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特 集 ：「第九」アジア初演 100 周年記念 第 37 回ベートーヴェン「第九」交響曲演奏会 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大正 7年 6 月 1 日に、鳴門市板東の俘虜収容所におい

て、ドイツ兵によって、日本で初めて、アジアでも初めて、

「第九」が演奏されました。鳴門市では、6 月の第 1 日曜

日を「第九の日」と定め、「第九」を歌い続けています。初

演から 100周年となる今年、6 月 1 日には「よみがえる第

九」演奏会が鳴門市ドイツ館前にて、6 月 2 日、3 日の 2

日間にわたって「第九」アジア初演 100周年記念 第 37

回ベートーヴェン「第九」交響曲演奏会が鳴門市文化会

館にて開催されました。 

100周年を迎えた 2018年、海外からは、アメリカ３団体

とドイツ、中国からも合唱団が参加しました。アメリカの 3 団

体は、2010 年より参加されている L.A. Daiku（26

名）と、ニューヨーク第九シンガーズ（7 名）と、北カリフォ

ルニア第九（８名）でした。（上田） 
 

参加された方々からは体験記が次々に寄せられました。今

回、第九演奏旅⾏記の特集を組み、皆様に感動をお届

けいたします。 
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◉６月１日 

今⽇から鳴門だ。北加⽇本合唱連

盟を⺟体にして北カリフォルニア第九

を結成してから半年。いよいよこの⽇

がやって来た。個人的にはかなり練

習不⾜の状態での参加だが、鳴門

での 3 日間、どんな体験ができるか

ワクワクしながら鳴門入りする。 
 

⾶⾏機の関係で１時間遅れて鳴門阿波おどり空港へ到

着し、ホテルの送迎バスで鳴門駅の集合場所に直⾏した。

これから鳴門市ドイツ館にて講演会が予定されている。題

して「ベートーヴェン交響曲第９番作品 125 に関する考

察」。 ドイツにあるベートーベンハウスの学芸員であるベアー

テ・アンゲリカ・クラウス博士による公演だ。 公演内容はか

なり興味深いものだった。 1817年にベートーベンの元にロ

ンドンフィルハーモニックから作曲の依頼が届き、1823 年か

ら 1824 年にかけてベートーベンは最初の⾃筆譜を書き、

その後５つの総譜を書き合計６つのスコアがあるらしい。 

楽譜を綺麗に写す作業をする写譜者と喧嘩をし、写譜の

途中で中断されてしまった総譜もあるようだが、1826 年に

ようやく楽譜を出版。 その後も修正版を出版社に送るなど

ベートーベンが 1827 年の３⽉に亡くなる直前まで第九に

取り組んでいたそうだ。 当初ロンドンのフィルハーモニーがベ

ートーベンに作曲を依頼した時は、ドイツ語でそれもまさか

合唱付きになるとは予想していなかったそうだ。 当時イギリ

スではイタリア語か英語で歌われることが一般だったため、

急遽第九の歌詞のドイツ語をイタリア語と英語に翻訳し、

ソリストと合唱団を探し、予定していなかった出費を強いら

れたそうだ。 

楽譜に６種類のスコアがあると書いたが、その過程では新

しくトロンボーンなどの楽器が足されたり、強弱やメトロモー

ム表記を加えたり、音を書き入れたりした。第一譜のスコア

に合唱を引き⽴たてるために楽器をメゾピアノで演奏すると

指示されている箇所があるが、後に書き直された楽譜には

楽器もフォルテに変更された部分がある。これは最初の楽

譜を演奏した合唱団がそれほど⼒強く歌えなかったため、そ

れを配慮して楽器を弱めに演奏するように指示されたとのこ

とだ。このような説明を聞きながら、曲作りの過程はまるで

生き物のように進化・変化していくものだなと感じられた。ま

た現在演奏される際には、指揮者の解釈によって６つの総

譜から指示を選んで演奏することも普通らしい。今まで第

九を歌っていて、指揮者によってオーケストラが違う音や強

さで演奏しているのを不思議に思っていたのだが、このような

理由があったのだな。 
 

初めて知ったことだが、ベートーベンは無宗教だったらしい。

当時ヨーロッパでのキリスト教の社会的政治的影響は強か

ったと想像できるが、ベートーベンは教会へ⾏かず、第九の

歌詞に出てくる「神」はキリスト教の神ではなく、人類愛の

神として表現したそうだ。そういう点を考えると日本で第九

がこれほどまでに受け⼊れられている理由の⼀つが分かる

気がする。 
 

講演会の後は「よみがえる第九」コンサートが⾏われた。ご

存知かもしれないが、ベートーベンの第九はちょうど 100 年

前に鳴門の坂東俘虜収容所でドイツ人捕虜によって初演

された。当時捕虜は全て男性だったので、第九のソリストも

合唱もすべて男性で演奏されたのだ。その公演を甦られる

ために、今回もすべて男性で（オーケストラには⼥性もいた

が）コンサートが企画された。ロスアンジェルから参加してい

  鳴門第九記念コンサート報告記    上田牧子（サンフランシスコ・フォレスト・クワイア） 
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る LA 第九の指揮者のジェフリー・バーンスタイン⽒と創⽴

