
1 

 
 
 
 
 

 
 

Classical Revolution 

    会⻑ 上田 牧子 

 

 

み な さ ん は ミ ッ シ ョ ン 地 区 に あ る San Francisco 

Revolution Caféをご存知でしょうか︖10年前に、このカ

フェで室内奏を演奏する "Classical Revolution" とい

う団体が生まれました。この団体は、普段クラッシックを演

奏することのない場所、たとえばカフェや本屋、歩道などで

演奏することによって、普段クラッシック音楽に触れることの

ない人達に音楽を提供し、またプロの演奏家に演奏の機

会を与えるという目的で作られました。現在では、サンフラン

シスコを中心に世界中に 40 もの支部があるそうです。 
 
先日、その "Classical Revolution" の 10周年を記念

するコンサートが、サンフランシスコのグレースキャシドレル

（Grace Cathedral）で⾏われました。ベートーベンの第

九を演奏するということで、歌い手を募集中という話を耳に

しました。本番まで2回のリハしかないため、「プロのレベルの

シンガーのみ」という条件付きで、おまけに謝礼もいただける

とのこと、私のような素人が参加してもいいのだろうかと心細

く思ったので、コーラスディレクターの三浦るり子さんも誘って

参加しました。多少緊張しながら初回のリハに参加してびっ

くり。歌い手が 10 人くらいしか参加していなかっただけでなく、

音も取れていない状態で、音程もかなり怪しい。いったいど

うなることやらと心配しながら本番を迎えたのですが、本番

には、サンフランシスコ交響楽団合唱団の仲間が何人も助

っ人に現れ、なんとか形が整いました。 

グレースキャシドレルの狭いステージにオーケストラとぎゅうぎ

ゅう詰めで、オーケストラ演奏中にステージで待機していると

きには、目と鼻の先にフレンチホルンが演奏している状態と

なり、うるさすぎて、耳を抑えながら演奏を聞く始末。なかな

か面白い体験ができました。オーケストラはそれなりにいい

演奏をしていました。機会があれば北加⽇本合唱連盟とコ

ラボで演奏できるといいですね。実はその旨すでに問い合わ

せ済み。どうなるか楽しみです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ボードよりこんにちは 
 
ボードでは、2017年度秋に開催される本連盟の第2回イ

ンターナショナル合唱祭について、楽しく激しく意⾒交換し

ながら準備中です。現在は、プログラムが国際色豊かなも

のになるよう、いくつかの合唱団に出演交渉をしております。 
 
連盟の活動について、ご意⾒、アイディア、ご希望などがあ

りましたら、各団体のボードメンバーにお伝えください。 

次回ボードミーティングは、 

2017年 1 月 13 日（⾦曜⽇）7 pm〜、⾺⾞道です。 
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♪ 略歴 

⼤阪府⽴旭⾼校卒業 

相愛⼥⼦⼤学声楽学部卒業 

フレズノ州⽴⼤学声楽学部修⼠号取得 

サンフランシスコ州⽴⼤学、⽼⼈学科修⼠号取得 

サンフランシスコ市⽴⼤学医療通訳免許取得。 
 
IRS で 5年間秘書 
非営利団体、気持会ソーシャルワーカー 
サンフランシスコ仏教会メンバーで理事を 3 年間させていた

だきました。 
仕事では、気持
会でソーシャル
ワーカーを18年
させていただきま
した。クライエン
トの人生の最後
のセグメントを少
しでも過ごしや
すいように援助
させていただいた
ことを誇りに思っ
ています。 

♪ 小さい時から歌が大好きで 

⼩学校低学年の頃から歌が⼤好きで、いつも学芸会だと

か⽗兄会で独唱をしていました。歌の好きな姉がいて彼⼥

がよく歌っていたのをすべて覚えるので学校で習う歌はもう
全て知っていました。 
若い時は結婚式だとかコンベンションなどでよくソロを歌いま

したが、今はお葬式で歌うことが多いですね。 

♪ 合唱を始めたのは、小学校 

●小、中、高校、大学と合唱に入っていました。 

小学校 2年⽣の頃にNHK へ学校から合唱のメンバーとし

て歌いに⾏きました。中学は毎⽇合唱コンクールで日本一

位と言う歴史のある学校でしたのでコンクールによく出場し

ていました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

あなたのお隣さんをインタビュー File No.30

（アンサンブル四季）

大阪城の大手門から 5 ブロックの所で生まれ 
育ちました。 
日系2 世との結婚を機に 1962年に渡⽶。 
⻑所は、⼩さいことにくよくよしないこと。 
短所は、明日できる事は今日しないという、Last  
minits に頼りすぎることでしょうか。 

