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ポーランド・ヴロツワフ

Wroclaw, Poland

3 Sep.
Arrival

9月3日
到着
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Sep.
Meeting with Volunteers
Sightseeing Ostrow Tumski
Concert in Centrum Tworczosci Dziecka
“Alchemy of Light” Light and Music show

9月4日
• ボランティアとの初対面
• 教会の島視察
• コンサート（Centrum Tworczosci Dziecka）
• “Alchemy of Light”光と音楽のショー鑑賞
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Sep.
Boat trip
Visit to Panorama Raclawicka
Concert in Oratorium Marianum
Formal reception in Barbara

9月5日
• ボートトリップ
• パノラマ美術館視察
• 国際青少年音楽祭（オラトリウム・マリナウム）
• 公式レセプション（Barbara）

6 Sep.
• the Centennial Hall Complex
• Concert in Diakonia

9月6日
• 百周年記念ホール視察
• コンサート（Diakonia）

7 Sep.
• Visit to the High School Number 9

9月7日
• ヴロツワフ第9高校訪問

スペイン サン・セバスティアン

San Sebastian, Spain

7 Sep.
• Arrival in San Sebastian

9月7日
• サン・セバスティアン到着

8 Sep.
• City Tour
• Visit Donostia hospital

9月8日
• 市内視察
• ドノスティア病院訪問
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9月9日
• リハーサル (サンタ・マリア教会)
• ウルグル山に登山
• 国際青少年音楽祭 (サンタ・マリア教会)
• 公式レセプション (サンテルモ美術館)

Sep.
Rehearsal at Santa Maria
Walk up to Mount Urgull
International Youth Concert at Basilica Santa Maria
Formal reception in San Telmo Museum

10 Sep.
• Free time with Host Families

9月10日
• ホストファミリーと行動

San-in Boys and Girls Chorus Little Phoenix
山陰少年少女合唱団リトルフェニックス

<Members>

SANIN PHENIX Children’s Choir
It has been 57 years since the choir’s foundation in 1959. About 20 children
ranging from 6 to 18 years old belongs the choir. They love singing and have
wide range of repertoire, such as Japanese children’s songs, pop music and
songs of premiere. Especially performances with dance and using hand
language received an evaluation. They performed in France, South Korea,
Lithuania etc. In Japan, they play 20 times and interact with other choirs.
山陰少年少女合唱団リトルフェニックス
昭和34年に放送局の合唱団として創立し、11年前に名称新たに独立して、今年で57年
目を迎えた鳥取県でも歴史の長い合唱団です。鳥取県米子市周辺の、６才～１８才ま
での、歌の大好きな子供たちが20名程度所属しています。レパートリーは幅広く、童
謡唱歌からポップス、初演の演奏など、様々なジャンル、多彩な演奏スタイルの作品
に取り組んできました。特に踊りや手話を交えた演奏には高い評価をいただいていま
す。フランスや韓国、リトアニアなど海外での演奏経験もあり、国内では年間20回程
度のコンサートをこなし、様々な合唱団と交流も重ねています。
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Reiko Hara, Conductor
Yoshie Watanabe,Pianist
Natsumi Tubaki
Momoka Yatagai
Nanako Hattori
Moe Aoki
Asako Imade
Shoki Ikeda
Motoike Kano
Yasuto Miura
Moe Miyamoto
Moe Arakawa
Rikuto Kubota
Rin Yoshioka
Mutsumi Shiraishi
Rio Asakura
Keito Hasegawa
Tomoko Imade
Chie Aoki
Mai Ikeda
Ayaka Nakamura
Kumiko Hirabayashi
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原 礼子
指揮者
渡邉 芳恵 ピアニスト
椿 夏美
八谷 桃香
服部 菜々子
青木 萌
今出 朝子
池田 翔輝
本池 佳乃
三浦 泰斗
宮本萌
荒川 望咲
久保田 陸斗
吉岡凜
白石 睦
朝倉 里緒
長谷川 けいと
今出 智子
青木千笑
池田 麻衣
中村 綾也佳
平林 久美子

合唱団 クレール Clair Choir

宮城三女OG合唱団 Miyagi Sanjo OG Choir

<Miyagi Sanjo OG Choir>
1 Keiko Yarimizu, Advisor
2 Kanezo Kori, Conductor
3 Miho Ishimori
4 Minori Sato
5 Miori Sato
6 Hitomi Matsuki
7 Tomoko Iseki
8 Satomi Yamashita
9 Rina Okuyama
10 Yoko Sato
11 Yuko Sato
12 Emi Saito
13 Mami Saito
14 Kaori Tanno
15 Chiemi Asano
16 Misuzu Osada
17 Mari Shoji
18 Sayaka Senda
19 Saori Ota
20 Sayaka Takahashi

<宮城三女OG合唱団>
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遣水 桂子 アドバイザー
桑折 金三 指揮者
石森 美穂
佐藤 結実
佐藤 美桜里
松木 仁美
井関 朋子
山下 聡美
奥山 莉奈
佐藤 暢子
佐藤 悠子
齋藤 恵美
齋藤 真美
丹野 かおり
浅野 智美
長田 美鈴
庄子 茉里
千田 紗也香
太田 早織
高橋 颯優香

< Clair Choir >
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Reiko Ibuka, Conductor
Kayoko Manome, Pianist
Yatsu Midori
Chiaki Otsuki
Kumiko Terao
Hiroe Tanaka
Ayumi Miyamoto
Yuka Abe
Ikue Yamazaki

<合唱団 クレール>
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伊深 礼子 指揮者
馬目 佳代子 ピアニスト
谷津 緑
大槻 千晶
寺尾 久美子
田中 洋恵
宮本 歩実
阿部 由香
山崎 郁絵

Sep. 4 th : Meeting with Volunteers
9月4日: ボランティアとの初対面

自己紹介ゲーム/ Icebreaking time

市内視察/City tour with volunteers

Sep. 5 th : Concert in Oratorium Marianum
9月5日:国際青少年音楽祭 (オラトリウム・マリナウム)

合同演奏／Joint song

Little Phoenix／リトルフェニックス

NFM boys choir/NFMボーイズクワイア

宮城三女OG合唱団 Miyagi Sanjo OG Choir

From left: Chariman Uchiyamada,
Ambassador Matsutomi
左から：内山田実行委員長、松富大使

Official Reception at Barbara
公式レセプション (Barbara)

Sep. 6-7 2016: Concert in Diakonia&Visit to the High School Number 9
9月6日~7日: Diakoniaコンサート&ヴロツワフ第9高校訪問

Sep. 7 th: Arrival in San Sebastian, Sep. 8 th : City Tour
9月7日: サン・セバスティアン到着、9月8日: 市内視察

Visit Donostia hospital／ドノスティア病院訪問

Sep. 9 th: International Youth Concert at Basilica Santa Maria
9月9日: 国際青少年音楽祭 (サンタ・マリア教会)
聖マリア教会/ Santa Maria Church

オルフェオン合唱団／Orfeon Txiki
宮城三女OG合唱団 Miyagi Sanjo OG Choir

リトルフェニックス／Little phoenix

クレール／Clair

Formal reception in San Telmo Museum ／公式レセプション (サンテルモ美術館)

With host families／ホストファミリーと

Leaving the city／サンセバスティアン出発、帰国へ

大切な１０日間

●参加合唱団

エッセイ集

山陰少年少女合唱団リトルフェニックス
椿 夏美 (高校3年生)
今回の国際青少年音楽祭は私にとって3度目の海外演奏でした。私にとって今
回の旅は海外で歌わせていただけるという喜びと同時に、これまでの海外遠征
と違い、団長として団をまとめなければいけないという思いから不安やプレッ
シャーもありました。しかしこのように海外に行かせていただけること、そし
てその団長として行かせていただくことはとても光栄なことだと気づき、自信
を持って出発しようと決めました。
今回の海外遠征は2カ国を渡ったので、国際青少年音楽祭に2度も出演させて
いただくことができました。見たことのないほど大きく綺麗で美しい教会で、
体験したことのないほど綺麗に響く環境で歌わせていただけた経験は今でも忘
れることができません。また、各国の地元の施設でも歌わせていただきました。
日本古謡の「さくら」や、鳥取県出身岡野貞一さん作曲の「ふるさと」など私
達の故郷を感じさせてくれる曲を歌ったり、日本の有名なアニメ「トトロ」な
どの曲を歌いました。「トトロ」は海外でも認知度が高く、歌うといっしょに
口ずさんでくださる方もいらっしゃいました。
ポーランドでは、合同演奏曲「森へ行きましょう」を歌うと、歓声が起こる
ほどみんなが知っていて、沢山の方が一緒に歌ってくださり、私達もとても嬉
しかったです。
スペインでの国際青少年音楽祭の後でのレセプションでは、それぞれの合唱
団が思い思いの曲を歌っては拍手を送りあい、また他の合唱団の歌をいっしょ
に歌ったり、と合唱団同士の交流が盛んに行われました。特にスペインの合唱
団はみんなが身体を使って自由に楽しく歌っていました。そこには自然と子供
達が集まり、私が知らなかった音楽の楽しさを初めて感じることができました。
言語は違うものの、音楽は世界共通だなあと感じ、国の壁を越えてこのレセプ
ションでは楽しむことができました。
私達は国際青少年音楽祭のステージで鳥取しゃんしゃん祭を思わせる傘踊り
で「きなんせ節」を披露しました。私にとってこの曲は思い入れがある曲です。
私がこの曲を初めて歌ったのは小学１年生のときでした。当時はまだ身体が小
さく、今ではもう当たり前のように持っている傘も大きく感じ、また、慣れな
い法被での傘踊りは難しく、何ヶ月もかけて練習しては何度も失敗し、怒られ
た記憶があります。今回この「きなんせ節」をすることが決まったのは海外遠
征の2ヶ月前でした。８年ぶりの「きなんせ節」ということで、経験者はほとん
ど卒団し、また2ヶ月という短い期間で仕上げなければならないということで間
に合うのだろうか、と不安が募りました。

私は昔のDVDを何度も見返して、そして当時傘踊りの指導をしていただいていた先生に
も来ていただき、団員のみんなで一丸となって完成できるよう何度も練習しました。そ
の際保護者の方々は、練習しては壊れてしまう傘を修繕してくださり、私達は心置きな
く練習することができました。また、傘には気づかないうちに新たなリトルフェニック
スのマークが付けられていて、私達の知らないところで沢山の方から支援をして頂いて
いる事を実感しました。たった2ヶ月という短い期間で傘踊りをすることができたのは
団員一人一人の努力とそしてなにより保護者の協力があってのことだと思います。
今回の国際青少年音楽祭参加にあたって前回と違ったのは、先ほども言った通り2カ
国を渡るということ、そして各国でホームステイをするということでした。2カ国を訪
ずれることで私は、2つの国の街の景色や文化の違い、沢山のことを比較し、それぞれ
の良さを感じることができました。またホームステイでは、ホストファミリーの方々と
非常に近い距離で交流することができ、また団員一人一人が外国の方と会話するという
機会がとても増えたように思います。
初めてのホームステイ、ポーランドのステイ先の家に着いたのは夜の1時でした。し
かし家の電気はまだ付いていて私達を出迎えてくれました。学校の授業以外で英語を
使ったことのない私は、何もかもが初めての体験で最初は上手く聞き取れず、上手く言
葉が出ず、喋っても発音が悪くて上手く通じないという場面は何度もありましたが、
徐々に慣れてきて会話ができるようになりました。ポーランドでは私はけん玉を紹介し
ました。いつもはパソコンでしか遊ばない８歳の子が夢中になって遊んでいるよ！あり
がとう！と言われたことが嬉しかったです。またポーランドでは噴水のショーに連れて
行ってもらいました。綺麗な噴水にイルミネーションがされていてとても綺麗でした。

スペインのホストファミリーもとても温かく迎えてくれました。スペインの料理が食
べたいと私が言ったので、一緒にご飯を食べるときはいつもスペインの料理や果物を食
べさせてくれました。スペイン最終日の前日の夕方にはサンセバスチャンを見渡せる遊
園地のようなところに連れていってくれました。そこからの景色は本当に綺麗で地平線
を見渡すこともでき、もうすぐ帰る日本の事を思い出させ、日本の遠さを実感し、また
自分がいまどこにいるのか教えてくれるようでした。一緒に遊園地に来ていた服部菜々
子と夕日に染まった綺麗な景色を見て歩きながら2人で「瑠璃色の地球」を歌いました。
私はこの曲が前から好きでしたが、もっと好きになりました。
今回の演奏旅行はそれぞれの団員がそれぞれのホームステイ先で違った思い出や体験
をしています。私にとってこの旅はとても楽しく、音楽祭での思い出もホームステイで
の思い出も消えることはない大切な１０日間です。このような機会をくださった方々、
そして私達を支えてくださった方々に感謝します。これからの地域でのイベントではこ
の１０日間に感じた沢山の感謝の気持ちを込めて歌っていきたいです。ありがとうござ
いました。

