皆さわやかでしょ。仲良いし。心の支え

です。子供が一歳半ぐらいの頃は、ちょこちょこ

するので、コーラス休もかな、と思ったのですが、

夫の「いくらお金かかってもいいから、ベビーシ

ッターを雇ってでもコーラスには行ってくれ。

（そうじゃないと自分にあたりがきつくなる。）」 
そういう、優しい、賢明な提案で、毎週 2 時間半、

ベビーシッター雇って、コーラスに行きました。 
 

コーラス被害者の
会があるとか？ 

コーラスが総て

に優先するので。 
『被害者の会』は基本的に、家族と夫ですよね。

工藤真里さんのだんな様も、「何でコーラスが常

に優先順位が一番なのか？」「俺は仕事をしてい

るのに、なぜ、コーラスが？」と。 
うちも、夫は月の内半分はいないでしょ、でも、

コーラスの時には居てもらわないと。コーラスの

後に打ち上げがあるんですよ、12 時過ぎまでね。

さすがに夫が居ないと。「絶対この日は出張に行

ってはいけない！」ってね。でも、一応協力的に、

やってくれてます。なので、本当に SFFC には、

るり子さんはじめね、あのメンバーには感謝の一

言です。本当に一緒に年をとって行っています。 
 

趣味はコーラスですが、好きなことと言えば 
私ユーミン、大好き、松任谷由美を敬愛している

んですよ。日本に帰った時に、コンサートがあれ

ばもう必ず行く。いろんな手を使って、何とかし

てチケットを手に入れる。ユーミンは、苗場のプ

リンスで毎年コンサートをしているんですが、40
歳の誕生日の時に、初めてプレゼントとして（自

分で取ったんですけどね。）行って、良かったん

です。ホテルのコンサート

ってライブハウスみたい

だから、ユーミンがもうそ

こに見えて。本当のファン

しか来ていないから、マイ

ナーな曲とか歌ってくれ

るんですよ。 
お料理も大好きです。 
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   高校バスケ 

