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 音楽と向き合う 
 
 
  会⻑ 松浦 功 
 
美しい日本の秋、仕事の合間に京都でじっくりと味わって来

ました。五条坂から清水寺、永観堂、真如堂から哲学の

道を通り⽩沙⼭荘、銀閣寺そして京⼤。落柿舎、祇王寺、

滝口寺等の秋の嵯峨野。

私の⽣家の近くの北野

天満宮、平野神社、⻯

安寺、妙⼼寺等の洛中。

紅葉もかなり⾊付いて

華麗なる美しさでした。 
 
次いで音楽の秋を東京で堪能して来ました。まずは、「魅

惑のパガニーニ」と題してバイオリンの岩住 励とギターの鈴

木大介による「カンタービレ」をはじめバイオリンとギターの為

のソナタを２曲聴きました。私がどうしても申しあげたいのは、

パガニーニが愛用した名器「イル・カノーネ」、その豊かな響

きを完璧に再現したレプリカによって今回は演奏されたという

ことです。これは、ストラディバリウスと並び称される名器で、

アンドレス・プロイスという方が、時間をかけて完璧に再現さ

れたもので、この日始めて使用されたのです。澄んだ奥深い

音というのが一言コメントですが、思わずうっとりするような艶

やかに響き渡る味わい深い音色でした。 
 
次いで、読売ホールでモーツアルトの音楽にたっぷりと２時

間浸れる楽しいコンサート、「モーツアルト名曲の世界」に⾏

きました。アイネ・クライネ・ナハト・ムジークから、ピアノソナタ

第 16 番、セレナーデ第 13 番などの後、オペラ「魔笛」

(Magic Flute)から６つのアリアが歌われた。ここで、知人

の下崎響子さんが登

場。彼⼥とは、「聴い

てもらい隊」で知り合

い、パロアルトなどのリ

サイタルに聴きに⾏っ

たりしていたので、懐

かしい気持ちで聴か

せて頂いた。彼⼥の

「夜の⼥王のアリア」（復讐の炎は、地獄のようにわが⼼に

燃え）は、その美しい⾐装と復讐に燃えるその表情が真に

迫ってくる迫⼒のある、それでいて美しいコロラチューラがとて

も良かった。また、公演の前に別室で「モーツアルトを歌お

う」ワークショップがあり、オペラ「魔笛」から二重唱「パ・パ・

パ」に私も恥も外聞もなく参加しました。これは、ご存知のよ

うにパパゲーノとパパゲーナの掛け合いで、「お前はすっかり

俺の者になるかい？」「私はすっかりあんたの者よ。」「さあ、

俺の可愛い子になっておくれ!」「さあ、私の可愛い小鳩にな

ってね！」パパパパ パパゲーナ！パパパパ パパゲーノ！と

講師の先生と掛け合うところはとても楽しかった。 
 
次は、がらりと変りジャズ。ベイエリアで⻑年活躍されておら

れる細川綾⼦さんが「⽇本で２ヶ⽉ほど、東京のあちこちで

歌っているので聴きに来てね」と言われていたので、私の唯

一空いていた夜、神田神保町のジャズカフェ「アディロンダッ

ク・カフェ」へ⾏きました。私が⼊って⾏ったら、細川さんは、

びっくりして眼を丸く

されていました。20

人も入ったら一杯に

なるような狭いお店

でしたが、バーボン

を飲みながら、カウ

ンターで秋の夜⻑を

ジャズに聞き惚れているのもなかなかいいものでしたよ。 
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最後に、ダブルヘッダーで⾏ったのが、六本⽊のクラップスとい

