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ボードからこんにちは 
 

第二回国際合唱祭を成功させよう 

 

2017 年 11 月 5 日日曜日、第二回国際合唱祭

（International Choral Festival）を開催します。 

⼆年前の興奮をもう⼀度︕ 

今回は連盟加入団体に加えて 4、5 団体を招き、最大 9

団体での実施を目指し、現在、様々な国・文化の団体に

声掛けしています。 

合同曲の指揮者は、スタンフォード大学 Chamber コーラ

スとシンフォニックコーラスのディレクター、サノ先生にお願い

する予定です。⼆年前は‟America the Beautiful“を

全員で合唱しましたが、今回の曲は現在検討中です。会

場は、College of San Mateoを今回も借りられる予定。

司会は⼆年前と同様、マイク井上さんにお願いします。情

熱と愛とユーモア一杯の司会で、今回も楽しみですね。 
 

⾳楽を通じて⼼に絆を︕ ボードメンバーはボランティアで

企画運営しています。合唱際の成功に向けて各団体の皆

様の継続協⼒が不可⽋です。引き続きサポートをよろしく

お願いします。いつもありがとうございます︕ 

共同実⾏委員⻑ 森 知久、近江真由美 
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よろしくお願いします。 

 
3 月 26 日、ボードミーティングにて 

2015年 11 月 1 日、第一回国際合唱祭より   写真提供︓Ken Liu（Bo-Ai Choir） 

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

5 月 26⽇（⾦曜⽇）

午後 7時〜    
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♪ 略 歴 

⻑野県の諏訪湖畔で⽣まれ、３歳の時⽗の転勤

で八ヶ岳の麓、茅野市に移る。家から徒歩で 10 分

内にあった小学校、中学校、高校を卒業し、上京。  

東洋英和⼥学院卒業後、都下の町田市で幼稚園教師

を務め、渡米、結婚。主人の任地シアトル、アラメダに住ん

だ後、サンフランシスコに移り、公⽴クラレンドン⼩学校で６

年間⽇本語教師を務め、パイン教会 ABC プリスクールで

デイレクターとして 12 年間働き、孫の出産⼿伝いの為引

退、サンタモニカに半年住んだ後、2009 年１⽉にサンフラ

ンシスコ・フォレスト・クワイアに加入する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

♪ ⺟と⽗に導かれ 

私は兄３⼈の後、⺟の念願が叶って⼥の⼦として⽣まれ、

⼀⼈娘の末っ⼦として育ちました。⺟の理想としていた優し

くて、可愛い⼥の⼦とは裏腹に、兄や彼の友達と釘さし、

めんこ、木登り等に夢中でした。ある冬の午後、一番上の

兄が⿃の巣をつけている⽊の⾼い所から落ち、頭蓋骨が

割れ５分の違いで一命をとりとめました。 

⼼臓が悪かった⺟は、その病気に加え、兄の⼤怪我が重な

り倒れて、暫く病の床についていましたが 42 歳で亡くなりまし

た。⺟の期待に背き⾃由奔放に振舞っていた私には、⺟の

死は残酷そのものでした。声をかけても返事をしない、体を

揺すっても目を覚ましてくれない『死』に向き合って初めて自

分が⺟の思いに⼀つも応えていなかったことを深く後悔し、こ

れからは残された⽗、兄、⼈々を⼤切にし、命がある限りは

