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    ＜瞬きの詩人＞ 
 水野源三の世界 
 
   会⻑ 
   松浦 功 
 
皆さんは、水野源三さんという詩人をご存知ですか？

1937年に⻑野県で⽣まれ、９歳の時⾚痢にかかりその⾼
熱によって脳性麻痺を起こし、やがて目と耳の機能以外の

全てを失い、話すことも書くことも出来なくなりました。⺟親

が、何とか彼と意思の疎通をしようと 50 音順を指で示した

ところ、目の動きで応答しました。これが 47 歳で亡くなるま

での彼の唯⼀のコミュニケーション能⼒となりました。「瞬きの

詩人」と呼ばれるのはそのためです。 
 
12 歳の時、⺟親が置いた聖書を読み、やがてクリスチャン
になりました。18 歳の時からは、詩作を開始し多くの作品

を生み出しました。その詩風は、神への喜びを表す純粋な

詩であったと言われます。彼のその姿は、クリスチャンはもとよ

り多くの人々の感動を呼びました。 
 
ここまで読まれて、あれっ、似たような境遇の詩人を知って

いるとおっしゃる方もおられるかも分りません。そうです、星野

富弘さんです。1946 年に群⾺県で⽣まれ、中学校の体
育教師になって早々、クラブ

活動指導中に吊り輪から落

ち頚髄を損傷し、首から下

の自由を失いました。そして

口に筆をくわえ、たくさんの詩

画を書かれました。2001 年
９月にサンフランシスコにも

来られました。 

私の好きな詩を抜粋しました。  
 「水野源三」詩集より 短編 3 つ 
 ＜生きる＞ 
  神さまの大きな御手の中で 
  かたつむりは かたつむりらしく歩み 
  蛍草は 蛍草らしく咲き 
  雨蛙は 雨蛙らしく鳴き 
  神さまの大きな御手の中で 
  私は私らしく生きる。 
 ＜まばたきでつづった詩＞ 
  口も手足もきかなくなった私を 
  28年間も世話をしてくれた⺟。 
  良い詩を作れるようにと 
  四季の花を咲かせてくれた⺟。 
  瞬きでつづった詩をひとつ残らず 
  ノートに書いておいてくれた⺟。 
  詩を書いてやれないのが悲しいと言って 
  天国に召されていった⺟。 
  今も夢の中で⽼眼鏡をかけ 書き続けていてくれる⺟。 
 ＜黙ろうよ＞ 
  朝霧に包まれて 草も木も黙っている。 
  自分勝手なおしゃべりをやめて黙ろうよ。 
  そうすれば 主の御声が聞こえてくる。 
 「星野富弘」詩集より 短編 2 つ 
 ＜野に咲く花のように＞ 
  何もしたくない 誰にも会いたくない しゃべりたくもない 
  野に咲く花のように静かに一人でいたい。 
  しかし腹がへった  残念だが 腹がへってしまった。 
 ＜小さな実＞ 
  私にできることは 小さなこと 
  でもそれを感謝してできたら 
  きっと大きなことだ。  
どなたか、これらの美しい詩に曲をつけてみませんか？ 
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 第 18 回 突撃インタビュー 
 

  「やる、やる。 私やる！」 

    人生を積極的に生きる 
 
 

 

 

 

