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 連盟だより 8月号をお届けします。 

 

   会⻑ 上田牧子 

 
 
熊本地震が発生して

から４ヶ月近く経ちま

した。今ではニュースに

なることもほとんどありま

せんが、仮設住宅の

建設など急ピッチで復

興が進められています。

しかし、現在でも約５

千人の方が避難所生

活を送っていらっしゃるそうです。地震の影響は観光業にも

出ており、ホテルのキャンセル等で熊本県だけでも 380 億

円の損害だそうです。九州への旅⾏者を増やすために旅⾏

の割引バウチャーを発⾏するなど対策を取っているようです

が、どうなるでしょうか。 
 
８月 20 日にサンマテオ仏教会にて熊本地震のためのチャ

リティーコンサートが開催されます。歌を通じて何かお手伝

いできることはないかと考え、連盟として参加することになり

ました。熊本出身でありサンフランシスコ交響楽団合唱団

のメンバーである声楽家の茜さんという方が中心となり、合

唱をはじめお琴の演

奏や阿波踊り、ベーク

セールも⾏われる予

定です。「花は咲く」と

「ふるさと」を歌う予定

です。遠いアメリカから

少しでも⼒になれれば

と思います。奮ってご

参加ください！ 
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コーラル・コスモ 夏合宿
  

 コーラル・コスモの練習は毎週水曜日夜 7 

 時半から 9 時半まで。夏も休まずコーラスを

楽しんでいます。夏の終わりには一日かけての合宿を

⾏い、強化練習をします。合宿の最後には楽しい発

表会があり、歌やダンスなど、自分の好きなジャンルの

ものを、個⼈やグループで披露します。今年は、8 月 

  27 日（土）です。発表会は公開コンサ 

  ートではありませんが、ご興味のある方は 

  ぜひ⼀度⾒学にいらしてください。 

アンサンブル四季 
ハイキング/ピクニック 

 

アンサンブル四季は毎年夏にハイキングやピクニックを

開催し、メンバーとメンバーのゲストを交え、楽しい一

日を過ごしています。BBQ パーティーをしたり、ゲーム

をしたり、歌ったり、サンフランシスコ Presidio 

海岸線沿いコースを歩いたりします。 

今年は、8 月 14 日（日）10:30〜15:00 
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３．音取りについて  
みなさんが楽譜を渡されて音取りをするとき、いつもどこから
始めますか。たぶん楽譜の 1 ページ目から普通に音符をた
どって歌い始めているのではないかと思います。楽譜をもらっ
て初めてページを開き、さて私のパートは楽譜にどう書かれ
てるのか、混声 4 部の場合は各パートがそれぞれ別のライ
ンになっているのか、それとも同じラインにソプラノ・アルト、あ
るいはテナー・ベースの音符があるのか、など確かめる最初
のときはそれでいいかもしれません。人によっては自分のパー
トに⻩⾊やピンクなどでハイライトしながら歌うので、やはり一
回目は初めからゆっくりそして音を取りにくい部分が出てきた
らそこだけ繰り返して慣れる、というのが一般的なやりかたで
しょう。そのときには、必ずその音が取りにくい箇所をマークし
ておきます。これもみなさんがそうしている事と思います。 
 
そして⼆回目以降の練習のときは、最初から通すのではなく

てまず前回に音がとれなかったところから先に始める、これが
ポイント。私はアルトを歌っていますが曲の途中に時々とても
取りにくい部分が必ず出てきます。自分で練習するとき、出
来れば楽譜の最後のページから前のほうへ、逆にたどってい
って難しそうな場所、音程(ピッチ)の間隔があいていてどうし
ても次の音程へのジャンプができないところから始めるといいと
思います。次はまたその少し前に⾏って次の難しい部分を練

