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まもなく８月 15⽇、終戦記念⽇がまた巡って来る。今年は、
戦争が終わって 70年という節目。京都で⽣まれ、戦争とは
無縁な環境で育った私は、この機会に旧帝国海軍の将校

である士官養成を目的とした旧海軍兵学校（現在、海上

自衛隊幹部候補生学校）を江田島に訪問した。 
江⽥島は、瀬⼾

内海の広島湾

にある島を市域

としており、江田

島、⻄能美島、

東能美島が主

な島で、人口３

万人弱の小さな

市である。江田

島は、むき身の

牡蠣⽣産量で

日本一、そして温暖な気候で安定した美しい町である。 
 
戦前、江田島といえば、海軍兵学校を意味した。イギリスの

王⽴海軍兵学校、アメリカのアナポリスの合衆国海軍兵学

校とともに、世界でも最⼤の兵学校の⼀つで、累計１万２

千人の卒業生を出している。 
 
江田島に通った軍人は、同じ釜の飯を食べた海軍兵学校

の同期（クラスと呼ばれていた）を何よりも⼤切にしており、

出世に差が生じ、クラスでも上官と部下になることがあって

も、職務を離れれば、「貴様と俺」で話が通じる対等の⽴

場であると⾔う不⽂律があった。また、困った時は助け合い

⽀え合うということになっている。もともと⻄條⼋⼗が作詞し

ているが、 その歌詞は次のようになっている。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
１．貴様と俺とは 同期の桜  同じ兵学校の庭に咲く 
   咲いた花なら 散るのは覚悟 
   ⾒事散りましょう 国の為 
２．貴様と俺とは 同期の桜  同じ兵学校の庭に咲く 
   血肉分けたる 仲ではないか 
   何故か気が合うて 別れられぬ 
３番、４番と続くが、最後は靖国神社の桜の下で会おうとい

う軍国時代の歌詞である。歓迎会や、打ち上げの最後によく

歌ったものだが、その本当の意味を理解して歌ったかどうかは

疑問が残る。  
⾏過ぎたエリート意識、貴族趣味、排他性が批判されたこと

もあるが、第２次世界大戦中、国内の全ての学校で英語

教育が敵性語であるという理由で廃⽌された中、時の井上

成美校⻑（後に海軍⼤⾂）の強い信念で英語教育が継

続された唯一の学校で

あることは特筆できる。 

私は、呉港から江田島ま

でフェリーに乗って渡り、１

⽇に３回の特別⾒学グル

ープに⼊れてもらった。教官が⾒学ツアーの案内役をして下さり、

約１時間半のツアーを終えた。圧巻は何と言っても、美しい赤

レンガの幹部候補⽣徒館、⼤講堂内部（天皇陛下ご臨席

の卒業式が⾏われる。）広々としたグラウンド、美しい瀬⼾内

海をバックに素晴らしいパノラマ風景。（次ページへ続く） 
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ところで、海軍兵学校の第 37 代校⻑の松下 元（げん）

⽒は、「五省（ごせい）」という訓戒を作り、以降兵学校の

精神を象徴する標語として用いられた。それは、今も海上

自衛隊で継承されて用いられているそうだし、戦後、英訳さ

れてアナポリス海軍兵学校でも採用されているとのこと。 
ご紹介すると、 
１． 至誠に悖（もと）るなかりしか？ 
  （真心に反する点はなかったか？） 
２． ⾔⾏に恥ずるなかりしか？ 
  （⾔⾏不⼀致な点はなかったか？） 
３．気⼒に欠くるなかりしか？ 
  （精神⼒は⼗分であったか？） 
４． 努⼒に憾み（うらみ）なかりしか？ 
  （⼗分に努⼒したか?） 
５． 不精（ぶしょう）に亘る（わたる）なかりしか？ 
  （最後まで十分に取り組んだか?） 
となる。私も、この五省を⽇常⽣活に取り⼊れてみたいと思う。 

帰りは、江⽥島から⾼速船で広島港へ戻り、広島の路⾯

電⾞でホテルへ戻った。昔、仕えた部⻑が⼆⼈まで海兵出

身の方で、素晴らしい上司だったことも、今回の江田島訪

問のきっかけに繋がったかも知れない。観光名所ではないの

ですが、皆さん、⼀度⾜を運んでみる価値はありますよ！ 

 
 