者の棚野さんも合唱に参加していた。⼥声パートはほとんど

１オクターブ下で歌われていたようで、なかなかユニークな演

奏だった。野外でのコンサートだったのだが、夜になって急に

冷え込み、寒さに震えながらの鑑賞となった。 
 

◉６月２日 

午前11時より合唱練習開始。LA 第九のジェフリー・バー

ンスタイン氏がリードを取る。今回６月２日・３日の２日

間に分けて演奏が⾏われるが、今⽇の練習は２公演合

同の練習で、総勢約 1200 人の参加だ。大人数での合

唱なので歌の強弱の調節をするのが困難だと想像がつく。

ジェフリーは pp から ff までの強弱の付け方を身振り手振り

で指導してくれた。１時間の練習が終わると用意してあった

お弁当を食べる。お弁当は地元のいくつかの仕出し屋に注

文してあったようで、お弁当によって中身にかなり差があり、

参加者お互いにお弁当を⾒せ合って賑やかに⾷べた。 
 

1 時より開演前のセレモニーが⾏われた。セレモニーでは公

演にあたっての注意事項や各団体の紹介が⾏われ、アメリ

カ３団体とドイツ、中国からの参加者には大きな拍手が送

られた。その後 2 時半よりゲネプロが⾏われ、徳島交響楽

団の演奏に合わせて合唱のある第４楽章のみ演奏した。

指揮者はドイツ人のトーマス・ドーシュ氏。鳴門第九演奏

会には数回指揮者として参加している。なかなか情熱的に

タクトを降る⼈で、本番が楽しみだ。 
 

午後 6 時、いよいよ演奏会が始まる。時間をかけて今日

出演する 600 人以上の合唱団員が壇上に上がる。ぎゅう

ぎゅう詰めにベンチに腰掛けると、まず鳴門市⻑やドイツ連

邦共和国元⼤統領など各⼈の挨拶があり、そして第九の

講演会が⾏われた。演奏の前に講演会があるとは失念し

ていた。ドイツ⼈のクラメス⽒が流暢な⽇本語で約 30分の

話を終える頃には、お尻は痛くなるし背中はガチガチになる

し、これから本当に歌うのだろうかという状態になってしまった。

内容もよく覚えていないが、「日本人は日本語で第九を歌

ってください。」と主張していたことだけ耳に残っている。 やっ

と話が終わり、第一楽章の演奏が始まった。指揮者のドー

シュの指揮はとても楽しく、ダイナミックスだった。丁寧に指示

を送り、本⼈も演奏を楽しんでいる様⼦。途中壇上から落

ちてしまうハプニングもあったが、それもまるで演出の一部だ

ったみたいに自然に感じられた。歌は大人数にしては比較

的まとまっているような印象を受けた。第九の演奏では多く

の人が叫んで歌ってしまうので、自分の歌声が全く聞こえな

くなることがよくあるが、今回は私の周りのアルトではそういう

ことはなく、理性を保って歌うことができたのはよかった。 

公演が終わり、北カリフォルニア第九メンバーで町に繰り出し

た。夜の 9 時に近かったため開いている店がなかなか⾒つか

らず、タクシーの運転⼿に相談して、地元の料理を出してく

れる居酒屋へ⾏った。演奏後の乾杯は美味しかったなあ。 
 

◉６月３日 

晴天の中、朝から観光船に乗って鳴門海峡の渦を⾒に⾏

った。この日は中潮ということで渦の規模は大きくなかったが、

それでも⾒事な渦が巻いていて感動する。お昼にホテルに

戻り、連泊しているお客に無料で提供されているビュッフェの

ランチをいただく。新鮮なお刺⾝、揚げたての天ぷら、お惣

菜多種。どれも美味しい。毎朝、朝ごはんもブッフェでお腹

いっぱい食べているのに、美味しいご飯はいくらでも食べられ

る。夕方の集合時間までホテルの温泉に浸かり、幸せなひ

と時を過ごす。 
 

⼣⽅から鳴門第九の懇談会が鳴門市⺠会館で⾏われた。

これまたご馳走のオンパレード。お寿司、鳴門ラーメン、出

来⽴ての唐揚げの屋台が並び、各テーブルにはお弁当も

配られている。鳴門市⻑がまた登場し、挨拶。そして指揮

者やソリスト達が改めて紹介され、今回ドイツから招待され

ていたドイツ兵元捕虜の子孫たちも壇上に上がった。アメリ

カ組も３団体が壇上に集合し、北カリフォルニア第九を代

表して森さんが英語でスピーチした。最後には阿波踊りが

披露され、会場の参加者も⼀緒に踊って盛り上がった。締

めくくりに万歳三唱ならず「フロイデ三唱」で締め、懇談会が

終了した。 
 

今回鳴門第九 100 周年記念コンサートに参加して、ベー

トーベンの偉大さと人間臭さを実感し、そして第九を通じて

多くの⼈と知り合い交流できたことが何よりの収穫だと感じ

られた。来年６⽉は鳴門で101周年コンサートが⾏われ、

中国の⻘島でも第九コンサートが予定されているらしい。北

カリフォルニア第九からどんどん参加者を世界中の第九演

奏会へ送り込み、第九の輪を広げていきたいと思う。 
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 第九アジア初演 100 年記念演奏会に参加  賀川正人（コラール・メイ、アンサンブル四季） 

 
 