習し、それを繰り返してから曲の最初から通します。さて楽
譜を⾒ながらゆっくりならば、何とか⾃分のパートのメロディに

慣れてきました。一応音はとれるようになってきたところで全
体練習を。パート練習では音がとれるようになっても全体練
習で他のパートが加わると、それにつられて自分のパートが
取れなくなってしまうのはよくありますね。たいていはソプラノが
メロディなのでアルトと男声パートは時には「これでいいんか
な？」と思うようなラインを歌っています。自信がない部分にく
ると隣の⼈の声を聞いてからにしようとお互いに思ってしまい、

誰も歌わず音が消えてしまったり。そんなことがよくあります。 
 
ここで、音程の間隔があいている場合の音の取り方のヒント
をお伝えします。これまた余談ですが TCP(The Choral 
Project) の楽譜は TCP Library からの貸し出し制にな
っていてカラーペンでのハイライトは禁止、書き込みの必要
があればエンピツで書き入れるだけなら OK ですがボールペ
ン等消せないものは絶対だめ。私が借りた楽譜セットは以
前バリトンの人が使っていたらしく、テナーやバリトンのパート
にエンピツでいろんなマークがしてありました。その中でところ
ど こ ろ に ｍ ３ と か 、 Ｍ ３ 、 Twinkle 、 Maria 、

Somewhere(Sw) などが書いてあり、しばらくは何のこと
かさっぱりわかりませんでした。 
 
まあ私のパートじゃないから関係ないかと思っていましたが、あ
る日のアルト練習のときにパートリーダーが音の間隔を
minor 3rd （ミとソ、ラとド、の間隔）とか Major 3rd 
（ドとミ、ファとラ、ソとシ、の間隔）と呼んでいたので、もしか
して ｍ３ は minor 3rd のことではないかとハタと気が付き
ました。すると Twinkle とは何だろう、これはドとソの間隔、つ
まり5th の間隔のことだったのです。するとMaria は、West 
Side Story の Maria で、ドとファ＃の間隔なのでなるほ
ど！と思いました。普通だと取りにくい音程なのですが頭の中
でそこだけ Maria の部分を歌えば、ちゃんと取れます。では 
Somewhere は何だろう、これもやはり West Side Story 
の Somewhere の出だしの部分 There's a place for 
us… のはじめの２つの音程（minor 7th: 低いソと高い
ファ）のことでした。そのほかにもいろいろありましたが、これで
楽譜の書き込みの謎が少しは解けました。音程のとり方につ
いて英語のサイトではこれが便利で、必⾒です 。
http://www.earmaster.com/products/free-tool
s/interval-song-chart-generator.html 
 
日本語の歌でも似たようなサイトがあるかどうか探しましたが

⾒当たりませんので英語サイトに習って⾃分で適当に考えて

みました。歌の出だしのところの⾳の間隔と、曲の⼀例です。 

ｍ２ 夏の思い出 、お江⼾⽇本橋 

ｍ２ 遥かな友に（静かな夜更けにいつもいつも） 

Ｍ２ ふるさと、雪  Ｍ２ もみじ、通りゃんせ 

ｍ３ 春の小川、待ちぼうけ 

ｍ３ 春が来た、どんぐりころころ 

Ｍ３ とんぼのメガネ、⻫太郎節 

Ｍ３ おぼろ⽉夜（菜の花畑に⼊り⽇うすれ〜） 

Ｐ４ 七夕(ささの葉さらさら)、幸せなら手をたたこう 

Ｐ４ われは海の子 

Ｐ５ きらきら星 

Ｐ５ ドナドナ (ある晴れた昼下がり〜) 

ｍ６ and ｍ６ ある愛の詩 (Love Story) 