 
 
 
 
 To benefit San Jose Ballet/San Jose Ballet School 
 【日時】 2015年 9 月 12 日（土）午後 6 時 
 【場所】 Prince of Peace Lutheran Church 
  12770 Saratoga Avenue, Saratoga CA 
 【出演】 香川恵子さん他 
 【チケット】$20 （当日$25） 
   チェックのあて先：SOPIANOS 
   送り先：POBox 54141, San Jose, CA 95154 
   www.communityopera.com 
   Ticket information 408-250-3004 (Keiko) 
   operabutterfly@gmail.com 
 
 
 
 
 
 【日時】 2015年 8 月 22 日（土）午後 7 時 
 【場所】 Aratani Theatre, Little Tokyo 
  244 S. San Pedoro St., Los Angeles, CA 
  Japanese American Cultural 
   & Community Center 
 【出演】 上田さん、棚野さん、南加合唱連盟、L.A.Daiku 
 【チケット】＄75 $50 ＄40 ＄35 ＄30 
 【Contact】310-625-4222（Tanano） 
    310-977-5875（Yokoyama） 

 
 
 
 
 
【日時】 2015年 10 月 10 日（土）午後 6 時 
【場所】 California Golf Club of San Francisco 
 Club House 
 844 West Orange Ave, S. San Francisco, 
 CA 94080 
【チケット】Dinner Ticket $50 RSVP 
 Requested Business Casual Attire 
 Gentlemen: Jacket is required 
 Blue Jeans, Denims are not permitted 
【Contact】Masahito (Masa) Kagawa 
 mkagawa@hotmail.com 
 (408)858-4438 
 
 
 
 
 
 
【日時】 2015年 11 月 1 日（日）午後 4 時 
【場所】 College of San Mateo 
 1700 W. Hillsdale Blvd., San Mateo 
 

関連団体コンサート案内 

Sopianos.com Presents 
Love Romance and Passion 3

コラール・メイ 20 周年 アンサンブル四季 10 周年

合同ディナーコンサート

北カリフォルニア⽇本合唱連盟 
International Choral Festival 2015
Music ~ the Universal Language

オペラ 
かぐや姫 
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大親友の泉谷香織さんと

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
先⽇、久しぶりに乗せていただいた⻑岡さんの⾃動⾞の中

はまるで⼥優さんの楽屋でした。助⼿席に座られるマネージ

ャーさん役の泉⾕さんは運転が苦⼿。⻑岡さんは運転する

ほうが楽。⻑岡さんが「おにぎり」、「みかん」、「おにぎり」、

「みかん」、「パン（調理パン）」、

「みかん・・・」、と呟くと、泉谷さんは

大きなかばんから迷い無く取り出さ

れ、⼿渡される。⻑岡さんは、合間

に、2 種類の飲み物を、ご自分のタ

イミングで水筒の蓋を外して口にさ

れる。話し続け、食べ続け、おまけ

にコーラスの CD は鳴り続け、頭は

回り続け・・・。二人の絶妙なやり

取りを目にし、耳にしながら SF まで

の時間はあっという間に過ぎましたが、彼⼥は間違いなく、

時間をその何倍にも活用されていました。最後の締めは前

髪のカーラー。恵子先生がお手本ということですが、本当に

神業です。いつ睡眠を取っていらっしゃるのだろう？どうして

あんなにお元気なんだろう？どうやってあんなに沢山のことを

こなされるのだろう？と、驚かされるばかりです。今日はそん

な『不思議』に迫って⾒たいと思います。  
♪ 渡⽶の切っ掛けは？ 
大学卒業後は海外で何かしたい、海外の文献を使って海

外で勉強したいとは思っていましたが、海外に住むとは思っ

ていませんでした。 
4 年の時に、⼤学院や海外協⼒隊など、奨学⾦で海外へ
⾏く⽅法を探し、インドの⼤学院の奨学⾦や、バングラデシ

ュの教授の話など、調べているうちに、自分の大学のミシシ

ッピーにある姉妹校のフルスカラシップというのを⾒つけ、その

ころは、ミシシッピーがどんな所かもよくわからなかったけれど、

ミシシッピー留学を決めました。専攻は障がい児教育です。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
♪ なぜ障がい児教育なのか？ 
日本語を教えるために日本語教授法のクラスを取ったりは