高校：福岡⼥学院。 

大学：明星（めいせい）⼤学。⼈⽂学部⼼理教育学 

    科⼼理学専修。 

大学院：California Institute of Integral Studies 

    （CIIS）カウンセリング⼼理学専攻。 

仕事：⼼理セラピスト。1999年に⼼理セラピストの資格を
取得し、学校や地域精神衛生センター勤務を経て、現在

College of San Mateo のサイコロジカルサーヴィス（学生

相談室）を任され、室⻑を７年勤める。 
 
♪ 渡⽶の切っ掛けは？ 

大学院に入る前に英語の勉強をしに 1989 年に渡⽶。

University of Pennsylvania の ESL のクラスで勉強し

ながら、⼼理学部の授業を聴講したりしていました。 

中国も好きだったんですけれど、⼼理学を勉強したかったし、

英語のこともあってアメリカを選びました。 

英語はもともと嫌いだったんですが、留学のためにはしょうが

ないから、日本でも英語を勉強して準備していました。 
 
♪ ペンシルバニアに決めた理由 

日本人が少ないかなあ、と思ったんです。大はずれで、日

本⼈の留学ブームで⽇本⼈ばっかりでした。 

大学院受かるまで、私は日本語しゃべらないって決心して、

1年間は英語だけで通しました。 
 
♪ ⼩学校の時からアメリカに⾏きたかった！ 

別にアメリカでなくても良かったん

ですけれど、外国に住みたいとず

ーっと思っていました。⾏くって⾔

っても子供だから方法がわからな

いでしょ。そうしたら、ある日父親

が、「親友の英文科の教授が、

『娘をちょうどアメリカにやるから、

お前のところの娘もどうか？』って

誘われたぜ」って言うわけ。「エ

ッ！なんて返事したの？」、「早

い、早い！って断った。」、「断った！その人誰？」とか言って、

名前を聞いて、⽗親の古い年賀状の住所探して、「⽗親

は断ったそうですが、私は⾏きたいんです。」って⼿紙を出し

た。そうしたら、「お父さんとよく相談してください。」って返事

が来ました。中学校の時ですね。それでがっかりして、「早い

なんてない！ずるい！そこだけ⾏って！私も⾏く！」って。 
 
♪ ⾼校のときも絶対外国に⾏きたいと思っていた。 

高校は、帰国子

⼥をたくさん受け

入れている学校

とか、開校したば

かりの同志社国

際⾼校とか、「⾏

きたーい！」って

言ってたんだけど、

相手にされず、

親の希望で地元のミッションスクール⾏きました。叔⺟も皆

そこの学校の卒業生で結構歴史のある学校です。悲惨だ

ったんですよ、高校生活は合わなくて。先生もなんか合わな

くって、高校だから大学受験用の勉強もするでしょ？全然

意味がないように思って。自分の好きな勉強だけして、何に

も勉強しませんでしたね。『日本の教育は間違ってる』とか、

『こんな詰め込み教育はいけない』とか、言ってね、結構大

騒ぎしていて、校⻑先⽣に抗議の⼿紙まで出したりして。そ

れこそ教育関係のものを読んだりして、シュタイナー⾒て、こ

ういうのがいいなあ、って思っていましたね。 
 
♪ ⽗親は⼤学でも早すぎるって留学に賛成しなかった。 

そうこうしているうちに⼼理学がしたくなり、⼤学は⼼理学に

⾏くことにしました。教育関係のシュタイナーのこともあって。 

何で東京かというと、高校の時に子安美知子さんの本を読

んで、シュタイナー教育に目覚めて、子安さんが勉強会を

開いているというから、子安さんの元で学びたいなあ、と思っ

て東京に来ることになりました。 

2014年 5 月 6 日 

福岡市生まれ。 
博多っ子でお祭り大好き。 
血液型：AB 型。ふたご座。 
⼩学⽣の頃より海外に⾏くことを夢⾒る

少⼥でした。アメリカで⼤学院に⼊るた

めの英語の勉強をしに 1989 年渡

米。現在は、ご主人と二人のお子様
とサンフランシスコに住む。仕事に趣
味に人生を目一杯楽しんでいます。
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大学時代のジャズダンス。 

ペンシルバニアでＥＳＬの頃

ニュージーランド⾏った時。JTV でツアー
ガイドのアルバイトをしてた。

卒業のとき。両親と。 

家族 

♪ クラブ活動は？ 

中学：器械体操。キャップテンでした。好きなのは床、点
数が良かったのは跳び箱。私は県⼤会まで⾏きました。 
高校：演劇。テ
ニス。アニメ研究
会。セル画を書い
たり同人誌を発
⾏したりしました。 
大学：演劇を一
年。別役実（現