どんな状況におかれても、前に進める『内に秘めた⼒』がある

ことを自覚し、精神的な強さが与えられました。 

⺟の亡き後、⽗の『⼈に仕える⽣き⽅』の⽅針が、頭上を⾏

き交う会話の中から感じられました。大学受験勉強を始めよ

うとしていた頃、叔父夫婦が病気の為、手助けを求めている

ことを知り、「私が叔⽗夫婦の⼿助けに⾏きましょう。」と⽗に

申し出ました。父は「自分で決めたことに自分で責任を持ち

なさい」と高校卒業後、私を東京に送り出してくれました。 

1 年後、叔⽗夫婦はまだ⼿助けが必要ということで、もう⼀

年残ることを約束しました。これを知った兄たちは猛反対で、

一番上の兄が、遠方から、私に進学するよう説得に来ました。

「もう約束したから」と、兄の⾔葉を返しました。兄は次の弟に

「お前が説得に⾏け!」と言いつけ、次の兄が私を都内の名

曲喫茶店に呼び出し、「お前は⾺⿅だ〜」とあの手この手で

説得にかかりました。「約束したから」という理由で応じなかっ

た私に、「お前のお⺟さんは⼦供達が皆⼤学に⾏って学ぶこ

とを願っていたんだよ」と。この一言で、私の気持ちは一変し、

すぐ入学手続きをして東洋英和に入りました。 

あなたのお隣さんをインタビュー File No.32

（サンフランシスコ・フォレスト・クワイア）

⼋ヶ岳の⾒える故郷 

 
昭和時代の典型的な⼥性と

言われていました。 

⻑野県の諏訪湖畔で⽣まれる。 

男の子3⼈の後、⺟の念願が叶

って⼥の⼦として⽣まれましたが、

⺟の理想としていた『優しくて、可

愛い⼥の⼦』とは裏腹に、兄や

彼の友達と釘さし、めんこ、木登

り等に夢中でした。 

私の人生は、幻の山登りを続け

ているよう。山登りを続けていきた

いと思っています。 

 
日本語教師研修会（サンタバーバラにて） 
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♪ 渡米のきっかけは、 

東洋英和⼥学院卒業後、都下原町田の教会幼稚園で

働き、そこでアメリカ留学前の花岡に出会い婚約。その後

渡米し、ニューヨークで結婚しました。 
 

♪ 音楽、コーラスとのかかわり 

サンフランシスコの ABC プリスクールで働いている時、毎週

木曜日、階上の礼拝堂から天使のような歌声が響いてい

るのを⽿にしていました。引退後、幻の歌の様⼦を⾒に⾏

きました。その時は特に歌いたいという気持ちではなく、どの

ように歌っているのかと軽い気持ちで⾒学に⾏ったのですが、

気が付いた時にはサンフランシスコ・フォレスト・クワイアに引

き込まれていました。 

初めて参加したコーラスグループの新年会で、「⾳楽との出

会いは︖」と聞かれ、東洋英和で⼤中寅⼆先⽣に⾳楽を

習っていたことを思い出すと同時に、大中先生からお手紙

をいただいたのによく読まず、しまい込んでいたことを思い出

しました。早速⼿紙を読み直してみましたら「綾⼦さん もう

全く失礼してしまって申し訳ありません。まるで⼀年間あな

たの手紙を温めて過ごしてしまったようで、そのくせあのお手 

紙を頂いた時は全く嬉しかった

んでしたのに。あなたの事は云

ってみれば忘れられない事で、

今でもあなたが私の時間に小

さい笛を作って吹いて下さった

事、あれは妙な程嬉しくて今
でもあの時私がとても褒めた

事は私自身は少しも忘れては

いません。あの頃私があなたに

手紙を出しはしませんでした

か︖———勝手の事を云い 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ますけど又手紙を下さいーー」と書いてあるではありません