この度、北カリフォルニア⽇本合唱連盟の後押しで第九ア

ジア初演 100 年記念演奏会に参加してまいりました。私

は今まで四国にあまり馴染みがなく、20年ほど前に坊っちゃ

んで有名な愛媛県松⼭道後温泉に⾏ったことがあるだけで

す。実際鳴門海峡の渦潮については知っていましたが、四

国のどのへんなのかもよくわかっておらず、恥ずかしながら今

回の旅⾏で調べてみて初めて四国の中でも神⼾に最も近

い淡路島のすぐそばであることを知った次第です。今回は転

職したばかりで仕事の都合がつかず、かと言ってせっかく第

九を歌うチャンスを逃すわけにも⾏かないので、アメリカから2

泊 4 ⽇という強⾏スケジュールで参加することにしました。5

月 31 日木曜の夜サンノゼ空港を出発し、LAX 経由の深

夜便で演奏会当⽇の2 日早朝羽田着、そのまま国

内線で徳島へ向かい、午前 8 時に徳島に。集合時

間まで 2 時間弱あったので空港で観光タクシーをお

願いして鳴門海峡の渦を橋の上から⾒たり、鳴門で

⼀番眺望の良い場所で景⾊を楽しみました。運転

手の森田さんによれば鳴門にこのように多くの方が集

まるのは阿波おどりの時期だけか、もしくは今回はそ

れ以上だと驚いていました。その後会場の市⺠公会

堂に到着。ここで連盟の上⽥会⻑ほか⾒慣れたメン

バーと再会し、着替えてリハーサル、そして夜の演奏

会。あっという間の出来事でした。メンバー全員が集

まれるのはこの日だけということで、打ち上げを、という

ことでレストランを探そうにもこの人出でどのレストランも満席

でしたので、ここで朝観光案内をしていただいたタクシーの森

⽥さんに名刺を頂いていた事を思い出し、一か八かで「レス

トランを案内していただけませんか」と電話しましたら快く引き

受けていただき、グループ全員8名が乗れるバンで迎えに来

ていただきました。地元の美味しいレストランを案内していた

だき、皆で料理を堪能したあとホテルに送っていただき、とて

も助かりました。ホテルはとても眺望がよく海から登ってくる朝

日で目覚め、温泉に浸かったあと午前中の⾶⾏機で東京

に戻り、実家に⼀泊して⽉曜⽇の⾶⾏機でサンノゼに戻り

ました。短期間でしたが多くの皆様にお会いすることができ、

とても充実した⽇本での演奏旅⾏でした。 

 

 

 
 

私は５⽉に⺟の⼀周忌（及び⽗の７回忌）法要を⾏う必

要があり、その後実家の片付けをする予定でどれくらいの期

間実家に滞在する必要があるか、いろいろと考えあぐねてい

た時に、鳴門での第九特別100周年記念公演があることを

知りました。実家の片付けに関しては一体どれくらい滞在した

らできるのか、またやり⽅が⼿探り状態で不安でいっぱいでし

たので、主人からは最後まで反対されたのですが、第九を歌

いたい気持ちを抑えきれず、参加に申し込みました。⼀度に

すべて⽚付けることはまず無理と思い、できるだけやれば良い、

と楽観的に考えるように自分に言い聞かせて出かけました。

実際に３週間半の滞在ですべて⽚付けるには無理があった

と思いますが、子供達の助けが素晴らしく、予想したより早く

進んだため、子供達が帰ってからほぼ 20 日間、連日朝から

夕方まで働き、心臓が張り詰めたままの状態が続き、６月

１⽇に庄内空港発の⾶⾏機に乗ってもまだ極限の緊張がと

れず、娘に連絡して気持ちを静める呼吸法を教わったりしな

がら少しずつ緊張が取れて⾏きました。 

午後に羽田で由美子さんに会い、一緒に徳島阿波踊り空

港に到着、ホテルに荷物を置いてすぐにドイツ館へ向かい、

ベイエアリアと日本から参加の残りの皆さんと会って「蘇る第

九」の演奏が始まる頃にはすっかり気持ちも第九に切り替

わり、合唱部分を一緒に口ずさみながら、明日の本番への

期待が⾼まって来ました。夜にホテル内の温泉に⼥性の皆

さんと⼊りに⾏き、鳴門に来ることができた喜びを⾝体で感

じることができました。 
 

６月２日の演奏会当⽇は朝から⽀度をして会場へ向か

い、11 時に約 1200 人全体合同の合唱練習が⾏われ、 

 
演奏会当日の集合写真 

 鳴門第九 100 周年記念コンサートに参加して 竹田知子（Flynn）（アンサンブル四季） 
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LA 第九グル