う所で、「大人のライブ」副題が「和洋融合の響き」とあって、

篠笛と和太鼓とピアノのトリオによる和洋融合の世界を繰り

広げてくれた。篠笛の狩野泰一さんは、クラシックの技術の

上にジャズの技法も入れ、思わず引きこまれるような奏法。

ピアノの宮本貴奈さんは、ニューオリーンズでジャズピアノを

弾いている方だそうで、即興の伴奏が本当に素晴らしく、笛

や太⿎の⾳⾊に⾒事に調和させた演奏は、感動しました。 
 

充実した音楽とのふれあい、時にはスリリングな時間との格

闘もありましたが、週末と１⽇でしっかりと⾳楽に没頭沈潜

できた幸福感一杯の音楽漬けの日本での３日間でした。 
 

日本から帰って、運よく SFFC（SF フォレスト・クワイアー）

の 10 周年記念コンサートに間に合いました。縦⻑の天井

の⾼いセント・ジョン⻑⽼教会で、⽴ち⾒が出るほどの⼀杯

のお客様を集めてのコンサート。途中で 10 分の休憩を入

れての２部構成、中⼆階や、前後左右を利⽤した⽴体感

覚の⽴ち⽅等、⼯夫が⾒られたとても素晴らしいコンサート。

特に、１部のフォーレのレクイエムは、応援団の人も入れ

30 名を越える大勢のメンバーの幅のある奥⾏き深い⾳⾊

で、聴衆を魅了したように思う。やはり、２年にわたる練習

の賜物か、プロの合唱団かと⾒紛う出来栄えでした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

素敵な音楽と向き合った私の秋でした。 

 

 

 

 

 

 第 14 回 Christmas Concert 

【日時】 2014年 12 月 4 日（木）午後 1 時 

【出演】 三浦るり⼦さん、松浦功さん、渡邉総領事ほか 

【場所】 気持ちホーム    1531 Sutter St. SF 

  ●ホームの皆さんと一緒に歌ってくださる方を募集中。 

 

 Aldersgate 教会サンデーサービス 

【日時】 2014年 12 月 7 日（日）午前 10時 

【出演】 コーラル・コスモ 

【場所】 Aldersgate United Methodist Church 

  朝のサンデーサービスで教会の聖歌隊の方たちと一緒 

  にクリスマスソングを歌います。 

 

 クリスマス・シング・アロング 

【日時】 2014年 12 月 7 日（日）午後 1 時半 

【出演】 コラール・メイ 

【場所】 Sturge Presbyterian Church 

 25 South Humboldt St., San Mateo 

 

 

 

 

 

 Santa Clara Senior Center の 

Holiday Potluck 

【日時】 2014年 12 月 7 日（日）午後 5時 

【出演】 コーラル・コスモ 

【場所】 Santa Clara Senior Center 

 1303 Fremont St., Santa Clara, CA 96054 

  クリスマスソングその他をメドレーで歌います。最後の曲 

  はヘンデルのメサイアから Hallelujah Chorus です。 
 

 アンサンブル四季、コラール・メイ 

サンフランシスコ・フォレスト・クアイア 

ホリデーコンサート 

【日時】 2014年 12 月 13 日（土） 午後 4時 

【場所】 San Francisco Pine 

 Methodist Church 

 426 33rd Ave, 

 SF, CA 94121 

 

 

関連団体コンサート案内 
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 The Christmas Oratorio 

by Camille Saint-Saens 
【日時】 2014年 12 月 14 日（日） 午後 7時 

【出演】 香川恵子さん、コーラル・コスモほか 

【場所】 Prince of Peace Lutheran Church 

 12770 Saratoga Ave., Saratoga 

  ●Prince of Peace Sanctuary Choir joined by 

  Choral Cosmo(指揮：Barbara Day Turner 

  ソプラノ：香川恵子、他) 

  ●10 piece instrumental ensemble 

 

 San Francisco Symphony 

Chorus & San Francisco Symphony 

Handel's Messiah 

【日時】2014 年 12 月 18 日（木）、19 日（⾦）、 

 20 日（土）午後 8時 

【出演】 上田牧子さんが"San Francisco Symphony 

 Chorus"のメンバーとして歌います。 

【場所】 Davies Symphony Hall 

 201 Van Ness Ave., SF, CA 94102 

 