Ｍ６ ⾒上げてごらん夜の星を 

⾳の間隔がこれよりも広いものは⽇本語の歌には⾒当たり

ませんでした。どうしても音が取れないとき、よく知っている歌

の出だしを音程のメモがわりにするやり方もあると思います。 
 
次回はリズムとテンポについてお伝えする予定です。 

Community Chorus と Business Chorus（その 3）  福井良⼦ 

           （コーラル・コスモ） 
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さて、旅⾏の続きです。 
 
６．4 月 4 日：いよいよ今回の旅の

ハイライトの一つ、ルカ村へ７時間のト

レッキング開始：朝六時に起き、ホテ

ルより⾞で２時間、９時すぎに川のほ

とりに⾞を⽌めると、村より⼿伝いにや

ってきた若者、レトロが待っており、荷

物を担いで吊橋を渡り川の反対側で

待っていたトラクターに積み込むと、私

達はトラクターに乗るように言われ、出

発。『楽チン』と思いきや、またもでこぼ

こ道で、お尻が痛く、降りて歩きたいと

思っても、ドージとレトロは先にトレッキ

ングの道を歩いて⾏ってしまっているか

ら諦めて、１時間ほど乗った

ら休憩場所でお茶

の時間。ブータン

人はミルクティーに

お砂糖を入れて

飲み、また炒って

膨らませた米がスナッ

クで、ティーの中に入れて一緒に飲ん

だりします。こんな山道のトレッキングに

トラクターの持ち主がわざわざお茶をサ

ーモスに入れて持ってきてくれたことに

感激。その後またトラクターで出発、

12 時前に小さな売店に到着、そこで

ドージとレトロを待ち（ドージは写真を

撮るため時間がかかった様子）、ラン

チに干した川魚の煮物がでて、美味し

く辛くなかったので助かりました。 
 
注：ブータンではケミカルの肥料や殺

虫剤を全く使わないので、栽培されてい

る⽶、⻨、野菜や、⼭菜、きのこ類は

無論すべてオーガニック。しかし、調理さ

れた⾷物は、残念ながら、美味とは⾔

えませんでした。第一に辛すぎ、第二に

変なチーズが使われていて、醤油は存

在せず。娘から話を聞いていたのに、持

っていかなかったことを後悔。ホテルでは

観光客用に辛味をかなり抜いているの

で大体食べられましたが、野菜のソテー

やキノコのソテーなどにどこに⾏ってもチ

ーズが入ってクリーミーに仕上げてあるの

で残念でした。聞いてみると、ブータンで

は大きな町以外の村人はほとんど冷蔵

庫を持たないので、乾燥させたチーズを

作って売っており、それを皆使用してい

るのです。また、酪農、乳製品作りは、

70 年代にスイス⼈がブータンに来て教

えたとのこと。スイスのアルプスはブータン

の地形や気候と似ていることから指導を

受けたようです。ちなみに、ブータンで⾒

かけた花は、ここ SF でもよくあるものが

多く、驚かされました。山には桜やシャク

ナゲ、そして⽩い⽊蓮の花をよく⾒かけ、

町の中では柳の⽊、ペリウィンクル（ツ

ルニチニチソウ）、プリムローズ、クレマテ

ィス、ジェラニウム、ラバーナム（キバナフ

ジ）、そして各種欄の花を⾒かけました。

テンプで花屋は一軒もなく、マーケットの

中で⾒かけた花屋は鉢の植物を多く売

っておりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

竹田知子（Flynn） 

（アンサンブル四季） 

私私私のののブブブーーータタタンンン紀紀紀⾏⾏⾏   後編 

3 月 25 日より 19 日間にわたり、私は主人と共にブータ

ンを旅する機会に恵まれました。連盟便り第 41 号では、

ブータン紀⾏（前編）をお届けいたしましたので、今回は

後編をお届けいたします。ブータンは中国とインドとに囲ま

れた、ヒマラヤ山脈東部にある小さな王国で、私たちはタ

イのバンコク空港よりドラックエアー で⼊国しました。⾶⾏

機にはブータンの国旗（⻩⾊とオレンジ⾊に国名に由来

する龍のマーク）と国王の名前が書かれています。 

バンコクを⾶び⽴った⾶⾏機は国境近くにあるインドの⼩

さな空港に⼀旦⽴ち寄り、⽚道約 4 時間でパロ空港に

着きました。サンフランシスコから成田経由でバンコクまで

は ANA で約 17 時間以上かかりますのでバンコクでの宿
泊が必要です。 

     
・荷物を担いで吊り橋を  ・出発前トラクターの前で  ・トラクターからの眺め ・小さな売店でのランチ   ・売店近くにある寄宿舎付 
渡るレトロ          ↑（ドージが私たちを国⽴公園内に連れて⼊る      きの小学校に通っている 