ープの指導者、

ジェフリーさん

が舞台いっぱ

いに動き回り、

また身体を大

きく動かしなが

らの楽しい指

導であっという

間 に 時 間 が 

過ぎ、お昼をはさんで午後のゲネプロは交響楽団の演奏と

ソロイストも参加し、ドイツから招かれた指揮者のトーマス・

ドーシュ氏がこちらもエネルギーいっぱいにタクトを大きく振る

指揮に驚かされ、初めての交響楽団の演奏をバックにした

合唱に気分が高揚してあっという間に終わりました。６時

開演で演奏の前にあった講演については全く知らなかったの

でがっかりした上にその（つまらない）話の⻑い事、観客席

で聞いていた友⼈もあれは今後外した⽅が良い、皆ケータ

イを⾒たり話をしていた、とのこと。30 分ほどの話が終わると、

やっと公演開始︕地元以外から参加の合唱団員は２⽇

と３日の２回の公演に分けられたので、およそ 700 名がび

っしりと座っており、⽴ち上がってストレッチングをさせてくれた

ので、助かりました。 

楽団員に続きソロイストが入場し、指揮者が入ってくると気

持ちがしゃんとし、集中して第一、第二、第三楽章を聴き

ました。指揮者のダイナミックな指揮は⾒ているだけで楽しく、

また楽器に向かって指揮棒を振ったり、強弱をつけたりする

⼿の動きが全部⾒えてこれほど楽しく交響曲を聴くことがで

きたのは多分初めてと思います。第四楽章が始まりバリトン

が⽴ち上がると合唱団員も全員⽴ち上がり、最後まで⽴っ

たままで合唱部分を歌いました。指揮者のドーシュさんは歌

を全てご存知で口を動かしながら指揮をなさり、とても感動

しました。ソロの歌詞から合唱部分まで、全て一緒に歌って

いらっしゃいました。感動の時間はあっという間に終わりまし

たが、大勢の皆さんと一体になって歌うことができた喜びを

忘れることはないでしょう。 
 

６⽉３⽇は神⼾から来てくれた友⼈と⼤塚国際美術館へ

出かける予定だったので、北加の皆さんとは別⾏動になりま

した。あいにくと友⼈は体調を崩し、神⼾に戻ると連絡が来

たのが、皆さんが出発する寸前で、予定の変更ができず、

主人と二人で大塚美術館へ向かいました。この美術館は

ちょっと特別な美術館でまだ⾏ったことのない⼈へは絶対に

オススメです︕⼤塚製薬の社⻑さんがいわば趣味で作った

美術館、ここには全世界の名画 1,000 点を陶板に複製

して常設しています。陶版へ模写する特殊な技術を開発

し、原画と同じサイズ、色合い、で作成され、大きなものは

何枚かに分けて作成されております。 

最初に入場して目にするのがバチカンにあるシステイーナ礼

拝堂の天井画及び壁画（ミケランジェロ作）が現地にある

ものと同じ規模で展示されており、これは圧巻でした。また

ゴッホの「ひまわり」の絵もゴッホが描いた７点が、実際は世

界中に散らばっていますが、ここでは一同に集めて展示され 

ており、⽐べて⾒ることがで

きたのも楽しいものでした。

大好きなフェルメールも８点

ほど⾒ることができ、仮装が

用意されていた「真珠の耳

飾りの少⼥」に扮して写真

を撮ることができたのも楽しく、

モネの「睡蓮」の大きな絵が

外に展示されていて、これは

モネ自身が外での展示を希

望していた記録があり、実 

際は叶わなかったけれど、ここではそれが可能となっている、

と説明があり、陶板（⾬に打たれても⾊落ちしないし痛ま

ない）であればこその可能な訳で、モネさんはきっと許してく

れていることでしょう。 
 

主⼈が⼀緒だったために懇談会へは出席できず、残念でし

たが、北加の皆さんとご⼀緒した朝⾷、⼣⾷、温泉、は本

当に楽しく、出かけた甲斐がありました。これもベートーベン

の⾳楽の素晴らしさのおかげで、６年前に北加⽇本合唱

連盟での第九合唱コンサートに参加することができ、第九

を歌う喜びを知ったことから、今回の参加となり、あの時と同

じかそれ以上の感動をまた味わうことができました。これから

も機会を⾒つけて第九に参加したいと思っております。今回

出かけられなかった皆さんも是非ご⼀緒しましょう︕ 
 

追記︓すっかり⼤好きに

なった指揮者のドーシュさ

んと帰りの徳島空港に偶

然同じ時間に到着、チェ

ックインですぐ後ろに並ん

だので、指揮者さんです

か︖と聞いたらイエス、と

の返事、さっそく写真を一

緒に撮らせていただき、幸

せでした。笑顔の素敵な

方でした。 
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音楽については全くのド素人の私ですが、クラッシック音楽