 The Choral Project 3 つのコンサート 

【出演】 コーラル・コスモの福井良⼦さんが"The Choral  

 Project"のメンバーとして歌います。 
 

❄ Home for the Holidays ❄ 
【日時】 2014年 12 月 7 日（日）午後 5時 

【場所】 Peace United Church of Christ 

 900 High Street, Santa Cruz 

The Choral Project と San Francisco Gay Men's 

Chorus と一緒のコンサートなので何が出てくるのか楽しみ。 
 

❄ WINTER'S GIFTS: Evocations ❄ 
【日時】 2014年 12 月 20 日（土）午後 8時 

【場所】 First Presbyterian Church 

 1140 Cowper Street, Palo Alto 
 
【日時】 2014年 12 月 21 日（日）午後 7時 

【場所】 Mission Santa Clara de Asis 
 500 El Camino Real, Santa Clara 
 
  以上の３つのコンサートの情報はこちら。 

  チケットもこのサイトから購入できます。 

  http://www.sjcp.org/page/concerts 
 

 クリスマスコンサート 

【日時】 2014年 12 月 20 日（土） 
【出演】 サンフランシスコ・フォレスト・クワイア 
【場所】 San Francisco Japanese Seventh-day 
Adventist Church   2409 Washington St., SF 
 

 Calvary United Methodist 教会 

Christmas Eve イベント 
【日時】 2014年 12 月 24 日（水）午後 7時 
【出演】 コーラル・コスモ 
【場所】 Santa Clara Senior Center 
 729 Morse St., San Jose, CA 95126 

  イべントの中でコーラル・コスモが何曲か歌います。 
 

 第 4 回 新春第九コンサート 2015 

【日時】 2015年 1 月 11 日（日）午後 5時 
【出演】 L.A.Daiku、Pasadena Master Chorale 
 全日本「第九を歌う会」 
 連合会メンバー 
 第九を愛するシンガー 
【場所】 Aratani/Japan 
 America Theatre 
 244 S. San Pedro, LA 
【連絡先】棚野
 LADaiku@aol.com 
 Tanachin99@aol.com 

 
 17th Season Annual Concert  

【日時】 2015年 3 月 7 日（土） 

【出演】 コーラル・コスモ 

【場所】 Prince of Peace Lutheran Church 

 12770 Saratoga Ave., Saratoga 

  ●一緒に歌って下さるお子様を募集中。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SF Davies Symphony Hall での Sing Out 
憧れのデービスホールで、Ragnar Bohlin 先生のご指
導・指揮で歌うことができるお勧めのプログラムです。 

 
（全体写真は 2012年のものです。） 

  
（11/30/14）

Sing Out は

年に２回開催

      される。 

今回は約 400 人が参加した。 
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♥ 2 年前の 6 月初旬に、 