許可をもらうのを待っている所）        村の姉妹 
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話は戻り、昼⾷後しばらく⾏ったら⾺が

待つ場所に到着、降りるように⾔われ

て初めて気がついたのですが、そこから

は道が狭くトラクターはそこまででトレッ

キング開始！幸い荷物はほとんど馬に

積まれ、レトロがドージのBackpackを

背負って出発。私とジョンの荷物は一つ

の backpackにまとめるように言われた

訳がやっと分かりました。残りの荷物は

ホテルに預けて、最低必要なものだけ

持ってきたのです。トレッキングはおよそ

３時間ほど、⼭道を登ったり降ったりし

て、目的地到着。 私はトレッキング用

のポールを２本（両手で使用できるよ

うに）持って⾏ったのですが、ジョンは必

要ないと言い張って持ってこず、結局私

のポールを一本貸す羽目に。。。道す

がら、レトロといろいろな話ができ、ブー

タンの若者が抱える問題が⾒えてきまし

た。⼭あいの⾕間に⼤⻨、⼩⻨、蕎⻨、

マスタードなどが植えられおり、20 軒の

家がそれを囲むように、少し高台に点

在していました。夕方５時頃村に到着、

ホストファミリーの家に⾏って⾃⼰紹介、

レトロが通訳をしてくれて助かりました。

ドージは村のリーダーの家に出かけてい

ろいろな話し合いがあったようです。 

さて、このルカ村は以前狩りで生活し

ていたオレップ族が住む村。その辺り一

体が国王（政府）によって国⽴公園

と指定されたため、1970 年代後半に

狩りが禁⽌され、農⺠として⽣活を変

えることを要求された人達です。オレッ

プは全国で数百⼈という少数⺠族、

その中のわずか 20所帯の村人がルカ

村に住み、生活を始めたのですが、最

初はどうして良いのかわからず⼾惑うこ

とばかり。また国からの村人への指導

は最初ほとんどなかったそうで、それを

知ったドージが、メディアを通して訴え、

⼈々の⽀援の輪が広がってサポート組

織ができ、国も動いて、やっと各種の

生活サポートが始まったそうで、ドージ

はそれ以来、ずっと村人の支援（子

供達の教育も含め）をしてきました。 
 

私たちのホストファミリーは夫婦二人に

旦那さんのお⺟さんが同居する家で、

一人娘はワンデュー町に住み大学に

通っています。ご主⼈は数年前に家を

建てて、兄の家から独⽴したそうで、

家は大きく、部屋ごとにしきりがあり、

台所には冷蔵庫、炊飯器、電気クッ

カーが揃っていて、水場だけが外（泥

の壁のため家の中に水場はなし）でし

た。また、テレビもあり、家の中に仏間

があり、仏像、ろうそく⽴て、各種の飾

りがしてあり、私たちはその部屋で 2晩
寝泊まりしました。ドージ曰く、彼はエ

ンタープライジングで家も自分で（村

人の助けを借り）建て、外に出稼ぎに

出て現⾦を稼ぎ、電化製品も仏像も

買うことができたそうです。家の周りに

花が飾ってあり、それも彼の趣味。また、

去年の秋に村に⽶⼈カップル３組（リ

サとダンが知り合いの２組を連れて⾏

った）が来た時に、大きなバスタブを

木で作り、洋式トイレを備えて家の外

に作ったそうで、私たちのために、ブータ

ン式の特別な石を熱くして湯に入れた

お風呂をたててくれました。夜空満天

の星を⾒ながらヨモギを浮かべたお風

呂は格別で、旅の疲れを癒してくれま

した。ヨモギはその辺にたくさん生えてい

て、それをとって浮かべたのです。（余
談ですが、マリワナも自然にたくさん生
えていましたが、誰も使用しないので、

問題にならないそうです。でも、村の大

人はビートルナッツというものを夕食の

あとに刻み、葉っぱに包んで噛んで楽

しんでおりました。） 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   

山道を下っている所→
 
↓馬に荷物を積み終えた所 

↓ルカ村に到着（真ん中の家がホストハウス） 
 

一階入り口に飾られていた花↓

  
外に作られたトイレと    ヨモギを⼊れたお風呂    大きな鍋で湯を沸 

バスタブ      かしている所 
 

晩御飯、床に座っ
て食べました。↓ 

奥さんが調理中↑
（スープの豆を潰している所、左はワラビ）
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村⼈たちがお祝いの料理を 
している所 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