海外遠征での出会い
山陰少年少女合唱団リトルフェニックス
服部 菜々子 (高校2年生)
今回の遠征では、ポーランドとスペインに行きました。海外は初めてではありませ
んでしたが、今回は飛行機の乗るための荷物チェックや身体チェックが厳しかったの
で、怖いのと同時に、欧州に来た実感がわきました。空港につくとホストファミリー
の方が凄く明るく迎えて下さり、疲れてはいましたが明日からの活動が楽しみになり
ました。
ホストファミリーの皆さんは、とても快く迎えて頂き、お子様は疲れも吹き飛ぶほ
どかわいかったのが印象的でした。朝からホストの方と英語で話すのが楽しかったで
す。私のホストファミリーの家はすごく明るく冗談の多い家族でした。集合場所に送
るだけでなく、毎公演聞きに来て下さり、とても嬉しかったです。集合場所について
久しぶりに日本語で話せたときは、すでに日本語が懐かしくなっていました。
現地の高校生の方と宮城三女ＯＧ合唱団の方とゲームをしながら自己紹介をして、
観光に出発です。ヴロツワフの伝統的なお土産屋さんにも連れて行ってもらいました。
町には触れると幸せになれる妖精など、とてもかわいい街でした。何といっても建物
がカラフルで、日本にはない光景ですごく楽しかったです。観光をしながら現地の高
校生の方と歌いながら歩くなど笑いがつきず、とても楽しい交流となりました。午後
の本番では演奏が終わった後、日本にはない口笛や歓声などがあり新鮮でした。曲紹
介を英語でするなど簡単には相手に伝えられないと感じていましたが、やはり音楽は
万国共通だと強く感じました。
ホストファミリーとは昔の写真を見せて頂いたり、結婚した経緯などたくさんお話
をすることができました。私と一緒にステイした１０歳の団員の智ちゃんはまだ英語
を勉強していなく、何も分からない状態だったので彼女には惜しい旅行だと感じまし
た。
教会での演奏は、ホールとは違い遠くに声を飛ばさないと伝わらないと思い、前に
意識を強く持ちながら歌いました。現地の合唱団と地元の歌シュワージェヴェチカを
歌うと皆さん喜んで下さり、何の仕組みの無いアンコールが来ました。歌っている時
ここに立てていることにとても感謝しました。家に帰ってからもホストさんとシュ
ワージェヴェチカを歌いすっかりこの曲が大好きになりました。この日の夜ポーラン
ドから出たくないと思いました。そのくらいとても親しみを覚える良い国だと印象付
けられました。
施設訪問にお邪魔した時は「さんぽ」を知っている方がおられ、日本を愛してくだ
さっていると感じ幸せでした。最後にはひまわりと絵をもらい嬉しかったです。終
わってすぐホストファミリーと買い物に行きました。やっぱり笑いの尽きないひと時
でした。最後が近づくに連れて淋しい気持ちでいっぱいでした。その夜に荷物を整理
していると猫が上に乗ってきたり、子供さんが手伝ってくれたり、いっぱい写真とっ
たり幸せでした。でももの凄く寂しかったです。簡単に会える距離でないことを悔や
みました。
いよいよお別れの日、寝坊してしまいお父様にあいさつできなくて後悔しました。
子供さんを送っていくともう会えないと思うと悲しくてたまりませんでした。握手や
ハグをしてお別れをしました。集合場所につくとお母様が元気でね、と言ってくださ
りすごく名残惜しいお別れでした。もう会えないのにまた会える気がしてたまりませんで
した。

みんなが揃うと地元の高校生の学校で歌い作ってくださったケーキを食べながら交流し
ました。たくさん写真をとったり新しい友達が出来て楽しかったです。バスに乗り込むと
みんな涙で感動的でした。私はこの町が大好きです。空港に行き飛行機が飛び立つとき泣
きそうになりました。やっぱりお父様に挨拶できなかったのが心残りです。
スペインの集合場所につくと既にホストファミリーの方たちが待っていてくださってい
ました。スペインのホストファミリーの娘さんがとても明るい性格でたくさん話をしまし
た。サンセバスチャンは海沿いの町でとてもきれいでした。家族の方に綺麗に見える場所
に連れて行ってもらったりして家に帰りました。一人になるとどうしてもポーランドの家
族を思い出してしまい気持ちが抑えられませんでした。スペインのお母様にすごく心配を
かけてしまったと反省しています。
スペインのお母様にスーパーに連れて行って貰い色々なものを見ました。現地のガイド
さんにも案内をしてもらいました。英語の速さがスペイン語並みに早かったので聞き取り
づらかったです。私は世界史を今勉強しているので興味深い場所がたくさんありとても楽
しい観光になりました。
現地の合唱団の方は伝統的なダンスをされておりカッコよかったです。帰ると娘さんと合
唱の練習を見に行きました。日本とは練習風景が違い新鮮でした。指揮者の先生の感情表
現が個性的でとても楽しかったです。娘さんの友達と仲良くなりたくさん友達が出来まし
た。
サンタマリア教会での本番の朝は、散歩に出かけ丘の上から眺める景色はほんとに綺麗
でした。帰る途中雨が激しく振ったので雨宿りをしました。なぜか楽しかったです。リ
ハーサルをしていると、昨日会った友達がたくさんいて手を振ってくれたのでとても嬉し
かったです。スペインの教会はほんとに大きくてパイプオルガンもあって高揚感がありま
した。しかし、遠くに声を届けるのが難しかったです。
スペインは誰かが転んだら周りの人が助けるなどほんとに親切な国です。演奏が完璧に
終わるまで聞くなど、とても礼儀正しいのが印象的です。食事でも料理が１つずつ出てき
て食事の時間がとても長かったです。食事が日本より２時間遅れなのでいつも腹ペコでし
た。パーティーは、各団体が出し物をしたり写真を撮り合ったり喋ったりして、０時を過
ぎていました。それでもみんなまだ遊んでいたので少し大人になった気分でした。スペイ
ンでは同世代の友達がたくさんできてとても楽しかったです。会場から出ると町の人たち
はお酒を飲みながら解散する気配がないのをみると日本は静かな国だと感じました。
オフの日に遊園地に連れて行って貰い、ジェットコースターにベルトがないのが衝撃的
だったり、友達と一緒に２０歳からしか乗れない滑り台に乗ったりしました。セキュリ
ティーが弱いところが外国っぽいと感じました。この遊園地は山のてっぺんにあり、叫ぶ
ほど景色が綺麗でした。
最終日の朝、この旅行が終わるのだなと感じながら荷造りをしていました。お母様に挨
拶が出来なくて、またしても“やってしまった”と思いました。
この日はボートレースの大会だったらしくみんな自分の応援するチームカラーに街が染
まっていて賑やかな雰囲気とは裏腹に、みんなが揃うとすぐにバスが来てここでお別れ
だったのでたくさん出来た友達との別れがとても悲しかったです。バスが出発すると走っ
て追いかけてきてくれました。
この旅行で一番強く思ったことは、人に対しての愛情はとても大切だということと、英
語は勉強したほうがいいということです。歌に関しては、スペインで強く感じたのですが、
もっと自由に歌った方が楽しいし伝わりやすいのかなと思いました。これからは型にはま
りすぎず自分のスタイルを保ちながら歌うことを身につけたいです。旅行が終わってしば
らく白米への執着が凄かったです。

学んだこととこれからのこと
山陰少年少女合唱団リトルフェニックス
八谷 桃香 (高校2年生)
私は国際青少年音楽祭に参加する前、楽しみよりも不安のほうが大きくて正直
行きたくなかったです。前回、小学４年生で参加したときは最年少だったのでお
姉さんとしてのプレッシャーや、私がちゃんとしなきゃと言う恐怖感が全くなく
て、「ちゃんと付いていけばいいや。」くらいの気持ちでリトアニアに行きまし
た。しかし、今回は高校２年生で団長さんの次に大きく、団長の足を引っ張らな
いようにとか、私がちゃんとしなきゃとか、周りを見て行動しなきゃとか、頑張
らなければならないことが次々と出てきて、とにかく不安だらけでした。その中
でも一番不安だったのがホームステイです。ホームステイ先では、私が間違えて
しまえばペアの子に迷惑をかけてしまうし、集合時間に遅れてしまえばペアの子
だけじゃなく団全体に迷惑をかけることになるのですごく怖かったです。しかし、
怖いのも不安なのも初日だけで、ペアの子と協力したり、連絡事項をしっかり聞
いてミスしないように心がけることで、日本に帰るまでとても楽しかったです。
ポーランドでは、ホームステイ初日ですごく緊張しました。しかし、行く前に
何回かメールのやり取りをしていたので思っていたよりもコミュニケーションが
取れたし、会話もできて、毎日楽しかったです。ホームステイ先の子の友達と、
お買い物や夜景を見に行ったのが思い出です。最終日に手作りのうさぎの人形を
もらいました。涙が出るほどうれしかったです。日本に帰ってからもメールをす
るくらい仲良くしています。大切な友達が一人増えました。
スペインでは空港で、一人でホームステイをすると聞いて驚いたし不安になり
ましたが、私としては私がミスした時ペアの子に迷惑をかけてしまうことがなく
なるので少し気が楽になりました。ホームステイ先の子が合唱団の子だったので
「上を向いて歩こう」と「ラファラファ」を一緒にたくさん歌い楽しかったです。
歌って、音楽って、言葉が通じなくても気持ちが繋がりあえるので素敵だなと感
じました。ここでは、たくさんの合唱団の友達とSNSで繋がることができて、こ
れからも大切な友達として仲良くしていきたいです。
ポーランドでもスペインでも歌い終わった後の拍手がとても大きくて歌い終
わった後の達成感をすごく感じました。全ての本番で「歌っていいな。」と歌い
終わった後に思いました。
私は今回の海外演奏旅行で数え切れないほどの思い出ができたと同時に成長で
きたことや学んだことがあります。例えば、私は自己主張が苦手です。しかし、
ホームステイや交流会で何回も自分から話しかないといけないことや、話しかけ
られることがあり、海外に行く前よりも自己主張できるようになったと思います。
それから、私は誰かに頼るということが苦手で一人で考え込んでしまう性格です。
しかし、私の周りには信頼している仲間がたくさんいました。そのおかげでこの
十日間、一人で考え込まずに頼ることで楽しく過ごせたのではないかなと思いま
す。

そして、一番成長できたなと思うところは、お姉さんとして小さい子を引っ張っ
て行けるようになったことです。連絡事項や、やらなければならないこと、移動
中に周りを見ることなど、普段の練習や本番で、あまり意識しないことを毎日意
識してお姉さんとしてやらなければならないことが前よりもできるようになりま
した。しかし、それと同時に歴代の先輩って「すごく偉大だな、すごいな。」と
感じ、「私ってまだまだだし、お姉さんとしてちゃんとやれてるのかな？」と思
いました。だから、これから海外でやってきた以上に周りを見て、団長の補助を
頑張っていきたいです。
歌だけでなく、人としても成長できて、他の人が経験できない経験を私は二回
もさせてもらい、そして、私一人では最後まで成し遂げることは無理なことをリ
トルフェニックスの仲間と原先生、芳恵先生、付き添いのおばちゃん達、行く準
備や旅費を出してくれたお母さん、EUジャパンの古木さん、他にもたくさんの方
たちの協力のもと成し遂げることができました。感謝してもしきれないくらいで
す。ありがとうございました。

海外に行って終わりではなく、海外に行ったことをどれだけこれからに繋げら
れるかが私は大事だと思います。学んだこと、感じた事、成長した部分をもっと
大きくして、もっと成長できるように頑張っていきたいです。

今回の経験を通して
山陰少年少女合唱団リトルフェニックス
青木 萌 (高校2年生)
今回この国際青少年音楽祭に参加することが決定したとき凄くうれしかったで
す。
私が所属している部活動の大会と国際青少年音楽祭の時期が近くどちらの練習
を優先すべきか悩むこともありました。直前には、学校の方も公認欠席にしてい
ただき、沢山の人から「気を付けて」「がんばって」と言われたり、空港の屋上
から保護者の皆さんが手を振っていたり、羽田空港に着き降りる際にアナウンス
でエールを贈ってもらったりと、沢山の人に応援されました。初めての体験をす
ることへの緊張や不安などからあまり体調がよくありませんでした。ﾎﾟｰﾗﾝﾄﾞにつ
いたころには夜も遅かったのですが、ﾎｰﾑｽﾃｲ先の人がたくさん空港でネームカー
ドを持って待ってくれていました。私は、違う人に家まで送ってもらいましたが、
ﾎｰﾑｽﾃｲ先では家族の人が出迎えてくれました。正直、ﾎｰﾑｽﾃｲが一番不安でした。
でも、みんな暖かく迎え入れてくれてすごく安心しました。私は、英語がすごく
苦手で、しゃべることができるか不安でした。でも単語をつなげながら、片言で
も頑張って伝えようとすれば聞く側の人も一生懸命聞いてくれました。
翌日の９月４日にみんなと合流したときの安心感は大きかったです。
市内観光をした時にはボランティアの人ががんばって日本語を入れながら話して
くれました。午後から交流コンサートがありﾎﾟｰﾗﾝﾄﾞに来て初の演奏でした。慣れ
ない空気の乾燥で歌いにくいと思いました。でも、そんなこと言っていられない
ので少しでも早くこの環境に慣れ、今日の反省点を明日は少しでも直して歌える
ようにしようと思いました。
夜には、ﾎｰﾑｽﾃｲ先の家族と折り紙をしました。私には説明できるほど英語力が
ないので、一緒に折りながら、わからないところは手伝ったり、見本を見せたり
しながら作り、完成したのを使って遊んだり言葉は使わなくても一緒に楽しめま
した。
９月５日、国際青少年音楽祭の会場はとてもきれいな場所でした。ﾎﾟｰﾗﾝﾄﾞの合
唱団から始まり、最後がリトルフェニックスでした。ｽﾃｰｼﾞの幅があまり広くなく
傘踊りがうまくできるか不安でした。傘踊りをするために一旦はけ、法被に着替
え傘を持って出ると日本では起きない反応が返ってきました。すべて歌い終わる
とたくさんの拍手を貰いました。夜には関係者が集まってレセプションがあり、
その時に私たちに良かったといってもらえました。
９月６日、施設で歌いました。ﾎｰﾑｽﾃｲの家族全員で観に来てくれていてよかっ
たと言ってくれた時はすごくうれしかったです。家に帰ると、３家族でホーム
パーティーでした、リトルフェニックスのメンバーが何人か集まりました。互い
の国の歌を歌ったり、遊びを教えあい大人も一緒に遊びました。

