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年秋の合唱祭に向けて、ボードメンバーは今⼀度準

備を開始しました。声をかけられる他団体のリストアップ、日

連盟だよりが発⾏
年 ⽉、当時連盟会⻑だった賀川正⼈さんの働き のご協⼒が不可⽋です。引き続きサポートよろしくお願いし
かけによって第１号を発⾏して以来、編集⻑の⼋⽊妙⼦
共同実⾏委員⻑
さんのご苦労により、２ヶ⽉に⼀回発⾏してきました。
年４⽉には⼈気の「突撃インタビュー」のページも登

程調整、場所検討、など進めています。メンバー団体皆様

50 号を迎えます。

2009
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ます。

近江真由美・森知久

2011

場し、これまでに 35 名の方が紹介されました。連盟に所属
する合唱団の演奏活動の様子以外にも、外部団体の様

⼦や旅⾏記なども多々寄せられ、毎回読むのを楽しみにし
ている方も少なくないのではないかと思います。合唱団間で
交わる機会は普段あまりありませんが、連盟だよりを通じて

合唱団間の交流に⼤いに貢献したのではないでしょうか。
来年はベートベンの第九の⽇本公演 周年を記念す
る年です。それに合わせて６⽉に徳島県鳴門で第九演奏
定しています。これからも連盟を通じてますます⾳楽の交流
100

会が催されますが、現在時点で連盟より９名が参加を予

2017 年 11 月 3 ⽇（⾦）午後 7 時〜ミーティングにて

が深まることを願っています。
・・・・・・・・・・

▶2018 年 6 月の鳴門第九演奏会について、チケット購入など
詳細は、 http://www.naruto-9.com/concert.html
▶鳴門第九100 周年の宣伝を兼ねたフラッシュモブ＠二子玉川
https://www.youtube.com/watch?v=39-cT8BZHJU

年
⽇（⾦）
時より、⾺⾞道にて開催予定です。

次回ミーティングは、2018
午後 7

1 月 26
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コラール・メイ JSNC GALA で 加山雄三を歌う
去る 11 月 18 日、コラール・メイは Japan Society of
Northern California (JSNC) 主 催 の Honor of
Awards ガラ・パーティで加山雄三の「海 その愛」（源田
俊⼀郎編曲）を約 300 人の聴衆の前で歌う機会に恵ま
れた。例年このガラでは JSNC が文化、ビジネスにおいて日
⽶の相互理解や協⼒関係構築、強化に貢献した人を表
彰する。今回加山雄三氏が Lifetime Achievement
Award という特別賞を、またナパのワイナリー、オーパス・ワ
ンの CEO、デビッド・ピアソン氏がアウォード・オブ・ホーナーを
受賞した。
近年では iPS 細胞研究でノーベル賞を受賞した山中伸弥
教授や俳優の渡辺謙などの著名人が受賞し、このガラ・パ
ーティに出席して受賞スピーチをしている。
残念ながら加山雄三氏ご本人はスケジュールの都合で⽋
席となったが、ビデオメッセージでは受賞への謝辞とナパ、ソ
ノマ地区での火災で罹災した人々へお⾒舞いのメッセージ
が伝えられた。私たちコラール・メイはこの華やかな式典の中
で、加山氏のこれまでの俳優、歌手生活を振り返るスライ
ドショーをバックに代表曲・「海 その愛」を歌った。ピアノの
伴奏をしてくれた Community School of Music and

佐野 慎（コラール・メイ）

Arts (CSMA)出身のジャスティン・リード氏はソロ演奏でも
素晴らしいパフォーマンスを披露してくれた。
今回、加山氏受賞のニュースを聞き、ちょうど年初から練習
していて完成に近づきつつ（︖）あったこの曲をぜひ加山
氏のバックコーラスとして歌わせていただきたいとの申し出を
JSNC が快く承諾くださった。結果的には加山氏の⽋席に
よってバックコーラスではなくフロントステージでの演奏披露と
なった。このような素晴らしいチャンスをくださり、加山氏との
調整にご尽⼒いただいた JSNC ガラのチェア、斎藤クリアリ
ー信子氏と Larry Greenwood 氏、ロジスティック面で多
大なサポートをしてくださったアイリーン・タナカ氏、そしてこの
ニュースを聞いて側面から JSNC とのコミュニケーションのサ
ポートをしてくださったコラール・メイ OB の松浦功氏に心から
お礼を申し上げたい。またこの大部隊で素晴らしい演奏を
してくれたコラール・メイのメンバー、この日のために追加リハ
ーサルでご指導くださった三浦るり子先生にも感謝したい。
このような日⽶の架け橋を祝う場を盛り上げることに貢献で
き、大変有意義であった。これをきっかけにコラール・メイの
活動の場、メンバーの幅を広げていけたら何よりである。

たとえ ⼀人でも 星をよみながらー 波の上を⾏こうー」の
後の、「うみよー、おれのうみよ、大きなその愛よー」がいいの
です。（岩谷時子作詞、弾厚作（加山雄三）作曲）
海 その愛
R. Stenson（ St. Mary’s I.S の教師）編曲の楽譜で
『縁』 を感じますねえ。三浦先生、メイさんが、この＂歌謡
は、最後に、英語の歌詞が入ります。
曲＂を 2017 年の発表曲の⼀曲として選曲され、6 月の
Sail with me set sail for liberty
定演で歌われたんですよね。目を閉じて（歌うお姿を拝⾒
Raid the waves sail the seas with me
するのも楽しみの⼀つですから時々目を開け）耳を澄まし
Soft winds will blow and make us free
て聴いていました。 「海よ、俺の海よ、大きなその愛よ」 こ
You and I will go to find our freedom
の歌詞を私はよく口ずさみます。「海に抱かれて男ならばー、 この次は、英語にも挑戦してみませんか︖（たえ）
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Community Chorus と Business Chorus（その 10）