か︕ 
 

英和を卒業して間もない時、大中先生より「あなたの結婚式

に僕がオルガンを弾いてあげますよ。」とのお手紙をいただきま

した。私の結婚式には大中先生にオルガンを弾いていただけ

る︕とその⽇の来るのを夢みていました。でも花岡に出会い

渡米することになり、夢は叶いませんでした。結婚して約 10

年後くらい経った頃、購読していた『婦⼈の友』に⼤中先⽣

の写真⼊り記事が出ており懐かしく思いお便りしました。 

全くお返事は期待していませんでしたのに上記のようなお手

紙をいただき、何故か先生にお手数をかけたことを申し訳な

く思い、よく読まずにしまい込んで返事も出しませんでした。

ですからお手紙を読み直した時、先生が学生だった私に

「僕からオルガン習わない︖」と２回ほど誘って下さったこと

など思い出され、先生の思いやりに一つも応えなかった自

分を責め、身につまされすぐ奥様に連絡し、主人と大中先

⽣の御墓参りに⾏ってきました。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

先生のお手紙にありまし小さな笛は、担任でブラスバンドの

指導者だった藤森一男先生が作って下さったものです。 

⾼校２年⽣の時ブラスバンドが結成され申し込んだのです

が、「⼥はダメ、書記をしろ」と言われ、記録を取っていました。

大中先生からの手紙 

ギス先生が箒の柄で作ってくださった横笛 

婚約時代 

結婚式をした主人の大学 

大中先生
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そうこうするうちにピッコロを渡され、『星条旗よ永遠なれ』の