   昼スポ同好会、同期 

中学ハードル

  淳子ちゃんの結婚式 

クラブ活動は？ 
中学校では、 
バスケットと陸上。

陸上はハードルを

やり、県大会 3 位
に入ったりして、

東海大会に出た。

近くの陸上の強い

高校の先生が「ぜ

ひうちに」って勧誘に

来られ、それもいいか

なとも思ったんです

けど、進学校を選んだ。

親は「どっちでもいい。

まあ、陸上では食べて

行かれへんからね。」

と言ってました。 
少女時代は、毎日、

土・日もバスケットと

陸上をやって、走って

ばかり。 
高校の時は 

バスケット一本。 
大学は、『昼休みスポーツ同好会』 

運動神経が良く、いろいろなことが出来るので。

授業の妨げにならない昼休みに、毎日スポーツを

するというクラブで、ある日はテニス、ある日は

ドイツ式トレーニング、ある日はバスケット、木

曜日はインターバルトレーニング、金曜日は 5 キ

ロのランニング

とか、決まってい

ました。これを 4
年間やりました。

体力がすごくあ

って、スポーツ同

好会で校内駅伝

に出ると優勝し

ちゃったりする

んですよ。バレー

でもバスケでも

なんでも、男女混

合でやるんです

けどね。学内の駅

伝勝ったでしょ、

学内のソフトボールも優勝したでしょ、学内のバ

スケットも勝ちました。学内のチームは、クラブ

で作ったり、学部で作ったり、だれでも何人か人

数揃えばいいんですけど、もちろん陸上部は駅伝

出てくるでしょ、陸上部にも勝った。同好会です

けど真剣にスポーツをやっていました。夏は合宿

に行って、楽しかったですねえ。 
 

親友の淳子ちゃん 
淳子ちゃんとは幼稚

園の頃からのつきあ

い。バスケットも陸上

も一緒にやり、2 人で

キャプテンと副キャ

プテンを務め、今も親

友です。ウェディング

ドレスも 2 人で買っ

て、同じドレスを着た

程（身長体重、同じ！）。

私の人生の事を何で

も知っているかけが

えのない友人で、この

ような友人を持てた

こと、本当に幸運に思

います。 
 

日本ではスポーツばっかりで歌わなかった？ 
歌わなかったですね。小学校の間ずっとエレクト

ーンはやっていて、ヤマハエレクトーンで、エレ

クトーンしながらみんなでバンドを組んでコン

クールに出たりはしていました。 
 

子供の頃したかったお仕事は？ 
小さい時からクラスでもずっと姉御肌だったん

ですね。生徒会長もやり、お友達から相談をよく

されていて、将来『悩みの相談室のお姉さん』に

なりたかった。『命の電話』とかあるでしょう、

そういう所のお姉さんになりたいな、と思った。 
 
悩みの相談室のお姉さんになるはずだったんだ

けれど、市の児童相談所などの採用がほとんどな

くて、就職が難しかったので、リクルートコスモ

スに就職しました。てっきり、人事に配属される

と思っていたら、不動産の営業。バブルが崩壊し

てからが苦しい時代でしたが営業はおもしろか

った。これは『心理学』ですね。 
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   大阪市大卒業式

 
マサチューセッツ総合病院時代 

仕事をしていくうちに、子供の福祉を考えた場合、

『お母さんがハッピーでないと話にならん』とい

うのがわかり、『女性のカウンセリング』に興味

が向いたんです。それで仕事を 3 年で辞めて、オ

ハイオ州立大学大学院に留学しました。 
一年のインターンの後、ボストンで就職。女性の

トラウマのドメスティックヴァイオレンスとレ

イプのカウンセラーの仕事をしました。女性セン

ターで 3 年、マサチューセッツ総合病院で 3 年半、

トータルで 6 年半ですね。就労ビザは 6 年しか出

ないので、グリーンカードを取るか日本に帰るか

という時に、

夫がグリー

ンカードを

ファイルし

て、私は仕事

を辞めた。今

は子供のこ

ともあるの

で、仕事の

現場を離れ

て行く年月

ですね。 
これから人

間と係わっ

ていくよう

な仕事がし

たいなあ。 
 

 
 生きる信条、好きな言葉は？ 
いい言葉があって。アートディレクターの長友啓

典さんのお言葉。『3 つの呪文』なんですけど。 
 「まあ、ええやないか」 
 「やってやろうやないの」 
 「なんとかなるわ」 
なかなかこのように思えない時もあるのですが、

この 3 つの言葉のように、ゆったり構えて人生を

渡っていきたい、と思っています。 
気負わないで、来るものは拒まず、そんなんええ

やないか、と、いうような態度でね、人生に臨み

たいと思っています。それを時々思い出して、そ

ういうふうにさらさらと生きて行きたいなあ、と

思っています。 
夫がいつも感心している、『あんたは肝っ玉が座

っている。』って。 

お子さんたちがとても素直にのびのび良い子に

育っていらっしゃる。子育てで、日常の躾とか気を

付けていることを聞きたいですね。 
私の親は放任主義でしたが、私は子供に厳しい。

すごく大事にしていることは『食事』なんです。

食事をないがしろにしたらいけない。何を食べた

かで、結構人って決まるんじゃないかと思ってい

るふしがあって、三食きっちり、バランスの取れ

たものを食べる、というのを心がけています。母

がやっぱりそうだったので、それには、私すごく

感謝していて、それをぜひ子供に伝えたいと思っ

てるんですね。 
私は、ちゃんと、たんぱく質とお野菜とがないと

気持ち悪いんですね。食事で人柄も培われ、性格

のバランスは、食べ物とすごく共通してるんじゃ

ないかな、と思います。 
私の気を付けていることは、なるべく家族で 
『バランスの取れた食べ物を取る』ということと、

『食事に関するマナー』取ったものは残さない、

口に入れたものは出さない、これをかなり厳しく

やっているつもりです。 
うちは、食事を全部食べないとデザートに行けな

いことになっていて、うちの子は、必ずデザート

を食べたい、で、必ずご飯を食べるんですよ。 
 
今の日本の学校は『食育』がんばってますねえ。 
今は、子供たちと一緒に、夏 7週間ぐらい日本に

帰って、私の卒業した名張小学校に送り込んで、

『給食』を食べても

らっています。 
日本の給食、おいし

いですよ。最近は、

作り方まで載って

います。子供がね、

「ママ、今日これが

おいしかった」と言

ったら、親が作れる

ように。 
すごいですよね。韓

国料理とか国際色

豊かなものを食べ

ていますよ。いろい

ろ工夫 を し て ね 、

『食育』がんばってますねえ。 
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シンガポール Marina Bay Sands 

 

  

インドネシアのボロブドゥール遺跡    短期滞在したオックスフォードにて シンガポールのレストラン 

 