したんですけれど、日本語を教えることや、学習指導要綱ど

おりの教育はあまり興味がありませんでした。同じ教育を受

けるのに、どうして出来る人と出来ない人がいるのか、という

ことに興味があり、教え方によって生徒に合う、合わないが

あるのは当たり前のことなんですけれど、そういうことを学んで、

障がい児の教室だとその子に合った内容を教えることができ

るので、障がい児教育のほうが私には向いているかなあ、と

思いました。 

第 24 回 突撃インタビュー 
 

 太った豚より 
  痩せたソクラテスに！ 

2015年 6 月 24 日 
インタビューの日に 

調布市生まれ。兄が一人。転勤の無い普

通のサラリーマン家庭で育つ。⺟の実家は

家から 2、3 分の所のおすし屋さん。 
⼩学校〜⾼校（調布南⾼校）までずっと

公⽴の学校へ通う。⼤学では教育学専

攻。小学校の教員、幼稚園の教員、図書

館司書、学校図書館司書と、社会教育

主事の資格を取得。その学科で取れる資

格は総て取りました。小学校の教職だけで

も授業が沢山あるのに余分なものも取る

と、授業は毎日朝から晩まで。 
血液型：A 型   星座：みずがめ座 
昔から何事にも意欲的でした。 

、フルスカラーシップでミシシッピーの大学院で障がい児教育専攻、修

士課程取得。UC サンタバーバラの⼤学院で教育⼼理学科、障がい
教育選考。修⼠課程取得。現在はサンノゼの公⽴⼩学校の重度の

障がい児のクラスで教鞭を取っている。 

小学校での教育実習（1985） 

 
     生まれてすぐ              1 歳
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船上で日本文化（折り紙）のデモンストレーション 
サンタバーバラ、私⽴の障がい児の学校時
代の同僚たちと 

♪ 留学前に、アメリカ、ヨーロッパ、フィリピンスラム研

修旅⾏、東南アジア⻘年の船 
高校時代から、海外に興味を持っていたのですが、大学時

代に⺟親は「成⼈式の着物のような、⼀度しか着ないもの

にお⾦を使いたければそれでも構わないけれど、そのお⾦で

海外にでも⾏ってきたら。」とアメリカに 1 ヶ月、ヨーロッパに

１ヶ⽉、英語の授業も含めた研修旅⾏に⾏かせてくれまし

た。英語の授業は、２週間くらいの短いものでしたが、生徒

へのアプローチの仕方、教授法の違いを感じ、海外の教授

法／異⽂化教育に興味を持つようになりました。 
英語を学ぶ時にもフランス語を学ぶ時にも先生の教え方に

よって自分のモーティベーションの上がり方が全然違うんです

よね。言語を学びながらも、常に教え方も学んで来ました。 
自分や海外にいる子供たちが 2ヶ国語 3ヶ国語に接しなが

ら物事を学んでいくプロセスにも興味がありました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
♪ 『東南アジア⻘年の船』 
アメリカに留学は決まっていたんですけれど、留学を遅らせて、

1986 年に総務庁のやっている『東南アジア⻘年の船』とい
うのに 2 ヶ⽉間乗りました。『東南アジア⻘年の船』というの
は、その当時の ASEAN（アセアン）6 カ国（インドネシア、

フィリピン、タイ、マレーシア、ブルネイ、シンガポール）と日

本、それぞれの国から 35 ⼈ずつの⻘年が選ばれて 2 ヶ月

間、船で一緒に東南アジアの国々を回ります。ディスカッシ

ョンをしたり⽂化交流をしたり、⽴ち寄った国を表敬訪問し

たり、現地の学生たちとディスカッションをしたり、各地で 2、

3 日ホームステイをしたりします。 

日本人は日本から船で出発し、他の国の人たちはフィリピ

ンまでは⾶⾏機で来て、フィリピンで合流します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
♪ 運命の人との出会いそして結婚 