小学校 2年⽣の時、NHKで歌う。（前列、左から 2 人目） 
 

朝日新聞社主催合唱コンクール（東中学時代） 

（2列目、左から 3 人目） 

気持会、退職の日 

  ↑（写真上）ミュアパークで孫と

  ←（写真左）娘と孫と 

 
2016年 11 月 19 日 
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●大学、大学院は声楽学専攻。 

●大学での合唱団は名称はありませんでした。大学院で

は、アカペラ コーラスで 60 人ぐらいの混声 4 部の大合唱

団と、マドリガル シンガーズという教授が招待した人だけが

入会できる 12 人ぐらいの混声 4 部合唱で歌っていました。 

●学生時代のクラブ活動は、合唱のみです。 

●渡米後は、San Francisco Choral Society で 4年

ほど歌っていました。 

●現在の所属コーラスグループは、アンサンブル四季 

アンサンブル四季結成の時から入りたかったのですが、気

持会での仕事が大変だったので、しばらく待ち、でもあまり

歌わないと声が出なくなるので、2009 年に入会しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
♪ コーラス指導の経験 

アメリカの仏教会付属コーラスの 3 団体（フレズノ、ファ-ラ-、

サンフランシスコ）を合計 20年間指導していました。 
 
大学時代に小沢征爾さんに指揮法を習いました。彼が有

名になる前の話ですが。また⼭⽥耕作先⽣が⾳楽学部⻑

でしたので、声楽の試験の時には奥様と一緒に聞いてくだ

さって、私はブルブル震えたの覚えています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

♪ 今までの合唱経験で最高の思い出は、 

相愛⼤学時代に毎年演奏旅⾏に⾏ったのですが、網⾛の

死刑囚の入る刑務所で歌ったこと。聞く人も歌う人も皆涙
涙でした。 
アメリカ仏教団 100 年記念法要でアメリカ中からの⼈が参加

して 100 人のコーラスを指揮したことも大きな思い出です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

♪ 私が歌った曲で好きな合唱曲 

Haydn 作曲の "The Creation" 

Verdi の "Requiem" 

⼤学時代に、親鸞聖人の 700 回大遠忌で歌った、清水 

修作曲、土岐善麿（どきぜんまろ）作詞、交声曲 "歎

異抄"。 山和こと山田夏樹指揮、ソロは中山悌一、柴田

睦陸、⼾⽥敏⼦で、NHK⼤阪放送交響楽団と関⻄の

仏教大学の合唱団。 凄かったですねえ、歌い終わった後

しばらく何の音も聞こえず、次に拍手ではなく南無阿弥陀

仏と⾔う念仏の声が怒涛のように聞こえてきました。 
 
♪ 私にとって合唱とは 

声だけではなく⼼の発露、ハーモニーを喜ぶと⾔う事ですね。 
 
♪ 合唱連盟に期待すること 

⽇本語の歌だけに留まらないでイタリア語とかドイツ語等々

の歌にも挑戦して、連盟のリサイタルができればすばらしい

ですね。 

♪ 趣味 

歌うと言う事は私にとって、趣味

以上のものなので、趣味に入れて

良いかどうかわかりません。 

読書、ヨガ、ギターを弾く、水彩画

を描く、オペラ、クラッシック音楽、

映画鑑賞、美術館訪問、おいし

いものを食べることなど、などです。 
 
♪ 好きな食べ物  

幻のアワビ、伊勢海⽼ 

⻁屋の最中 

アンサンブル四季の皆さんと（前列、左端） 

アメリカ仏教団 100年記念法要で指揮をしました。 

フレズノ別院のコーラス（前列、右より 6 人目） 

ソロもよく歌いました。（写真右）→
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♪ 愛読書、印象に残っている本や映画 

唯円坊の歎異抄 

ミッシェル・デル・カスティリョ作、生田耕作訳 "ヨーロッパの

何処かで" 

中野孝次作 "清貧の思想" 

映画は、"ローマの休日"、"King and I"、"The Sound 

of Music"、"My Fair Lady" 
 