皆様、お久しぶりです。2011年 1月から半年ば
かりコラール・メイとアンサンブル四季にお世話

になっておりました宇野伸太郎です。私はベイエ

リアを離れた後2011年の10月からシンガポール
に移住し、日本の法律事務所から清水建設株式会

社のシンガポールオフィスへの出向という形で、

妻の三玲と共に現地に駐在しています。 
 
私にとって海外生活は、2年間過ごしたベイエリ
アに続いて 2ヶ国目となります。サンフランシス
コ、シンガポール、シドニーは駐在員に人気のス

リーエスと呼ばれているようですが、シンガポー

ルはベイエリアとはまた違った魅力があり、とて

も楽しく生活しております。 
 
シンガポールの特徴を少しばかり紹介します。ま

ず、シンガポールは赤道のすぐそばにあり、一年 

 
中摂氏 30度程度の高温多湿の熱帯気候で、一年
を通じて 15度前後のサンフランシスコとは対局
にあります。民族構成は、中華系、マレー系、イ

ンド系、イスラム系からなるシンガポール人に加

え（380万人程度）、東アジア、東南アジア、中
東、オセアニア、欧米、インドなどからの外国人

が 150万人程度住んでおり、まさに多民族・多国
籍国家となっています。面積は東京 23区程度の
広さで非常に狭いですが、飛行機 2時間程度でマ
レーシア、インドネシア、タイ、ベトナム、ミャ

ンマー、カンボジア、ラオスなど様々な国に行く

ことができます。日本との距離は東京から 6-7時
間程度のフライトですが 1日に 20本程度の飛行
機があるので非常に便利です。また時差が 1時間
しかないため、移動してもあまり疲れません。ま

たシンガポールには､東南アジアの急速な経済成

長の中心にあり、人々が生き生きとしており、勢

いを感じます。日本の高度成長期もこういう感じ

だったのだろうなと思ったりします。また街も清

潔で、治安が大変よく（体感治安は日本と同レベ

ルかそれ以上）、また至る所で高層ビルが作られ

る建設ラッシュとなっています。街作りには、シ

ンガポール政府がしっかりと管理しており、コン

ピューターでプログラムされているかのように

きれいに都市が作られています。 

シンガポールからの近況報告 

元 コラール・メイ / アンサンブル四季  宇野伸太郎 
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インドネシアのプランバナン遺跡 

スリランカのシギリア遺跡 

また大変教育熱心な国で、この夏からは Yale大学のリベラルアーツの分校ができるなど、英米の一流
大学を引っ張ってきており、研究レベルも急上昇しているようです。シンガポール国立大学は種々の

大学ランキングでアジア 2位につけており、今年にもアジア 1位の東大を追い抜くと予想されていま
す。グローバル企業のアジア拠点も東京から香港・シ 
ンガポールにどんどん移っているようですが、残念な 
がら、グローバル化の最先端にいるこの国と遅々とし 
て改革が進まない我が国の違いが徐々に顕在化してい 
るのを感じます。 
 
私たち夫婦の生活ですが、私は清水建設が世界各地で 
行っている建設プロジェクトの紛争解決に携わってお 
り､東南アジア各国のほか、ドバイ、ボストン、ロンド 
ンなどにも出張したりして、刺激的な日々を送ってお 
ります。妻は、美術館のボランティアガイドのメンバ 
ーになり、3つの美術館でガイドを行うなど、歴史や 
芸術の勉強も行っています。こちらにも日本人のコー 
スグループはあるみたいですが、出張が多くて、なか 
なか時間がとれないため、入れていません。しかし、 
時々、コラール・メイ、四季で歌ったときのビデオを 
見たりして、懐かしんでおります。今年の 8月末まで 
はシンガポールにいる予定ですので、ぜひとも遊びに 
いらして下さい。（なおサンフランシスコからはシン 
ガポールエアラインの直行便（香港で休憩）があります。）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

↑写真上：美術館で 

ガイドする妻
 
↖写真左上：短期滞在した

オックスフォードにて
 
←写真左：スリランカの 

シギリア遺跡
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コーラル・コスモの定期演奏会（The 15th Season 
Annual Concert）が、2013 年 3 月 2 日、Prince of 
Peace Lutheran Church において開催された。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     ◄写真左 
     The Flower Duet 
       from "Lakme" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

－－－◇ 編集後記 ◇－－－  
    りんごの花ほころび 川面に霞立ち 
    君なき里にも 春は忍び寄りぬ 
    岸辺に立ちて歌う カチューシャの歌 
    春風やさしく吹き 夢がわくみ空よ 
編集が終わった今、心地よい良い春風とピカピカの空色

と真っ白な雲、「夢がわくみ空」だ。編集中に頭の中を駆

け巡っていた定演で歌う曲のメロディーはどこかへ飛んで

いってしまった。皆様のご協力に心より感謝いたします。 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ▲写真上 3 枚 
     Singin' in the Rain 
 
     ◄写真左：約 70 人のキッズコ
ー   ーラスと共に、 
   “マル・マル・モリ・モリ” 
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