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ノーベル⽂学賞をもらったメーテルリンクが作った童話劇「⻘
い鳥」を覚えていますか？ 
 

二人兄妹のチルチルとミチルが、夢の中で過去や未来の国
に幸福の象徴である「⻘い鳥」を探しに⾏くが、結局のとこ
ろ、それは自分達に最も手近なところにある、鳥かごの中に
あったという物語です。 
 

私は今回、ブータン政府の招きで３月２６日から３日間、
国際会議に出席しました。その前後４日、都合１週間ブ
ータンに滞在したことになります。 
 

ブータン（正式国名はブータン王国）は、九州と同じくらい
の面積、人口は 70 万人とサンフランシスコと同じくらいの国
です。元⾸は王様ですが、２年前の新婚早々に東日本
⼤震災の復興に励む日本人を励ますために王妃と訪日さ
れたことはまだ皆さんのご記憶にあるでしょう。国王は、日本
の天皇と同じように国の象徴で、⾸相が権⼒の最⾼者で
す。宗教は、ブータン仏教、国語はゾンカ語ですが、准公
⽤語が英語なので結構多くの人と交流ができるのがうれし
い。国の花はブルー・ポピー。 
 

ブータンは、ヒマラヤ山脈 

脈の懐に抱かれた手つ 

かずの自然が一杯。 

また、おぐろ鶴などの希 

少な動植物がたくさん 

生息しており、今日の 

世界で残された最後の 

秘境といえます。そして、 

ブータンの人々は、この 

秘境をそのまま維持し 

ていこうとしています。 
 
ブータンが世界で最も 

幸せな国だとよく言われ 

ます。これは、1979 年 

９月に国際会議から 

帰国の途次、ボンベイ 

の空港での記者会⾒ 

で第４代国王が始めて使われた GNH(Gross National 

Happiness)から一躍有名になったものです。インド人記者
が、「我々はブータンについて何も知りません。GNP はどの
程度ですか？」 第４代国王「我々は GNP を信じていな
い。GNH の方がもっと重要だからね」当時のブータンは、国
家経営の指標として GNP を利⽤できるような状況ではなく、
答えに窮した国王が日頃の政治哲学を反映した⾒事なウ
イットで切返したというのがどうやら真相のようです。 
 
いずれにしろ、ブータンは GNH（国⺠総幸福量）の向上
という理念のもとに、自然環境の保全、伝統⽂化の保護と
活性化、そして独⽴国としての地位を維持するための経済
発展をになう主要な産業として観光を位置ずけて推進して
います。 
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「⻘い⿃」を探してブータン王国へ 
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Himalaya in the back 

 

A girl at a farm in Punakha 
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Construction on the way 

 

 

ブータンの道路網は非常に単純で、国⼟の東⻄を横断す
るパロとタシガンの間の東
⻄横貫道とその⽀線しか
ありません。改良⼯事が
進んでいますが、未舗装
のところも多く、すれ違う際
にはどちらかが⽚側の⾞輪
を路肩に落とさなくてはな
らない場所が殆ど。急カー

ブの連続だし、カーブミラーやガードレールがある場所は限ら
れています。 
 
ユニークなのは、観光であれビジネスであれ、ブータンへ⾏く
場合はあらかじめ現地または日本の旅⾏会社を通じて申
し込みます。面白いのは、ホテル、３食の食事、ガイド、移
動に使う⾞及び運転手などがパッケージされて、料⾦を⽀
払う事です。これも政府が決めた公定料⾦があり、１日あ
たり 250 ドルになっています。 
 

ブータン料理は、主食のコメと⾁や野菜の煮込みをセットに
して食べるのが一般的ですが、ブータンでは唐辛⼦を野菜
として⼤量に使うため、非常にからい。 
 
ブータンでは、美しい手織物、彫刻、仏画、藤や竹で編ん
だ籠などがお⼟産として売られていますが、クレジットカード
が使えるところは、殆どありません。全て現⾦です。 
 
また、ブータンの主要都市のホテルでは、国際電話・インタ
ーネットの利⽤は可能です。４月１日発⾏のこの連盟だよ
りの編集にあたっておられる八木さんから、私の原稿を心配
する電話がアメリカの携帯にかかってきて驚きました。 
 
伝統衣装は、美しく着心地がよくとても楽です。外務⼤臣
主催の⼣食会の日、我ら日本人７人（男５人・⼥２
人）は、男はゴ、⼥はキラという⺠族衣装をホテルでお借り
し着せてもらいました。また、総理⼤臣主催の⼣食会では、