♪ 小さいときなりたかった職業 

アナウンサー、オペラ歌手 
 
♪ 信条・生き方 

⼈間として⽣まれさせていただいたことを喜び、⾃分を⼤切

にし、他⼈も⼤切にする。 
 
♪ 好きな⾔葉（座右の銘） 

座右の銘と⾔うのは⾃分ができないから、この⾔葉を書い

て、それを⾒て勤めると⾔うことですよねえ。 

和顔愛語、吾唯足るを知るのみ です。 

♪ 夢は 

最近は本当の夢も希望の夢も⾒なくなりましたねえ。それ

を⽼化と⾔うんでしょうね。体⼒があれば歌に出てくる町を

訪ねたいですね。例えばイタリーのソレントとかサンタルチアと

かマルタとかラインの流れ、そして最後にインドの仏跡など。 

自分でギターを弾いて歌ってみたいですね。あと 2 年ほどあ

ればできるでしょうか︖ 
 

♪ 家族 

家族は子供が 3⼈。皆独⽴していまして、孫が7 人います。

1週間に 1度、孫シッターのため、娘の家へ⾏っています。 

子供 3 人で私の喜寿パーティーを 11月にホテル歌舞伎で

してくれます。77 人ほど招待してもいいと言う事なんですけ

ど、77年も⽣きていると親戚、友⼈が多くて、なかなか 77 

人にしぼるのは難しそうです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    ←明美作 

 

   （写真右）→ 

    サンフランシ 

   スコ仏教会の 

   お盆踊りで 

 

（写真下）↓

2015年に息⼦家

族と⽇本へ⾏った

時、平安神宮の庭

園で 

♪ 可愛いあけみさん、ハイハイ ♪ アンサンブル四季のコーラス、楽しい童謡を歌う。 

 

←バースデーケーキ   ↑明美作（水彩画）↑

 
相愛⼥⼦⼤学の卒業演奏会の記念写真（前列、左から 5 人目） 
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暗譜について（１） 
 