福井良⼦（コーラル・コス

）

暗譜について（３）

は暗譜曲のうち一曲の cheat sheet 作りの期限でした。
前列に並んでいるアルトの新メンバーのひとりが、隣の同じく
アルトの新メンバーに cheat sheet を余分に作ってあるか
らと一枚渡していました。⻩⾊い Post-it (Sticky notes)
の紙に歌詞が手書きできれいに書いてあります。それを⾒た
後ろのテナーが、「僕にも 1 枚くれよ、前の人の背中に貼っ
ておける。」なんて言っています。そこでざわざわしていたのが
Daniel に⾒つかり、＂What are you doing?＂それで
新人の⼥性が＂I made extra, so I am sharing…＂
「たくさん作って来たから必要な人に分けてるの。」「で、何
枚作った︖」「10 枚︕」それを聞いてみんなびっくりズッコケ
でした。10 回も繰り返して書くなんてまるで学生時代の試
験勉強のよう。もっとも彼⼥は⼤学を卒業したばかりなので
何か暗記する時にそうしてきたのかもしれません。彼⼥の
chest sheet をもらった人達に Daniel が＂Hey, you
can’t go with someone else’s cheat sheet. Make
your own …＂ 要するに「他人の作った cheat sheet
を⾒ても暗譜出来ないぞ。⾃分の手で作れ︕」ですって。
もちろん 10 枚も手書きで作ってきた彼⼥はさすがに完璧に
暗譜していました。
いつも TCP の 12 ⽉のコンサートは San Jose Chamber
Orchestra と共演で、プログラムにはオーケストラのみ、ア
カペラの歌、そしてオーケストラの伴奏で歌う曲があります。
オーケストラとのリハーサルの途中で指揮者の気が変わって
アレンジを変更することもあります。例えば 1 番では歌詞を
歌わないでオーケストラの演奏のみに、2 番のところはそのと
おり 2 番の歌詞で歌うというふうに変更したことがありました。
私達はそれを楽譜に書き込んだのですが、暗譜で歌った人
のうち 2 人くらいが本番で間違え、2 番の歌詞で歌うところ
を 1 番の歌詞で歌い始めてしまいました。宗教曲で 2 番の
歌詞では Maria のはずが 1 番の歌詞で Jesus と歌った
人達がいたため、それらが重なって＂Marias＂と聞こえて
しまい、あれ︖と思ったのですが案の定、指揮者も驚いて
目を丸くしてあせっている様子。コンサートが終わってから「い
ったいあれは何だ。変更があったら楽譜を⾒て確かめて歌
え︕Maria はひとりしかいないのに。」と悔しそうでした。そう、
暗譜している人は決まった歌詞が頭に入っているために直
前の変更に弱いのです。こういう場合はやはり楽譜を⾒な
いといけませんね。

暗譜についてのエピソード
9 ⽉に新年度が始まり、クリスマスコンサートのための練習が
始まったと思っていたら、もう Thanksgiving も過ぎ、12 ⽉
になってしまいますね。
さて TCP(The Choral Project)では 12 ⽉の＂Winter’s
Gifts＂コンサートのうち２曲は手拍子が入るため暗譜、そ
の他の曲も繰り返しの部分やハミングのところなどは暗譜で
出来るだけ指揮を⾒ることとされ、短期間で暗譜しなけれ
ばいけないので、家でも時間を⾒つけて練習しないといけま
せん。今もそれらの音源を聴きながらこの文章を書いていま
す。暗譜曲は前もって指定されており、曲ごとに何⽉何日
までにこれらのチェックポイント︓
· メロディを覚える、
· cheat sheet を作る、
· cheat sheet だけ⾒て歌えるようにする、
· 何も⾒ないで歌ってみる
をクリアするかというスケジュールが来ます。
裏を返せば、この約束を守れないと Daniel（指揮者）か
ら probation のメールが来る人もいるのだとか。それでも
覚えられないなら、次のシーズンには残念ながらメンバーか
ら外します、という手紙が来るのだそうです。この話を聞いた
とき、最初は、冗談かと思っていました。（もしコーラルコス
モがこれをやったら、メンバーがほとんどいなくなってしまいしそ
う︕）でも実際にそうして外された人達がいます。それでも
悔しくて再びオーディションを受けて、「次からはきちんと暗譜
しますから」と誓って再入団して来た人もいます。ただし新入
メンバーに対しての場合はパートリーダーがきちんと指導して
暗譜への「宿題」するようにと、もしその人がやってこないとパ
ートリーダーが注意されています。ですからパートリーダーさん
に申し訳ないので、最初の年はかなり頑張って暗譜の期限
を守るようにしていました。その影響のせいか、幸か不幸か、
コーラルコスモでも恵子先生が「This is to be memorized」
とおっしゃった曲をなるべく早めに暗譜するクセがついてしまいま
した。
ところで新しく入ってきた若い新入メンバーの間では、「TCP
では暗譜してないと退団させられるんだって︕」という話で過
敏になってしまう人達もいます。さて 9 ⽉末の土曜練習日

3