⾸相とのラッキーなツーショットを撮ってもらいましたが、ハー
バード出の⾸相はこのゴを格好良く着ておられます。写真を
ご覧あれ！ 

 

With Prime Minister at reception 

 

歓迎会の余興で演じられた音楽と踊り、特にその笛の音に
魅せられて、早速楽器を求め 

ました。現地では、Lim と言 

い、日本の竹笛に良く似てい 

ます。ただし、音階はドレミま 

でで後は全くスケールが滅茶 

苦茶で、⻄洋音楽を吹こうと 

すると穴を半分ふさいだりして音を探したりで⼤変。でも、
勝手に曲を作って一人で悦に入っています。お店で吹いて
いると、数人のブータン人が寄ってきて真剣な顔をして聴い
てくれます。小さな幸せを感じた一瞬でした。 
 

やはり、幸せは、自分の身近なところにあるのかなあ？やっ
ぱり！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetable Market 
 

Entertainment at reception 

 

                ブータンのクラフトブータンのクラフトブータンのクラフトブータンのクラフト            （Apic のチラシより） 

 

Lim and Flute 

 

Punakha 
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San Francisco Forest Choir KOKORO コンサート 
         サンフランシスコ・フォレスト・クワイヤー 橋本由佳 

1 月 30 日（木）に、日本町の一角にある⾼齢者のためのケ
ア付き施設、KOKORO にお招きいただき、コンサートを開き
ました。 
 

ほとんどのメンバーが KOKORO を訪れるのが初めてだったので
すが、会場となったホールは、 レッドウッドで美しく装飾された、
吹き抜けの ホールで、ユダヤ教のシナゴーグ、（移転前の）
桑港寺、バプティスト教会などの変遷を経て、日系の⾼齢者
ホームになったという建物の歴史を感じさせるものでした。 
 

さて、コンサートですが、最初は、ビクトール・ユーゴの詩を、輪
唱の曲にした Be Like A Bird （曲：Abbie Betinis ）を
歌いました。続いて、おなじみ「ふるさとの四季」。最近はずっと
混声合唱版を歌って来たのですが、今回は⼥声合唱版という
ことで、異なるバージョンで混乱しないよう、フォレストクワイヤー
としては、めずらしく楽譜を持って歌いました。しかし、実は慣れ
ていないと、楽譜をスマートに持って歌うというのは、けっこう難
しい！ 直前の練習では、るり⼦先生から脇の角度や楽譜の
⾼さなど、かなりダメ出しが入りました。 
 

日米の⽂化を取り入れている KOKORO だけあって、入居者
の方々も日系の方々が多いようで、「ふるさとの四季」が始ま
ると、皆さん身を乗り出して、聴いてくださいました。 
 

「茶摘み」、「われは海の⼦」、「もみじ」など、日本人になじみ
深い歌が続く中で、会場の あちらこちらで一緒に歌ってくださ
る方がでてきました。始まる前のKOKORO のスタッフの方のお
話では「宣伝が間に合わず、思ったより集まった方が少なかっ
た。」そうですが、 懐かしい歌に引き寄せられるように、何人か

の方が途中で加わってくださいました。中には⾞椅⼦やウォーカ
ーを使って来てくださった方もいらっしゃいました。 
 

一緒に、歌を口ずさんでくださっている皆様のお顔を⾒ながら、
「ああ、歌を通じて、日本の四季を思い出していらっしゃるのだ
ろうか」 と、胸がいっぱいになりました。周りでも、 思わず涙し
てしまっているメンバーも。 
 

最後は、元気いっぱいな歌を、という想いで、フォレストクワイヤ
ーの十八番のアカペラ曲、「シヤハンバ」と「Freedom is 

Coming」で、コンサートを締めくくりました。 
 

終了後、KOKORO の後、少しお話ししたお客様が、手を握
りしめながら「ありがとう。とってもよかった。」と何度もおっしゃって
くださり、とても嬉しく思いました。 
 

このように、自分たちの歌を聴いてくださった方々が、何かを感
じてくださっていると実感ができると、合唱をしている幸せをしみ
じみと噛み締めることができます。与えられたものの方が、はる
かに多かった。そんな素敵なコンサートでした。 
 

 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ブータンの寺院＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Passing by a village 
 

Pinkham Dzongkha 
 

108Temples 
 

Punakha 
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高校時代高校時代高校時代高校時代    

 

大学時代大学時代大学時代大学時代    

 

 第 16 回突撃インタビュー 

 

 

王道を歩む 
 

 

 

 

 