９月７日ﾎﾟｰﾗﾝﾄﾞの高校に行き、ずっと私たちと一緒にいてくれたボランティアの人
たちが、日本が大好きだということを、写真を見せながら話してくれました。
名残惜しい気持ちを持ちながらｽﾍﾟｲﾝへ向かいました。途中先生からｽﾍﾟｲﾝのﾎｰﾑｽﾃｲが
二人から一人に変更といわれた時には驚きました。必要な英語の文章などを小さい子
に教えたり、少しでも困ることのないようにしました。ｽﾍﾟｲﾝではﾎｰﾑｽﾃｲ先で英語が
伝わるかわからなかったので、ﾎﾟｰﾗﾝﾄﾞと同じように意思が伝えられるかわからない
うえに１人になったことですごく不安でした。ｽﾍﾟｲﾝに着くとﾎﾟｰﾗﾝﾄﾞの時と同じでた
くさんの人が待っていました。私は、一人ではなく一番小さい妹と二人になりました。
一度荷物を置いてから、景色のきれいに見える場所に案内してくれました。夜ごはん
の時にほかの家族の人と初めて会いました。合唱団に入っている男の子には「Do
you know Shinnchan？」と、聞かれました。クレヨンしんちゃんが好きだったよ
うで、ｽﾍﾟｲﾝバージョンのものをテレビで見せようとしてくれましたが、やっていな
くて、ワンピースを見ました。みんな面白く楽しい家庭でした。寝る前になるとﾎｰﾑｽ
ﾃｲ先のお母さんが毎日「何も困ったことはない？」と気にかけてくれました。
９月８日、市内観光で説明等がすべて英語でわからなかったのを宮城三女ОＧさん
の人が訳して教えてくれました。ﾎﾟｰﾗﾝﾄﾞとはまた違った街並みや人、雰囲気で面白
かったです。午後からは施設訪問で合わせもなく合同でｽﾍﾟｲﾝの曲を歌いました。解
散後、ﾎｰﾑｽﾃｲ先の姉弟の迎えに行くと合唱の練習をしていて中に入って実際に見るこ
とができました。私たちとはまた違った練習の仕方で勉強になりました。
９月９日、国際青少年音楽祭でした。とても広い教会でした。ｽﾍﾟｲﾝの合唱団の歌
はすごくきれいで、自分たちも同じ曲を歌いたいねと、話したりしました。合同の曲
のリハの時ｽﾍﾟｲﾝの指揮者の先生から何ヶ所か「こうしてね」という指示を受けまし
た。言葉は全く理解できませんでしたが、先生の歌い方や身振り手振りでわかりまし
た。本番ですべての曲が終わると、みんなが立ち上がって拍手をしてくれた時はうれ
しい気持ちもありましたが、終わってしまったという少しさみしい気持ちもありまし
た。夜はレセプションがありました。交代でいろんな曲を歌ったり、ｽﾍﾟｲﾝの合唱団
のやっていた振付を教えてもらったり、違う合唱団との交流ができてすごくうれし
かったです。
出発するころはあんなに不安だらけだったのに、帰りたくないと思うほどでした。
一番不安だったﾎｰﾑｽﾃｲですごく歓迎され優しくしてもらい、たくさんの人と出会って
交流しあえて、普通ならできない体験をたくさんさせてもらいました。たくさんの人
の協力あったからこそだと思います。いろんな合唱団の歌を聴いてもっと上手くなり
たいと思いました。私は、３班の班長をしました。市内観光や、空港で班行動をする
ことが多く班員を見ながら早く移動しないといけない時が多く大変でした。たくさん
の失敗やハプニングを乗り越えたからこそ今回の経験が私にとって、合唱団にとって
の思い出になりそして、成長するきっかけになったと思いました。

歌でつながる
山陰少年少女合唱団リトルフェニックス
今出 朝子 (中学3年生)
私が今回の演奏旅行に行って感じたことは、世界のことをもっと知りたいとい
う事と、英語をもっと話せるようになりたいという事です。
米子を出発する前は明日のことを考えると楽しみな気持ちや不安な気持ちなど
いろいろな感情がありました。
でも、ポーランドについてからは、毎日が充実していて、不安をかんじるひまも
ありませんでした。
（ホームステイのこと）
ポーランドは親日国ということで、ボランティアさんの中には日本語を話せる
人もいたし、漫画やアニメなど、共通の話題もたくさんありました。
ホームステイ先では、言葉を教え合ったり、折り紙をしたりして楽しく過ごし
ました。翻訳機能を使って重要なことは伝えてくれました。
スペインではホームステイ先の子が同じ年でした。同じ年だからか、親近感も
あり、すぐ仲良くなることができました。ホームステイ先には日本語を話せる人
はもちろんいなくて、しかも、翻訳機能を使わないので、私に対して、全てを英
語で伝えてこようとしてきました。私は途中から、英語を聞き取り、理解するこ
とは不可能だとあきらめました。
でも、すごく一生懸命伝えてこようとしてくれたので、私も理解しようとでき
る限りの努力はしました。それでも分からないときは笑ってごまかすか、周りの
日本人に頼りました。最後にはなんとなく分かるようになったし、自分からも少
し話せるようになりました。
（合唱のこと）
ポーランドの本番ではとても緊張しましたが、ある程度うまくいきました。合
同演奏では、みんなが一緒に歌って会場に一体感が生まれました 。NFN Boys
choirの歌声は教会に良く響く本当に綺麗で透き通るようでした。
スペインの聖サンタマリア教会の本番では、やはり、和傘を使った「きなんせ
節」のインパクトは大きく、観客の皆さんに大反響でした。合唱が終わっても写
真を撮りに来てくれて、記者会見のようでした。スペインのOrefeoi Txiki choir
は振り付けなどにオリジナリティーがあり、聞いていて楽しく、自分も一緒に歌

ってみたいと思いました。
レセプションでは、ホームファミリーの子にたくさんの友達を紹介してもらいまし
た。なかなか言葉は通じず、何を話そうか分かりませんでしたが、歌い始めたら 楽し
く みんな笑顔になっていました。言葉はよくわからないけど、歌で何かが通じた気が
しました。それぞれの合唱団で歌を披露したり、みんなで楽しく歌ったりして仲良く
なるきっかけが出来ました。
歌の力はすごいと思いました。
（まとめ）
人生にあるかないかというくらいの貴重な体験をさせていただきました。いつも支
えてくださっている人に感謝しなければならないと改めて思いました。合唱の練習を
もっと頑張らないといけないと思いました。
はじめにも書きましたが、私が今回の演奏旅行に行って、世界のことをもっと知り
たいと思ったし、英語をもっと話せるようになりたいと思いました。私の家にもホー
ムステイをしに来てほしいです。そして今回ポーランドやスペインの文化を教えても
らったように 今度は日本の文化を伝えていきたいし、体験してもらいたいです。

幸せな時間

あっという間に最終日になりました。お別れの時には、本当に泣きそうだったかも
です。

山陰少年少女合唱団リトルフェニックス
池田 翔輝 (中学三年生)

10日で沢山の人に出会いました。会う人みんな優しい人で、素敵な笑顔でした。そ
してさまざまな会話をしました。日本の文化や遊び、自分の自己紹介も話しました。
他にも数え切れないほどの話をして、沢山笑いました。顎が外れるほど笑ったと思い
ます。友達も沢山できて、本当に幸せな時間でした。

9月3日から10日間ポーランドとスペインの方に行ってきました!!
自分はスペイン語やポーランド語どころか英語もまともに話せませんでした。
とても心配でしたが、日本に帰る頃にはそれは笑顔に変わってました。
ポーランドでの1日目、初めてのホストファミリーと会いました。最初の会話は
ビックリするほど噛み合わなくて先が思いやられました。でも「男子3人の中で一
番上の僕がしっかりしなきゃ。」そう思い、"英語が無理ならば、ノリでやってや
ろうじゃないか"身振り手振りで頑張ってみました!すると徐々に会話が通じてき
たのです。そしてスムーズに会話が通じるようになり、気まずい会話が楽しい会
話になりました。ここで海外はノリが重要ということに気づきます。
次の日、初めて海外での合唱の本番でした。沢山の方々が見に来てくれてとて
も感謝です。海外でも笑顔を忘れずにしっかり歌えたと思います。

3日目は大切な本番でした。久々のきなんせ節でしたが、しっかり出来たので安
心しました。ホストファミリーの方に終わった後、とても良かったと言ってもら
えて、とてもやる気がでました。ホストファミリーの皆で集まって打ち上げ(?)も
しました。
ポーランドの遊びを教えてもらいました。初めてポーランドの文化を知りまし
た。その後皆に、日本の遊びを教えました。とても真剣に聞いてもらったので、
少々緊張しました。でも、そのおかげで沢山の人とコミュニケーションをとるこ
とが出来ました。
スペインでは1人でホームステイになりました。不安はありましたが、ノリで乗
り越えてみせました。ホストファミリーには子供が2人いました。2人ともすぐに
仲良くなることができ、家で一緒に遊んだり、テレビを見たりしました。すると、
スペインの合唱団の子とも友達になることができました。
合唱の本番ではとても大きな教会で歌うことが出来ました。スペインの合唱団
は男の子も沢山で、とても透き通った声がでていました。声が上手く裏返して
歌っていたので、僕も負けずに頑張りたいです。
その後、皆で遊園地に行きました。ジェットコースターに乗ったり、ウォー
タースライダーにも乗ることができ、最後のいい思い出となりました。

これはホストファミリーの方やボランティアの方は勿論、保護者の方々や先生、家
族のおかげです。本当に感謝しています。
合唱では大人から子供までさまざまな方の歌を聞きました。皆さんとても上手で、
リスペクトするべきだなと感じました。これから、この自信をバネにして色々なこと
をチャレンジしていきたらと思います。

海外での経験と学んだこと
山陰少年少女合唱団リトルフェニックス

本池

佳乃 (中学1年生)

私は国際青少年音楽祭に参加することを聞いて海外に一度も行ったことはない
し、大好きなヨーロッパに行けるのが、とてもうれしくて楽しみでした。
ポーランドもスペインも宿泊先はホームステイと聞いていて、初めての経験だ
から楽しそうと思う反面、言葉が通じないのに大丈夫かなと不安でした。
ポーランドでは本当に皆さんが優しくてどんなに疲れていても私たちのことを
思って常に笑顔で話してくださいました。ホストファミリーに一日目の演奏を聴
いてもらった時には笑顔で私のもとに駆け寄って「beautiful！！」と何度も言っ
てくれてとてもうれしくなりました。たとえ言葉が通じなくても心に響いたんだ、
歌で心が通じ合えると思いました。私は中一で英語は習いたてで、少ししか話せ
なかったけど、意外と理解してもらえました。ホストファミリーの方ととても仲
良くなれました。でも、もっともっとたくさんお話がしたいと思いました。これ
からはたくさん英語を勉強して海外の人ともっと話ができたらいいなと思いまし
た。
ポーランドでのヴロツワフ大学はとてもきれいで、そこで歌わせていただけた
のがとてもうれしかったです。地元のポーランドの少年合唱団との共演もさせて
いただきました。「森へ行きましょう」では客席の方も歌っておられ、会場全体
が一体感に包まれていくような気がしました。演奏が終わると聞いてくださって
いた方のほとんどがスタンディングオベーションをしてくださり、とてもうれし
かったです。海外で喜んでいただけ感動しました。もっともっと歌を歌いたいな
と思いました。
いよいよポーランド出発の日、ホストファミリーやボランティアの方との別れ
がつらかったです。見送ってくださった方のほとんどが涙を流しておられ、うれ
しかったです。私たちのためにたくさんの準備をしてくださったり、楽しいこと
を経験させてくださったり、ステージのためにスケジュールをあわせてくださっ
たりと、本当に感謝しています。ポーランドでお世話になった方々、本当にあり
がとうございました。
長旅もいよいよ後半。５日目はポーランドからスペインへ移動してホストファ
ミリーに出会う予定でしたが、飛行機で移動する前、待合室で先生に「大切なお
話があります」と少し深刻そうに言われてドキッとしました。何だろうと思って
いたら、「急な話ですが、昨夜スペインのホストファミリーから電話があって
ホームステイが一人一家庭になりました」と言われて、マイナスな感情ばかりが
こみ上げてきました。

「なんで一人？」「どうしたらいいの？大丈夫かな？」と思っていました。でも目の
前を見れば、「このような気持ちなのは私だけじゃない。みんな大変なんだ。私より
年下の団員の方が心配で不安なんだ」と思いました。私も不安だったけど自分自身に
“一人じゃない。みんながいる”と言い聞かせました。飛行機の中で英語やスペイン語
の復習をしました、英語は本当に話すのが苦手なので、私の得意な“ノリ”と“笑顔”で
頑張ろう！最後まであきらめない！と決めました。
ホストファミリーに出会うとバスで家まで行きます。バスの中では会話がはずみま
せんでした。一人部屋を準備してもらい早く寝ました。一人で時計を見つめて、「日
本は今、何時だろう、何をしているのかな？」「家族にあいたいな」「学校に行って
みんなとお話ししたいな、笑いたいな」と考えていたら自然と思いがこみ上げてきま
した。普段の生活がどんなに楽しいひと時か、家族や友達と一緒に過ごす時間がなん
て嬉しいひと時か、当たり前のことが本当はとても幸せなんだとわかりました。そん
なことを考えていたらいつの間にか朝がきていました。
スペインの観光をしていると古くからのすてきな建物がたくさんあり、中でもすご
くきれいだったのが、サンタマリア教会です、いいなぁと見とれていたら、先生が
「ここで明日歌いますよ！」と言われて驚きました。こんな素敵な場所で歌えるなん
てすごくうれしいと思いました。翌日、サンタマリア教会でのリハーサルをすると、
声がとても響いて残響があるので今までの感覚と違って不思議な感じでした。本番の
曲は「365日の紙飛行機」「さくら」「群青」「きなんせ節」です。日本からは私た
ちリトルフェニックスのほかに宮城県の「三女OG合唱団」「クレール」という2つの
大人の合唱団が参加しました。私は特に「さくら」「きなんせ節」では日本のすばら
しさを知ってもらいたいと思いました。私の大好きな「群青」は東日本大震災で被災
された方が作られた曲です。被災地から出演の三女OGの方に感動を与えられたらと
思いました。こんな素敵な会場で歌えることや、会場いっぱいにお客様がおられるこ
とがてとてもうれしく、会場全員の人の心に響くように心を込めて歌いました。特に
群青の歌詞の『当たり前が幸せと知った』の歌詞をかみしめながら歌いました。私た
ちが歌い終わったあと、多くのお客様からの鳴りやまない拍手とスタンディングオ
ベーションを見て、心に響いたんだとうれしくなり、みんなで頑張って歌えたことに
すごく感動しました。
今回の海外遠征では、普段家族や友達がいることがどれだけ幸せなことかがやっと
わかりました。また、歌を歌える幸せを感じました。このようないい機会をいただい
たこと、多くの人が支えてくださったことに心から感謝しています。本当にありがと
うございました。この経験は一生忘れません。私は国境を越えてこれからも世界に歌
声を響かせたいと思います。