翌朝の朝食は、外で食べたいか、と聞

かれて、Sure と言ったところ、家の前

庭にゴザを引いて、食事を持ち出し、

外の景⾊を⾒ながらゆっくりといただき

ました。⾟味がまだ強いワラビ料理は

辛味を取り除きながら、昨夜も食べた

⼲し⿂の煮物とゆで卵でご飯をいただ

き、ミルクティーはいつも飲み放題で美

味しくいただきました。その後、レトロの

案内で村を歩き周り、レトロのご両親

の家と結婚したお姉さん二人の家も

⾒せてもらい、私たちのホストファミリー

の家が、村では多分一番裕福なよう

に思われました。レトロのご家族の家で

は炊飯器以外の電化製品はなく、ク

レイの釜⼾で煮炊きをする様子、そし

て家のなかはほとんど仕切りなしで、家

具、仏間も無かったのです。 
 

この日は村に作られた小さな

お寺に来てくれる僧侶の住居

が完成したお祝いが村人総

出で⾏われ、私達も参加することが出

来ました。朝から⾷事作りが⾏われ、

４時頃からお祝いが始まり、村人達の、

そして私たちのドネーションが村のリーダ

ーによって踊りながら報告され、お酒が

回され、そして食事が始まりました。そ

の後若い⼥性が 7-8⼈輪を作って踊

りながら歌い出したので、私も真似し

ながら一緒に踊ったところ、何か歌って

欲しい、と言われて、突然のことに適

当な曲が思い浮かばず、最上川舟唄

の出だし部分だけ（なんとなく皆が歌

う歌に感じが似ていたので）そして＂I 

left my heart in SF＂を歌いました

（これは主人にも参加してもらいたくて

歌ったのですが、彼は結局恥ずかしが

って参加せず）。6時半頃にはお開き

で、７時頃家に戻り、家族とレトロは

テレビでインド映画を⾒ていましたが、

私たちは翌朝が早いので荷造りして早

めに就眠。 
 

４月６日、朝食では初めて辛味なし

の料理を作ってくれたので、特に⾖のス

ープが美味しく、初めてお腹いっぱい頂

きました。予定ではもう⼀つ隣の村

（ルカ村より３時間のトレッキング）

に出かけてもう一泊するはずでしたが、

その村で病人が出たため、キャンセルさ

れ、1 日早くロベサ町経由でテンプに

戻ることになり、かなりの強⾏軍でテン

プに着いたのが夜の９時頃。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

７．4 月 7 日から三日間、私たち二

人でゆっくりとテンプの町を歩き回り、

国⽴織物博物館などを楽しみ、９⽇

午後、パロへ移動。その夜の夕飯はド

ージのお姉さんの家で⼿料理をいただ

きました。 

   
家の前庭での朝食    ご主人のお兄さんが       レトロとご兄妹  テンプより持ってきたお祈りの 

（ご主⼈とお⺟さん）    様⼦を⾒にきました。     旗を飾った所 

← 僧 侶 の 家
でお祝いの始
まり。 
 
 
 
 
↓集まった

村人たち

出発の日の朝食 

 
ホストファミリーと記念写真 
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８．4 月 10 日はこの旅でもう一つの