早稲⽥⼤学理⼯学部電気学科卒業。 

1960 年、富⼠通⼊社。 

⼊社時の配属先は「無線伝送技術部」、その後の組織変
更で新設された「データ通信技術部」に移る。電話、情報
通信、中央監視制御システムなどの仕事に携わる。 

1962 年に結婚。 

情報通信の標準を決める国際会議に出席のため、ヨーロッ
パへの出張を繰り返す。 

1972 年に、富⼠通がシリコンバレーの  Amdahl 

Corporation と始めた共同開発プロジェクトに参加する
ために渡米。渡米後 7 年ぐらいで永住を決意。アメリカ
生活は 43 年になる。 
 

⼩さい時から秋葉原へ通う電気少年でした。 

小学校の 5 年生ぐらいから、ラジオを作るのが好きで、いわ
ゆる鉱石ラジオですね。そういうのに明け暮れていました。高
校の頃は、ラジオ・テレビですよ。 

高校ぐらいの時、短波のラジオを作って 

世界中の電波を拾いました。そんなに英語がわかったわけ
ではないんだけれど、一生懸命聞きましたね。放送を聴い
て、受信したプログラムとか、受信状態とかを放送局にレポ

ートするんですよね。こっちから勝
手に送るんですけどね。そうすると、
「ありがとう」って、手紙が来たりね。
その局のカードみたいな物を送って
くれるんですよね。そういうのを集め
てました。違う世界があるっていう
感じでそれは興奮しますね。それが
電気の学習に興味を持った一つの
切っ掛けです。 

テレビも作ったんです。 

秋葉原に⾏くと、米軍の放出品の
真空管がありましてね、これはどういう真空管かっていうのを 

 

一生懸命調べて買って来て。ブラウン管は、当時は、そうそ
う、測定機⽤の、⻘と⿊ですよ。それからしばらく経って、ア
メリカのシルバニアなどといった会社の、四角じゃないんです
よね、角が丸まったような感じの、⽩⿊のチューブがでたので、
そういうのを買ってきて作ったんですよ。 

テレビが映った時は興奮しましたね。 

絵が映るっていうのでね。放送が始まる前でしたからね。世
⽥谷に NHK の技術研究所というのがあって、そこから出て
いたテレビの試験放送を受信して。番組はね、最初はドラ
マとかはなく、景色とかでした。 

我が家は⾃分が作ったテレビで⾒ていたんですけれど、近所
の⼈なんか⾒にくるんですよね、当時はね。 

そのころから早稲⽥の理⼯、電気へ⾏くつもりでした。 

ほかの勉強
は余りしな
かったですね。
他のことは
考えず迷わ
ず早稲⽥へ
⾏きました。 

1963 年 、
宇宙中継の
最初がケネ

ディー⼤統領の暗殺だったんですね。あの頃はカラーではなか
ったですけれど、家にはカラーテレビがありましたね。これがまた
変なカラーテレビでね。今とは方式は違うんですけれども、放
送の電波は、カラーの電波が出てたんですが、カラー受像機
のほうは高くてとても買えない。結婚した頃でしたし。カラーと
なると作るのは⼤変なんですよ。光の三原色（⾚、⻘、
緑）の変なスクリーンをね、三色の円盤をね、そういうのを秋
葉原あたりで買ってきて、⾃分で組み⽴てて、ブラウン管の前
で回す。一応カラーが⾒えるんですね。家内は、お⾦ばっかり
使うからあんまり喜んでなかったんじゃないですかね。 

 

2014 年 3 月 5 日 

東京都⼤⽥区⼤森の生まれ。 

池上線に⻑原というところがあり
ますが、そこで、小学校に通う。
45 年の春から終戦まで富⼭に
集団学童疎開する。その間に東
京の家は焼け、戦後は鎌倉に移
り中学 2 年まで居ました。その
後、杉並に引越し、高校も⼤学
もそこから通いました。 
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社会人の第一歩社会人の第一歩社会人の第一歩社会人の第一歩    

 

    

大学時代大学時代大学時代大学時代    菅平にて菅平にて菅平にて菅平にて                大学時代大学時代大学時代大学時代    根子岳山頂にて根子岳山頂にて根子岳山頂にて根子岳山頂にて    Park City, UtahPark City, UtahPark City, UtahPark City, Utah            North Star at TahoeNorth Star at TahoeNorth Star at TahoeNorth Star at Tahoe    

 

高校・大学の時のクラブ活動は？ 

高校の時は、物理部に⼊ってました。電
気とか望遠鏡とか。星を観たりするの面⽩
くてね。ロマンがあるでしょ。星を⾒るのとか、
考古学なんかも、相通ずる所あるでしょ。 