世界が広がった海外遠征
山陰少年少女合唱団リトルフェニックス
宮本 萌 (中学1年生)
私は、9月3日からの10日間で、沢山のことを学びました。楽しいことも、大変
なこともあって、それらすべてが良い経験になったなと思います。その中から、
特に印象に残っていることを書きたいと思います。
まず、一番印象的だったことは、違う国の人たちと、歌うことを通じてふれあ
えたことです。ポーランドでは、2日目、まだぎこちなかったホームステイ先の方
と、「アナと雪の女王」の歌をお互いの国の言葉で歌ったのがきっかけで、仲良
くなりました。また、ポーランド最後の日には3つの家族が集まって、ポーランド
の歌である「森へ行きましょう」（シュワジェヴェチカ）をみんなで合唱したり、
日本の歌、「BELIEVE」を披露したりするなど、とても楽しい食事会になりまし
た。そこでは、ポーランドの手遊び歌も教えてもらえて、思い出に残っています。
ポーランド・スペイン両国とも、コンサートやレセプションなどで、歌わせて
もらう機会が多くありました。そして、どこで歌っても、振りがついているとな
りのトトロの歌やディズニーメドレーは聴いている方も、体を揺らして楽しんだ
り、なかには一緒に歌ったり振りを真似してくれる方もステージから見えて、嬉
しかったです。特に、スペインのレセプションでは、現地の合唱団の子たちが、
日本の歌の手話を一生懸命にまねしてくれて、あたたかい気持ちになりました。
日本でも一緒に踊ってもらえることはありましたが、言葉がわからなくても、笑
顔になってもらうことはできるのだなあ、と感動したことを覚えています。
一番勉強になったと思っていることは、ホームステイです。ホームステイでは、
2人か、3人一組で１つの家庭にいきました。そこでは、大体、年齢が上のお姉さ
んと言われる団員と、小学生ぐらいの団員がペアになっていたのですが、私は、
中学1年生ということで、同い年の子と一緒でした。今までは、小学生側で、お姉
さんの指示に従っていればよかったので、今回自分たちで考えて行動するという
のが、とても大変に感じました。最初の日は、それが上手くできなくて失敗も
あったのですが、ポーランドでは2人で協力して、なんとか乗り切ることができま
した。
スペインでは、ポーランドでペアだった子とは違う、同い年の男の子と一緒で
した。揉めることもありましたが、英語を使って、ステイ先に来た現地のテレビ
取材にも答えられたことで、自分の自信になりました。ホームステイのおかげで、
まだ小学生気分だった私も中学生の自覚が持てたと思います。そして日本に帰っ
てからも、その時の経験から、まわりを見ることや、人のことを考えるというこ
とが前よりもできるようになったのではと感じます。また、後ろでおどおどして

いたって何もできないし、誰も手伝ってくれる訳ではないので、自分から動かな
いといけないということも分かりました。行く前はとても不安だったホームステ
イでしたが、考え方などいろいろ成長できました。
このように、もちろん歌のこともですが、生活面でも、書いたこと以外にもま
だまだ学んだことがあります。初めての海外遠征でしたが、世界には知らないこ
とはたくさんあって、見たことがないもの、学べることもたくさんある、と改め
て感じました。これからも、合唱団の活動などを通して種々の人と交流し、自分
の世界を広げていきたいです。今回の遠征に協力、寄付して下さった方々への感
謝の気持ちをもって、学んだことを普段の生活に生かしていきたいと思います。

感謝の気持ち
山陰少年少女合唱団リトルフェニックス
荒川 望咲 (中学一年生)
今回の海外遠征で一番感じた事は、たとえ言葉が通じなくても、笑顔でいれば
どんな事があっても乗り越えていける、という事です。
ポーランドではホームステイが２人ずつで、思っていたよりも生活できたけど、
スペインでは、空港で「一人ずつのホームステイ」だと聞き、初めて訪れた町で
生活すると、１人と２人では不安感が全く違うことを実感しました。でも、ステ
イ先のご家族が話をして下さった時、英語が分らないこともあったけど、それで
も笑顔でいられたので、最後にはご家族に慣れて終われたんじゃないかな、と思
います。
メインステージ「国際青少年音楽祭」では、少し間違えてしまったところも
あったけど、気持ちを込めて歌えたので良かったです。観客の方達にも、歌い終
わった時に大きな拍手をもらいとても嬉しかったです。その後の打ち上げでは、
沢山の方々と触れ合えて、とても楽しかったです。
遠征中頑張った事は、色々な事に積極的に取り組むことでした。中学生になっ
たので、去年よりも進んで動くことを頑張りました。空港での荷物の受け取りが
一度だけでなく数回あったので、積極的に皆の荷物を受け取りました。また、
ホームステイ先ではご家族の方が沢山の事をして下さいました。その中で私は、
どんな時も「ありがとう」の言葉を忘れずに言う事を心がけて生活することも頑
張りました。その時に感じた事は、国は違っても「ありがとう」という言葉はみ
んなを笑顔にする言葉なんだな、ということです。毎回「ありがとう」と言うと、
相手の方は笑顔を見せてくれました。私自身も、その笑顔を見た時は笑顔になれ
ました。
海外遠征から帰ってきた今でも、どちらのホームステイ先の方ともメールや
Facebookを通して連絡しあっています。その中で、ポーランドの方には、「これ
から日本語をもっと勉強して、いつか日本に行きたい。」という言葉をもらいま
した。ポーランドへ行く前に「『カルタ』をしてみたい」と聞いていたので、日
本からカルタを持っていき、ホームステイ中一緒に遊び、プレゼントしました。
そのカルタで日本語を勉強するとも言って下さいました。また、スペインの方に
は「こちらにいる間は自分の娘のように思っていたので、別れが寂しい。」とい
う言葉をもらいました。どちらからもらった言葉も本当に嬉しく思いました。沢
山の事を学んだ海外遠征でしたが、苦労した事も沢山ありました。しかし、最終
的には全て良い経験になったと思います。

今後も、定期演奏会や沢山のステージがあると思いますが、今回の遠征で学ん

だ「笑顔でいること」「ありがとうの気持ちの大切さ」を活かしていきたいです。

今回は関係者の方、保護者の方、ボランティアの方、そして寄付をして下さった方、
その他にも沢山の方々にお世話になりました。定期演奏会や今後のステージでも沢山
の方にお世話になると思います。合唱をしている時だけでなく、プライベートでも
「笑顔」と「ありがとう」を忘れずに生活していきたいと思います。

人々の優しさ
山陰少年少女合唱団リトルフェニックス
三浦 泰斗(中学1年生)
僕は今回、合唱団のメンバーとして初めて海外の「ポーランド」と「スペイ
ン」に行きました。海外に行ったことで、とても沢山の思い出ができました。ま
た、いろいろなことに驚きばかりで、多くのことを学びました。
ポーランド初日は、はじめての飛行機と時差で疲れがたまりましたが、国際青
少年音楽祭inヴロッワフ２０１６の会場には沢山の絵があり、とてもきれいな場
所で歌わせてもらい、歌う前にはＮＦＭの合唱団の人とハイタッチをして、緊張
が和らぎ疲れ吹っ飛びました。ＮＦＭの合唱団員の人たちの歌声は、とてもきれ
いでとても高音が出ていたので驚きました。子ども病院で歌った時に、会場の人
たちの中に日本の「トトロの歌」を歌ってくれている人もいたので驚きましたが、
歌い終わったあとに、会場の子どもからひまわりと絵をもらい、はじめてのこと
だったので、驚きました。ほかのホームステイ先の人の家にいって、庭でポーラ
ンドの遊びをしました。僕のホームステイ先のマルタとの夜のショッピングや市
内観光では、昼とは違った幻想的な街の風景で驚きました。ホームステイ先のヤ
チェクとスケートボードや鬼ごっこをして遊んだり、触ると幸運になる小人の像
を50体くらい触ったりして遊び、楽しかったです。また、最後の夜にはぬいぐる
みをもらい、とてもうれしかったです。

スペインではホームステイペアが変わり少し戸惑いがあり、ホームステイ先で
は地元のテレビ局の取材を受けて緊張しました。国際青少年音楽祭inサンセバス
チャン２０１６の会場のサンタマリア教会は、とても広く絵がきれいで驚きまし
た。リハーサルの時に歌声がすごく響いたので驚きました。本番の時には「Lafalafa」が特にきれいに響いたので、気持ちがよかったです。
レセプションの時にルッキャンとマルティンたちと出会い、彼らと鬼ごっこを
したりして遊び、水族館や遊園地に行った時も一緒にまわってくれて、たくさん
の思い出ができました。買い物のときには、彼らがいい場所を教えてくれ、値段
までも聞いてくれてお土産を買うことができました。また、「TAITO very very
○○」という歌も作曲してくれて、楽しかったです。
スペイン最終日には1ｋｍも続くという公園に行き、昼飯を食べた後に山に登り
ました。途中の小さな池には野生のクジャクがいて驚きました。クジャクには触
ることもできてよかったです。丘の上では、辺り一面が草原で、そこでは記念写
真を撮ったり、歌ったり鬼ごっこをして、とても思い出に残りました。スペイン
では空港へ向かうバスにお別れをしたとき最後まで追いかけてくれて、とてもう
れしかったです。

今回、国際青少年音楽祭に参加して学んだことは、人々の優しさがなければ僕
は暮らしていけないということです。最後になりましたがＥＵジャパンフェスト
のみなさんこのような貴重な体験をさせていただき、本当にありがとうございま
した。これからも歌い続けていきたいと思います。

海外遠征を通して成長したこと

国際青少年音楽祭に参加して

山陰少年少女合唱団リトルフェニックス

山陰少年少女合唱団リトルフェニックス
朝倉 里緒 (小学6年生)

久保田 陸斗 (中学1年生)
今回初めての海外遠征とても緊張していたし、不安もありました。 でも、ポー
ランドのホームステイ先の方も、スペインのホームステイ先の方も、気づかって
くださったり、優しく明るく接してくださったりして、不安はいつのまにかなく
なって、とても楽しくなっていました。
言葉には最初はとても苦戦しました。ポーランドでは、合唱団の男子三人ペア
でホームステイをしていたので、あまり苦労はしませんでしたが、スペインでは、
三人ペアでホームステイはせず一人でホームステイすることになったので、とて
も苦労しました。体調を崩したり、食欲がなくてもうまく伝えることができず、
最初はホームステイ先の方にも苦労を掛けてしまいましたが、二日目以降からは
少しだけ喋れるようになっていきました。
ポーランドとスペインの合唱団の人達と歌うと、ポーランドの少年合唱団の人
達もスペインの少年少女合唱団の人達も声がとても綺麗で、自分とは違い声がと
ても透き通っていて、とても驚きました。
様々なところを回って、子ども病院などたくさんの場所で歌いまし たが、中で
も特に印象に残ったのは、教会で歌ったことです。教会で歌うのは初めての経験
だったので、緊張して間違わないかとても 心配でした。僕は「３６５日の紙飛行
機」と「上を向いて歩 こう」の手話を少し間違えてしまいましたが、自分のすべ
てを出し切り 最後までやり切りました。次は、手話を間違えないように、練習を
頑張っていきたいです。教会の中はとても歌やピアノの音が響いていて、少しだ
け歌いにくかったです。僕達の歌を聞いていたポーランドやスペインの人たちは、
日本語で歌っているのにまるで意味が分かっているかのように真剣に聞いてくれ
ていました。「歌で心は伝わるのかな」と思いました。ポーランド語の曲や、ス
ペイン語の曲を歌うと、ポーランドでもスペインでも歌い始めるとそれと同時に
とても大きな拍手が聞こえました。そのあとも皆さん笑顔で聞いてくださってい
たり、体をリズムに合わせて揺らしている人達がたくさんおられて、歌っていて
とても気持ちよかったです。
僕は最初の五日間は自分から積極的に行動することができず、周りにとても迷
惑をかけてしまいましたが、六日目以降から、自分から 積極的に行動することに
意識することができました。合唱だけではなく、そういう面でも大きく成長でき
たのではないかと思います。 今回の海外遠征は、たくさんの方たちが協力して
くださって行けた海外遠征だったのですが、協力してくださった方たちには、と
ても感謝しています。そして、ポーランドとスペインのホームステイ先 の方の優
しさには、感謝しても感謝しきれません。このポーランドとスペインの海外遠征
で学んだこと、成長したことを、合唱で生かしていくのはもちろんのこと、学校
の事など生活面などにも生かしていけるよう、これから頑張っていきたいです。

私は、今回のヴロツワフとサンセバスチャンの国際青少年音楽祭に参加して、
外国で歌うのも初めてだし、行ったのも私にとっては初めてで、とてもいい経験
になりました。
本番で海外の合唱団と宮城の合唱団の歌を聞いて、「すごいな。」と強く印象
に残りました。海外の合唱団の歌い方はとてもきれいで、私には出来ない歌い方
でした。私たちの出番ときは、「さくら」、「ふるさと」、「群青」、「きなん
せ節」、ポーランドのときの合同で三女さんと「上を向いて歩こう」、「森へ行
きましょう（日本語）」を歌って、海外の合唱団がくわわって、「森へ行きま
しょう（ポーランド語）」を歌いました。
スペインの合同では、「上を向いて歩こう」、「Lafa－Lafa（ラファーラ
ファ）」を歌いました。
ポーランドのヴロツワフで印象に残ったことは、私達と宮城三女ＯＧ合唱団さ
んと海外の合唱団でポーランド民謡「森へ行きましょう」をポーランド語で楽し
く歌って大きなはくしゅをもらってもう一回歌ったことです。また、きなんせ節
でも大きなはくしゅをもらいました。
スペイン・サンセバスチャンのサンタマリア教会では、私達と宮城三女ＯＧ合
唱団さんとクレールさんとサンセバスチャンの合唱団の人と「上を向いて歩こ
う」を歌ったときに日本語がきれいにいえてすごいなと思いました。
今後生かしていきたいことは、スペインとポーランドの国際青少年音楽祭で学
んだたくさんのことです。とっても楽しかったです。海外で、とてもすてきなえ
んそうができたと思います。またこのような機会があったら参加したいです。こ
んな機会を与えて下さった方々、先生方、行ってもいいと言ってくれた家族、援
助して下さった方々、保護者の皆様に心から感謝しています。