ハイライトである、タクツアン僧院へのト

レッキングに挑戦です。別名タイガーズ

ネストと呼ばれるこの僧院は、ブータン

に仏教を広めたと伝えられる祖師が８
世紀に空⾶ぶ⻁の背に乗って舞い降り

たという伝承があり、パロ⾕北部にある

断崖絶壁がタク（⻁）ツアン（隠れ

家）と呼ばれ、彼が瞑想を⾏ったとさ

れる洞窟に美しい僧院が建てられ、チ

ベット仏教徒全体から巡礼者が訪れる

よ う に な り ま し た 。 こ こ は標高が

3120mあり、平均 3.5 時間の登りト

レッキング。⾞でついた⼊り⼝から、⾺

で最初の 1 時間ほど登ることができま

す。私たちはドージに後が楽だから乗る

ように言われ、ちょっと心苦しかったけれ

ども乗って正解でした！ 降りてからの

道のりは⼭道、岩場を登ったり降りたり、

最後の 1 時間ほどはほとんど階段を登
ったり降りたりで、私は登りがきつく、ジョ

ンは下りが大変で、ここでもポールが大

変役⽴ちました。無事登りきり、お寺を

３つほどお参りして、帰りも最初は上り

下りの階段がきつかったのですが、 

2,800m 標高にあるレストランで

昼食を頂いた後は、山道を下るこ

とが多く、かなり楽に私は降りて来 

 

られて、３時過ぎには⾞まで戻ることが

でき、ドージより上出来だと褒めてもら

えました。後で知ったのですが、そのほ

んの 5 日後に、イギリスのウイリアム王

子とケイトさんがこの寺に登り、途中で

出会ったカリフォルニアからの旅⾏者と

話をしたとのことがニュースで流れ、ちょ

っと時期がずれていたら、それは私たち

だったかも、などと思われ残念でした！ 
 
無事に予定された日程をすべて元気

にこなすことができ、11 日はパロの町

をゆっくり⾒て回り、最後の⾷事をホテ

ルでドージと娘さんといただき、12 日、

帰途につきました。バンコクに戻り、タイ

料理の美味しさに⾆⿎を打ちながら、

ブータンでの出来事を主人と二人、あ

れこれを話し合い、今回の旅が特別
なものであったと改めて思われました。 
 
米国に戻って来てからも、ブータンの余
韻に浸っている日々が続いており、ブ

ータンの美しい自然に囲まれた生活を

懐かしく思う反面、自分の、これまでの

日本と米国での生活の全てが、なんと

恵まれていたことかと、思わずにいられ 

 

 

 

 

 

ません。それは小さい時から教育は当
然うけられるものとして存在し、自分の

生き方を決める上で選択肢が多々あ

り、その中から自分で決定してこられた

からです。ブータンではかたや大学を国

費で出て、よい仕事に恵まれている人

たちがおり、首都テンプで先進国とあま

り変わらない生活をしている人々がい

る反⾯、ルカ村の若者のように、⾼校

を出ても、試験の成績が規定に満たず

にスカラシップが受けられないと、農業を

やる以外、選択肢のない若者が多数

います。貧しくとも親は子供に携帯をも

たせ、Internet の普及がめざましい中

で、多数の若者に 農業以外にも、働

き場所を提供する産業や仕事に結び
つく職業訓練所などを増やす必要があ

るように思われました。 この先のブータ

ンの近代化政策と普及の様子を興味

深く⾒守りたいと思います。 
 
⻑くなってしまいましたが、私のブータン

紀⾏をお読みくださり、ありがとうござい

ました。 竹田知子（Flynn） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   テンプに戻りお寺観光 

    
⾺から降りた所   レストランの前で、  美しいタクツアン僧院 

僧院をバックに。 

 
山道を下りて、入り口まで後 15
分ほどの所にある、⽔流で回る
prayer wheel / Mani wheel
が入っている建物 

パロの街並み
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♪ 2016 年 8 月 13 日（土）午後 8 時 

Santa Cruz Civic Auditorium 
307 Church St., Santa Cruz, CA 95060 

 
福井さん（コーラル・コスモ）が所属する The Choral 
Project が、最終日 8 月 13 日(土) 午後 8 時から、オ
ーケストラと共演する予定です。 
TCP が出演するプログラムの詳細はこちら：
http://cabrillomusic.org/performance/2016/m
emory-meaning/ 
 