好きです。ベートーベンの第九は特に好きな交響曲の一つ

であり、いままで何度かコンサートに出かけて聴いている曲

です。何年か前に北カ合唱連盟で第 4 楽章の公演があっ

たのが記憶にそう遠いことでありませんが、あの時は少しづつ

ではありましたが、⼀年以上かけての練習でした。それ以来、

あの時だけのコーラスで終わってしまうのは惜しいと感じ、本

格的にオーケストラの演奏で歌ってみたいという気持ちに 

なりました。 
 

昨年秋に今回の公演に合唱連盟からのお知らせがあった

時、まず「何故鳴門で」と疑問に思いました。100年前にド

イツ兵俘虜収容所の兵士たちによってアジアでは最初に第

九が演奏されたという歴史があったんですね。興味が沸いた

ものの、必須事項に「暗譜」との記載があり、申し込みを躊

躇しましたが、100 周年と⾔うこともあり、良い思い出にな

るかもと申し込みました。 
 

懸念していた暗譜ですが、数年前の合唱連盟の時に歌っ

ていたので、今年の 3 月中旬から 1 か月ほど毎日のように

練習用 CD を聴きながら自主練することで（完璧ではあり

ませんが）思っていたよりは楽に身に着きました。 
 

私は神⼾に前泊し友⼈と会い、６/1 に三ノ宮より高速バ

スで鳴門入りしました。 折角鳴門に⾏ったら渦潮を⾒たい

と、鳴門公園で渦の道によりましたが、今回の第九の参加

者⽤に⽤意されたドイツ館で⾏われるイベントへのツアーバ

スに間に合わせるため、渦の道では⾒ごろの時間帯前に出 

なくてはならず、⼤潮の⽇だったのに残念でした。ドイツ

館での講義は興味深いお話でした。（ただ、時差ぼけ

もあり、会場が薄暗くなると睡魔に所々襲われたのが

困りましたが。）夜の「蘇る第九」コンサートは 100 年

前の演奏を再現する主旨でシンガーは全員男性で興

味深いものでした。6 月の野外があのように寒いとは思

いもせず、コートやスカーフなど手持ちしてなく寒さに震

えての鑑賞でした。 
 

6/2は、朝からコンサート関連のスケジュールで詰まって

いました。会場に着くとカメラやマイクを持った取材人が

チラホラいて、我々北カ第九チームもインタ ビューされ

ていました。リハーサル指導は LA 第九の指揮をされた

方で、要点を突いた指導で中々よかったです。式典で

は色々な方の挨拶、表彰式（鳴門の第九コンサート 

に 37 回連続参加されている方などの）等々が続きました。

ゲネプロでは、ドイツからの指揮者、躍動感のある方と感じ

ました。ソリストの 4 人は全国オーディションで選ばれたそう

で、良い声でした。ステージ雛壇への整列の為の出⼊りの

待ち時間が酷く⻑く感じました。私は最前列で左3人が日

本人、右と後ろはドイツ人が数人つづくといった雛壇の位置

でした。 
 

いよいよ本番でしたが、第⼀部はドイツ⼈の流暢な⽇本語

での講演が 30分ほど。 狭い奥⾏の背もたれ無しのベンチ

に詰め込まれ、この講演を聞くのは苦痛でした。内容は「日

本人は日本語で第九を歌うべき」みたいな話だったと思い

ますが、これ通訳なしだったので、隣や後ろのドイツ人の

方々が苛々しながらお喋りしていて、よく聞こえずでした。第

二部までの間にオーケストラの入場でしたが、インターミッショ

ンはなく、我々はストレッチで⼀瞬⽴てただけで第⼀部から

ずっと苦痛なベンチに座りっぱなしで、第九が始まりました。

（その後も第四楽章のヴォーカルが始まるまでは座位です

から腰などへ来る痛みがどんどんと増して、それから逃れよう

とか、疲れや寝不⾜も加わり、体の睡眠願望がはじまり困

りました。:-)）そうこうしているうちに第四楽章になり、そこ

からはあっという間に歌い終わりました。オーケストラ演奏で

約 600 人のコーラスで歌うのはやはりボリュームが違いまし

た。これだけ多くの人の声が一つになるのはすごいです。歌

っている⾔葉がはっきり聞こえたのは左隣の⽇本⼈の⽅だ

けでした。右隣や後ろのドイツ⼈の⽅々の本場の発⾳のは、

かなり背高の為か私の頭のかなり上を抜けていったようで、

全く聞こえなくて残念でした。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  「鳴門第九」参加記     高橋恵美子（アンサンブル四季、COSMO） 
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6/3 は、交流会までの間、⼤塚美術館の美術鑑賞を予

定してましたが、6/1 に渦が⾒れなかったので、皆さんと渦

潮観光船に乗りに⾏きました。4 時からの交流会では、

色々な方（ソリストの方々、そして指揮者や合唱指導者、 

他の参加者など）とお話したり写真を撮ったりで楽しいひと

時でした。 
 

6/4 は、観光タクシーで鳴門近郊を 2 時間ほど（大谷焼

など）廻り、ホテルで休憩後、徳島空港より羽田にもどりま

した。（大塚美術館は生憎と月曜休館で、次の機会に。

と⾔っても次に鳴門に⾏く機会がくるかは疑問ですが。） 

今回、鳴門の第九に参加して、⼀緒に参加した北カ第九

のメンバーの方々とお近づきになれたことは嬉しいことでした。

LA 第九の方々やパサディナから参加されていた方、ドイツ

から参加されている方々ともお話ができてよかったです。 そ

の他、ホテル内でも第九のコーラスに来ていらっしゃる方々と

会話をすることが多々あり、第九を通じて気持ちがつながる

ように感じ、素敵なことと思いました。（世界中の人々が兄

弟となる︕） 
 

また機会があれば、是非第九をオーケストラで歌いたいと強

く思います。 

 

 

 

 

アメリカから海を渡って日本の鳴門の「蘇る第九」に参加し

ようと思った私。「第九」を初めて歌ったのは、⼤学三年⽣

の時、⼤学百周年記念コンサートだった。ドイツ語の歌詞と

⾳程の⾼さに、合唱団の仲間たちと⽂句たらたらで練習し

ていた。それなのに、初めてオーケストラと合わせたとき、第

四楽章の合唱が始まった時は、いいようのない感動に満た

され、ベートーベンの偉大さに圧倒された。どうやら合唱仲

間も同じ感動につつまれたらしい。生かされている喜び、天

の父である神様がいるにちがいないという永遠に続く希望、

全ての⼈たちが兄弟になるという理想、ベートーベンが伝え

たかったメッセージは⼒強い⾳楽となって迫ってきた。 
 
それ以来、この地上に⽣きているうちに、もう⼀度歌いたい

と思い続けていた。その希望は、かなえられた。合唱連盟で

⼀度、ディズニーコンサートホールで⼀度。⾃分が⽣きてい

る年を重ねて歌うたびに第九は、私に内から湧き上がる⼒

を与えてくれた。ベートーベンの魔法にかかったみたいに。 
 

そして私は、なぜ鳴門で「第九」が歌われるのかという歴史

を知った。戦争で敵であるにもかかわらずドイツ人捕虜を

「国のために戦った人間」として尊敬をもって扱った収容所

所⻑と鳴門の⼈たちに感謝の意をこめてドイツ⼈捕虜たち

が「第九」を歌ったのが日本初演であったこと。それから百周

年にあたること。私の娘がドイツ⼈と結婚したこともあり、ドイ

ツは私にとって家族の国となった。私は、もう⼀度「第九」を

歌いたくなった。歌いたいと思っている仲間たちと共に。 
 
私の「第九」は、鳴門でたくさんの合唱仲間と一緒に、また

再び「蘇った」。風邪の咳がぬけきらず心配だったけれど、本

番はなんと気持ちよく声が出たことか︕カリフォルニアから来

た仲間たちと大学時代の合宿のような三日間。ただ「第

九」に集中できた貴重な時間。音楽がつないでくれた素敵

な「第九ファミリー」（これは合唱指導のジェフリー・バーンス

タインが使った⾔葉）に加えてもらったことは、私にとって⼤

きな喜びだった。 感謝して 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上田さんの「鳴門第九記念コンサート報告記」（P.2）のなかで書かれている興味深い男性だけの「第九」合唱は、