『東南アジア⻘年の船』で、シ

ンガポール代表の彼と運命的

な出会いをします。初日に同じ

テーブルで食事をした人。この

人ならと、お付き合いをするよう

になりました。船から降りた後、

私はアメリカ留学が決まってい

て、彼はシンガポール国⽴⼤

学（電子工学）を卒業してど

この⼤学院へ⾏くか模索中で

した。本当はイギリスとかに⾏く

予定だったんですけれど、私の

⽂化を学んでほしかったので、⽇本⾏きを強く勧め、非常に

条件のいい⽇⽴の奨学⾦が⾒つかり、東⼤⼤学院の電⼦

⼯学（半導体）へ⾏きました。しかし彼には⽇本が合わ

なくて、Ph.D.取得のために UC サンタバーバラに来ちゃった。

私も大学院を終わったので、サンタバーバラで合流、サンタ

バーバラには 6
年ぐらい居まし

た。 
私 は 、 最

初はプライ

ベートのス

クールで仕

事をしてい

ました。 
 

ヨーロッパに⾏ったの後、フィリピンスラ
ム研修旅⾏（1984年）で労働者問
題のデモ⾏進に参加 

 
イギリスの英語の学校
Special Award をいた
だきました。 

 

 

南京玉簾（すだれ）
左から３番目 

下の写真：船上で
の異⽂化交流 
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インドでの結婚式 

1983 年 全国⻘年ボランテイア
研究集会で（手話コーラス） 

  
1983年、全国⻘年ボランテイア研究集会（集合写真） 

♪ サンタバーバラで仕事と学業 
彼はそのうちシリコンバレーに仕事を得て引越し、私はしばらく

サンタバーバラに残り、フルタイムの仕事で生活費を稼ぎなが

らもう⼀度⼤学院へ戻りました。教育⼼理学科、障がい教

育が専攻です。 
そのうちに直属の

教授が二人とも

居なくなると、グラ

ントが取り易い分

野での研究を勧

められたり、なか

なか思うような研

究ができない状

態が続き、教員

になるつもりは無かったんですけれど、現場もそう悪くはない

し、教員になる決意をしました。  
♪ シリコンバレーで障がい児教育に従事 
彼のシリコンバレーでの生活が安定して、私もシリコンバレー

に移り、障がい児教育の現場の道に進むことにしました。 
今は、Santa Clara County Office of Education で、サ

ンノゼの普通の公⽴⼩学校の中の重度の障がい者の学級

を担当しています。一クラス 10 ⼈前後。年齢的には⼩学
校のキンダーから 6年⽣まで。 
先⽣の成り⼿は少ないし⻑く続かない⼈もいます。  
♪ ⺟の影響が⼤きいボランティア活動 
⺟は、⽇本⾚⼗字会とか、毎⽇いろいろなボランティアに⾏

っていました。⺟親が読んでたまたまコタツの上などに置き忘

れていたサリドマイド児の本や障がい児の本を、知らないう

ちに読んでいて、中学時代、高校時代からボランティアをや

るようになっていました。  
♪ 高校時代に興味があったのは手話 
そろそろ⼈のお役に⽴てないかなあ、と思った頃に⼿話講

習会があって、高校時代から手話のグループに入りました。 
二十歳の式典で、20 歳の人が手話をしたらどうか、と言う話

があり、私が⼿話をしました。柄のある着物は⼿話が⾒にくい

のでシンプルなドレスで。 
手話のグループの方は

ボランティアに興味があ

る方が多く、全国ボラン

ティア集会に皆で⾏った

りした。それで仲間が増

え、活動も広がっていき

ました。その人たちは障

がい児たちのボランティア

もやっていました。 

 
♪ 障がい児のためのボランティア『土曜子ども会』 
⼤学の時には、⼟曜⽇の放課後、障がい児たちが⾏く所

が無いということで、障がい児たちに遊び場を提供して、一

緒に遊ぼうというグループができた。いろんな大学から人が

集まってきて、調布のあちこち、10 箇所ぐらいに分かれて遊

び、遊び終わると調布の駅前に集まって反省会をした。普

段は⾃分たちのチームで遊んでいながら、反省会とクリスマ

ス会や運動会などの⾏事だけみんなが集まって⼤勢でやっ

たりしていました。その中には福祉の方へ進まれたり、実際

に地域に作業場を作った人もいます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

桜まつり実⾏委員会 

写真下：熊野神社での巫⼥ 
のアルバイト（⼤学時代４年間） 

 12 歳

震災後、インド舞

踊団のチャリティー

コンサートでは、ア

ドバイスをしたり、

スライドや写真な

どの資料を集めた

り、日本の音楽や

衣装を提供した

り、ロビーにブース

を作ったりしてサポ

ートをした。 
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 両親と兄と   インド旅⾏、彼の家族と インドネシア、ビンタン島（家族で）