好きですね。 

⼤学の時は、理⼯学部だったんで、本格的な部には⼊ら
なかった。スキーは同好会みたいなのを作ってはやってました
ね。⽩⾺とか⽴⼭も⾏きました。春休みなんか、一ヶ⽉ぐら
いスキーに⾏ってました。もう真っ⿊けですよ。 

高校の物理部では⾃分の興味の延⻑線でいろいろやって
いたし、⼤学の勉強は面⽩かった。⼤学の卒論のテーマは、
PCM（Pulse Code Modulation）。アナログの信号をデ
ジタル化するコーダー、ブラックボックスのよ
うなもの（変換器）を研究していました。 

富士通への就職も自然でした。 

あの頃富⼠通って言うのは電気通信機製
造会社。⼤きな通信機製造会社っていう
と、富⼠通でした。だから、富⼠通に⾏き
たかった。 

富⼠通の仕事は面⽩かったですね。無線
伝送技術部伝送課に配属になり、電話

通信ですよね。電話って言うのは⼈の音声を電気信号に
変えて針⾦を通して伝えるのですが、昔の技術では一本の
針⾦を一⼈が使うと、もう他の⼈は同じ線を使うことは出
来なかったのです。そこで、変調という方式を使って一本の
針⾦を、何⼈もが同時に使えるような、多重化の技術が
開発され、電話はすごく発達するんですけれども、その部門
に⼊り、デジタル伝送のほうを希望ししました。 

携わった仕事は、 

当時、東京オリンピックの前でね。駆け込みで新幹線を作
るとか、オリンピックの競技場の間の競技データーのやり取り
を回線を使ってやるというところ。新幹線は国鉄と、情報通
信のほうは電電公社と一緒になってやりました。 

新幹線って信号がなく、全部集中制御なんですね。中央
コントロールのためのものすごい量のデーターをやり取りする

んですね。その回線を作ったん
です。 

また、オリンピックのとき、各競技
場の競技データーと中央の管
理システムとの情報のやり取り
に欠かせない情報伝送装置の
設計をやっていました。面⽩かっ
たですね。 

 

趣味は？ 

今は、趣味って言えば「歌」ですね。これは楽しい。 

昔はいろいろやりました。スキー、ラジオ作り、卓球など。 
 

歌は、大学では歌っていないんですよ。 

歌はアメリカに来て⼤分経ってから始めました。⼤塚さんに、
誘われたことはあるんですけどね。会社に勤めていて、あの
頃はものすごく忙しかったから、コーラスに⼊ってもちゃんとや
れないだろうと思って、お断りしました。「リタイヤしたらやりま
すよ」と言ったので、リタイヤした時に約束どおり始めました。 

 

コーラル・コスモに⼊るのと同時に教会のクワイアにも⼊りま
した。会社を辞めるまでは、宴会で酒飲んで、歌歌うぐらい
でした。演歌とかなんでも歌いました。お酒の席だから何で
もいいんですよ。 
 
 

好きな食べ物：とんかつ、ステーキ、肉が好きですね。 

血液型：A 星座：天秤座。 

 
 

真っ⿊でしょ？     
スキーは、まあー、良く⾏きましたね。⽩⾺や⽴⼭や・・・。    
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婚約婚約婚約婚約    1961 年年年年    

 

結婚～長男結婚～長男結婚～長男結婚～長男    

最近の家族写真最近の家族写真最近の家族写真最近の家族写真    

 

奥様とのなり染めは？ 

日本の教会で会いました。市ケ谷に市ケ谷教会というルー
テル教会がありまして、そこで会いました。 

短波の放送を聴いていたと言いましたが、マニラのキリスト
教の伝道をやっているような放送局があったんですよ。なぜ

かそれがルーテル
系の放送だったん
ですよね。受信状
態のレポートみた
いなのをしていて、
それに対する返事
のカードが来て、そ
の時はそれで終わ
ってたんですけれど
も、ある日突然、
家に、飯⽥橋の
富⼠⾒町のところ

のルーテルセンターから宣教師が来たんです。その時もその
ままで、別に教会に⾏こうとは思いませんでした。 

予備校に⾏っ
てた頃たまた
ま市ヶ谷のとこ
ろに教会があ
って、ルーテル
教会だったの
で、それで⾏く
ようになりまし
た。家内は実
家が近くだった
のですが、私よりちょっと後に教会に来た。4、5 年付き合っ
て 1962 年に結婚。新婚旅⾏は九州に⾏きました。 
 