ピッコロのソロのパートも吹けるようになり、アルトサックスも吹

くようになりました。⾼校を卒業して間もない頃、後輩が「綾

ちゃやあー、ギス（先⽣の渾名）が綾ちゃのために気狂い

みたいにホウキの柄で横笛を作ってるぜ〜」と電話をしてきま

した。帰省した時、ギス先⽣から⼒作の横笛をいただき、⼤

中先生の作曲の宿題にその笛を使って発表したわけです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

さて、ABC スクールで働いている時、中国で育った保護者

のお⺟さんから次のような話を聞きました。 

『1970 年から 1978 年の８年間、⽂化⼤⾰命のせいで、

家にあったものが全部没収された後、私と家族は一緒に

深い⼭の中にある⼯場に⾏かされた。８年間貧乏のどん

底の生活を強いられた。いつもお腹をすかせていた。周りの

農⺠たちの畑に⾏って野菜や⼤根を取って⾷べた。⼭にあ

る野生の果物や、草の根や、山菜や、とにかく食べられるも

のは全部知っていた。何やらを炒めた後、決して鍋を洗わ

なかった。御湯とお醤油を入れて、ねぎを加えてスープにし

た。栄養不⾜で肺結核になって、その治療の注射の副作

⽤で聴⼒をやられた。 

もっと大変なのは学校がなかった。あちこち探して本を一冊

⼿に⼊れた。それは魯迅の⼩説だった。魯迅の⼩説は⼤

人にも難しいが、ほかに本はなかったため、意味がわからな

かったにもかかわらず、私はこの魯迅の⼩説を全部暗記す

るようになった。 

ちなみにその田舎にいったとき私は７歳から 15 歳の間だっ

た。その頃きれいな音楽が聞こえていて心から慰められてい

た。後でそれが日本人の作った「椰子の実」だと知ったーー

ー』と。 

大中先生の椰子の実が遠い中国で苦しんでいる人々を

慰めていたのを知り、大中寅二⽒を彼⼥と共有できたよう

な気がして大変嬉しかったのを覚えています。 

♪ 合唱経験で最高の思い出 

フォレストクワイヤー創⽴10周年コンサートです。このコンサ

ートの為、るり子先生の一曲一曲を情熱を込めて磨き上

げ、最高の域にまでメンバーを引き上げていかれたその姿勢

に心を打たれました。メンバーも積極的に懸命に練習に励

み、その姿に感⼼し、⾃分も不可能と思えた曲をなんとか

歌えたことに心底から嬉しく思いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

♪ 愛読書、映画 

リルケの『若き詩⼈への⼿紙』は、私の

内部にある密かな琴線に触れ、励ましと

内なる眼を開かせてくれる手元に置いて

おきたい本ですね。 

ダーウィンの『人類の起源』は、自然界の事が詳しく書いて

あり、読んでいてぞくぞくします。 

ミュージカル『レミゼラブル』は、歌詞がメロディーによって、よ

り深く心の中に刻まれ、感動しました。 

映画『ドクトルジバゴ』は、挿入曲「ラーラのテーマ」が、その

時代の社会環境（ロシア革命の混乱期）に置かれたジ
バゴの愛、苦悩などを、その身になって共感しているように

奏でられているようで、印象に残る好きな映画です。 

 
ギス先生の手書きの楽譜「星条旗よ永遠なれ」 SFFC10周年記念コンサート参加者⼀同 

間 寛平さんを迎えて 
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♪ 趣味 

1991年から Daly City に住み始め、林檎、梨、柿、プラ

ム、葡萄、杏、チェリー、kiwi、オリーブ、レモン、ライム、柚

子、梅、無花果、ブルーベリー、苺、などを育てています。寒

さの為まだ実らないものがありますが、気⻑に待っています。

松、笹、桜、木蓮、椿、紫陽花、都忘れ、シクラメン、河

原撫⼦、梔、沈丁花、菫、てっせん、百合、カーネーション、

野菜はジャガイモ、ねぎ、三つ葉、芹、よもぎ、蕗、わらび、

⻄洋わさび、茗荷などです。今試しているのは、わさびです。

これらは狭い庭に雑然と並んでいて飽和状態ですので、ご

希望の方にはお分けしています。 
 

♪ 人生の信条、生き方 

私は 16歳の時から自主的に日記をつけています。 

最初のページに、 

目的︓ １．⾃分を反省すること、２．思い出として 

３．毎日きちんとした生活ができるように  

４．⽂を書く⼒を養う、５．字の練習として 

規則︓毎⽇⽋かさずつけること、なるべく⻑く書くこと 

と書いてあります。 

私の人生は、幻の山登りを続けているようです。小中高等

学校時代は無邪気に遊び、東洋英和時代は寮⽣活も含

め楽しい思い出を残し、私の子供が小さい時は共に遊び、

⽇々の⽣活に嵐が来た時には⿊雲の彼⽅に光を⾒出し、

視野を広め、今日もスバラシイ日だったと。 

いよいよ⼭の頂に近付き沢⼭のことが⾒えてきました。これか

らも 20 年近く関わってきた Coalition of Concerned 

Medical Professionals（低所得者のための医療サーヴィ
ス＝無料で治療して下さる医師に低所得者、おもに東南ア

ジア、メキシコからの移⺠をお連れし、治療の記録を取る）の

ボランテアを続け、また娘の属している LGBTQのサポートをし

ながら、フォレストクワイヤーで、歌わせていただき、今日もスバ
ラシイ⽇だった︕と⼭登りを続けていきたいと願っています。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

桜の季節で すね 。べエ リ ア の あ ち こ ち で 、 Cherry 
Blossom Festival が開催されています。気持のよい光の

中、ぶらっとお祭りに出かけてみませんか︖友達が参加する

パフォーマンスをいくつか紹介します。 
 
✿クパチーノの桜祭り 

4月 29 日、30 日 午前 10時〜午後 5時 

♪サンノゼWesley UMC Ukulele Band︓ 

4月 29 日、12 時ー12 時半頃 

the Quinlan Community Center 

✿サンフランシスコ日本町桜祭り（50周年） 

4月８日、９日、15日、16日 

♪歌謡パレード︓時間︓未定、場所︓Kabukiシアター 

♪阿波っ⼦連︓4月16日、午後３時半、ピースプラザ 

♪サンノゼWesley UMC Ukulele Band 
 

✿サンノゼ日本町日系祭り（第 40 回） 

♪４月 23 日（日） 
 
＊桜祭りでの、コラール・メイ、アンサンブル四季、SFFC、か

けはしによる合唱のコンサートは、８ページの「関連団体コ

ンサート案内」に掲載しています。＊ 

 
⾚い靴はいてた⼥の⼦像と（横浜）

 
窓から⾒た裏庭 

私の家族 
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今年もあっという間に四半期が過ぎ、桜の季節ですね。コラ