♪ ボランティア活動で⼤切にしていること 
ボランティア活動に⾏く時に、⺟は、持ち寄りパーティーじゃ

あないんだけれど、常に⼤勢の分を何かしら⼭盛り作って⾏

くんですよ。それが頭に、無意識のうちに染み付いていて、

私もどこか⾏く時は⾃分の分だけ作って⾏くということはなく

他の⽅の分も作って⾏きます。『何でこんなに沢⼭作って来

るのでしょうね？』と皆さんは思われるかもしれませんが、自

分だけ持って⾏って、⾃分だけ⾷べて、⾷べてない⼈が傍

にいるっていうのは非常に抵抗があるので、一人分作るのだ

ったらみんなの分を用意しよう、と思っています。普段はしな

いんですけど、みんなが集まるとなると、つい。 
食べ物というのは普段お世話になっている方たちに感謝を

表すものだと思っています。 
インド舞踊の時もそうなんですけれど、インド舞踊の時は絶

対『足りない』というのはいけないんですよね、余るぐらいない

と。娘がずっとインド舞踊をやっていて、結構裏のお⼿伝い

をしますが、皆さんの差し⼊れを持って⾏くボランティアがあり

ます。何人来るか、誰がどのくらい食べるかわからないんだけ

れど、お師匠さんたちやオーケストラの方たちやシンガーの好

きな物を覚えておいて、それを作るのがうまい人に割り振っ

て作って来てもらう。お師匠さんたちやオーケストラの人たち

はリハーサルもあるし、インターミッションの時に、皆さんが食

べ終わった後に食べることが多いんですけれど、その時に皆

さんの好物がしっかり残っていないといけない。それを総て計

算して、どんなにボランティアが食べても、好物は必ず残って

いるように量の⾒当を⽴てて、料理の上⼿な⼈に頼む、と

いうのが私の仕事でした。食べ物って準備するに当たって奥

が深いんです。 
 
♪ 友達からは前世はインド人じゃないかと言われる。 
小さい頃、あまり外国人と接する機会は無かったのですが、

小学校の時に合った外国人は、唯一インド人の男の子。イ

ンド料理は毎⽇⾷べても⼤丈夫だし、インドの洋服も嫌い

ではない。インドの服を着て⾏くとインド⼈に⾒えるらしい。

娘のインド舞踊の学校でも、がんばってボランティアをやり、

インド舞踊もだれよりも沢⼭⾒ていたと思います。 

♪ 体に良い物、声に良い物を⾷べたい！ 
食べ物の好き嫌いは無いのだけれど、甘いもの、アルコール、

カフェイン、肉は体が受け付けません。おいしい物を食べた

い、と言う欲求はありません。体調を崩したくないので、体に

合っていて、体に良い物、声に良い物を取るようにしていま

す。最近良いと思ったのは、納⾖。味は好きじゃないけれど。

本番前のどうしても体調を崩したくないという時には、納豆

２パック、キムチ 1 パック、それを刻んで混ぜてお豆腐の上

に乗せる。きゅうりのぬかみそとかアボカドとか。どうしても疲れ

ている時はシメサバとか酢の物を足して、それを夕飯に食べ

る、それを週２、３回やると体がしまったような感じ、余分

なものが抜けている感じがします。 
スパイシー系は好きですね。そんなに辛いとは感じません。 
でも、辛い物は最近は喉のためにちょっと抑え目にしていま

す。 
 
♪ クラブ活動は 
中学から大学 2 年までずっとマイナーな軟式テニス。中学

⾼校の時は部⻑をやっていました。８年間のテニスを通して、

健康な体、反射神経、根性、忍耐⼒、（不当に怒鳴

る）先輩達のかわし方など、勉強からは学べない尊いもの

を学ぶことが出来ました。これらは、仕事や子育て、コーラス

など、今の私の土台となっていると思います。 
ミシシッピーの大学院では、クラブ活動はまったくやらなかった。

日本人のいない所だったので、中国人会やインド人会や台

湾人会やベトナム人会、そういう人たちとバレーボールを一

緒にやったり、いろいろな国の留学⽣同⼠で交流していた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
中学校軟式テニス部   高校時代の軟式テニス部の後輩たちと
センスが無いからやめさせたら、と叔⺟から⾔われても、⺟は黙って⾒守