愛読書は？ 

❖ 作家で好きなのは、遠藤周作。 

『侍』とかね、伊達藩の⽀倉常⻑の生涯を題材にしたもの。
遠藤周作はね、ほとんど読んでいると思います。 

❖ 最近はね、塩野七生（しおのななみ）の『ローマは一
日にして成らず』で始まる膨⼤なシリーズもの。（ローマ⼈
物語）があるんですけれどね。あれは興味持って読んでま
すね。あの⼈のは読むのに結構⼒が要ります。エネルギーが
要りますね。 

❖ 最近面⽩いと思ったのは、 

『永遠の０（ゼロ）』百⽥尚樹（ひゃくたなおき）面⽩い
ですよ。あの⼈は放送作家というんですか、構成がすごい。
引き付けられますね。次々と読んでいきたくなるような。 
 

 

私の信条、生き方 

❖ 「誠実に生きる」・・・誠実に生きたいとは思っていますね。
死ぬ時にあまり後悔しないように。どうしたって、悔いは一杯あ
るのだろうと思うけれども、あまり悔いのない⼈生に向けて。 

❖ 「自分の言ったことに責任を持つ」・・・私は親父から
「⾃分の言ったことには責任を持て」と言われて育った。たえ
ずそう言われていたような気がする。それは、⼤事なことだな
あ、と今でも思っています。私が⼤事だなあと思っているのは、
親父がそういう生き方を⾒せてくれたからだと思います。そう
いうのって、いくら⼝で言っても、⾃分がそれを⾒せられなけ
れば、本当の意味で感じることはないんだろう、と思います。
みな、父親の背中を⾒て育つんですね。 

 

コラール・メイの人って好きですねえ。 

日系の 2 世 3 世の方ってね、素朴なね、秘めてるものがあ
り、実⾏⼒あり、本当に良いですね。戦争中日本に⾏かれ
た方も、こちらに残られた方もいる訳ですよね。⼤変な⼈生
経験をされている。葛藤もあったと思うんですよ。そういう方
たちが一緒になって歌を歌っているというのはね、良いですよ
ね。コラール・メイはいいですね。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

コーラル・コスモの代表の本多良夫さん。 

「コスモのメンバーには、夫々⾃分を⼤切にしながら、無理
のない範囲で、コスモが何をしてくれるかではなく、コスモに

何ができるかを考えてくださいとお願
いしています。協⼒して、楽しく歌え
る雰囲気を保って⾏くことが⼤事だ
と思っています。いや、みんな良くや
ってくれています。本当に良く歌いよ
く踊りよく働く、活発で楽しいメンバ
ーです。これからも、⾃分たちも聴

いてくださる方も楽しい、そんな歌を歌い続けて⾏きたい。」
と、にこやかにインタビューの最後を結ばれた。 
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定演を終えて「ふるさとの四季」裏話 

          コーラルコスモ 福井良⼦ 

 

コーラルコスモの定期演奏会のなかで特に趣向を凝らしたも
のとして今年は「ふるさとの四季」プロジェクトがありました。プ
ロジェクトを始めるきっかけとなったのは、コスモの定演には日
本語を知らない日系人・米国人のお客様がたくさんいらっし
ゃるので「ふるさとの四季」の歌詞に合わせたスライドを上映
すれば歌の内容を理解していただけるだろう、というアイデア
からでした。 
 

プロジェクトリーダーはコーラルコスモメンバーで日系ブラジル
人のアンジェラ・イケモトさん。昨年 5 月頃から毎週土曜日
の午前中、2 時間ほど集まって曲のイメージ、それぞれの曲
のキーワード、それに合わせてどんなスライドが何枚必要か、
などを話し合うところから始めました。最初の頃のミーティング
は、模造紙を壁に貼り、曲のイメージをリストアップしながら
進めていました。まるで会社のビジネスプロジェクトでの
Brain Storming session のように。歌だけでなく曲のつな
ぎとしてのピアノの間奏部分もありますのでその部分のスライ
ドもあります。そのうちにスライドショーの内容への期待がだん
だんエスカレートしていき、ただステージに並んで曲を歌い始
めるより「ふるさとの四季」への導入部分として何かストーリー
を加えると面白いのでは、静止画像を並べるだけでなくビデ
オも組み込むといいのでは、さらには村祭りのところは本物の
和太⿎をコスモのメンバーである⿊⽥さんに演奏してもらう
等々、コスモらしい自由気ままな（勝手な？）発想が
次々と飛び出してきました。 
 