初めての海外演奏旅行
山陰少年少女合唱団リトルフェニックス
吉岡 凜 (小学6年生)
私は、国際青少年音楽祭に行く前、不安な気持ちもあったけど、それ以上にと
ても楽しみな気持ちでいっぱいでした。
まず、ポーランドのホームステイ先では、ホストファミリーの方がとても優し
くて、とても心が落ち着きました。私自身、ポーランド語はもちろん、英語も
しゃべれなかったため、ちゃんとコミュニケーションが取れるのか不安でした。
ステイペアのお姉さんが言葉カード等を作ってくれ、それを使って話をしたり、
ステイ先のスマホを使って翻訳してもらったりしました。上手く伝える事が出来
ない時はペアのお姉さんに代わりに伝えてもらったり、一緒に話をしたりして、
コミュニケーションを取る事が出来ました。
ホームステイ先で、他のペアの人と一緒にホームパーティーをしてもらいまし
た。料理が出来るまで、ポーランドの遊びや日本の遊びをし、遊びを通してポー
ランドの人と仲良くなれた気がします。最初はとても不安だったけど、ホスト
ファミリーの方々が優しくしてくれて不安がほどけました。また、ペアのお姉さ
んと色々な事を協力したり話をしたりする事で、とても仲良くなり良かったです。
ポーランドでの本番は建物がすごくとてもびっくりしました。本番では傘をす
る時の場所に気をつけて、歌では地声を出さない、笑顔でやる事に気をつけてや
ろうと思いました。自分達の番が来るまで、ドキドキしましたが、気持ちを切り
替え、本番を成功させると心の中で思い、笑顔で歌う事が出来ました。私は今ま
で、口を大きく開けられなかったり笑顔が少なかったけど、他の合唱団の演奏を
見たり聴いたりすることで、自然と笑顔があふれるようになりました。その事が
自信になりました。本番が終わった後、ボランティアの方から「さくら」「か
さ」「よかったです」と言ってもらえて海外の人にもきれいな歌や傘の振りが通
じたんだなーと思いました。また、海外の人には言葉が通じなくても音楽や気持
ちは届くんだと改めて思いました。
スペインでは、ホームステイが一人になると聞いた時、とても衝撃的でした。
スペインのホームステイ先に着いて私は一人になった時、不安な気持ちがあふれ
てしまい泣いてしまいました。けれどもホームステイ先の方がとても心配してく
れて、優しく接して下さったのでとてもうれしかったです。ステイ先のパソコン
で日本語に翻訳してくれたり、言葉カードなどでやり取りをする事で不安もなく
なり、安心しました。初日の涙がうそのようにとても楽しい日々を過ごすことが
出来、日本に帰ってきたあとはメールなどを利用して連絡をとっています。

今回、色々な方の支えや協力があったから演奏が成功できたんだと改めて感じ
る事ができました。今まで自分の気持ちがなかなか伝えられなかったり、思うよ
うに表現できなかったりしていたけど、ホームステイなどを経験する事で、自分
の言葉で伝えないと伝わらないということがわかったし、今まで苦手だなと思っ
てたり出来なかったことが出来るようになったことが、自信へとつながりました。
この経験したことがむだにならないように、これからの演奏や行動に気をつけて
がんばっていきたいと思いました。すばらしい経験をさせてもらい、ありがとう
ございました。

はじめて行った外国
山陰少年少女合唱団リトルフェニックス
白石 睦 (小学6年生)
私のポーランド、スペインでの思い出は、書ききれない程あるので、その中か
ら特に心に残った事を書きます。
一つ目は、スペインでホームステイをする時に一人になった事です。その事が
知らされたのは、スペインに着く少し前、渡邉先生がその事を発表された時にみ
んなが「えぇー！どうしようどうしよう」とあせっていた事を思い出します。私
も一人になってしまうとなると少しあせりました。ポーランドでホームステイを
したから少しなれたかなと思っていたけど、やっぱり心細かったです。でもそん
な思いとはうらはらに「ホームステイ先の人ってどんな人かな。一人でホームス
テイ、してみたい！！楽しみ！」という気持ちもありました。

スペインに着くとホストファミリーの方々が私達を待って下さっていました。
とても優しく楽しく明るい性格の人で、私と同い年の女の子がいたのでパソコン
やスマホを通じて話がしやすいかなと安心しました。ホストファミリーさんの家
には家族が三人いて、猫が一匹いました。ネコパンチをされたりしたけどとても
かわいかったです。話をする時にパソコンやスマホを使う時もあったけど、ジェ
スチャーで分かってくれる時もあって分かってもらえるとすごく嬉しかったです。
二つ目は、ポーランドのきれいな町並みです。ポーランドに来ると、日本には
ない洋風な建物が並んでいました。ポーランドの人にはごく普通の風景だったの
かもしれないけど、普段こういうレンガで造ったような建物は見ないので、とて
も感動しました。また、町のいたるところにある小人の像を見つけるのも楽し
かったです。ホームステイ先の女の子二人が走り回っていたりするのを見ると、
「絵になるなぁ」と今出さんと話していました。
スペインの人の顔もポーランドの人の顔も日本人の顔とは全然違ったので、羽
田空港へ帰った時は、「あぁ！日本人の人がたくさんいる！」と思いました。日
本からはなれていたのは十日間だったけど、日本語を空港で見つけたりした時に
なつかしさを感じました。三つ目は、スペインでのレセプションです。みんなで
歌合戦みたいな事をしました。私たちがレセプションをする場所に着いて 、
「わぁー。豪華だねー。」と言ってジュースを飲んだりしていると、先生から
「リトルフェニックスの人は集まって。」と言われたので、みんなが集まってい
る所に行きました。すると、「○○歌うよー。」と言われたので、みんなで歌い
ました。そうするとスペインの合唱団も集まって教会で歌っていた歌を歌ってく
れました。そして私達も歌って、宮城の合唱団の人も歌って・・・。夜の空に私
達の歌声がずっと響いていました。

ポーランドではレセプションはあったけど、あんまり合唱団の人と交流できなかっ
たのが残念でした。
いろいろな楽しい事があったけど、やっぱり一番心に残ったのは教会で歌った事で
す。最初私は「教会歌いにくいな。」と思っていました。いつ音がきれたのか分かり
にくくて、のばしすぎたり短すぎたりしない様に気をつけました。でも慣れていけて
良かったです。私はキリスト教系の幼稚園だったので、教会でおいのりをしたりして
いました。そして声が響いているのを聞くのが大好きで、教会のおごそかな雰囲気も
好きでした。教会での声の響き方に慣れて、どんどん「教会で歌うのは楽しい。」と
思うようになりました。
スペイン、ポーランドに行けたことで、支えて下さっている方はたくさんおられる
のだなと改めて感じる事ができました。一生懸命日本語で話して下さるボランティア
さんの姿がうれしかったです。ここまで支えて下さった皆様、ありがとうございまし
た。

将来の目標を得た旅

のあたりでは楽しんで歌うことができました。「さくら」を歌ったときは、私たち
の歌声が教会いっぱいに響きわたりとても美しく聞こえました。そんな私たちの歌
声をサン・セバスティアンの方々に聴いていただけたことが一番嬉しかったです。

山陰少年少女合唱団リトルフェニックス
長谷川 けいと (小学5年生)

音楽祭が無事終わった後、参加者全員で交流会を楽しみました。各団体が順番に
歌ったり、また突然歌いだしたりと大盛り上がりで、私にとってこの旅での一番の
楽しい思い出となりました。

9月3日の朝。私達リトルフェニックスは、スペインで開催される国際青少年音楽
祭に参加するため、米子鬼太郎空港を出発しました。家族と離れて旅をするのは初
めてだったので、正直飛行機の中では、楽しみよりも不安な気持ちでいっぱいでし
た。

歌を愛する者同士、言葉が通じなくても心で感じあえる。そんな仲間に出会えた
ことで、私の将来の目標が見えてきたように思います。
Ｈａｓｔａ ｌａ ｖｉｓｔａ！！
また逢う日まで…

そんな不安をもちながら、日本を離れて約13時間後、無事最初に訪問するポーラ
ンドに到着しました。ポーランドの街は私が想像していた以上にとても綺麗で、現
地の方々が大変親切にしてくださり、私の中にあった不安も少しずつなくなってい
きました。特にお世話になったステイ先の家族は、いつも優しく接してくださり、
お母さんやおばあちゃんの作る手料理がとても美味しかったです。庭で摘んだベ
リーの甘酸っぱさは、今でも思い出されます。
ポーランドでは、大学や病院で演奏させてもらい、沢山の現地の方に私たちの歌
声を聴いていただきました。この経験で感じたのは、言葉が通じなくても、音楽を
通して共感しあえるということです。
そして、このとき私の心の中でちょっとした思いがめばえました……。
4日間という短い滞在でしたが、ポーランドでの経験は、将来の私の目標ができ
た貴重な体験でした。
そして、いよいよ次の街スペインへ。すっかり不安もなくなり、ワクワクしなが
ら向かいましたが、スペインでは急遽1家庭に一人でホームステイすることになり、
寂しさで何度か涙が出ました。そんな姿を見てホストファミリーのお母さんは、大
丈夫だよとハグをしてくれたり、アイスクリーム屋さんに連れて行ってくれました。
お別れの前日は、レストランでのバースデイパーティーに行って、そこで沢山の人
たちに声をかけて頂き、最後に笑顔でお別れ出来て良かったです。
音楽祭当日、会場はサンタマリア教会。この教会はサン・セバスティアンの守護
聖人サンタ・マリア・デル・コロが奉られているそうです。教会の外や中には、と
ても素晴らしい彫刻があり、このような歴史を感じる会場で歌える喜びとともに、
沢山の方々の中で歌う緊張感はいつもになく増していました。
とくに傘踊りの時は、傘の扱いに気を使いながら歌わないといけなかったので一
番緊張しましたが、会場の皆さんが手拍子をして盛り上げて下さったので、終わり

大丈夫だよ

10日間の海外えんそう

山陰少年少女合唱団リトルフェニックス
今出 智子 (小学4年生)

山陰少年少女合唱団リトルフェニックス
青木 千笑 (小学3年生)

私は、ポーランドとスペインに行って、たくさんの友達が出来て、仲良く交流で
きたことが一番の思い出です。そして、海外で言葉が通じなくても表現で何とか伝
わるということを学びました。
初めてのホームステイ先のポーランドでは、お風呂が日本よりも狭くて、シャ
ワーを浴びるところしかなく、びっくりしました。立ったままでは、日本のように
は、くつろげませんでした。日本との文化の違いを感じました。
ホームステイは はじめは不安だったけど、一緒にホームステイした菜々子さんに
助けてもらって楽しく過ごすことが出来ました。ポーランドのホームステイ先には、
7歳のオーガットと、4歳のニーナがいました。夜に一緒にお絵かきをして遊びまし
た。その時、言葉は通じなかったけど、私の絵を見て「ワオ！！」と言われたとき
通じあえた気がしてとてもうれしかったです。ニーナはすごく表現が豊かで、身振
り手振りが大きくて、私にもニーナの気持ちが良く伝わりました。
スペインへの移動中に、スペインではホームステイは一人だということを聞いて、
びっくりしました。みんなと別れてから ひとりになった時 ホストファミリーの車の
中で泣いてしまいました。でも、途中で寄ったスーパーで、お客さん達が声をかけ
てくれて、涙がとまりました。ホストファミリーのお母さんも12歳のジュネも笑い
かけてくれている事に気付き ほっとしました。次の日の朝、お母さんが、果物が好
きと言った私にフルーツジュースを作ってくれて、とてもうれしくておいしかった
です。
スペインでは大きなサンタマリア教会で歌いました。日本と違って、スペインで
は歌を歌った時の歓声が大きく、周りの人のことを気にしてなくて、立ったり大き
な声をあげたりでびっくりしました。
特に傘踊りは登場した時から雰囲気がかわり、歌が終わったときに、たくさんの
人が立って、ブラボーと歓声を送ってくれました。私はそういう経験は初めてだっ
たので、とてもうれしかったです。自分たちのやっていることや、頑張っているこ
とを、まるごとすごいとほめてもらったという気持ちになりました。
私はこれからも、海外に行って、いろんな人と交流していきたいです。それだけ
ではなく、私もはじめ、さみしかったけど、ホームステイ先の人に優しくしても
らってうれしかったので、日本にもいろんな国の人に来てもらって交流を深めてい
きたいです。

わたしは、ポーランドとスペインと日本のちがいを夏休みに、自由研究でしら
べました。
行ってみたら、ごはんにシナモンとりんごとバターがのっていて、こんなごは
んを食べるんだなぁとびっくりしました。シャワーだけでおふろにはいらないの
も、びっくりしました。

ポーランドもスペインも、とてもきれいなたてものがたくさんありました。
ポーランドではこびとのどうぞうがたくさんいて、さかいみなとのきたろうロー
ドみたいでした。
ｽﾍﾟｲﾝの海はとてもきれいでした。
わたしは、今回の海外えんそうで一番心にのこったのは、サンセバスチャンの
サンタマリアきょうかいでえんそうしたことです。スペインの合しょうだんがえ
んそうしたとき、なんて歌っているかわからなかったけど、きれいな声で歌って
いてすごいなと思いました。上をむいて歩こうは日本語で歌っていてびっくりし
ました。
ポーランドの本番は、とてもひびくきょうかいでした。ポーランドの合しょう
だんは男の子だけなのに、とてもきれいな声でした。そのきょうかいのてんじょ
うに絵がかいてあって、すごくきれいでした。
国さい青少年音がくさいにさんかしたなかで、わたしが一番小さいです。こん
なとしで行かせてもらえてとてもありがたいなぁと思いました。合しょう団に
入ってなかったら、こんなけいけんをできなかったんだと思いました。ポーラン
ドとスペインの人とふれあってよかったなぁと思いました。ホームステイさせて
もらって、ことばがつうじないからしんぱいでした。でも日本語を自分でれん
しゅうしていて、すごいなぁと思いました。次は日本に来てホームステイをさせ
てあげたいなぁと思いました。またみんなにあいたいです。

国際青少年音楽祭に参加して
山陰少年少女合唱団リトルフェニックス
池田 麻衣 (OG)
9月3日～12日までの10日間、国際青少年音楽祭に参加するため、ポーランド
とスペインに行きました。７年前のリトアニア以来の海外で演奏だったため、沢
山不安もありましたが、出発まで練習を重ねていきました。
今回は様々な場所で演奏する機会があり、1日1日がとても充実していました。
ポーランドに着いて最初に、ホストファミリー向けのコンサートがありました。
振りのついた曲では手拍子があり、自然と笑顔で歌うことができたと思います。
この時初めて宮城の合唱団の方の演奏を聴き、私達が真似しなければならない所
も見つけることができました。