ってくれ、試合の時はいつも「カツ(勝つ）」をお弁当に入れてくれた。
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♪ コーラスとの出会いは 
娘の最初のインド舞踊の先生がパミール人のご主人を持つ日

本人だったのですが、その方が末期癌になり亡くなる時に、最

後の何ヶ⽉かを何⼈かで⾒守って、⾒送りました。どんどんどん

どん弱って⾏くのはわかるんだけれども、息をしているのかどうか

わからないような状態で、美しく、座っているだけで存在感があ

り、⽣き神様のような感じで亡くなりました。彼⼥の死は劇的

でトラウマになっていた。そんな時、SF 日本語補習校の保護

者会合唱団が、「千の風になって」を歌っていて、聞こえてくる

歌が、これは何なんだろう、って聞いてみたら、その歌詞に癒さ

れて。それまではコーラスに全然興味が無く歌う気も無かった

し、歌というものに癒されたことは無かった。歌が人の心を癒す

ことがあるんだな、と、初めて実感して、それを一緒に歌うこと

で自分も癒されるということがわかって、保護者会合唱団に入

りました。彼⼥と出会ってなくて、彼⼥が亡くなっていなければ、

その曲を聴いてもなんとも思ってなかったかもしれません。 
その後、『聴いてもらい隊』に入り、八木さんから合唱連盟

での第九合唱に誘われ、練習にご一緒させていただき、間

もなくコーラルコスモに入り、SF でも第九の練習ができると

聞いて、アンサンブル四季のメンバーになり、SFデーヴィスシ

ンフォニーホールでの Sing Out というプログラムにも出かけて

⾏きます。コーラスの世界がさらに広がりました。指導者によ

ってコーラスも楽しめる、というのがわかって、よりいっそう、コ

ーラスも楽しめるようになりました。 
 
 
 
 
 
 
 

♪ 好きな⾔葉 / 私の生き方 
「満足した豚であるより 不満⾜な⼈間であるほうが良い。 
満⾜した⾺⿅であるより 不満⾜なソクラテスであるほうが良
い。」J.S.ミル   ⾼校時代の⽂集に書いた好きな⾔葉です。

今でもこの⾔葉が好きです。  
私には、生き方に対するポリシーが有ったわけではなく、好

きなことをやって来ました。思ったら⾏動に移す。その時の瞬

間に閃いたものを、これがしたいという本能的なインスピレー

ションで、閃きに向かって生きています。やりたい事があったら、

やるためにはどうしたらいいのか探して⾏って、実⾏する。どこ

にバス停があるのか、どこから⾶⾏機に乗るのか、常にアンテ

ナを張っておいて、チャンスがあったら乗る。後悔はしたくない。

笑顔でできることだけをやりたいと思っています。家事はあま

り得意じゃなく、笑顔でできません。ずっと主婦だった⺟は、

医者になりたかったのですが、戦後の大変な時代で、中学

卒業後、兄弟を養う両親を助けなくてはならず、学校に⾏

けなかったこともあり、「男性に養われないで欲しい。自分の

キャリアを持って欲 
しい。家事など、 
いつでも出来るの 
で、若いうちから 
しなくていい。」と 
思っていました。 
⺟の影響は⼤きいです。 
 
 
 
 
 
 

  
 ♪ 今は歌が生きがい。 
 起きている時間、ほとんど音楽関係のことをやっています。 
 歌が上手になりたい。!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 娘のインド舞踊のソロデビュー舞台。 
 私の育児の集大成。 
 結婚式以上のイベントでした。 

 
できることは目一杯やることにしています。最近はコミュニティ

ーオペラも始めました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

インドへ衣装の買い出しに。イ
ンド一泊１⼈旅⾏。 

 

初めて着た振袖
がコミュニティー
オペラなんです
よ。 

第１回 
sing out workshop 

 
私のコーラスの原点、補習校保護者会合唱団コーラルコスモで 

子供が小さい頃は子供の舞台を自分の舞台のように、娘の舞台にかけた。

 これからは自分の舞台です。

かけはしアンサンブル
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2015年11月1日（日）午後4時
College of San Mateo にて 