いつも「腰が痛い」って言っていた。下から 3 番目の背骨

が外れていて、そこが痛かった。学生の時柔道をやってい

て、学生柔道ですから、調子に乗って「痛い」と感じずに

ボンボンボンボン投げられていた。だんだん年をとってくると

痛くなってきて、正座をしている時にたまらなくなり、医者

に⾏った。背骨が外れていますから、⽳が⼩さくなっている

んですね。それを削ると、ナーブラインがもう少しゆったりし

て痛みが止まる、「治る」、と言うことでした。この時は3日

目にはもう歩いていたんですよ。手術中に血の塊が出て

きて、それが脳に⾏くと脳溢⾎になり危ないので、それも

切って取ってもらった。手術としてはまあ成功だったんです

けどね。背骨をやられていますから、2 回目の手術の時に

はそんなに簡単に歩けなくて、歩く練習をしました。かなり

⾃由に歩けるようになってから、トイレに⾏く時、もう歩ける

と思って簡単に敷居をまたいだら、転んじゃったんですね。 

♥ 2012 年の夏、 

左の腰を打って、3 日ぐらいは平気だった。ある日突然、
左足が動かなくなり、そのうち左手も動かなくなった。 

ここでリハビリをしていて、現在は、ウォーカーで歩けます。
いつも「歩きたい、歩きたい」、と言っているので有名で、
時間のある人が、「今日は歩くか？」って言って一緒に歩
いてくれる。どんどんどんどん進歩しています。 
ゴルフと同じで、ずーっと上り調子でうまくなるのではなくて、
停滞していてあるところまで来ると悟りが開かれたようにさ

っとうまくなって⾏く。今では左⼿も動くし歩⾏器で⾶び跳

ねるように早く歩けるし。お医者さんは「もっとゆっくり」、と
言われるのですが。 

♥ 2 年間、無駄にしたというのは癪だから 

なんかやろうと思ってね、以前からお話していた『縄文と弥
生』というのを、だいぶ凝って研究したんですね。そして、
日本人の系図と言うのは、今までの学者たちが言ってい
るのとちょっと違う感じが出て来たんですよ。何れまとめて
皆さんに紹介したいと思っています。 
 
♥ 私は縄文が好きですねえ。 

あまり枠にはまらない⾃由奔放な⼒強さを感じる。 
 
♥ 建築家になったのは・・・ 
建築は、友達のお兄さんが建築家で、家に持って帰って
仕事をするのを⾒ていた。それで、⾯⽩いと思い、⼤学は

建築に⾏きました。 
 
♥ クラブ活動は・・・ 
高校時代：スキー、テニス 
大学時代：スキー、登山 
中学の時は、クラブ活動はやっていませんでしたが、電気
が⼤好きで、ラジオを作ったり、汽⾞の模型を作ったりし

ていました。手先が器用で、はんだ付けなどは、誰よりも 
       速くきれいにできた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 21 回 突撃インタビュー 
 

  縄文の「こころ」を求めて 

今回は、菅野琢雄（たくお）さんをお訪
ねしました。菅野さんは現在 Tampico 
Terrace Care Center でリハビリに励ん
でおられます。お会いするのは約2年振り
でした。突然の訪問で、インタビューのご
準備がかなわないなかで、お元気ににこ
やかに私たちに答えてくださいました。

東京都品川区目⿊に⽣まれ育つ。 
  血液型：AB 型    星座：かに座 
学芸大学付属小学校、中学校、日比谷高等学校、
早稲⽥⼤学理⼯学部建築学科卒業。 
UC Berkeley⼤学院（建築）修了。 
建築家。 
SFで、設計事務所に約10年勤めた後、設計事務所
を引き継ぎ Takuo Kanno and Assoc.を経営。 

大学院卒業後入社数ヶ月で AIA コンぺティション（中型
事務所設計部門）で優勝。400 ⼾ぐらいの中型アパー
ト/⼤型集合住宅（コンドミニアム）、中層事務所ビル、

個⼈住宅などの設計を主に⼿がける。仕事をしながら SF
ラジオ毎日のパーソナリティーを 19 年つとめた。また、⻑年

縄文文化の研究を続けている。縄文文化に関してはカリフ
ォルニア大学 International-House やのびる会などで数
回連続シリーズ講演を⾏う。 

ここはいい所ですねえ。 

孫たちが来ても走り回

わる場所があるし、パッ

ティンググリーンもある。 

1970 年に結婚しまし

て、娘が二人います。

孫は、男の子が二人。 

（2014年 11月 26日）
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2011年 5 月 21 日（左から二人目） 

2009年 11 月 22 日（中央）

 

 
 