スペインへ移動して、まず子ども病院でのコンサートがありました。私達が想像し
ていた病院とは違いましたが、初めて聴く合唱団の演奏も聴くことができ、私達の演
奏では特に振りのついた曲の時、とても喜んでもらうことができました。
次の日の音楽祭は、ポーランドとはまた雰囲気の違うサンタマリア教会でのコン
サートでした。前日の市内観光で中に入りましたが、実際に歌ってみるとポーランド
の時とは違う響き方で困惑しました。奥行がとても広く、後ろまで声をとどけるには
歌い方をいつも以上に意識しなければならず、本番に不安を残しましたが、1曲終わ
る度に拍手を頂き、最後はブラボーという声も聴こえ感動でいっぱいでした。言葉の
通じない外国で日本の歌を演奏するので、言葉の意味は通じませんが私達が歌詞の意
味や気持ちを込めて歌うことで伝わるということを、この2カ国での演奏会を通して
学ぶことができました。

その後のレセプションではあらゆる場面で歌を披露し合い、団員が積極的に歌い始
める場面があり、最初の不安は感じられないくらい、皆楽しそうでした。ホームステ
イ先がスペインの合唱団の団員の家だったこともあり、楽しく交流できたと思います。
次の日にはスペインの合唱団と一緒に水族館やピクニックに行きました。公園で、日
本の遊びとスペインの遊びを教え合い、お互いの文化を知ることができるとても良い
機会になりました。

次の日の音楽祭本番では綺麗な大学のホールでのコンサートでした。私達の歌
がどのように聴こえるのかとても不安でしたが1曲1曲終わるごとに拍手をもらい、
最後の「きなんせ節」では終わる前から拍手が続き、聴いてくださった方に喜ん
最初はもう日本に帰りたいという気持ちが正直ありましたが、ホストファミリーに
でもらえる演奏ができたなと感じました。
は様々な場所に連れて行ってもらい、スペインの文化に沢山触れることができました。
最終日は初日とは違って、もっと居たいという気持ちの方が強かったです。そのくら
次の日は施設で演奏させていただきました。トトロはポーランドでも知られて い今回の音楽祭に参加して、ポーランドとスペインの良さを知ることができました。
いるようで、ポーランドの子ども達も一緒に歌ってくれました。最後には全員に 最後はホストファミリーに盛大にお見送りしてもらい、私達は素敵なホストファミ
ひまわりのプレゼントもあり、皆笑顔で終えることができました。そして、どの リーに出会うことができたなと思いました。
演奏会でも森へ行きましょうを原語で歌うと、沢山の拍手や歓声が聞こえました。 今回、国際青少年音楽祭に参加して日本では経験出来ない事を、数え切れないくらい
私は歌う度にいつも、この光景に感動しました。日本では絶対に体験できないも させて頂くことができました。鳴り止まない拍手や歓声、スタンディングオベーショ
ので、ステージから見るスタンディングオベーションは、リトアニアでの演奏会 ンなど普段のステージではめったに体験することができません。この経験を通して、
の時からとても好きな光景です。ポーランドでも見ることができ、頑張ってきて 音楽は世界共通であるということを感じることができました。そして、これが終わり
よかったなと思える瞬間でした。
ではなくこの演奏会を通して、他の団の良いところを沢山吸収できたと思うので、こ
れからどう活かしていくかが大切だと思います。最後に、私達が大きな問題もなく演
ポーランドでは地元の高校生がボランティアとして案内して下さいました。ボ 奏会に参加できたのは、保護者の支えがあってこそです。準備から沢山お世話になり
ランティアの皆さんは積極的に、明るく話かけて下さるので話しやすかったです。 ました。他にも沢山の方の協力があってこその演奏会だったと思います。いつも感謝
市内観光など様々な場面で交流する機会があり、上手く英語は話せませんが、そ の気持ちを忘れずに、これからも沢山の方に喜んでもらえる演奏ができるように、今
れでも知っている単語などを使って、コミュニケーションをとることができまし 回の演奏会を活かして更に頑張りたいです。
た。お姉さんは少しでも英語が喋れますが、もう少し小さい子達も関われるよう
にしてあげたらよかったかなと思います。しかし、最後のお別れの時は、皆それ
ぞれのホストファミリーやボランティアの方と抱き合ったりしてお別れできてい
たので、4日間という短い時間ではあったけど、距離を縮めることができたと思い
ます。
最後の高校訪問では小さい子も積極的に名前を書いてもらったりしていて、成
長したなと感じることができました。

充実した毎日
山陰少年少女合唱団リトルフェニックス
中村 綾也佳 (OG)
○ポーランドで過ごした４日間について
ポーランドで一番思い出に残っているのはヴロツワフ大学で開催された国際青
少年音楽祭に参加したことです。ヴロツワフで開催された音楽祭には私たちの他
に宮城三女OG合唱団とNFM少年合唱団が参加されていました。
私たちは「さくら」「ふるさと」「群青」「きなんせ節」の４曲を披露させて
いただきました。きなんせ節は日本を象徴する法被を着て傘踊りをしながら歌い
ました。私たちの演奏が終わり、私たちの目の前には沢山拍手をしてくださる方
や歓声をくださる方でいっぱいでした。私はその時に緊張や不安など無かったの
ではないかと思うほど歌を歌う楽しさや充実感を感じることが出来ました。ポー
ランドの合唱団の方々と直接話をすることはあまり無かったけど音楽祭の最後に
合同で「森へ行きましょう」をポーランド語で歌いました。初めて会い、言葉も
あまり通じない３団体が歌を通して一つになり、音楽を作り上げていくこと。こ
れが歌の力なのだと思いました。

言ってくださる方もおられて、嬉しかったし教会で歌うことはあまりないのでとても
楽しかったです。
私はサンセバスチャンでの国際青少年音楽祭の後のレセプションが一番心に残って
います。音楽祭では出演側だった私たちが、お互いに歌を歌い合うということがあり
ました。私たちが歌えば次に地元の合唱団が歌い、それが次々と続き、歌の連鎖が起
きて、レセプションの後半では歌が途絶えることがないくらいみんなが歌っていまし
た。「さくら歌って」などリクエストがあって歌ったり、言葉はあまり通じないけど
お互いに歌を歌うことで一つになることができる、コミュニケーションをとることが
できる。そのような場に自分がいることができたことが、とても貴重な体験だったと
思いました。

また、ホームステイ先はとても優しく、色々な場所に連れて行ってくださいました。
毎日が楽しくて時がたつのがとても早く感じました。その中でも特に一緒に折り紙を
したことは良い思い出です。つるを作ったり紙飛行機を作ったりして、折り紙を折る
ことを通じてすごい仲が深まった感じがしました。何か同じ作業をすることで仲良く
なれると分かったのでこれからの生活で言葉が通じないことを恐れず沢山の方と関
わっていきたいと思える瞬間でした。

ポーランド、スペインでの１０日間は、合唱から少し離れていた私に、歌の力や歌
の楽しさを思い出させてくれる良い機会となりました。思い返すと、ほぼ毎日歌って
いてそこには必ずお客さんがいて、演奏後には沢山の拍手をくださいました。私たち
の歌を聞いて笑顔になってくれるのはすごく嬉しいことで、私はもっと日本でも私た
ポーランドで過ごした４日間は初めてのことばかりで戸惑うことや不安なこと ちの歌で笑顔になってくれる、楽しいと思ってもらえるような演奏をしたいと強く思
が沢山ありましたが、音楽祭だけでなくほぼ毎日いろいろな場所で歌うことが出 いました。また、私は本番があるたびに楽しいと強く感じていました。もっとこう歌
来てとても充実した４日間でした。また、ポーランドに訪れる前は英語を話す機 わなくちゃ、とか、失敗したらいけない、などと思いながら歌うことが増えていたけ
会があまり無かったのでホームステイに対し不安しかありませんでした。実際 ど、そうではなくて、歌うことをただ純粋に楽しむことが大事だし、自分が楽しんで
ホームステイ先の方と初めて出会ったときは何を言っているのかも分からないし、 歌うことで、それが声にも出るのだと思いました。私はこれからも合唱を続けていき
どうしたらいいか分かりませんでした。でも４日間過ごしていく中で沢山話しか たいし、子供たちに歌を教えたり、一緒に歌ったりする活動があるので、それに参加
けてくれたり、一緒に歌を歌ったりなど楽しいことばかりで最後の日にお別れす して、子どもたちに歌の楽しさを教えて、歌う事が好き、と言ってくれる子どもを増
やしたいなと思いました。私にとって、この１０日間は長いようで、とても短く、毎
るのがとても寂しかったです。
日の一つ一つのことが、すべて一生の宝物になるくらい充実した毎日でした。
ポーランドでの４日間が何事もなく楽しい毎日となったのは、ボランティアの
方やホームステイ先の方のおかげだと思うので、感謝しかありません。また、誰
かのために色々準備をしたり、行動したりすることは良い事だと思うので、私も
誰かのために動ける自分になりたいと思いました。
○スペインで過ごした４日間について
スペインでの４日間はとても楽しくて日本に帰りたくないと思うほどでした。
まずサンセバスチャンで開催された国際青少年音楽祭では「３６５日の紙飛行
機」「さくら」「群青」「きなんせ節」を披露させていただきました。サンセバ
スチャンの教会はすごく大きくてとても響くところでした。その分、自分たちの
声が後ろまで届くのか不安でした。でも、傘踊りが終わった後に「ブラボー」と

音楽を通じ新しい発見を求めて
～ポーランド、スペイン演奏旅行～
山陰少年少女合唱団リトルフェニックス
平林 久美子 (OG)
今回、EUジャパンの古木さんから声をかけていただき、2回目の海外演奏旅行
を実現する事が出来ました。今回はポーランドとスペインの２カ国で演奏する事
が出来、より多くの方々と一緒に歌うことが出来ました。
【ポーランド～ヴロツワフ～】
ポーランドでの滞在中はボランティアの方々がサポートしてくださいました。
その方々は私達が宿泊したホテルの横にある高校の生徒で、日本文化に興味を持
ち、学校で日本文化について学んでおられました。アニメなどで日本語を勉強さ
れた方も居られました。日本人より日本の文化を学び体験されており、日本人と
して日本文化を大切にしなくてはいけないと思いました。
ヴロツワフはおとぎ話に出てくるような建物が建ち並び、歩いているだけでと
ても幸せな気分になりました。毎日同じ通りを何度も往復しましたが飽きること
はありません。また、街の至るところに妖精の像が隠れており、その妖精を10体
触ると幸せになれるという言い伝えがあるそうです。私は残念ながら10体触るこ
とは出来ませんでしたが、沢山の綺麗な物を見てとても幸せな気分になりました
。
食べ物で印象的だったのは、日本でもある桃を皮ごと食べることです。といっ
ても日本の桃より皮は薄く毛もありません。とても美味しかったです。

ヴロツワフでは毎日どこかで歌うことが出来ました。今回、どんな場所で歌う
のか、聴きに来てくださるお客さんの年齢層も分からないため、その場で曲を決
め演奏しました。今まで沢山の演奏会に出演しましたが、こんな事はありません
でした。先生をはじめ、子供たちの対応能力に驚きました。演奏は無事に終わり
、「森へ行きましょう」では、お客さんも一緒に歌い、空間が一体となり、気持
ちを共感する事ができました。
【スペイン～サンセバスチャン～】
ビルバオ空港からバスで1時間弱の所に位置するサンセバスチャンへ到着し、街
を見たときの印象は、高級リゾート地!という印象でした。街を歩く人達は年齢を
問わず皆オシャレで、日本では見たことのない光景が広がっていました。スペイ
ンの方が話す英語は少し独特で、英語なのにスペイン語を話しているように聞こ
え、喋り方で全然違う言葉に聞こえるんだと実感しました。

スペインで一番驚いたのは、時間の感覚が違うことです。ランチタイムは14時から
16時頃まで、ディナーは20時以降というのですから驚きです。また、23時を過ぎて
いるのに子供の遊ぶ声が何処からともなく聞こえてくるという、日本とは違う光景で
した。また、平日にも関わらず公園でランチタイムやお誕生日会をする家族が多く、
何故か時間に追われる日本では考えられないほどゆったりした時間が流れていました
。
美食の発信地サンセバスチャンではピンチョスと呼ばれる厚さ1センチ位のパンに
お魚やお肉が乗っておりパクッと口に入れて食べるフィンガーフードを堪能しました
。また、ポーランド同様、桃の丸かじりと色々な味のヨーグルトを毎日食べました。
どれもとても美味しかったです。
さて、最大の目的の演奏会ですが、スペインでは病院とサンタマリア教会で演奏し
ました。病院では現地の方の迫力ある演奏を聴きパワーを貰って演奏しました。教会
では、思ったほど声が遠くまで届かず苦労しましたが、聴きに来てくださったお客さ
んに感動して頂けるよう精一杯演奏しました。
【今回の演奏旅行】
前回のリトアニアに続き２回目の貴重な体験をさせていただきました。前回も思い
ましたが、出演される各国の合唱団のレベルは高く、普段あまり聴く機会のないジャ
ンルの曲や表現方法を学ぶことが出来ました。各国で歌を歌うという文化が始まった
きっかけは様々かもしれません。しかし、歌で気持ちを表現することは共通している
と思います。言葉は通じないかもしれないけれど、一緒に歌うことで想いを一つにす
ることは出来ます。改めて「音楽って良いな」と思いました。
今回、前回の演奏旅行と大きく異なる部分が2つ有りました。1つめはホームステイ
をすることです。私は今回引率として参加したためホームステイではありませんでし
たが、自分が子供たちの立場だったら、行く前は不安だったと思います。しかし、ホ
ームステイを終えたあとの子供たちはとても成長し、自分の意思を相手に伝えるとい
うコミュニケーション。もしかしたら、この体験・経験が今後の人生に大きく関わっ
てくる子もいるかもしれません。この体験・経験が活かせるよう一人一人が考え行動
していけたらと思います。
2つめは、コンサートに向けての段取りを自分達で現地の方と打ち合わせ等をする
ことです。今までは亡くなられた池田さんが全て段取りをしてくださいました。池田
さんが居られない初めての海外演奏旅行、不安もありましが、渡邉先生が窓口となり、
原先生、保護者の方々が頑張ってくださったお陰で、無事に演奏旅行を終えること能
力を養うことが出来たと思いますが出来ました。