 
 
 
 
 
♪ 2016 年 8 月 20 日（土）午後 1 時〜5 時 

San Mateo Buddhist Temple 
2 S. Claremont St., San Mateo 
 

コンサートは午後 2 時から。San Francisco Symphony 
Chorus Ensemble、San Francisco Awakko-Ren
などが出演します。本連盟は合同合唱に参加し、「ふるさ
と」と「花は咲く」を歌います。 
当日は、1 時から 5 時まで、日本食、お菓子、クラフト、本
などの販売が⾏われています。 
 
 
 
 
 
♪ 2016 年 8 月 21 日（日）午前 10 時 

 Prince of Peace Lutheran Church 
 12770 Saratoga Ave., Saratoga 
 
コーラル・コスモは、Prince of Peace 教会の朝の礼拝で、
2 曲歌います。 
  
 
 
 
 
♪ 2016 年 9 月 24 ⽇（⼟）午後４時〜 

 Aldersgate United Methodist Church 
 4243 Manuela Ave., Palo Alto 
 
Aldersgate Salmon Dinner で、午後 5 時~5 時 10
分まで、"Let It Go"、"Tea for Two"などを歌います。 

 
 
 
 
♪ 2016 年 9 月 11 日（日）午前 10時〜 
 
サンフランシスコ・フォレスト・クワイアが、SF 日本町の着物
デーで歌います。着物デーは午前 10 時からですが、演奏

開始時間は未定です。 
着物デーは、着物を着て日本町に出かけ、食事も買い物
も着物を着て楽しむ日です。着物の着付けサービス、着物
レンタルサービスもあります。 
 
 
 
 
 
 
♪ 2016 年 9 月 18 日（日）午後 3 時 
 Historic Hoover Theatre 
 1635 Park Ave., San Jose 
 
香川先生、コーラル・コスモ、アンサンブル四季、SFFC 所
属のたくさんの方々が、ソリスト、Community Opera 

Singers として出演します。 
 
チケット: $20 (当日$25) 
チケット購入：www.communityopera.com 
408-250-3004 theoperabutterfly@gmail.com 
郵便でのチケット購⼊：Sopianos 
P.O.Box 54141, San Jose, CA 95154 
 
 
 
 
 
♪ 10 月 1 日（土）午前 11 時~午後 4 時 
 Wesley United Methodist Church 
 566 N. 5th St., San Jose 
 
コーラル・コスモの出演は午前 11 時半~12 時。"Tea for 
two"、"Amazing Grace"、"Let It Go (映画 Frozen
より）"、"村祭り・雪（「ふるさとの四季」より）"、"Be 

our guest（映画「Beauty and the Beast」より）"な
ど数曲を歌います。 
 
 

関関関連連連団団団体体体コココンンンサササーーートトト案案案内内内

Cabrillo Festival  
of Contemporary Music 

Sopianos.Com & Silicon Valley 
Community Opera Presents 

La Traviata/椿姫 

SF フォレスト・クワイア
SF 日本町着物デーで演奏 

北カリフォルニア⽇本合唱連盟 
  熊本・大分地震チャリティーコンサート 

   ＆ベークセールで演奏

コーラル・コスモ 
Aldersgate Salmon Dinner で演奏 

コーラル・コスモ 
Wesley UMC 秋祭りで演奏 

コーラル・コスモ 
Prince of Peace 教会で演奏 
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ここカリフォルニアで、すがすがしい空気と⻘空の中で⽣活が

できる幸せを噛み締め、今心に浮かぶ歌は、ちょっと勇まし
く、「Anchor's Aweigh（碇をあげて）」、「Pomp and 
Circumstance（威風堂々）」、「Sobre las olas/ 
Over the Wave（波をこえて）」、「船乗りの夢」。 
船に乗って遠くへ⾏けたら

いいですね。 
 
"Anchor's Aweigh" と
いえば・・・、古い話ですが、
今年の春、US Naval 
Academy Men's Glee 
Clubのコンサートに⾏って