暗譜はどうやって︖ 
 
コーラルコスモでも最近は恵子先生から、歌の 1 ページ目

は暗譜するようにとか、ユニゾンのところは暗譜して楽譜から

顔を上げて歌うようにとか、よく言われていますが、コスモの

皆さんはなかなかおっしゃるとおりにはいきません。でも確か

に、下を向いて歌うのと前を向いて歌うのとでは、お客様か

ら⾒ると、⼤きな違いがありますよ。部分的には覚えていて

も、楽譜を⾒ていないと何となく不安になるのはわかります

が、まず手始めに覚えるには、日本語のほうがずっと楽だと

思います。歌詞の意味が良くわかっているし、覚えやすいで

す。英語やその他の歌詞はもっと勇気がいります。暗譜は

度胸︕まずは度胸試しから。 
 
― 曲の出だしの部分を前奏とセットで覚えて、指揮だけ

⾒て歌い出す。 

― それが出来たら、覚える部分を少しだけ⻑くしてみる。 

― 曲の終わりの部分を覚えて、最後の部分は楽譜を絶

対⾒ない。 
 
そして全体を覚えるためには、まず、曲全体の自分のパー

トのメロディをしっかり覚えること。次には、歌詞だけ書き出

すかプリントして、それだけを⾒ながら歌えるようにします。そ

して、最後はそれも⾒ないで歌ってみます。私はどうしている

かというと、通勤時間が⻑い（⽚道１時間以上）ので、

その間にヨシオさんのつくったパート練習用の mp3 ファイル

を CD にしたものを聴いたり、スマホにダウンロードして聴い

たりして曲を覚え、そして歌詞だけを書いた紙をチラ⾒しな

がら運転しています。最近は冬時間になったせいで帰りの

運転中は暗くなってきて紙が読めないので、朝の運転中に

出来るだけ歌詞を覚えて、帰りはだいたい暗譜で 〜♪〜

歌いながら〜♪〜 運転しています。夜の運転の眠気覚

ましにもなりますし。 
 
暗譜ショック 
 
TCP（The Choral Project）ですと、⼀年にいくつも

Public や Private コンサートがあって、年度初めにそれら

の曲目リストが渡されます。そのうちの数曲は bold letter

になっていて、"to be memorized" との注釈付き。『ひ

え〜こんなに覚えなくちゃいけないの〜』 と、メンバーになっ

た最初の年はもうびっくりでした。振り付けがあったり、リズム

がややこしくアップテンポでどうしても指揮を⾒ないと歌えなか

ったりする曲に暗譜の指定がついています。それでも英語な

ら繰り返しているうちに何とか覚えられるのですが、英語で

ない（もちろん日本語でもない）歌詞だと慣れないので、

練習用の録音を通勤途中で繰り返し聴きながら、まるごと

覚えるようにしていました。 
 
振り付けのある曲は、まず先に暗譜しておかないといけませ

ん。指揮者から Roadmap と称して毎月の練習プランの

ファイルが送られてきて、その中に、"何小節から何小節まで

from memory" とか書いてあります。最初のころ私は、

大体その辺を覚えておけばいいだろうと甘く考えていました。

そうしたら次の練習日にその曲の暗譜指定の場所にくると、

ダニエルが "Drop the score! Put it down!" と、何と

無理やりに楽譜無しで歌わせます。"Don’t sing if you 

don’t have the pitch." と言うので、私は所どころ口パ

クだったのに、ほとんどの人がちゃんと覚えて来たのでまたびっ

くり︕ 

それからは練習日の前日（日曜日）までに必死になって

それらの箇所を練習し、なんとかついていけるよう頑張って

います。 
 
そのうちに、毎回違うレパートリーで年に何回もコンサートが

あるのに、ほぼ全曲を暗譜で歌う天才的な人が何人かい

るのに気付き、もうびっくり仰天でした︕︕ それで、いった

いどうやって覚えるのか、いつも暗譜してくるある人に聞きま

した。そうしたら実に当たり前とも思える答えが返ってきまし

た。"Listen to the recordings, find some time 

and practice the piece every day whenever 

you can, sing while driving, or taking a walk,

…" それで私が半ば冗談で "while sleeping もか︖" と

聞いたら、そう、やはり寝ていても頭に歌詞が浮かんできて、

難しいところの反復練習をしてるんだそうな。まさに 『天才と

気違いは紙一重』 というか 『好きこそものの上手なれ』 と

いうか、コーラスが好きで仕⽅がないその⼈の⼀⾯を⾒た気

がしました。 
 
次回は、こんな人達が自分用の暗譜の紙にそれぞれ工夫

していっぱい書き込んでいるので、それらも含めて暗譜の仕

方の例をご紹介します。 

Community Chorus と Business Chorus（その５） 福井良⼦ 

          （コーラル・コスモ）
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♪ 2016 年 12 月 3 日（土） 午後 2 時 

SF Public Library Western Addition Branch 

1550 Scott St., SF 
 

 

 

 
 

♪ 2016 年 12 月 4 日（日） 午前 10 時 
Aldersgate United Methodist Church 

4243 Manuela Ave., Palo Alto, CA 94306 
 

 

 
 
 

 
 
♪ 2016 年 12 月 11 日（日）午後 3 時 

San Francisco Pine Methodist Church 
426 33rd Ave., SF., CA 94121 

 
 
 

 

 
 
♪ 2016 年 12 月 11 日（日）午後 7 時 

Prince of Peace Lutheran Church 

12770 Saratoga Ave., Saratoga 
 

4-5 carols, 45-50 minute radio show version of 

The Christmas Carol, with choral interjections. 

 

 

  
 
♪ 2016 年 12 月 15、16、17 日午後 8 時 

Davies Symphony Hall 

201 Van Ness Ave., SF, CA 94102 

 
 
 

 

 
 
♪ 2016 年 12 月 17 日（土）午後 3 時 

SF Japanese Seventh-day Adventist Church 

2409 Washington St., SF, CA 94115 
 
 
 
 
 ❄ Winter’s Gift::Home ❄  
♪ 2016 年 12 月 17 日（土）午後 8 時 

First Presbyterian Church of Palo Alto  

1140 Cowper St., Palo Alto 
 
♪ 2016 年 12 月 18 日（日）午後 7 時 

Mission Santa Clara de Asis 

500 El Camino Real, Santa Clara 
 
❄ Christmas Eve Service at Stanford ❄ 
 
♪ 2016 年 12 月 24 日（土）午後 8 時 

Stanford Memorial Church 

450 Serra Mall, Stanford, CA 94305 
 
詳細はこちら︓ 

http://events.stanford.edu/events/620/62025/ 

 

 
 
 
 
 
♪ 2017 年 1 月 21 日（土）午後 6 時 

Mountain View Japanese Seventh-day 

Adventist Church 

195 N Rengstorff Ave., Mountain View 
 

SF フォレスト・クワイア、 

Harmony'84 が参加。 

コンサートの後は、インターナシ

ョナル・フードバザーが⾏われま

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

サンフランシスコ・フォレスト・クワイア 
SF 公⽴図書館 Western Addition Branch

ホリデーコンサート 

コーラル・コスモ 
Prince of Peace Lutheran Church 

クリスマスコンサート 

The Choral Project コンサート コーラル・コスモ 
Aldersgate 日曜礼拝 

SF Symphony Chorus 
メサイヤ 

サンフランシスコ・フォレスト・クワイア 
SDA インターナショナルナイト 

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・クワイア 

ホリデーコンサート 

サンフランシスコ・フォレスト・クワイア 
SDA ホリデーコンサート 
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♪ 2017 年 2 月 15 日（水）午後 7 時 