お話をくださったEUジャパンの方々をはじめ、両国のスタッフの皆さん、ホストフ
ァミリーの皆さん、共演した合唱団の皆さん、そして日本で応援してくださった地元
の方々に感謝致します。本当にありがとうございました。

長旅で疲れたかと思うのに、皆笑顔で、ホスト先について行きました。その姿を見ていて、
私はちょっと淋しくなりました。あの子達大丈夫かな～？お腹すいてないなか～？喉が渇いて
感謝！！！
ないかな～？ああ、そうそう、ミュンヘン空港では、なんと高いお水を買った‼それを持って
いるから大丈夫かな？又、ミュンヘン空港では、ヴロツワフ大学にお勤めの佐々木千尋先生か
ら声をかけて頂き、私にとっては女神様に見えました。渡欧前には色々ありました。私達参加
山陰少年少女合唱団リトルフェニックス
するメンバー、家族は何も心配していないのに(本当は心配だったかもしれませんが、少なくと
も私は)、夜中に着くのに、その日はどうする…、通訳なくてどうする…、テロに会ったらどう
原 礼子 (指揮者)
する…、何かあったらその連絡先は…、一日の行動は自分達だけでどうする…、何かあったら
先生、どう責任を取るか…、何かあれば私が一番先に盾になるので、責任はとれない…と。そ
今年に入り、電話が鳴り、「原先生、古木です…」と明るく爽やかな声が聞こえてきま
れより、今しか出来ない体験・経験をし、この子達がこれから色々勉強していく上でどれだけ
した。久しぶりに聞いた声に私も心が躍りました。そして、今回のお話を聞きました。が、
役立つのか…誰でも出来ないチャンスを頂き、これを有難く活かす事は、私達にとって大切な
今までは故池田ディレクターが全部やって下さっていた事なので、私の方はお話がちんぷ
事と、考えた家族が参加した訳だから、外野がつべこべ言う事はない…と私も言い切っていま
んかんぷん。そこで、我が団の渡邉芳恵先生に話したら「行きた～い！」と一言。私の気
した。そんな時に、ポーランドに入る前に、佐々木先生から声をかけて頂き、本当に嬉しかっ
持ちは固まりました。そこで、保護者に話したら、「行かせたいけど…？」という感じで
たです。佐々木先生は何か難しい研究をなさっているそうです。その日も海外の講義の帰りだ
したが、3月に古木さんが来てくださり、皆様にお話ししてくださいました。聞いているう
とおっしゃっていました。そして、コンサート会場の事もよく知っておられ、話して下さいま
ちに、ご父兄の表情も明るくなり、不安も減ったようでした。その後、参加はご家族で相
した。コンサートにも来て下さいました。ありがとうございました。
談して頂き、私の方に個々で連絡を頂くことにしました。一番最初に来たのが最年少3年の
ポーランドに居る間は、ずっと高校生のボランティアさんや実行委員会の方々にお世話をし
千笑ちゃん、萌ちゃん姉妹でした。エッ‼小学3年生～大丈夫？と思い、お母さんに確認し
て頂き、子供達どころか、私達のお世話まで…。本当に申し訳ない気持ちでいっぱいでした。
ました。「本人、何もわからないと思いますが、飛行機に乗って行く…と」それはありが
一番手がかかった事でしょう。
たい‼とっても嬉しかったです。その後次々とメールが入ってきました。アレルギーのあ
交流会などで歌う曲は聞いて下さる方々が分からないので、子供達には言っていませんでし
る子、人と話すのが苦手な子、精神的に弱い子…いろいろな子供の集まり、それが我が
たが、芳恵先生との打ち合わせで色々用意していました。その場で曲を用意していることを伝
「リトルフェニックス」。お父さん、お母さん、良くぞ参加を決断して下さいました。あ
え、その都度決めました。久しくやってない曲もありました。渡欧前に一度も歌ってない曲も
りがとうございます、感謝の一言です。
ありました。本当にその場で合わすという事でしたが、皆、自信たっぷりで、とっても楽しん
行かせたい子、全部連れて行く、というのが、私の気持ちでしたので、「エーッ、この
で歌っていました。この子達って本当に素晴らしい‼本当に歌が大好き‼この自信はどこでつ
子大丈夫？体調は？か弱い男の子…」いやいや、これで強くなる‼と。
いたんだろう？きっと初めてのホームステイや学校の先生、仲間、そして彼らを応援して下
行く事を決めたのに、なかなか曲も決まらない。せっかく日本から行くから日本の歌、
さっている方々、家族の見守りそして、こんな機会を作って下さったEUジャパンフェスト日本
鳥取県のアピール…。我が団は元々、放送局の合唱団で創立57年目を迎え、私も45年目を
委員会様のお陰と感謝していました。
迎えました。レパートリーは沢山あるはずですが、毎年メンバーは変わります。この機会
に何かを学ばせたいと思い、夏休みになってから傘踊りをする事にしました。我が団は踊
そして、スペイン、サン・セバスチャンへの旅となりました。出発前に、スペインのホーム
りながら歌う・手話を入れて、は当たり前になっています。傘は久しくやってないナ～と
ステイは一人ずつとの連絡が入り、驚きました。さて、いつ皆に告げようか…？芳恵先生と困
急でしたが、する事にしました。使える傘が何本あるのか？法被は…小物は…とお母さん
惑していました。一番ショックが少なく、心の準備が出来る時間帯は…と。結局ミュンヘンで
達の紛争が始まりました。使える傘も随分使ってないので和紙の部分もボロボロになりつ
の待ち時間にしました。子供達、本当に真っ青でしたが、ペアのお姉さん達との連携プレーが
つあり、裏から和紙を張り、同じような色を付け、我が団のシンボル、「音符をくわえた
始まり、待ち時間、飛行機の中、しっかり勉強しました。着いたら、もうホスト先の方々来て
不死鳥」を作り、張り付ける。本当に気の遠くなるような作業でした。練習時でも自宅で
いただいており、涙を浮かべながら、次々と「頑張る‼頑張る‼」と言いながら行きました。
も、繰り返される作業に、ご家族もイラだっていらっしゃった事でしょう。又、各国の資
あっ、またこの子達の勉強が始まる。「困ったら、すぐ寝なさいネ～明日は待ってるからね
料や``旅のしおり``、本当に細かいところまで、気を配って下さいました。
～」朝は泣きそうな顔でしたが、コンサートをしたり、雨の中市内観光をしたり、又、ホーム
宮城三女OG合唱団・合唱団Clairの方々ともご一緒ということを聞き、震災があった時
ステイ先で一緒に合同曲の練習をしたり、遊びに連れて行ってもらったり、サンテルモ美術館
はチャリティーコンサートをし、気持ちばかりの支援はさせて頂いたものの、お会いして
でのレセプションでは、自発的に子供達の歌合戦も始まり、子供達も最高な気分を味わったよ
私たちの出来る事は何もありません。歌で私達の気持ちを伝えようと``群青``を選びまし
うです。ホスト先と一緒に帰る時は皆ニコニコ顔。本当に幸せそうでした。帰国前の日には、
た。歌詞の中に「当たり前が幸せ」とあります。本当にそうだと思います。私達、毎日普
「日本に帰りたくない」。なんと皆、親離れした事でしょう。子供達、一皮、二皮、いや三皮
通に暮らしていますが、歌えるって事は幸せ。練習に通える事は幸せ、皆に会える事は幸
以上、むけた事でしょう。本当にありがとうございました。
せ、私達は皆幸せです。
EUジャパンフェスト日本委員会様のお陰で、ずっと気にしていた宮城の方々とも、お話
又、この度、事前に打ち合わせに行く時から大変お世話になりました、宮城三女OG合唱団顧
ができ、又元気を頂きました。本当に明るいお姉様達でした。ありがとうございました。
問遣水桂子先生、ありがとうございました。そして、リトルフェニックス芳恵先生、本当にあ
リトルフェニックスの子供達の欠点は、物事をはっきりと言えない事かな？と私は思って
りがとう、お疲れさまでした。皆様に感謝致します、ありがとうございました。
います。笑顔はなく、もじもじと。
今回初めてホームステイもさせて頂くことになり、私はとっても不安でしたが、子供、
家族は、今は便利なインターネットで、お互い連絡しあい、楽しみになったようでした。
ポーランドではお姉さんと小さい子のペアで楽しそうでした。

われるように準備を続けていました。

本当の交流と子供たちの成長
山陰少年少女合唱団リトルフェニックス
渡邉 芳恵 (ピアニスト)
「どなたか先に現地に行って、打ち合わせをしてきてください」
今回の私の海外遠征は、その一言から始まりました。
私たちは7年前、リトアニアで行われた国際青少年音楽祭に参加し、EU・ジャパン
フェスト日本委員会の古木さんに出会いました。その頃は、故池田代表が海外遠征の
全てを準備してくださいました。その頃は、この遠征の目的を理解して、いえ、理解
したつもりで、ピアニストとして参加しました。
そして、7年後、年明けに今回のお話をいただいた時は、単純に「楽しそう！」と
いう想いが先行、「行きたい！」と原先生にお話ししました。そして数か月後のこの
一言…他人事のように感じていた遠征が、一気に自分の責任となり、目に見えない不
安と戦うことになりました。
〇4月視察
視察に行かなければいけない、本当にその覚悟が決まったのは、1週間前。後戻り
できない状況に、気も進まない中、渡欧準備をしました。唯一の救いは、宮城三女OG
合唱団の遣水さんが一緒に行ってくださる、ということでした。行きの飛行機では、
遣水さんに、今まで参加した団体、海外で起こりうること、どんな打ち合わせをする
か、9月のコンサートまでにすることか、等々詳しく聞きました。
スペイン、ポーランドでの打ち合わせ、英語で話されるのを、私は頭の中で日本語
に訳しているだけでした。英語を最後に勉強したのは高校生の時。英語を話す状況に
なるとは想定してない上での学習の記憶など、何の役にも立たず、1か国目の打ち合わ
せで話したことは一言二言。これではいけないと思い、ホテルでは文章を考え、電子
辞書で調べて、次こそは！と臨んだ2か国目の打ち合わせは、大勢のスタッフが同席、
その中で飛び交う会話を理解するのが精一杯、という散々な状態。自分に対し焦るば
かりでした。
打ち合わせ以外の時間は、本当に有意義で、海外に慣れておられる遣水さんの行動
力に引っ張られながら、どこでも行けました。ビルバオでは、町の方に英語でバス停
の場所を聞きましたが、返答はバスク語でした…一瞬途方に暮れたものの、身振り手
振りで理解し、バス停にたどり着きました。海外に飛び出すおもしろさを知ったのは
この時かもしれません。
〇視察～出発
5月に入り、一気に海外遠征への準備が加速しました。県の助成金申請、子供たち
の学校への対応、航空券の手配、ホームステイの準備、各国担当者とのメール…初め
てのことばかりで、私は常に満杯状態。特に私を悩ませたのは、英語でのメールのや
り取りでした。英語の文章の書き方、表現など、正しいのか、伝わるのか、いつも疑
問に思いながら、電子辞書と携帯電話の翻訳アプリを駆使して、やり取りを続けまし
た。「一つ一つをきちんとこなさなければ、9月はやってこない」そう考え、何かに追

〇出発、帰途
出発の空港に集まった子供たち、楽しみ～という顔、一瞬見せる不安な顔…彼らを見な
がら、空港で私は新たな覚悟を決めて出発しました。
「とにかく無事に帰ってくる。」
視察の甲斐もあり、飛行機の乗換え、出国入国もスムーズ、ヴロツワフ空港に到着。夜
遅くの到着にもかかわらず、ステイ先の家族は大勢で出迎えてくださいました。事前に連
絡を取り合っていた家庭もあり、安心して子供たちを引き渡しました。「やっと1日目終
わり！」そうホテルでほっとしたのを覚えています。
ヴロツワフの日程は、足が棒になるほど歩き、そのままコンサートに突入、の毎日。国
際青少年音楽祭では、装飾が十分に施され、響きのある会場、満席のお客様の熱気に後押
しされ、子供たちも私も心地よく演奏できました。合同演奏「森へ行きましょう」は会場
一体がまるで手をつないでいるような、そんな感覚でした。
素晴らしい思い出をもって、ヴロツワフを出発する日、子供たちに大切な話をすること
となりました。「ヴロツワフでホームステイは2人ペアでしたが。次のサン・セバスチャ
ンでは1人ずつです…」動揺するだろうと思いましたが、大人の心配をよそに子供たちは
次のホームステイに向け準備を始めました。これには感心しました。

サン・セバスチャンではコンサートに出演する合唱団員の家にステイする子がほとんど
でした。1日目はそれぞれ試練の夜だったようですが、時間がたつにつれ、子供たち同士
の繋がりの中、安心できる場所を構築している、と感じました。また、私のつたない英語
で話したステイ先の保護者の皆さんは、沢山の愛情をもって、子供たちに接して下さって
いることが伝わりました。
サン・セバスチャンは雨。濡れた靴のまま、コンサートもしました。国際青少年音楽祭
当日も雨。会場は高い天井、美しい装飾、日本では考えられないほど響きのあるサンタ・
マリア教会、沢山のお客様、曲が終わるたびに起こる拍手に感激しました。
演奏会後は、レセプション。その中で、想像もしてなかった出来事が起こりました。子
供たちがどんどん自由に歌い始める、事前に練習してない曲まで歌う、笑顔で自由に歌う、
他の合唱団に中に入って歌う…日本では考えられなかった子供たちの姿に驚きとともに、
喜びを感じました。古木さんのおっしゃっていた交流ってこのことか！そして、子供の成
長ってこういうことか！
その場所に行って、その場所の文化を知り、そこに住む人たちと心を通わせる、自らそ
れを体験することによって、自らの将来に役立てる。遠征の本当の意図を知りました。
きっと子供たちはこの経験を心に焼き付けるだろう…その状況を目の当たりにし、ここに
連れてくるまでのことを思い出し、私自身の達成感で胸がいっぱいになりました。
この遠征は、私にとって貴重で大切な時間でした。今回のことがなければ、知らなかっ
た経験と出会いの連続でした。このような大切な場所まで導いてくださった、EUジャパン
フェスト日本委員会の皆さん、欧州文化首都のスタッフの皆さん、宮城三女OG合唱団の
遣水さん、ありがとうございました。そして、この経験をさせてくれたリトルフェニック
スの子供たちに、見守ってくださった家族の皆さん、原先生に、感謝しています。