1700 W. Hillsdale Blvd., San Mateo

ボードミーティング（2015 年 7 月 30 日）。
着々と準備中。 

 
 
 
この秋 11 月１日に開催される International Choral 
Festival に向けて着々と準備が進んでいます。今回の合
唱祭のテーマは「音楽は Universal Language」で、国
際色豊かな外部団体を迎えて開催される予定です。７月

末の時点で中国系の合唱団を含む２団体の出演が決定

しており、現在あと２つのグループと交渉中で、連盟加入

団体を含め総勢 200 人を超える規模となりそうです。プロ
グラムは、各合唱

団による 10分程
度の演奏と全員

参加による合同

演奏の２構成で、

合同曲はカービ

ー・シャウ編曲の 
"America the 
Beautiful" に決
まりました。合同

曲指揮者はサン

フランシスコ交響楽団合唱団のコーラスディレクターであるラ

グナー・ボーリン氏を迎えることができ、ボーリン氏指導による

合同リハーサルも⾏われる予定です。会場は College of 
San Mateo の
シアターで、カ

レッジの異⽂

化を推進する

委員会が今回

の合唱祭の趣

旨に賛同し、ス

ポンサーになっ

ていただきまし

た。そのため、

カレッジの学生

も合唱祭に関

われるようにボランティア等での参加を検討中です。 
開催まであと３ヶ月。みなさまの参加を楽しみにしています！ 

 
 
 
 
 
コラールメイは 1995 年に⽇本の歌をうたう男声コーラスグループとして発⾜して以来、本年で満 20 年になります。その間、
10 名前後のメンバーで、増えたり減ったりをしながらも続いています。現在
は三浦るり子先生に音楽の指導をお願いしています。NHK のど自慢出場、
アラウンドシンガーズアメリカ公演における共演、日米安保 50周年記念式
典で⽇⽶国歌⻫唱、メジャーリーグ Oakland A's & Seattle Mariners 
の試合でアメリカ国歌合唱、総領事公邸での式典での演奏、北加⽇⽶

会より殿堂授与など、数々の公的な活動も⾏ってきました。  
またアンサンブル四季は 2005年のアラウンドシンガーズのアメリカ公演におい
て源⽥俊⼀郎作曲『ふるさとの四季』の合同演奏に参加した⽅からコーラス

を続けていきたいという声が上がり、三浦先生の指導のもとに混声合唱団と

してスタートしました。⽇⽶会新年会、さくら会慰問、⽯川県フェスティバル、

北加さくら祭りでのステージなど活動を続けています。  
グループが 10年 20年と続いて活動してこられたということは家族をはじめと
する皆様のサポートがあってのことです。その感謝の意味も込めて両団体合

同で来る 10月 10日にディナーショウを開催する運びとなりました。会場には
伝統あるカリフォルニアゴルフクラブのクラブハウスを貸し切り素晴らしいお⾷

事もご用意いたします。連盟会員の皆様にもぜいおいでいただきたいのです

が、全予約席でかつ残席わずかとなっております。チケットのご用命はお早め

にコラールメイまたはアンサンブル四季のメンバーにご連絡ください
 

あと 3 ヶ月、International Choral Festival まで！ 

コラールメイ 20 周年、アンサンブル四季 10 周年記念 
合同ディナーコンサートの案内 

International Choral Festival
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通常、日本にいる一ヶ月間は仲間と歌うことができないため、