さて、それらの要望が出揃ったところで次はスライドの準備で
す。スライドのソースは、まずコーラルコスモのメンバーから提
供してもらった写真の数々がありました。メンバーの皆さんに、
日本に⾏ったら「ふるさとの四季」にふさわしい⽥舎や自然の
景色やお寺、お祭り、紅葉、冬景色、空港の写真などを撮
ってきてください、あるいは手持ちの写真でいいのがあったら
使わせてくださいとお願いしました。それで足りない部分は
Google Images で 探 し た り し て Microsoft Office 

PowerPoint を使って並べていきました。 
 

そしてビデオ作成。「ふるさとの四季」の導入部分のビデオ撮
影は、コーラルコスモの若手⼥優こと、九⾥⼦さん演ずる
Business Woman、演出はアンジェラ、撮影と編集は
Benjamin です。サンフランシスコまで出かけていって都会の
雑踏の中でのロケーション。35 秒程度のカットなのですが、

撮影と編集に費やした時間を合計すると、何とその 1000

倍くらいかかっているんです！ 
 

  
 

定演プログラムから、イントロの部分のビデオあらすじを紹介
します。 
 

『場所はサンフランシスコのユニオンスクエア。ある晴れた日の
午後のこと、都会の雑踏の中で日系のビジネス・ウーマンが
書類ケースを小脇に抱え、足早にオフィスから出てきました。
途中で携帯電話が鳴り、Mr. Johnsonから次の仕事の契
約の話でアポイントメントを取りたいと連絡が入ります。しか
し今はその仕事は出来そうもないし、予定を確認してから
後ほど連絡すると伝えて電話を切りました。 

そして公園の石段に腰をかけ、仕事のスケジュールを確かめ
ようと書類ケースからメモ帳を取り出したところが、メモ帳から
写真がひらりと落ちて...、そこに挟んであったのは日本に住
む両親からの写真の絵葉書です。それを⾒るとなぜか懐か
しい「ふるさと」のメロディが思い浮かんでくるのでした...。』 
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ご両親からの絵葉書に目を細めるビデオのシーン、それに続
いて「ふるさと」の歌のイントロのピアノ伴奏が始まります。本
番ではビデオから最初のスライドに移⾏する時にちょっと問
題があり、画像が出なかったりしましたがすぐに直りました。 
 

ここでスライドショーから何枚か写真を紹介します。本当は
ずっとたくさんのスライドがあって、ここに紹介するのはごくごく
一部です。これは「ふるさと」のイントロ部分のピアノ伴奏の
二枚目のスライド。（写真提供：橋本麻由さん） 
 

   
そして歌の冒頭の♪うさぎ追いし かの山♪ のイメージに
合う山としては新緑の岩手山のスライドを使いました。「ふる
さとの山に向ひて言ふことなし ふるさとの山はありがたきか
な」の短歌（石川啄木）はこの山をさしているそうです。 
 

これは、「朧月夜」の途中で、♪ゆうづき かかりて♪ のと
ころのスライド。（写真提供：Lan-Yu Hsieh さん） 

あまりおぼろではありませんが、きれいな満月の写真です。 
 

  
これは、アンジェラがどうしても入れたいとこだわった「茶つみ」
の歌の最後で、和服でお茶を飲み、にっこりと微笑むシーン
のビデオ。「これ本当にやるの？」、「で、だれがやるの？」と
最初はみんなで抵抗していましたが、「和服をお持ちのかた
は是非この機会に出して着てみてください。」との再度の彼
⼥のお願いに根負けしてついに実⾏することに。コスモの”熟
年⼥優” 2 名、たった 10 秒ほどのシーンなのですが準備が

とても大変。着慣れぬ和服を前にして四苦八苦でした。和
装一式を持っているので着物のほうは何とか着てみたのです
が、どうしても帯の結び方がうまくいきません。コスモメンバー
の中で着物の着付けが出来る和賀佳⼦さんに手伝っても
らってどうにか仕上がったものの、あとでビデオを⾒ると私のお
太⿎結びのまとまり具合がイマイチですね〜（汗）。 
 

   
この撮影の場所には⾏灯や掛け軸も準備され、お茶と和
菓⼦も置いてあり、一応畳の上です（のように⾒えます）
が、さてどこでしょう？箱根ガーデンではありません。これは誰
かのアイデアで、実は畳ベッドのあるお宅に⾏ってそのベッド
の上を和室の一角に⾒⽴てて壁ぎわにセットし、照明を当
てて撮影したものなんですよ。畳ベッドの上で和服でいただく
日本茶と和菓⼦のお味は、格別に美味しいですこと〜。♪
つまにゃ日本の茶にならぬ 茶にならぬ♪ 
 