Youtube で聴くことができます。徳島新聞動画 TPV https://www.youtube.com/watch?v=LJActK8x6w4  

  「蘇る第九」とわたし     横山由美子（アンサンブル四季、COSMO） 
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合唱団はなぜ演奏会をするのか︖ 
定期演奏会があれば、それを目標に練習してその成果
を披露できる 

コーラスの楽しさや美しさをより多くの人達と共有したい 

クリスマスその他のエンターテインメントとして、⾏事に参
加し交流を深める 

など理由はいろいろありますが、⼈前で『作品』を披露できる

レベルに仕上げるまでのプロセスも、コーラスグループの楽し
みのひとつですね。演奏会が企画されたら、次はそれにむけ
ての準備が始まります。TCP(The Choral Project, 

https://www.choralproject.org/ )での私の経験談
を述べてみたいと思います。 
 
私は TCP のコンサートに来てくださった方から、TCP は 2 ヶ
⽉に⼀度それぞれのテーマで⾏われるコンサートがあるのに

どうやって毎回たくさんの曲を練習するのかと時々聞かれま
す。年に⼀度の定演の曲だけでも数が多いと思っているの

に、TCP がそんなにしょっちゅうコンサートがあるなんて、私自
身も実際にメンバーになるまでよく知りませんでした。ちょうど
4 年前、私にとって TCP の最初の練習日に全部で 50 曲
以上もある楽譜の束（山といったほうがいいかも）を配布

されたときには、本当にびっくりしました。何だこれ︖普通のコ

ピーばかりでなく絵のような『楽譜』も、本になっている楽譜も、
結構⻑くて難しい合唱曲もあります。でもそれが 1 年分の

コンサート全部をカバーするのだと聞いてまたビックリ。これら
は TCP のライブラリーから借りる形で受け取り、その年度の

最後のコンサートが終わった後に返却します。初日は楽譜

の束の中から幾つか選んで練習し、あとは自分が取り出し
やすいよう曲名のアルファベット順にファイルしました。 
 
TCP の場合は年度初めにはすでにコンサートプランがしっか

り出来上がっており、その年度に企画されている全てのコン

サートシリーズの日程と各コンサートで歌う予定の曲名リ

ストがほとんど決まっています。新人にとっては全部新しい
曲ばかりですが全体の 6 割くらいは以前 TCP が歌った曲
の中から選んでいるそうです。従って古参メンバーにとっては、
⻑くいればいるほど楽になるそうです。実際は曲名リストには

少し多めに入れてあってその中で本番までに仕上がりが間

に合わなそうな曲は、最終的にはプログラムの印刷直前にリ
ストから落とされています。 
 
入団オーディション(Round 2)の時に使われる曲は、その
年度の最初のコンサートで歌う曲のうちのひとつで、しかも合

わせるのが難しく歌いにくい部分を使っています。新人達は
その楽譜を前もって渡され、オーディションのために必死で練

習して来ているので少なくともその曲は何とかこなせます。そ
れにしても、シーズンが始まれば 2 ヶ⽉に⼀度全く別のセッ

トを練習するのではとても身につかないと思ったのですが、や
はり工夫がありました。まず手拍子や振り付け（両手を上

げたりする動作や、雨の音を出すための finger snap な
ど）の入る暗譜曲は Bold Letters でマークしてあります。
これは 6 ⽉のコンサートで歌う曲であっても年度初め（9
月）から練習し、できるだけ早く暗譜しておくことを約束さ
せられます。暗譜曲以外も月一回位はその月の練習日に
はどの曲をカバーするかのリストが送られてくるし、パートリー

ダーさんは毎週、全体練習が終わると自分のパートにつ

いて指揮者が言ったことをリストして大事なところはメール

の中に⻩⾊でハイライトしてくるので、休んだ時などは特に
それらを読んで家で練習しないととても間に合いません。 
 
楽譜をもらってから 2 ヶ月足らず、またはもっと直前に楽譜が
渡されてあまり練習時間が取れないまま本番、ということもし

ばしばありました。しかも直前に暗譜だなんて︕でもそういうと

きはどうするかというと、練習中に録音しておいたファイルを使

って毎日時間を決めて練習するのみですが、本番になったら
多少間違っても平気で、それでいいんだという表情で楽しそう
に曲の雰囲気を伝えるようにすればいいのです。特にアップテ
ンポの曲で振り付けがあるものに関してはお客様の注意は振

り付けのほうにいきます。だから細部の歌詞が多少違ってもテ
ンポと音程が合っていれば、ちゃんと歌える人達がカバーしてく
れるはずですので⼤丈夫。歌詞の違いが目⽴つようならレコ

ーディングには使えませんが、曲の表情を顔に出して前を向

いてしっかり歌えば、お客様には間違いに気付かれません。 
 
また、合唱は一人で歌うものではなく全体が一つのまとまりと

なった音楽として聞こえるもの。楽譜を読んで自分のパート
の音程を確かめるだけならば家でも練習出来ますが、全体
練習はとても⼤切です。全体練習中には、できるだけ周りの

声や他のパートの声をよく聴くこと。そうしているうちに自然と、
自分の声が飛び出さず周囲にブレンドし適当なボリュームで
歌えるようになっていきます。全体の声が美しく調和してひと

つにまとまり、ひとりひとりが表情豊かに歌でメッセージを届け
るとは、何て素敵なのでしょう。きれいなブレンドのコーラスの
中で歌っているのはとても気持ちがいいものです。合唱とは

練習の積み重ねによって全体の声がまとまり、心が一つに

なって初めて、聴いている者の心に届いて感動させたり癒

しを与えたりするのだと思います。これができれば演奏会は

⼤成功︕あとは来ていただいた⽅の⼝(くち)コミで、きっと次
回のコンサートには聴きに来てくださる方が増えますよ〜。 

  プラニング雑談      福井良子 
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今年もサンフランシスコ・フォレスト・クワイア、コラール・メイ、