ール・メイは創設メンバーである二川さんと、花岡さん、甲

川さんが「お休み」（私たちとしては、コンサートなどのイベン

トへはいつでもご参加いただきたい願いから、こう考えること

にしています）に入り、3 人の新しいメンバー（11 月に堤

さん、2 月に中元さんと野崎さん）をお迎えしました。 
 

僭越ながらこの 1 ⽉から団⻑の役を仰せつかり、メンバーの

数、多様性を増すためにどんなことが必要か、三浦先生、先

輩メンバーの方達のアドバイスやサポートをいただきながら少

しずつですが色々試みています。私たちは何故コラール・メイ

で歌うのか。難しく考える必要はありませんが、健康のために

楽しく歌いたい⽅から、多様な年齢層のメンバーと共通の趣

味を通じて懇意になれる楽しさ、また本格的に音楽を追求し

たい人など始めた動機や続けるモチベーションは人それぞれで

す。この多様さを包容し、それでも私たちは「こういう気持ちで

参加している」という共有できるビジョンを作れないかという話

になり、下記のミッションステートメントを作りました。 
 

私たちコラール・メイはすべての聴衆と一心同体にな

って歌を楽しみ、 

日本の⼼を愛で、次の世代に受け継いで⾏きます。 

Choral May celebrates the joy of singing 

with all audiences, 

and aims to pass on Japanese aesthetics 

to future generations. 
 

堅苦しいものではなく、私たちが歌う曲や参加する⾏事に

迷ったときのガイドラインとして、また新しいメンバーをお誘い

するときに、「いいですね」と言ってもらえる共感ポイントとして

コミュニケーションのツールにしていきたいと思っています。 
 

さて、私はと言われると、仲間ができる楽しみはもちろんのこ

と、歌うことで心身のバランスを保てているような気がします。

「今日は疲れたなあ、足が重いなあ」、と思う日こそ、1 日の

終わりに 2 時間リハーサルをすると家に帰る頃にはすっかり

元気になっていることが多いのです。理由の⼀つは『呼吸と

姿勢』でしょうか。仕事で受けているコーチングでも、気分が

優れず疲労感がたまりネガティブな思考になっている時は多

分に呼吸が浅くなっていると指摘されます。促されてゆっくり

とした複式呼吸をして肩を開き背筋を伸ばして、自分が今

日何ができたのかを考えてみると気分が変わってエネルギー

を感じるようになってきます。もうひとつは、ハーモニーを作る

ために他の人の声をしっかり聴くのはもちろんのこと、「自分

の声」にも耳をすますことによって気持ちが穏やかに鎮まって

くる、ということです。これは、『なかなか寝てくれない赤ん坊

に辛抱強く子守唄を歌うと子供が寝てくれた。しかもこれは

歌が⼼地良くて寝たというよりは抱っこしている⾃分のイライ

ラが鎮まったから子供が安心して寝たのではないか』という

気づきがあって以来、私が持ち続けている仮説です。なぎ

のように鎮まっていく自分の気持ちにフォーカスすると子供が

面白いように寝てくれるようになりました。 
 

みなさんにとって、歌がくれるものは何ですか︖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コラール・メイは、基本的に、毎月第 2、第 4 火曜日（木

曜⽇に変更されることもある）、午後 7時〜午後 9時まで、

サンフランシスコジャパンタウンにある JCCCNC １F Hallで

練習しています。  JCCCNC︓1840 Sutter St., SF 

 

コーラル・コスモは、毎週水曜日、午後 7 時半から午後 9

時半まで、Aldersgate United Methodist Church, 

Palo Alto（4243 Manuela Ave., Palo Alto, CA 

94306）で練習しています。 

アンサンブル四季は、基本的に、毎月第1、第3（第5）

火曜日、午後 7 時〜午後 9 時まで、サンフランシスコジャ

パンタウンの JCCCNC で練習しています。 

JCCCNC︓1840 Sutter St., SF 
 

サンフランシス・コフォレスト・クワイアは、毎週木曜午前 9

時 55分から 12 時半まで、サンフランシスコのパイン合同メ

ソジスト教会 (426 33rd Ave between Clement 

and Geary, SF)で練習しています。 

歌と心身のバランス    佐野 慎（コラール・メイ） 

2016年 12 月 11 日、ホリデーコンサートより 
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Presentation(表現)について 
 