⾳楽／舞台鑑賞に専念します。ところが、今年は、東京

合唱祭で一番楽しみにしている『新宿トパーズ』という団体

が、プログラムに載っていないのでビックリして問い合わせ、せ

めて練習の⾒学をさせていただけるよう、メールでお願いした

ところ、快く「はい、どうぞ。」というお返事を頂きました。もう

⼀つ、東京合唱祭の実⾏委員⻑を毎年され、「合唱⼈⼝

を増やそう。合唱を通して世界平和を。。。」と提唱されて

いる野本先⽣のグループ『コールシャンティ』にも練習の⾒学

をお願いしたところ、「どうぞ、どうぞ。」と言われました。  
『コールシャンティ』のボイストレーニングは、「バスタオル、ジャ

ージ、T シャツで」。⾸や肩、全⾝の脱⼒法、柔軟体操、お
腹から声がでるように、と中腰で後ろ向きに歩いたり、ペアー

になって腕を引っ張りながら高音を出す練習をしたり、床に

横になり足を上げたまま発声練習したり、縄跳びをした

り。。。部活のようなノリで楽しいひとときを過ごさせていただ

きました。その⽇は、歌の練習は⼀切無し。  
東京合唱祭が好きで、昨年も、⼀昨年も、連⽇、鑑賞に

⾏ったことなど話しているうちに、「このところ、メンバーも減っ

て人数も少ないので、よかったら、一緒に東京合唱祭に参

加しませんか？実は、まだ、合唱祭用の曲は、練習を始め

たばかりで。。。」とお誘いいただき、「それでは、練習はして

みます。２、３週間で、皆さんの足をひっぱらずに、歌える

ようになれたならば。。。ご一緒させてください。出来なけれ

ば、本番は、ご遠慮させてください。」ということで、翌日、楽

譜とアルトパートの音源をメールでいただきました。  
一回目の練習の時は、皆さん楽譜をお持ちだったので、気

楽にしていたところ、２回目の練習で、「皆さん、本番は、

暗譜ですよ〜！」と⾔われてからは、焦りました。⼀曲は、

エストニア語で、発音もままならない。。。もう一曲は、さだ

まさしの『豆腐が街にやってくる』。「血圧、コレステロールを

下げて、動脈硬化にレチシン〜」「乳がん、動脈硬化、骨

粗鬆には、イソフラボイノド〜」などと早⼝⾔葉のような歌詞

で、歌詞を⾒ながらでも、歌のテンポで、はっきり読むことも

出来ず、暗譜どころではありませんでした。  
それでも、⽇本で病床の⺟に私の合唱姿を⾒せることなど、

もう、⼆度とないかもしれないと思い、いつもバックに楽譜を

持って歩きましたが、もともと暗譜が苦手の私は、直前まで、

暗譜が出来ず、冷や汗ものでした。  
当日は、介護タクシーを予約し、準備や打ち上げで忙しい

私の代わりに⺟の⾯倒を⾒て下さる叔⺟に泊まりがけで来

てもらいました。 

実⾏委員⻑の野本先⽣は、⾞イスの⺟のために、その⽇

は、１列分のイスを外してスペースを作って下さいました。

1800 ⼈会場の後⽅席にも関わらず、⺟は、「あっこの声だ

けがはっきり聴こえた！あっこの顔が、はっきり⾒えた！」と、

とっても喜んでくれました。大学時代の親友や、「かけはし」

のメンバーも聴きにきてくれました。翌日の練習は、皆さん、

ボロボロにお疲れなのにもかかわらず、私の最後の日という

ことで、又、打ち上げ／送別会をしてくださり感激しました。 
 
 
 
 
 
  
『新宿トパーズ』さんの方は、私が東京合唱祭での演奏を

楽しみにしていた、ということで、通常練習の⾒学に⾏った

日には、わざわざ、皆さん衣装も着けて、合唱祭で歌うべき

だった曲を、私の到着前に練習し、ご披露してくださいまし

た。『新宿トパーズ』さんは、平均年齢 65 歳というグループ

なのですが、歌を歌いながら″踊る″、さらに、"途中で素早く

衣装を変える″、ということで有名なのですが、プロの振り付

け師をお願いしている、楽譜は指揮者の福本先生がアレン

ジし、ピアニストは楽譜無しでご自分でアレンジされること、

素早く着替えるための衣装のトリックなども説明してください

ました。皆さん、お若く、⽣き⽣きとエネルギッシュで、沢⼭の

パワーをいただきました。皆さん、このグループが大好きで、

埼⽟や千葉、⽇光などからもメンバーが通って来ていると聞

き、さらにビックリ、感動しました。今後も様々なグループの

出演する東京合唱祭に参加して、多くの方々にパワーを

披露して頂きたいものです。 
 
 
 
 
 

♥ 編集後記 ♥ 
皆様、いつもご協⼒有難うございます。暑い夏、お体にお気をつ

けてお過ごしください。次号37号は10月1⽇発⾏の予定です。 
 
 
 
 
 

東京合唱祭に参加して 
コーラルコスモ、アンサンブル四季
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