アンサンブル四季の 3 団体での定期演奏会が、6 月 10

日の日曜日、サンフランシスコ日本町の Christ United 

Presbyterian Church にて執り⾏われました。 
 
今回のコンサートは、英語、日本語、スペイン語、スワヒリ語

とたくさんの⾔葉の歌を、満員になった会場のお客様に聴い

て頂きました。歌あり、ボンゴドラムや、ギロ、マラカス、鍵盤

ハーモニカ、リコーダー、ウィンドチャイムなどの様々な楽器あ

り、そしてダンスありと、普段のコンサートよりも少し⻑めで、

バラエティーに溢れる楽しい時間になりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

アンサンブル四季 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サンフランシスコ・フォレスト・クワイア 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コラール・メイ 

コラール・メイの Cielito Lindo（美しい空）は、メキシコの

第二の国歌と言われる曲で、 リフレインの”Ay, ay, ay, ay, 

Canta y no llores, Porque cantando se alegran 

Cielito Lindo, los corazones”は広く知られていますが、

団⻑の佐野さんがポンチョとソンブレロの装いで登場、会場

を巻き込んで楽しく歌いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
♪ Ay! ay! ay! ay!   Canta y no llores! 

 
さらに、今回のコンサートは去

る 5 月にお亡くなりになった

菅野琢雄さんを偲ぶ会となり

ました。菅野さんはコラール・

メイのオリジナルのメンバーで

あり、アンサンブル四季にも所

属されていました。コラール・メ

イは「遥かな友に」・「時計台

の鐘」を、そしてアンサンブル

四季は「Noyana」をそれぞ

れ菅野さんの思い出に捧げ

ました。 
 
いつも楽しいコンサートを企画して下さる先生、場所を提供

してくださった Christ United Presbyterian Church の

皆様、流れるように曲の説明をして下さった MC の皆様、

私たちの歌が美しく聞こえるように支えて下さったピアニスト

の方々、 レセプションんのお世話をして下さった皆様、そして

何よりも演奏会を聴きにいらして下さった家族や友人に心

から感謝いたします。 
 

  2018年定期演奏会    高橋由紀（アンサンブル四季） 
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♪ 2018 年 7 月 13 日 午後 2 時〜3 時 

Nihonmachi Terrace 
1615Sutter St., SF, CA 94109 

 
⼊場無料。どなたでもいらしてください。 
 
 

 
 
♪ 2018年８月６日（月） 

Pacific American Society, 
Charity Concert 

♪ 2018年8 月12 日（日） 
California Philharmonic Orchestra 

 

ウォルトディズニーコンサートホール 
111 S Grand Ave, LA, CA 90012 

  
 

 

 
 
♪ 2018年8 月11 日（土）午後3 時〜 

Aldersgate United Methodist Church 
4243 Manuela Ave., Palo Alto, CA 94306 

 
 

 
 
♪ 2018年8 月19 日（日）午後5 時〜 

San Jose Municipal Stadium 
588 E Alma Ave, San Jose 

 
Japanese Heritage Night でサンノゼ・ジャイアンツとラン
カスター・ジェットホークスの試合開始前に、日米の国歌を
歌います。 http://kakehashi.us/ 

 

 

 
♪ 2018年10 月5 日（⾦）午後8 時 

Old First Presbyterian Church 
1751 Sacramento St, SF, CA 94109 

 

コラール・メイ、サンフランシスコ・フォレスト・クワイアが客演で

参加します。 

 

 

 

 

♪ 2018 年 9 月 21 ⽇（⾦）午後 8 時 
      9 月 22 日（土）午後 8 時 
      9 月 23 日（日）午後 2 時 
Davies Symphony Hall 

201 Van Ness Ave., SF, CA 94102 
 

http://www.sfsymphony.org/ 
 
 

 

 

♪ 2018 年 11 月 10日（土） 
 
演目は、Carmina Burana です。 

場所・時間などの詳細は、決まり次第お知らせいたします。 
 

 

 

 
 
♪ 2018 年 11 月 23 ⽇（⾦）午後 8 時 

      11 月 24 日（土）午後 8 時 
      11 月 25 日（日）午後 2 時 
Davies Symphony Hall 

201 Van Ness Ave., SF, CA 94102 
 
 

 

 

 
 

♪ 2018 年 12 月 1 日（土）、12 月 2 日（日） 
 

バッハの「マニフィカト」、フィンツィ「イン・テラ・パックス」、バッ

シ「キャロル・シンフォニー」、それにオリジナルのキャロル・メド

レーの予定です。 

http://sdgloria.org/ 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

 

 

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 

COSMO 
/Silicon Valley Community Chorus 

COSMO Retreat Closing Concert

第九@ディズニー・コンサート・ホール 

ハーモニー絆/Harmony Kizuna 
Summer Concert 

Soli Deo Gloria 
with Orchestra Gloria 

クリスマスコンサート 

L.A. Daiku 10周年記念コンサート 

混声合唱団かけはし 

SF Symphony Chorus 
Stravinsky 

SF Symphony Chorus 
ベートーベン第九 

 

早稲田大学グリークラブコンサート 

＊ COSMO/Silicon Valley Community Chorus︓ 
元 Choral Cosmo。グループ名が変更になりました。

＊ ハーモ二―絆/Harmony Kizuna は混声合唱団です。 
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♪ 2018 年 12 月 9 日（日） 
場所・時間などの詳細は、決まり次第お知らせいたします。 
 

 

 

 

 

 
 