来ました。そのオープニング
が"Anchor's Aweigh"
でした。"Shenandoah"、"Betelehemu"など、本連盟
のコンサートでもよく聞かせていただいている曲もありました。
10 人ぐらいのアカペラアンサンブルもあり、バーバーショップカ
ルテットもあり、海軍出身のプログループの演奏もあり。歌に
よっては楽器（打楽器）演奏が付いたり振りが付いたり。
大胆に踊りながら歌うこともします。人数は約 70 名。さす
が、体を鍛えた若者たちのコーラスです。すばらしい！ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
夏真っ最中の今日、連盟だより第 42 号を発⾏することが

できました。皆様のご協⼒に⼼より感謝いたします。 
 
連盟便りには、以下のような記事を掲載しています。 
（１）「関連団体コンサート案内」 

皆様が所属されるグループや皆様が個人的に参加されるコ
ンサートについて、お知らせいただいた情報。 

必要な情報は、コンサート名、日時、場所、内容、ポスタ
ーなど。自己申告制です。 
（２）体験記 

皆さんが開催されたコンサートの簡単な内容、練習や講義など
に参加されたときの体験記、旅⾏記など、写真を添えて。 
（３）みんなのおしゃべりコーナー 

「こんなこと聞いたよ」というような、楽しい話や面白い話、お
仲間にお知らせしたいお得な情報、生活の知恵など。 
（４）連盟の活動、連盟だよりについてのご意⾒やご感

想など。 
 
編集部では、皆様からのご投稿をお待ちしています。 
 
また、「突撃インタビュー」は、「歌と⼈⽣と私（あなたのお隣さ

んをインタビュー）」と表題を変え、書面によるインタビューになりま

した。各グループ順番に、毎年⼀⼈ずつお願いしています。この次

はあなたです！お時間がある時に懐かしい思い出のお写真や最

近のお写真などを掘り出して、心の準

備をしておいていただけると幸いです。

皆様から音楽とのかかわりなどのお話を

お伺いし、皆様のお人柄に触れさせて

いただけることを楽しみにしております。

よろしくお願いします。 
 
次号第43号は10月1⽇発⾏の

予定です。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

連盟だより 8 月号をお届けします。・・・・・上田牧子・・・1
コーラル・コスモ 夏合宿・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
アンサンブル四季 ハイキング/ピクニック・・・・・・・・・・・・・1

第 42 号 目次 【連載】Community Chorus と Business Chorus 
（その 3）・・・・・・・・・・福井良⼦・・・2

私のブータン紀⾏（後編）・・・・・・・・・・竹田知子・・・3
関連団体コンサート案内・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7
編集後記・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8

連盟だより 第 42 号 
発⾏：2016年 8月 1日 

 
発⾏者： 上田 牧子 
編集者： 八木 妙子 
第 1 号発⾏： 2009 年 6 月 30 日 
北カリフォルニア⽇本合唱連盟 

Japanese Choral Federation of Northern California 
info@jcfnc.org  http://www.jcfnc.org 

✿ 編集後記 ✿

余談ですが、古く 200 年程前から愛されている⾃動演奏機オ

ルゴール。櫛状の鍵盤をピンではじいて小鳥がさえずるような音
を出すシリンダーオルゴールと、深い響きの音を出すディスク・オル
ゴール（ディスクの裏にある突起が⻭⾞を回し、その⻭⾞が櫛を

はじく。）があります。1900年代になるとオルガン、ヴァイオリン、
バンジョー、打楽器などいろいろな楽器を内蔵した大型の自動
演奏機を作って⾳楽を楽しむようになりました。この夏、六甲⼭

で出会った演奏家たちの一部を紹介します。写真左：フォノリス
ト･ヴィオリーナ（ピアノ伴奏で３挺のヴァイオリンを演奏。穴の
開いた⻑い紙を読む。）写真右：ダンス・オルガン「デカップ」

（ダンスホールなどで楽団の代わりに演奏。大味。） 