コーラル・コスモの年に⼀度に定期演奏会（３⽉４⽇、⼟

曜日）には、いつもながらたくさんのお客様に来ていただき

ました。⼥性達が柄物の⽻織を着て、お琴の演奏部分も

ある『荒城の月』に始まり、後半は原色のピンクや赤や紫な

どカツラで色を添え、タップダンスのはいった曲（‟Tea for 

Two”）や、カラフルな布をまとって Bollywood Dance を

踊る‟Jay Ho“もあり、⾒て楽しめる要素がさらに増えまし

た。教会の都合で直前にレセプション会場の場所が変わっ

て狭い部屋になってしまいましたが、それでもお客様にはコン

サート、レセプション共に十分に楽しんでいただけたと思いま

す。演奏会はだんだん華やかになってきて、レセプションでは

Community の輪がさらに広がっていくのを感じました。何

とな く 、年に⼀度のお祭りのよ うな雰囲気です 。

Community Chorus は歌いたい人は誰でも参加できる

し、最初は楽譜が読めなくても音が取れなくても、練習して

いるうちにだんだん歌えるようになっていきます。Welcome 

everyone! Happy singing & dancing!! 
 
さて、TCP（The Choral Project）のような Business 

Chorus では、演劇でもオペラでもない合唱団の演奏会に

なぜお客様が来てくださるのでしょうか。⿊いユニフォームを

着て楽譜を持って歌っているだけなのに。それならば CD や

iTunes などで曲を聴けばいいですよね。中には手拍子や

簡単な振り付けのある歌もありますが。しかし TCP のクリス

マスコンサートは、同じプログラムを２か所で歌って会場はど

ちらもほぼ満席になっていました。その他にも偶数月にそれ

ぞれのテーマでもって複数の場所でコンサートをするのです

が、毎回結構たくさんのお客様がわざわざチケットを買って

聴きに（⾒に）来られます。Community Chorusのよう

なレセプション＊) もしないのに。 
＊) ただし TCP シーズンの一番最後、６月の Santa 

Cruz のコンサートの後にだけ簡単なレセプションがあります。

会場になっている教会側が主催してスナックやお菓子、飲

み物を準備してくれます。 
 
私がまだコーラル・コスモだけで歌っていた頃のことです。広い

会場を使い⼊場料を取る合唱団とは、われわれと何が違う

のだろうと思いチケットを買って TCP のコンサートに⾏ってみ

ました。そして初めて、合唱とは人間の声の重なりだけなの

にこんなに⾒事にまとまって美しく響くものなのかと、とても感

動しました。透明感のある高音のソプラノと、それを支えるハ

ーモニーの流れの美しさ、男声コーラスも声を張り上げたり

せずにとても自然でした。‟Silent Night“は、星が輝く静か

な夜の静寂の中で眠りにつくような、本当にSilentにすーっ

と引いていくような感じ。さらに Singers ひとりひとりがしっか

り表情豊かに歌っていて、さすが有料だけのことはあると納

得もしました。あれから３年経ち、その後、私⾃⾝があの

Singers の一員となっていろいろ学んでいくうちに、次第に

自分の中でコーラスとはどういうものかわかってきたように感じ

ます。 

１．当たり前のことですが、歌はメロディーに⾔葉がのってい

ます。まず歌詞があり、その⾔葉の意味を豊かに表現する

ために音楽にして聴く者へメッセージを伝えています。たとえ

知らない外国語でも美しいハーモニーと重なって⾔葉の背

景が感じられるように、意味を思い浮かべながら歌えるよう、

英訳か和訳の詞を楽譜の空白に書き込んでおくこと。これ

はとても大事だと思います。 

２．Singers の表情も⼤切な要素です。元気で楽しい

曲は楽しそうに明るい表情で、悲しみを歌う曲は悲痛な面

持ちで、心の癒しになるような曲や子守り歌などはにこやか

に優しい顔で。無表情で歌っていては伝わりません。歌い

手の表情から伝わるものは大きいのです。 

３．たとえ楽譜を持って歌っていても９割は暗譜しているこ