代劇）などをやっ
ていた。その後は、
ジャズダンス。 
 

♪ ご主人様との出会いは？ 

'89 年、ペンシルバニアで、すぐに主人と出会い、早々にお

付き合いが始まり

ました。主人はペ

ンシルバニアのエン

ジニアの大学院生

で、同じビルに住

んでいました。ルー

ムメートが、「下に

デーブっていう気の

いい人がいるよ。

彼、中国語勉強

したって言ってるよ。」って。最初の会話は中国語だった。

「ニーハオ」ぐらいですけどね、それで仲良くなって。 

英語をしゃべる⽇本⼈のグループと、インターナショナルの留

学⽣の仲の良いグループがよくキャンプに⾏きました。デーブ

がアウトドアのこと結構好きでね、良く知ってたので、彼にキ

ャンプ場探してもらったり、いろいろ手伝ってもらって、一緒に

⾏くことになり、それでますます仲良くなったんですね。 
 
♪ ペンシルバニア、サンフランシスコ、ニュージーランド、

ペンシルバニア、そしてサンフランシスコへ。 

そうこうしているうちに、私は院の勉強で SFに来ることになり、

まだ勉強が残っていた彼はペンシルバニアに残ることになって

いた。ところが、彼のアドバイザーがニュージーランドに⾏く時、

彼もついて⾏っちゃった。私はちょっと遅れて SF に来たので

すが、『⼀⼈だけ⾏っちゃって、私も⾏きたいよなあ』って思っ

て、休学してニュージーランドに追いかけて⾏きました。ワー

キングホリデーのビザを日本で取って。実は、電話でニュージ

ーランドからプロポーズされたんですよ。それで、ニュージーラ

ンドへ⾏ったから、'91 に、ニュージーランドで結婚しました。 

そこに⼀年ぐらい住んで、彼は博⼠課程が残っていましたか

ら、一緒にフィラデルフィアに戻りました。私は院の休学期間

が切れる前に SF

に戻って来て、半

年後、彼は博⼠

号を取得して、仕

事もないのにＳ

Ｆに付いて来まし

た。ポストドックや

ったり、ストーレッ

ジの作業員したり

とかね、アルバイト

とかなんでもやっていました。私の学費高かったのよね。 
 
♪ 彼、優しい

人なんですよ。 

本当に心が広い。

違和感がないん

ですよね。彼はと

てもシャイなんで、

日本人みたいな

所があって、控え

めでね、そういう

意味で好感がもて、日本人の友達に人気有りますよ、デー

ブ、デーブと皆話しやすいみたい。 
 
♪ 結婚前に紹介しようと思って、日本へ連れて⾏くと 

⾏ったついでに旅⾏で京都回ったりしたんですけど、⺟親は

「結婚前なのに⼀緒に旅⾏するなんて」と、それが気に⾷わ

なかったみたいで。なにを機嫌悪いのかなあ、って、思ったら、

そういうことだったみたいです。 

スピーチをね用意しておいたんですよ、日本語で。「娘さんと

結婚します。」っていう、よくドラマにあるでしょ、それをやらせ

ようと思って。英語で書いたのを日本語に直してローマ字で

書いて、読ませて。父親は、恥ずかしい話なんですけれど、

「ああ、手紙、こ

れ記念に頂戴」と

か言って。サイン

させて。質問はひ

とつだけ、「君はク

リスチャンか？」っ

て。「そうだ。」って

言ったら、「それで

もう安心」って言

って、それで終わ

りでした。 
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2 歳ぐらいのとき。 
ピアノは幼稚園のときから

習っていた。練習が嫌いで

したけれどね。 

♪ 歌や合唱はいつから？ 
中学校は地元の中学だったん
ですけれど、合唱がすごく盛ん
で、中学校にしてはかなりいい
線⾏ってたんじゃないかなあ。
3 年になって合唱がなくなると

寂しくなるので、地元の児童
合唱団のオーディションを友達
と受け受かりましたが、初日の
練習にいっぺんに幻滅してそ
の日でやめました。高校では
全然歌っていません。大学卒
業してこちらへ来る直前に、
'88 年なんですけれど、調布