コラール・メイとアンサンブル四季に所属しています。 

中川淳子さんと

の出会いがあり、

コラール・メイが

でき、発足とほ

ぼ同時に入った。

ラジオ毎日のパ

ーソナリティーも

二川さんと一緒

に始めました。

電波が届く範囲

が限られていま

したが、『菅ちゃ

ん、ふたさんの

気 ま ぐ れ歌 の

旅』は人気番組

だった。パーティ

ーなどで、僕の

声を聞きつけて

「あのラジオの方

ですか？」と言われることがある。感激しましたね。 
 
 

 

♥ ディズニーのアニメーターになるチャンスが！ 
高校の時、ディズニーのようなアニメを描きたかった。 
浪⼈中は時間がありますから、⾃分で漫画を書いたり、

バラが開く様子を写真に取ったりしてアニメを作り、アメリ

カのディズニーの会社に送った。ディズニーからは、「面白

い。ぜひいらっしゃい。18 歳までは働けないから、2 年間

は美⼤に⾏ってその後採⽤しましょう。学費も⽣活費も

会社が持ちます。」と言う招待の手紙が届いた。 
手紙には、「16 歳だから、両親のサインと校⻑先⽣のサ

インが必要」と書かれていた。それがネックとなって、「日本

の大学を出るように」と、両親に反対され、この時は渡米

がかなわなかった。 
 

 
 
 
 
 
 
 

♥ 合唱との最初の出会い 

⼤学浪⼈をし始めてから、僕はやっぱりアメリカに⾏きた

いと思っていましたから、英語を勉強しようと思って、バイ

ブルクラスに⾏ったんです。 
米空軍所属の合唱団が日本にありまして、バイブルクラ

スに来ていた将校の一人に、「歌わないか？」って、誘わ

れて⾏ったのが、合唱との最初の出会いです。芸大の人

がそこでバイトをしていて、いろいろな人に会いました。そ

の時はハイバリトンでした。僕が高い声が出るにもかかわ

らず歌のことがわかってないと言うことがばれまして、上野

を全部 A で通ったと言う先生（アルト）とその下にいる

大学院生（バス）に、発声は教えてもらいました。 
 

♥ オーケストラを結成！ 
音楽は特にやっていたわけではない
のですが、周りに芸大出身のプロ級

の⼈がいて、⾳楽環境は良かった。

また、⼤学浪⼈中には、⽇⽐⾕⾼

校で音楽の授業を受け持たされた。
ちょうど開校 75 周年で、募⾦をしたところ当時のお⾦で
100 万円と⾔うお⾦が集まった。そして、募⾦者の中から、
オーケストラを作る話が持ち上がった。「彼ならそういうこと

好きだからやらせて⾒よう」と、校⻑先⽣から命令が下り、

50 人ぐらいのオーケストラの結成を任される。楽器を持っ
ている人が少ない時代。その時の在校生には音楽がす
ごくできる人、チェロ専門とかビオラ専門とか沢山いて、そ
のなかでもプロ級の人が何人かいましたから、そういう人が
先生になり、指揮は僕です。ヘンデルの"Water Music"
の一部をやった。夏は田舎の学校を借りて合宿をして、
秋の文化祭で"Water Music"をやったらうまく⾏った。い
つも⼼配していたのは、もしうまく⾏ってアンコールが出たら

どうしよう？ということ。初めてバイオリンを持つ人もいるか
ら、2曲目を仕上げることはとてもできないだろう、毎晩学
校から帰ってきたら⺠宿していましたから、そこで、がやが

ややっている時間に合唱やって⾒よう、ということになった。

それで合唱の指導もするようになる。 
 
 
 
限られた時間の中でベストを尽くし、できるだけのことをす

る、そしてそれを後世に残したいと思っています。自然を

壊さないようにしたい。縄⽂⽂化、縄⽂の⼼を⼤切に伝

えて⾏きたいです。 
 
 

生きる信条 

好きな⾔葉は 『愛』 です。 

コラール・メイとアンサンブル四季 

⼤学浪⼈中にね・・・ 

2009年 9月 27日 
賀川さんと 



6 

 