それから、もうひとつスライドに組み込むビデオとして「われは
海の⼦」の歌の最後にコスモの男性が 2 人くらいで真夏の
少年の格好でランニングシャツを着て、縁側にすわってスイカ
にかぶりつくシーンのビデオも入れようという話もありました。こ
れも、どこで撮影しようか、役者は誰にするかとか決めかねて
いるうちに時間がたってしまい、次が「村祭り」で和太⿎の演
奏が来るのでのでビデオのインパクトは少ないかも、ということ
で結局そのビデオは取りやめにしました。それでホッとした人
たちもいたとか…。 
 

さて「村祭り」のイントロでは約３分間の和太⿎のソロ、昨年
のコスモの『合宿』で和太⿎を披露した⿊⽥さんの熱演でした。
その次にこのスライ
ドになります。♪あ
あ〜 ああ〜（村の
鎮守の神様の...）
♪そして、太⿎に
合わせて「村祭り」
の歌が続きます。
（写真提供：橋
本麻由さん） 
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「村祭り」の二番、♪としもほうねん まんさくで♪ 日本酒
のたる酒が並ぶ。（写真提供：橋本麻由さん） 
 

    
♪よるまでにぎわう みやのもり♪（写真提供：橋本麻由
さん） 
 

    
「村祭り」が終わって「もみじ」のイントロが始まる前の部分は
連続花火 4 枚のスライドでもりあがりました。これはその 2

番目。（写真提供：橋本麻由さん） 
 

   

これは、「雪」の歌がおわってから「ふるさと」のアカペラ部分が
始まるまでのピアノ伴奏の部分。美しい冬の景色。（会津
若松の⺠家です。写真提供：Sabyah Robinson さん） 
 

   

そして最後の「ふるさと」の部分のおしまいのほうのスライドを
並べるにあたって、♪こころざしを はたして いつの日にか 
かえらん♪ の部分はどのようにしようかと一番苦心したとこ
ろです。本来の歌詞の内容ならば⽥舎のふるさとの家に帰
宅する様⼦かもしれませんが、私達の歌のイメージとしては
米国から日本⾏きの飛⾏機に乗ってふるさとに帰るのです
から（コーラルコスモの中には米国生まれ育ちの方などもお
りますが）飛⾏機の窓から⾒た景色、機内の窓から日本
が⾒えてくる様⼦、そして空港に到着して両親が迎えに来
てくれるシーンなどを並べることにしました。 
 

そしてもうひとつ、最後のほうの♪うさぎおいしかのやま♪ ス
ライドには新幹線を出さないで、やはり蒸気機関⾞でいこ
う！ということで、栃木県の益⼦（ましこ）町、小貝川（こ
かいがわ）鉄橋の上を⾛る機関⾞です。日本に⾏って SL

に乗ってみたいという方、真岡鐵道（もおかてつどう）では
現在でも観光用に SL が⾛っています。昔は私の叔父が真
岡駅で働いていたこともあり、私も一度だけここを通ったこと
があります。スライドの写真は掲載できませんが、WebSite

はこちらで。http://www.moka-railway.co.jp/ 
 

やっぱり日本のふるさとの景色はカリフォルニアと違って緑が
多くて⽔が豊かで、いかにも湿度の⾼いしっとりした感じがし
ます。「ふるさと」の歌のおしまいのこのあたりになると、客席
のほうでは涙するお客様もたくさんいらしたとか。 
 

それから最後のスライドは、日本人の心のふるさと言えばや
はり富士山と桜、コピーライトの関係で掲載できないのが残
念ですが、撮影場所は山梨県忍野（おしの）村、新名
庄川（しんなしょうがわ）の川岸から望む桜です。きれいに
晴れた日で桜が満開だとバックに雪を抱いた富士山が⾒え、
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写真撮影スポットとしてにぎわう場所だそうです。富士山の
観光スポット情報はこちら。 

http://www.fujiyama-navi.jp/sakura2013/ 
 

この「ふるさとの四季」プロジェクト、昨年 5 月頃からずっとほ
とんど毎週土曜日の午前の時間を使って、今振り返ってみ
るとよくやったものだと思います。まずはプロジェクトリーダーの
アンジェラさん本当にお疲れ様でした。スライドに実際に使っ
た写真の枚数だけでも 180 枚以上、それ以外にコスモメン
バーの方々から送ってもらった写真や Google Images で
集めたものを入れると相当な数の写真に目を通したことにな
ります。曲の内容に沿って並べ、必要に応じてボカシを入れ
たり次のスライドへの移⾏にそれぞれ細⼯をいれたり、タイト
ルなどの文字に⼯夫したりなど、やってみるとだんだん凝って
きて Microsoft PowerPoint の機能を駆使して最後には
始め考えていたものよりもずっとすごいものになってしまいまし