の市⺠の第九を歌う会で歌いました。同じ時に、賀川さん
も歌っていたんですね。お互いしりませんでしたけれど。 
 
フォレストクワイアはるり子さんが作ったんですけど、プリスクー

ルの帰りにね、ベビーカーを押しながら、るり子さんが、「そろ

そろね、コーラスのグループ作りたいんですよね。」って言われ

たので、「あっ！やる！ やる！ やる！ やる！」って。それ

で始まりました。同じプリスクールに子供を通わせているママ

友だった。メンバーはるり子さんを入れて 6人でした。 
 
最初にるり子さんのお家でファミリーホリデーコンサートをやろ

うと家族みんな集まった。デーブに頼んで撮ってもらったビデ

オをつい最近⾒てみると、歌っている後ろで⼦供たちが遊ん

でたんですけれど、子供ばかり撮っています。一応歌も入っ

てますが、歌のことなんかぜんぜんお構いなしで、ＢＧＭに

なっちゃってて、途中でブチって切れてるんですね。それが記

念すべき第⼀回目のコンサート。2003年の暮れですね。 
 
♪ 合唱がこんなに好きになるとは思いませんでした。 

結構熱しやすいんですけど、割と冷めやすかったので。 

合唱団の経験は、SFFC のほかに、 
   SF Symphony Chorus（混声） 
   SF City Chorus（混声） 
   SF Choral Society（混声） 
   Sing for America 

まさか SF Symphony で歌うことになるとは思いませんでし

た。シンフォニーもね、受かると思わずに受けたんですよ。今

年から 2年毎に半数オーディション募集になって、今年はくじ
引きにあたり、オーディションなしで残る半数に選ばれました。 
 
それから、⾹川恵⼦さんの率いるコミュニティオペラ。2、3 年
休団していましたが、久しぶりに復活して、来年春はまた

蝶々夫人をやります。 

♪ 愛読書・心に残る本 

一時桐野夏生さんの本にこっていた。それが絶対のファンだ

って言うことではありません。あまり読まないけれど、どちらかと

いうとドキュメンタリーが好き。 
 
♪ 趣味は、卓球、歌、仕事。 

子供に卓球をさせようと思ったら、子供はあまり興味がなく

止めてしまい、私が代わりにやっています。地元の夜の大人

のクラスに⾏き、週末はサンフランシスコのクラブで練習して

います。お休みの日は、卓球練習か、歌の練習かですね。 

サンフランシスコに来て院を卒業してから子供が生まれるま

で、5，6 年、スパニッシュ系のクラシックギターをやっていま

した。中国語（北京語）もかなりもえていてね、これも習

いに⾏っていました。 
 
♪ 国際合唱祭の共同実⾏委員⻑として⼀⾔。 

日本だけじゃなくいろんなグループに参加してもらいたいです。

それこそインターナショナルに。地元のグループでも日本のグ

ループでなければ交流ほとんどないので、そういう意味でのつ

ながりが出来たらうれしいかなあ、と思っています。 
 
♪ 生きかたの信条は？ 

信条とかないです。「楽しく生きる」かな。楽しく生きようと思

っていなくても、すぐ楽しいこと⾒つけちゃうんですよ。仕事で

も何でもね。なんか楽しくなっちゃうんです、全部。 

やるなら、自分の選択で納得したほうがいいですよ。同じ時

間を費やすのにね。好きな⾔葉は別にありません。 
 
♪ にこやかに、第一印象で勝負！してます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
私本当にハッピーな人生で、運もいいんですね。仕事にも

すごく恵まれていますし。インターネットで⾒つけて申し込み

期限が切れているのに気楽に申し込んだら、採⽤されて。 
私って、第一印象がいいんです。 
 
私のブログ「サンフランシスコ歌日記」 
 makikosf.exblog.jp 読んでくださいね。 

アメリカに来る直前。1989年 
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とうとうこの日がやって参りました！私たち SFFC は今年で
結成 10 周年を迎えますが、結成５周年を迎えられます
LA Daiku さんとのジョイントコンサートが５月３日、LA で