Cathedral Basilica of St. Joseph 
80 S.Market St., San Jose  

♪ 2017 年 2 月 18 日（土）午後 4 時 
Peace United Church of Christ 
900 High St., Santa Cruz 
 

 

 

 
 

♪ 2017 年 3 月 4 日（土）午後 7 時 
Prince of Peace Lutheran Church 

12770 Saratoga Ave., Saratoga 

 

 

 

 
 
♪ 2017 年 5 月 13 日（土）午後 6 時半 

Prince of Peace Lutheran Church 
12770 Saratoga Ave., Saratoga 

 
【出演】香川恵子（ソプラノ）、松本裕子（ソプラノ） 

芦屋真由美（YAMAHA Stagea Electone） 
大石和子（ピアノ） 
ゲストシンガー︓Michael Taylor 

【チケット】 $20 ($25 at the door) 
For info or tickets: www.communityopera.com 
Call:(408) 250-3004 
E-mail:theoperabutterfly@gmail.com 
Mail ticket order to: Sopianos P.O.Box 54141 
San Jose, CA 95154 
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♪編集後記♪ 

 
先日、友人が SFFC さんに入ったというニュースを聞きました。
入会のきっかけは、ベイスポに掲載された団員募集記事で
した。⽇本では学⽣のころから⼥声合唱団で歌っていた彼

⼥、渡⽶後、本格的な合唱をする機会はありませんでした

が、「2013年のチャリティーコンサートの時、SFFC さんの曲
のレパートリーに親しみを感じ、印象に残っていたけれど、し
ばらくは忘れていた。最近引越し、生活環境も変わって活
動的になり始め、ちょうどその頃、ベイスポの広告を目にし、
門をたたいた。」とのこと。 
「SFFCさんのコーラスに感動したから︖」と、⼊会のきっかけ
を尋ねながら、実は私、「連盟だより第 43 号の、『団員募
集』の美しい写真を⾒て、惹かれた。」 という答えが返ってく
るんじゃあないか、と期待して、胸はドキドキときめいていた
のでした。（連盟だよりがお役に⽴てたかも、と、ちょっぴり

期待したのです。） 
 
以前、コンサートのプログラムに、『どうしてこのコンサートのこ

とを知りましたか︖』という質問を含めたアンケート⽤紙が⼊

っていたことがありますが、口コミ、コミュニティー紙の宣伝、ポ

スターなど、どれも地道に続けていって、活動を知ってもらう

ことが、歌うお仲間を得る第一歩なのでしょうね。ちなみに

私の⼊会のきっかけは、「コンサート聴きに来て︕」、と友達

から手渡された一枚のフライヤーでした。コンサートは聴きに

⾏けませんでしたが、どんな歌を歌っているのかということや、

連絡先が分かりました。 
 

 
連盟だより第 44 号も無事発⾏することができました。ご協
⼒ありがとうございました。 
次号、第 45 号は、2017年 2 月 1⽇発⾏予定です。 
 
葉を揺らす風の⾳で目を覚まし、⾬⾳も︖と、闇の中で⽿

を澄ます夜がたびたび。⾬がよく降り、緑が⽣き返った 11
月でした。さて、雨雲が晴れ、ぽかぽかと陽だまりが気持ち
の良い、編集が終わった今、⼼に思い浮かぶ歌は、"四つ
葉のクローバ"。四つ葉のクローバと聞いて、『夢とか希望と
か絆とか愛をこの僕らが失ってしまわないように』と歌う方は
槇原世代、『あなたが摘んでくれた四葉のクローバ』と初恋

の思い出を歌う方はかまやつひろし（ムッシュかまやつ）世
代、『うららに照る日かげに百千（ももち）の花ほおえむ』
（吉丸一昌訳詞、R.E.Reuter 作曲）を歌う方は、二
葉あき⼦世代。⼆葉世代に育てられた、かまやつ〜槇原

世代の私。今はもちろん、・・・『希望（Hope)、信仰（信
頼︓Faith）、愛情（Love)、幸福（さち︓Good 
luck)、求めよとく（早く）その葉 求めればあなたも⾒つ
けることができる』と、"Four-Leaf Clover"を歌う。 

 

 

 

 

 

 

The Choral Project コンサート 
Street requiem::With Frederica von Stade

Sopianos.com ＆ Silicon Valley 

Community Opera Presents 

Sisters 姉妹 and Friends Concert USA

コーラル・コスモ 
The 19th Season Annual Concert 

 連盟だより 第 44 号 
  発⾏︓2016年 12 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 