た（自画自賛？）。スライドの移⾏の設定、ビデオとの接
続など試⾏錯誤の連続で直前まであちこち変更したりして
いましが、お蔭様で PowerPoint の色々な機能も学ぶこと
が出来ました。まとめ役でミーティングを（そしてお茶と時々
ランチまでも！）ホストしてくださったアンジェラさん、日本の
写真を提供してくださった方々、土曜日のミーティングでアイ
デアを出し合ったり写真探しを手伝ってくださった方々、ビデ
オ撮影･編集の Benjamin 君、イントロ演技の九⾥⼦さん、
和服でお茶のシーンの啓⼦さんおよび畳ベッドを使わせてく
ださった大塚ご夫妻、その他もろもろ、たくさんの方々のご協
⼒があったからこそ出来上がったものです。本当にありがとう
ございました。そして何よりもコンサートを⾒に来てくださった
お客様に大変喜んでいただけて苦労も吹き飛び、やはりや
って良かったとつくづく思います。 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪コスモさんの定期演奏会裏話（その２）≫ 
 

”Oye La Musica”の振り付け。実は、本番直前に、九⾥
⼦（くりこ）さんが、男⼥各 2 種類ずつの振り付けを考え
て、ビデオに撮って Youtube にあげてくれたのです。「振り付
けなんて私は出来ない！」という人達がけっこういました。 

それなのに・・・・・何ということでしょう！ いざ舞台に⽴つと
隣に合わ
せて自分
も つ い 体
が 動 い て
しまい、あ
の 曲 で は
ほとんど全員が踊ってしまいました。（Yoshiko） 
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 コーラル・コスモ 
 
 【日時】 4 月 13 日（日） 
 【出演】 有志がバックコーラスとして参加予定。 
 【場所】 Fortnightly Music Club  
 
 コラール・メイ、アンサンブル四季 
 サンフランシスコ日本町さくら祭り 
 
 【日時】 2014 年 4 月 19 日（土） 
  午後 2 時半〜3 時 
 【場所】 JCCCNC 
  1840 Sutter St, SF, CA 94115 

 
 SFFC10 周年・L.A.Daiku 5 周年 
 ジョイントコンサート 
 
 【日時】 2014 年 5 月 3 日（土） 
  午後６時（予定） 
 【場所】 L.A.合同教会（予定） 
  Union Church of Los Angeles 
  401 East 3rd St., LA, CA 90013 
 

サンフランシスコ・フォレスト・クワイア 
コラール・メイ、アンサンブル四季 
定期演奏会 

 【日時】 2014 年 6 月 8 日（日） 
  午後 3 時 
 【場所】 Pine United Methodist Church 

 426 33rd Ave., SF 

 
 
 
 

 
サンフランシスコ・フォレスト・クワイア 

 10 周年記念コンサート 
 
    ■日本公演 
 【日時】 2014 年７月２0 日（日） 
 【場所】 京都同志社大学チャペル 

    ■サンフランシスコ公演 
 【日時】 2014 年 11 月 15 日（土） 
 【場所】 St. John’s Presbyterian Church 
 

混声合唱団「かけはし」 
 
 【出演】 コーラル・コスモ、アンサンブル四季所属 
  の⻑岡綾乃さんが出演します。 
    ■クパティーノ桜祭り 
 【日時】 2014 年 4 月 20 日（日） 
  午後 4 時 
 【場所】 Quinlan Community Center 

  10185 N. Stelling Rd., Cupertino 

    ■定期演奏会 
 【日時】 2014 年 5 月 25 日（土） 
  午後 4 時半 
 【場所】 Lincoln Glen Church 

  2700 Booksin Ave., San Jose 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

✿ 編集後記 ✿ 
 

桜吹雪の日本から、連盟だより第 28 号をお届けします。
20℃前後のぽかぽか陽気に、もうすっかり「春だ！」と心も
衣も軽やかに、鼻歌を歌いながらスキップしていた日々が懐
かしくなるぐらい、このところ寒い日が続いています。カリフォル
ニアの皆様はいかがお過ごしでいらっしゃいますか？ 
今回も無事連盟だよりを発⾏することができました。皆様の
ご協⼒心より感謝いたします。これからもよろしくお願いしま
す。次号第 29 号は 6 月 1 日発⾏予定です。 
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