実現する運びとなりました。昨年の 11 月にこのお話を頂い

た時は、SFFC メンバー一同、まるでティーンさながらの大

変な喜び様でしたが、それから気合いの入った練習を重ね

重ねて、当日を迎えたのでした。 
 
大型バスで朝７時に SF を出発し、⼀路 LA を目指しまし

た。同日夕方のコンサート本番の為、喉を疲れさせない様

に、道中のおしゃべりは絶対禁物。「どうやったらバスの中で

おしゃべりせずにいられるだろうか、、、？」と、出発前から皆

の一番の心配事でしたが、個々の工夫で何とか約束を守

る事が出来ました。到着予定の３時間前には全員起きて、

先ずはお化粧、それから身体をほぐし、発声をしながら LA
のホテルへと、ほぼ予定通りのドライブでした。 
 
リトルトーキョーのど真ん中、美味しそうな看板を横目に、お

店が建ち並ぶ賑やかな通りを「暑いね〜。」と⾔いながら、

ホテルから歩いて 10 分足らずの会場へ向かいました。会場

では、LA Daiku の方々が既にリハーサルをされており、私た

ちもそれに続きました。緊張気味のせいか、音程も声の調

⼦も今ひとつで、⼀抹の不安がよぎります、、。 
 

   
控え室で練習中 

４時半に開場し、お客様もそこそこ一杯になってきました。

初めての場所で緊張度も⾼まり、いよいよ本番です！ 
 
プログラムは２部構成で、先ず第一部の前半は LA Daiku
さんによる外国のフォークソングと日本歌曲２曲ずつ、後半

は私たちで、アカペラを中心としたやはり外国のフォークソン

グ等と日本のわらべ歌合わせて６曲を歌いました。 
 
インターミッションを挟み、第二部は、最初に LA Daiku さん

が Director の Jeffrey 先 生 の 作 詞 作 曲 に よ る

「Fukushima Requiem」を滔々と祈りを込めて演奏され

ました。 
 
次に私たちが、「おんがく」他３曲を、今回参加出来なかっ

たメンバーを想いながら、心を込めて歌わせて頂きました。 
そして最後には、両方の合唱団合同で「ふるさと」を演奏し

てジョイントコンサートの幕が閉じられました。 
 

    
コンサート翌日の観光:ゲッティー美術館にて 

 
L.A. Daiku 5th Anniversary and 

San Francisco Forest Choir 
10th Anniversary 

Los Angeles Tour Concert 
 

SFFC: 川崎真由美 
 

ディズニー映画「フローズン」の冒頭に流れる曲を歌い

コンサート開始 
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その後は、近くのホテルの会場に場所を移し、LA Daiku さ

んとの懇親会。そこでも歌を交えながら歓談に花を咲かせま

した。歌を通じての交流で沢⼭の新しい出会いがあり、また

次回の歌での再会がとても楽しみです！ 
 
翌日は朝８時にホテルを出発し、午前中少し LA を散策

してSFへの帰途につきました。⾏きのバスの中とは打って変
わって、喋る、食べる、また喋る、、、を繰り返し、まるで修

学旅⾏の様な帰りの旅でした〜。全く疲れ知らず！！ 
 
今回の歌の演奏を振り返ると勿論反省点や課題は⾊々と

ありますが、この日に向けてるり子先生の真剣なご指導の

もと、メンバー全員が一生懸命練習に励んだだけの成果は

出せたのではないでしょうか。10 周年を迎えてこのような記
念すべき素晴らしい機会を頂けた事に⼼から感謝いたしま

す。 
 
 
 

 
サンタモニカのマッスルビーチ。筋肉モリモリ！ 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

さる５⽉３⽇に⾏われた、LA Daiku 5 周年記念 & 

SFFC 10周年記念ロスアンジェルス・ツアーコンサートの応

援に⾏ってきました。最初に話を伺った時からぜひ SFFC の

皆さんのバスツアーに同⾏したいと思っていたものの仕事や

前後の予定の調整がつかず、結局、⾶⾏機で⾏くことにな

りました。当日は夕方５時開催にもかかわらず３時サンホ

ゼ空港発というぎりぎりスケジュール、しかし奇跡的にすべて

がスムースに⾏き、会場のLAリトル東京にある教会に開始

20 分前に到着することができました。席についてリラックスし

ていると後方から呼ぶ声が。南加日系合唱連盟の小川会

⻑でした。しばらくぶりにお会いして近況などをお話している

うちにコンサートが始まりました。SFFC の皆さん、かなりご緊 

 