と。そして出来る限り楽譜から顔を上げて歌うこと。お客様

からみて歌い⼿の顔がしっかり⾒えるように。特に出だしと終

わり、ピアノの間奏の部分などは楽譜を⾒ない。 

あとは⾔うまでもなく⾳程とリズムは正確に、⾔葉の子音や

語尾をきちんと入れること。 
 
余談ですが TCPのコーラス曲の中には、⾔葉がほとんどなく、

ハミングの途中にささやきや掛け声、悲鳴その他が入ったり、

五線譜でなくて音のイメージを絵に描いたような「楽譜」もあ

ります。上手く言えませんがピカソの芸術作品を音楽にした

ような曲、というか合唱で構成された音のアート。いったいこ

れが楽譜なの︖とはじめは目を疑いました。それと⽐べれば、

五線譜に書かれた普通の楽譜のほうがよっぽど楽ですよ。

歌になっていますから。 
 
あとは舞台裏での準備としてステージ⽤のお化粧とか⾐

装とかTCPでのエピソードも紹介しようと思いましたが、そ

れらは次回にします。 

Community Chorus と Business Chorus（その 7）  福井良⼦ 

     （コーラル・コスモ）
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♪ 2017 年４⽉ 7 ⽇（⾦） 午後 8 時 

Davies Symphony Hall 

201 Van Ness Ave., SF, CA 94102 
 

【出演】 SF フォレスト・クワイアの三浦るりこさん、上田牧

子さんが出演します。 

 
 
 
 
♪ 2017 年４⽉８⽇（⼟）午後３時ー４時半 

セコイア・サンフランシスコ 

1400 Geary Blvd., San Francisco 
 

【出演】 サンフランシスコ・フォレスト・クワイアが桜祭りのコン

サートに出演します。 
 
 

 

 

♪ 2017 年４⽉ 15 日（土）午後３時半から 

JCCCNC 

1840 Sutter St., San Francisco, CA 94115 
 

【出演】コラール・メイ、アンサンブル四季が出演。 

コラール・メイは、荒城の月 、琵琶湖周航の歌、The 

Coast of High Barbary、 知床旅情、サンタルチア、海 

その愛、四季は、さくら、Tomorrow、若者たち、サリマライ

ズ、合同で、花、花は咲く、ふるさとを演奏予定。 
 
 

 

 

♪ 2017 年４⽉ 29 日（土） 
午後 4 時 15 分時から 4 時 45 分頃 

The Quinlan Community Center 

10185 N Stelling Rd, Cupertino, CA 95014 
 

【出演】⻑岡さんが所属する「かけはし」が出演します。 

 

 

 

 

 
  
 
♪ 2017 年 5 月 4 日、5 日、6 日 午後 8 時 

Davies Symphony Hall 
201 Van Ness Ave., SF, CA 94102  

 

 

 

 

♪ 2017 年 4 月 22 日（土）午後 8 時 

Mission Santa Clara de Asis 
500 El Camino Real, Santa Clara  

♪ 2017 年 4 月 23 日（日）午後 5 時 

Beatnik Studios 
723 S Street, Sacramento, CA 95811 

http://www.choralproject.org/categories/art-of-sound/ 
      
 
 
♪ 2017 年 5 月 7 日（日）午後 7ー8 時 

Palo Alto Art Center Auditorium 
1313 Newell Road, Palo Alto 

【出演】 Choral Cosmo の香川恵子さん（ソプラノ） 
大石和子さん（ピアノ）、Choral Cosmo 
Silicon Valley Community Opera Singers 
 
 

 

 

 
  