10周年お祝いのケーキ 

 

 
 
サンフランシスコ・フォレスト・クワイア（SFFC）10周年

記念コンサートがすべて終わりました。今年５⽉のロス公

演を⽪切りに、京都公演、そしてサンフランシスコ公演と

駆け抜けた日々でした。11 月 15 日のサンフランシスコ

公演は、会場である St. John’s 教会に 300 人を超

えるお客様が来てくれました。SFFC が 10年間に歌って

きた曲や新曲をご披露できたことはもちろんですが、ベイ

エリアの有志の⽅々と⼀緒に１年以上かけて練習を重

ねてきたフォーレのレクイエムを歌ったことは、心にずっと残

る思い出となりました。 

コンサートの後のレセプションは会場に人が入りきれず大

変な混雑となってしまいましたが、このように大勢の方に

10周年をお祝いしていただいてとても嬉しく感じておりま

す。会場に足を運んでくださった方々、これまでに 

サポートしてくださった皆様、ありがとうございました。 

これからも SFFC は進化（！？）していきます！ 

 

サンフランシスコ・フォレスト・クワイア一同 

 
 

 
  会場に溢れかえったお客様。３００人近くの人で賑わいました。 
 
打ち上げ中 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

● ● ● 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 ● ● ● 
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桐生ファッションウィーク 
♪第 3 回全国第九演奏会♪ 

〜群⾺交響楽団と着物で歌おう第九演奏会〜 
 
11 月 16 日（日曜日）に、桐生市の「着物で第九」に
参加して参りました。織物の街らしい企画ですね。 
私は、着物は初めて着たんですが、下っ腹が支えられて、
思ったより歌いやすかったですよ。 
この着物で第九は、いいアイデアでした。 
 
演奏会後の県外の自己紹介で、Harmony'84 で歌って
いたという⼥性が話しかけてきてくださいました。 
世の中狭い・・・・・！ いい仲間とまた出会えました。 
 
桐生はちょっと風があって、寒かった。赤城山の麓は、まだ紅
葉が楽しめました。   （たなちん） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

編集後記 
 

今年は⾬の多い冬になるのでしょうか？ 今朝は雷⾬でした。 

さて、前号第 31 号発⾏の後、大塚孝司さんの突撃インタビ

ュー記事を読まれた小川美帆さんから、「山形県”飯豊”町の

出⾝です。地元の⼭を最⼤級の⾔葉で褒めていただいてとて

も嬉しい。飯豊山の説明に『山形』が出てこなかったのが残

念！」とお⼿紙をいただきました。飯豊山（いいでさん）は新

潟と福島と山形の県境にある山です。山頂は福島県にあるの

ですが、地図を⾒るとまるで⼭形県に聳えているようです。 

また、小川さんは、もうひとつ第 31 号の記事とご縁がある方でし

た。巻頭言で紹介された医師北⼭吉明さんと⼩川さんは、同じ

⼤学で同じ先⽣の下で声楽を学んでいらっしゃったそうで、北⼭

先⽣の情報の発信元をたどると⼩川さんに⾏き着くのでした。 

また、第 31 号関連ですが、大塚さんは、ビルディングを手に

⼊れて、趣味が⾼じてご⾃宅でやっていらっしゃる「コンサート」、

「映画上映」、「私設図書館」を、⼀箇所で⾏うのが将来の夢

だそうです。新年には皆様どの様な計を⽴てられるのでしょう

か？どの様な夢に胸を躍らされるのでしょう？ 

今年⼀年、皆様のご愛読有難うございました。次号新年号

は 2015年 2 月 1⽇発⾏の予定です。来年もよろしくお願

いします。良いクリスマスを、良い新年をお迎えください。 
 

サンフランシスコ・フォレスト・クワイア フォーレシンガー集合！ 
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