♪ 2018 年 12 月 

Prince of Peace Lutheran Church 

12770 Saratoga Ave., Saratoga 
 

Maestra Barbara Day Turner とのコラボレーションがあ

ります。プログラムは、Vivaldiの"Gloria"他。12月2日か、

12 月 9 日（日）で検討中。 

 

 

 

 

 

♪ 2018 年 12 月 14 ⽇（⾦）午後 8 時 
      12 月 15 日（土）午後 8 時 
Davies Symphony Hall 

201 Van Ness Ave., SF, CA 94102 
 
 
 
   
 
♪ 2018 年 12 月 22 日（土）午後 8 時 

First Presbyterian Church of Palo Alto  

1140 Cowper St., Palo Alto 
 
♪ 2018 年 12 月 23 日（日）午後 7 時 

Mission Santa Clara de Asis 

500 El Camino Real, Santa Clara 
 
詳細はこちら︓ https://www.choralproject.org/ 

Stanford Memorial Church でのクリスマスイヴコンサー

トなど、詳細が決まりましたらお知らせいたします。 

 

 

 

 
 
♪ 2018 年 12 月 9 日（日）午後 3 時 

Westminster Presbyterian Church 

1300 N St, Sacramento, CA 95814 

♪ 2018 年 12 月 15 日（土）午後 7 時 

First United Methodist Church 

2100 J St, Sacramento, CA 95816 

♪ 2018 年 12 月 16 日（日）午後 3 時 

First United Methodist Church 

2100 J St, Sacramento, CA 95816 

♪ 2018 年 12 月 18 日（日）午後 7 時 

First United Methodist Church 

2100 J St, Sacramento, CA 95816 

♪ 2018 年 12 月 20 日（日）午後 7 時 

Harris Center 

10 College Pkwy, Folsom, CA 95630 
 
詳細はこちら︓http://www.mastersingers.org/ 

 

 

 

 

 
 
 
 
♪ 2019 年 9 月 

Historic Hoover Theater 

1635 Park Ave., San Jose, CA 95126 

詳細はこちら︓http://communityopera.com/ 

 

 ＊＊＊＊ 編集部よりお知らせ ＊＊＊＊＊ 

「関連団体コンサート案内」のコーナーでは、ベイエリアで活

動されている日系の合唱グループやそのメンバーの方々が参

加されるコンサートの情報を掲載しています。ご近所さんの演

奏を聴き合って楽しんだり、合唱にご興味がある方々と情報

を分かち合ったり、本連盟に加盟していた合唱団だけでなく

いろいろな団体との交流のお手伝いができればと思っていま

す。皆様が参加されるパブリックにオープンな演奏会の情報を

いつでもお寄せください。（連絡先︓info@jcfnc.org） 

連盟だよりを合唱情報交換と交流の場にして合唱の輪を

広げられれば嬉しいです。    ひろがれハーモニーの輪︕ 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

COSMO 
/Silicon Valley Community Chorus 
Prince of Peace Lutheran Church 

クリスマスコンサート 

Sacramento Master Singers 
クリスマスコンサート 

Sopianos.com & Silicon Valley 

Community Opera present 
Roméo et Juliette / Romeo and Juliet 

by Charles Gounod 

SF Symphony Chorus 
メサイア 

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 

The Choral Project 
クリスマスコンサート 
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   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・クワイアの3合唱団による定期演 

   奏会「Japanese Choral Concert 」が 2018 年 6 月 10 日に開催されました。 

（関連記事︓「2018 年定期演奏会」 P.９） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

♥ 思い出のひとコマ ♥

   

   

  

   

 

Japanese Choral Concert
Music from Japan and 

Around the World 
 

2018年 6 月 10 日（日） 

午後 3 時 
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♪香川恵子さんと Community Opera♪ 
 
◀2018 年 6 月 2 日（土） 

 17 年続いているコンサート・

シリーズ 「Sisters 姉妹 

and Friends Concert」 
 

▼2018年 4 月 15 日（日）、

絶賛! Opera 愛の妙薬 / 

L'Elisir D'Amore。 

来年はロミオとジュリエットです。

（香川恵子） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

♪混声合唱団かけはし♪ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 年 6 月 3 日（日） 

話題の映画のテーマソングや歌謡曲やミュージカルなど幅

広いジャンルの曲を 30 数人の混声合唱や⼥声コーラス、

男声コーラス、デユエット、少人数のアンサンブルで演奏しま

した。（⻑岡綾乃）。 

♪サクラメント、さくらコーラスより♪ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
2018年４月29日（日）、新しいメンバーも加わり、コン

サートはとても楽しかったです。（榊原晴子） 
 

♪Harmony'84 34th Annual Concert♪ 
 
2018年 5 月 19 日（土）、バイオリン、フルート、マリンバ、

ピアノの美しい演奏を聴きながら、日本に帰られた元メンバ

ーのグループ「5.6.7.8 Ensemble」と一緒に大人数で歌

えたことはとてもいい思い出になりました。（八木妙子） 

 

 

 

 

 
 

♦ 編集後記 ♦ 

不定期発⾏になってからの第 1 弾、第 52号の発⾏です。皆

様のご協⼒をいただき、たくさんのグループのコンサート情報や

活動のご様子の紹介ができましたことをうれしく思います。 
 

今心に浮かぶ歌は「夏は来ぬ」。♪卯の花の 

匂う垣根に・・・♪ 「匂う」とは 『鮮やかな 

⾊が美しく映える、良い⾹りが⽴つ、⽣き 

生きとした美しさなどがあふれる、悪いにお 

いがする、などなど・・・』。 庭先に後れ馳せに 

咲く卯の花のほのかな爽やかな香りに誘われて口ずさむなり。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

今⽇の現場からこんにちは︕

 

  

 連盟だより 第 52 号 

  発⾏︓2018年 7 月 10 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 