♪ 2017 年 5 月 13 日（土）午後 6 時半 

Prince of Peace Lutheran Church 
12770 Saratoga Ave., Saratoga 

【出演】コーラル・コスモの香川恵子さん姉妹によるコンサート。 
香川恵子（ソプラノ）、松本裕子（ソプラノ） 
芦谷真由美（YAMAHA Stagea Electone） 
大石和子（ピアノ） 
ゲストシンガー︓Michael Taylor（バリトン） 

【チケット】 $20 ($25 at the door) 
詳細 ＆ ticket： www.communityopera.com 
(408) 250-3004 theoperabutterfly@gmail.com 
Sopianos P.O.Box 54141 San Jose, CA 95154 

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

Sopianos.com ＆ Silicon Valley 

Community Opera Presents 

Sisters 姉妹 and Friends Concert USA

Fortnightly Music Club 演奏会 

サンフランシスコ日本町桜まつり 

The Choral Project コンサート 
Voice of Hope:A Choral Collaboration

SF Symphony Chorus 
カルミナ・ブラーナ 

SF Symphony Chorus 
ベルリオーズ・レクイエム 

クパチーノ桜まつり 

サンフランシスコ日本町桜まつり 
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♪ 2017 年 6 月 9 ⽇（⾦）午後 8 時 

Congregational Church of San Mateo 
225 Tilton Ave., San Mateo, CA 94401  

♪ 2017 年 6 月 10 日（土）午後 8 時 
Mission Santa Clara de Asis 
500 El Camino Real, Santa Clara  

♪ 2017 年 6 月 11 日（日）午後 5 時 
Peace United Church of Christ 
900 High Street, Santa Cruz, CA 95060 

詳細︓ 
http://www.choralproject.org/categories/earthsongs/ 
今回、⾦曜⽇は Palo Alto のかわりに San Mateo での
コンサートです。 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
♪ 2017 年 6 月 11 日（日）午後 3 時 

キリスト合同⻑⽼教会（サンフランシスコ） 
1700 Sutter St., SF, CA 94115 

 
                                

♥ 思い出のひとコマ ♥ 
3 月 4 日（土）に開催された、コーラル・コスモの

定期演奏会のひとコマです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

編集後記 

神⼾より連盟だよりをお届けします。近所のソメイヨシノは、

蕾がはちきれそうに膨らんで、‟♪〜早よ咲きたいと〜“競争
状態です。日向の一番咲きが、花びらを広げようとしていま
す。全開でないのは、なんだか遠慮しているかのよう。カリフォ
ルニアの桜は早いですが、楽しまれましたでしょうか︖  
次号 47 号は、6 月 1⽇発⾏の予定です。活動
報告やエッセイ、写真など、ご寄稿をよろしくお願い
します。 皆様のご協⼒に感謝しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Choral Project コンサート 
Earthsongs シリーズ 

SF フォレスト・クワイア、アンサンブル四季

コラール・メイ 夏の合同コンサート 
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 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 

いつもながらバラエティ

ーに富んだプログラム

構成で、Bollywood 

Dance あり、タップダ

ンスあり、衣装にも趣

向を凝らし、来てくださ

ったお客様も、もちろ

ん団員も、レセプショ

ンが終わるまで、いい

時間を楽しく過ごしま

した。
5 月 13 日（土）は、香川恵子さんの‟Sisters 姉妹 and Friends Concert USA “。恵子さんのお姉さまの松本裕
子さん（ソプラノ）との‟姉妹コンサート”です。 日本で 2002 年から続いているコンサート・シリーズですが、アメリカ⼤陸で
の初公演︕︕です。（⽇時、場所、お問い合わせ先は P.８の「関連団体コンサート案内」に掲載。） 
「さくら」、「浜辺の歌」、「お六娘」、北原⽩秋、⼭⽥耕筰、⽇本歌曲、「舞」六代目菊五郎の娘道成寺に寄せて、オペ

ラ、Mozart、Strauss、Mendelssohn などなど、たっぷりのプログラムを予定しています。 