張の様子でしたが、歌が始まるといつもの調子が戻って素

晴らしい歌声を披露してくださいました。LA のお客様からも

大きな賞賛を受けていました。 
 

打ち上げパーティは近くのホテルにて。演奏会が終わって両

団体の皆様もすっかりリラックスし打ち解けてご歓談なさって

いました。最後に皆さんと集合写真を撮り解散。 
 

さらに２次会３次会と続いたようですが、私は次の日の朝

が早かったため、途中で失礼しました。SFFC の皆さんは次

の日 LA 観光を楽しまれたとのことでした。 

 

LA Daiku5 周年記念& SFFC 10 周年記念ロスアンジェルス・ツアーコンサート
 

Chorale May, Choral Cosmo, Ensemble Shiki  賀川正人

朝早くお⾒送りに来て下さった⽅々、またわざわざ⾶⾏機で応援に駆けつけて下さった応援団の

方、遠くから声援を送っていて下さった方々、本当に有難うございました！ 
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 JAZZ Katsu Japan Relief Benefit  

 【日時】 2014年 6 月 7 日(土)午後 2 時より 
 【場所】 Wesley United Methodist Church 
  in Japan town, San Jose 
 566 North Fifth St., San Jose, CA 95112 
 URL:http://www.jazzkatsu.org/ 
 Pre-sales tickets : $12 (2 Kushi Katsu 
 skewed pork cutlet), walk-in welcome, 
 to-go available 
 "ジャズでカツ" ジャズも串カツも楽しめます。コー
 ラル・コスモのあきこさんが、お世話役のひとりです。
 お時間のある方は是非いらしてください。 

 

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）午後 3 時 
 【場所】 京都同志社大学礼拝堂 
    ■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 

 

SF Symphony Chorus 
Peter Grimes by Britten 

 

 【出演】 SFFC の上田さんが出演します。 
 【日時】 2014年 6 月 26 日（木）午後 8 時 
  2014年 6 月 27⽇（⾦）午後 8 時 
  2014年 6 月 29 日（日）午後 2 時 

 【場所】 SF Davies Symphony Hall 

  Grove Street, between Van Ness 

  and Franklin, San Francisco, CA 

 Peter Grimes は 20 世紀のオペラの中でも傑

 作と言われているそうです。今季はブリティン生誕

 100年を記念したコンサートが⾏われています。 

 

 
 (2014年 4 月 19 日、「SF 桜まつり」にて) 
 

♣ 編集後記 ♣ 
 

SFFC さんが LA Daiku さんとコンサー

トをされた記事を読んでいましたら、そ

ういえば、今年は6月1日が日曜日だ

から、鳴門では第九コンサートが開催

されているのかしら？LA Daiku さんは

今頃は鳴門かしら？と、そんなことが頭をよぎり、瀬⼾内海

の⻘い海や激しい潮の流れを思い浮かべしばし涼しさを感

じております。⽇本は、「⽟苗ううる〜夏はきぬ〜」とあるよ

うに、瑞々しい季節ですね。カリフォルニアは気持ちの良い

深緑の季節ですが、芝⽣の⾊は多少⽔不⾜を感じ、花粉

に悩まされる季節でもありますね。 
合唱を愛する皆様は、お忙しい中にも心に歌を忘れず、お
元気にお過ごしのことと思います。皆様のご協⼒のおかげを

もちまして、今回も連盟だよりを発⾏することが出来ました。

こころより感謝いたします。2 ヶ月が過ぎるのは早いですね。
次号は、8 月 1 ⽇発⾏の予定です。誰かに伝えたいご経
験などぜひ⾔葉にしてお送りください。イラストや写真なども

お寄せください。お待ちしています。 
1 ページに星野富弘氏の絵を掲載することは出来ませんで
したが、尾形幸子氏のボタニカルアート "レンテンローズ" 
を使わせていただきました。 
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