私が感じた子どもたちの成長
山陰少年少女合唱団リトルフェニックス
青木 理恵 (引率)
国際青少年音楽祭のお話をいただいた時、看護師である私はなんとなく付き添
いをすることになるのでは？という予感と、許されるなら世界へ臨む子どもたち
に付き添いたいと思っていた。その気持ちにいち早く気づいた次女に、「お母さ
ん行かんでよ」と釘をさされた。この言葉に一度は諦めたが、その後次女から
「行ってもいいけどおみやげ買って来てよ！」の言葉に大きく背中を押され、付
き添いを決断した。
ところが、出発を目前にするが、荷物の準備が進まない。合唱団に入っている
長女、三女、私と三つのｷｬﾘｰﾊﾞｯｸを部屋に広げると、何となく家の空気が変わる。
御留守番の二人の子どもたちが、旅の準備を何とも思わないわけもなく、心が痛
んだ。出発前日まで、「こんなことなら、やめておけばよかった」と正直思った。
出発当日、やるしかない！と気持ちを切り替えた、家族には感謝してもしきれな
い思いを伝え出発した。
今回、国際青少年音楽祭参加のための海外遠征にあたり、山陰・夢みなと博覧
会記念基金助成金と、とりぎん青い鳥基金の助成金をうける手続きを渡邉先生と
共にさせていただいた。また、参加団員が通う各学校に原先生と共に、お願いに
回らせていただいた。そして、出発を前に子どもたちの頑張りを是非多くの方に
知っていただきたいと、原先生と共に新聞社やテレビ局も回らせていただいた。
これらのことを通じて、多くの方の協力が本当にありがたく、ﾘﾄﾙﾌｪﾆｯｸｽが地域
で愛され、多くの方にサポートされていることを痛感した。また、子どもたちの
通う学校に直接お願いに行きたいという原先生の思いも保護者としてはうれしく
同行させていただいたが、学校からも「うちの生徒が出演するんですか？すごい
ですね！ありがとうございます」と喜びの声も多数聞かせていただいた。我が子
も、出発前にｸﾗｽのみんなから寄せ書きをもらい励ましの言葉で送り出してもらっ
た。一つ一つの言葉がありがたいなと思った。
十日間の海外遠征ということで、どのような体調変化が起こるか想定できない。
考えられる症状に対応できるよう各種頓服薬の準備を各家庭で心よくしていただ
いた。そして参加者全員の保険加入などのお守りを準備していただいたことで、
付き添いの私の不安感は軽減した。
米子鬼太郎空港から羽田、ﾐｭﾝﾍﾝでの機内では、初めて飛行機を経験した子ども
もあった。離陸の時、恐怖心で服を握りしめこらえる姿を垣間見た。機内でビデ
オ・ゲームをしっかり堪能し、ﾐｭﾝﾍﾝからｳﾞﾛﾂﾜﾌへの深夜のﾌﾗｲﾄ。眠気もﾏｯｸｽで多
くの子どもたちが眠った。自分の眠気と闘いながら隣に座った小さい子を見守る、
お兄さんの姿も見た。
到着ロビーでは、深夜にもかかわらず名前の書いた紙を持っての出迎えを受け、
それぞれが初めてのﾎｰﾑｽﾃｲを体験した。ﾎﾃﾙでは、子どもたちの様子を心配したが、
連日よい表情で過ごしていた。ｳﾞﾛﾂﾜﾌでの国際音楽祭では、傘踊りをしながらの

合唱に大きな拍手をいただいき、誇らしげに見えた子どもたちの表情。明日は、ﾎｽﾄ
ﾌｧﾐﾘｰと別れの日。別れがつらいと素直に思いを口にした子どもたちがいた。
現地ではﾎﾞﾗﾝﾃｨｱの高校生～大学生が私たちを一生懸命ｻﾎﾟｰﾄして下さった。日本語
に苦戦しながら観光案内し、手分けして荷物も持ってくださり様々な場所に連れて
行って下さった。足が棒になるほど歩いたが、車にかなり依存している日本での生活
に気づかされた。
ｻﾝｾﾊﾞｽﾃｨｱﾝへの移動日、次のﾎｰﾑｽﾃｲ先へは一人ひとり分かれることが告げられた。
子供たちは大きな衝撃を受けていたが、次の機内では目の色が変わっていた。みんな
が困らないようにｽﾍﾟｲﾝ語を書き写す作業を一生懸命やっていた。自分たちで何とか
しなければという思いが伝わってきた。ﾎｽﾄﾌｧﾐﾘｰとそれぞれ帰っていく姿に、頑張れ!
と祈った。
翌朝、仲間とあいほっとした子どもたち、涙が出る子どももいた。夜泣いたよと話
す子どももいた。いつもの仲間に再会しどんなに安心したのかはかり知れないと思っ
た。そんな仲間でいられて、素晴らしいなと感じた。その日の夕方解散を前に涙が出
る子どもに、
「○○ちゃんがんばろ～泣いてたらﾎｽﾄﾌｧﾐﾘｰの方に悪いよ」と優しく声をかける子ど
もの姿があった。子供たちが明らかに成長しているなと感激した。子供たちの頑張り
に負けないようにｻﾎﾟｰﾄしなきゃと思った。
ｻﾝｾﾊﾞｽﾃｨｱﾝ三日目の朝、昨日の表情とは全く違う表情で集合。何かを乗り越えたよ
うに感じた。音楽祭が始まり、子どもたちが歌いだした途端、多くの初体験を乗り越
えた子どもたちがかっこよくて、うれしくて、早々に涙が止まらなくなった。夜のﾚｾ
ﾌﾟｼｮﾝでは、山陰の子ども独特の引っ込み思案な様子はどこにもなく、聞いて聞いて
～と言わんばかりに次々歌を披露し、入り乱れて現地の子どもたちや大人と交流して
いた。
壮大な不安を抱えた子どもたちを親身になって気づかい、ｻﾎﾟｰﾄしてくださったﾎｽﾄ
ﾌｧﾐﾘｰにも感謝を十分伝えられず、少し語学勉強をすべきだったことを悔いた。
帰国途中、子どもたちに聞いてみた、「ﾎｰﾑｽﾃｲまたしたい？」と。「したい」と
言ってた子どもたち。しっかり心の交流ができた成果を感じた。米子鬼太郎空港につ
き、なんだか急にさみしくなった。足早にそれぞれの保護者のもとに帰っていく姿を
見て、安堵した。「いっ～ぱい、話してあげてね～」と「いっ～ぱい聞いてあげてね
～」と声をかけ帰宅した。
我が家に帰ると、ｷｬﾘｰﾊﾞｯｸを開ける瞬間あれだけ空気が変わったのに、不思議！何
の空気の変化もなし。忘れてはならないと必死で買ってきたよ！お土産。ニコニコ顔
を見て、我が家の二人も少し成長したかもと思った。
今回私は、付き添いのおばちゃんとしてただ見守ることしかできないことが多かっ
たが、
子どもたちは与えられた環境でこんなにも大きく成長するんだと、子どもたちの持つ
力の壮大さを実感した。子供たちにとって今回の経験は、必ず今後の糧となると信じ
ている。このような機会を与えてくださったＥＵｼﾞｬﾊﾟﾝの古木さん、導いてくださっ
た原先生と渡邉先生。多くの支えてくださったみなさんに、感謝します。そして、母
にこのような経験をさせてくれたわが子にも感謝します、ありがとうございました。
欲を言えば、今後も交流が末永く続きますように・・・・。

「感謝でいっぱいの海外演奏」
山陰少年少女合唱団リトルフェニックス
本池 美和 (引率)
ポーランドとスペインの二か国で国際音楽祭演奏の機会をいただき、保護者として
たくさんのことを経験させていただきました。ありがとうございました。海外では数
えきれない程の素敵なエピソードがありました。
励まし
出発当日、保護者そろっての見送りで米子空港を旅立ち、長旅の始まりです。東京
上空でANAのCAの方が「ヨーロッパで素敵な歌声を響かせてください」とアナウンス
をしてくださいました。とても感激しました。日本代表として意識した瞬間でありま
した。
ホストファミリーへの感謝
今回は、団員・保護者にとっても初めてのホームステイ。どんな感じかなとわから
ないことがありましたが、受け入れてくださるホストファミリーの方がそれ以上に大
変な準備だったと思います。いろいろな準備をしてくださったことに本当に感謝して
います。
22時間の長旅を終え、やっとポーランドのヴロツワフ空港に現地23時すぎに到着。
すると、空港ロビーで、ホストファミリーの親子が子供たちの名前をかわいらしく書
いたプレートを持って出迎えてくださいました。とてもうれしく感激し、鳥肌がたち
ました。初対面で子供たちは笑顔なんだけどちょっと緊張気味。「嬉しいね」「大丈
夫だよ。頑張って」「楽しんでね」など子供たちを励まし送り出しました。翌朝、ホ
ストファミリーの方の送迎で集まった子供たちは「とても楽しい」「すごく優しい」
など本当にうれしそうな表情でした。食事や子供たちの演奏がうまくいくように細か
な配慮をいただきました。本当に感謝の気持ちで一杯です。
子供たちの変化
集合解散時間がまちまちのため、連絡事項がまだ発表されていないと「明日はどん
な服装ですか？」「集合は何時ですか？」「集合場所はここでいいですか？」など、
普段はおとなしい子供たちの目が真剣で、自分でわからないことは積極的に確認し、
どうやってホストファミリーの人に伝えようかと考えていました。子供たちがたくま
しく成長している姿を見て、とてもうれしく涙が出そうになりました。
スペインでは当初２名ずつのステイの予定が急きょ１名となり、不安な中の対面が
ありました。緊張のあまり笑顔は見られず涙ぐむ子供もいたり、いろいろなドラマが
ありました。そして、先生と保護者でたくさん悩みました。「だけど、これも何か意
味があるはず」と、私たちは温かく応援するのみ。団員同士で互いに励ましあう姿が
たくさんあり、そんな姿をみて互いに成長しているなぁと胸が熱くなりました。
青少年国際音楽祭
写真でみるヨーロッパそのものの街並みを毎日歩いて移動しました。スペインのサ

ンタマリア教会や16世紀ローマ皇帝レオポルド１世が建造したと言われるヴロツワフ大学
や福祉施設、学校などで歌わせていただきました。行きの空港で知り合ったポーランドで
教員をしておられる日本人の方や鳥取県に縁がある方も演奏に駆けつけてくださいました。
ステージは日本の歌「365日の紙飛行機」「さくら」「ふるさと」「群青」、日本から持
参した傘を使っての鳥取の歌「きなんせ節」の演奏です。一曲終わるごとに「いいよ！頑
張れ！」と応援しながら、最終の「きなんせ節」です。傘を使うため様々なアクシデント
が起きやすく心配していましたが、歌がそろい傘も開き揃った瞬間、日本にいる保護者の
方の顔を思い出しました。傘や衣装の準備など、保護者が一丸となりこのステージのため
に力合わせて準備していたことが思い浮かび、この晴れ舞台を見せてあげたいなぁと思い、
保護者の代表として同行し目の前で聴かせていただいたことに感謝した瞬間でもありまし
た。ポーランドでは「森へ行きましょう」を一部ポーランド語で、スペインでは「Lafalafa」をスペイン語で合同演奏しました。どちらの国でも日本の子供がポーランド語・ス
ペイン語で頑張って歌う姿に称賛してくださり、スタンディングオベーションとなった瞬
間、また涙が出ました。天使のような子供たちの歌声が心に響き、本当に感動的なステー
ジでした。

交流
スペインは共演する合唱団の子供たちの家がステイ先で、一緒に練習会場に来たり、ス
ペインの練習を見学したりと交流が深まったようです。公園でのランチタイムは、自然あ
ふれる原っぱで遊びが始まりました。片言の英語と身振りで日本の「はないちもんめ」が
始まると、スペインの子供も一緒に。次は「だるまさんが転んだ」。すると、スペインの
子供が「だるまさんが転んだ」に似た遊びを教えてくれました。子供同士で自然に「遊
び」を通じて交流するなんて、子供ってすごいなと思いました。心温まるとても素敵な交
流のひと時でした。ホームステイを通じてホストファミリーとの交流はとても大きな財産
になったと思います。最終日にはスペインの子供たちが私たちのバスをずっと追いかけて
お別れをしてくれる姿に涙しました。本当にありがとうございました。
また、レセプションでも素敵な交流がありました。言葉はなかなか通じなくても「歌」
で自然と交流が始まりました。会場が歌に包まれ、気持ち一つになれた気がして、歌のす
ばらしさを実感しました。本当に幸せな気持ちになれた素敵なひと時でした。
この海外での経験は保護者の私にとっても、とても貴重な経験でした。職場の方や家族
の理解・協力があってこそ、同行できたのだと改めて思いました。ありがとうございまし
た。
この海外での経験から、子供が自立心を高めたこと、海外を身近に感じたり海外の友達
ができたこと、一つの演奏会のために多くの方々が支えがあるからできることを実感した
り、家族のありがたさを感じたことなど、たくさんの学びがあったと思います。またそれ
以上に、歌の素晴らしさを感じたと思います。歌は言葉が通じなくても心が通じ合えるこ
とを体感したことと思います。これからもこの海外演奏での経験を大切に、心に響く歌声
を日本・世界に響きわたらせて、心身共に成長して欲しいと切に願います。
このような機会をいただきましたことを心より感謝いたします。また、EUジャパンをはじ
め多くの方々のご尽力に深く感謝いたします。本当にありがとうございました。

「若い世代へ期待と願い」
宮城三女OG合唱団
遣水 桂子 (アドバイザー)
〈始めに〉
まず始めに、今回の二都市訪問の実現にあたり、ご支援いただきました今年度実行委員長のトヨタ
会長内山田様始めEUジャパンフェスト日本委員会の皆様に深く感謝申し上げます。
東北地方を襲った大震災から5年が経ちました。今年熊本も震災に見舞われ、いつまでも東北が「被
災地」を名乗ることに気後れも感じ始めています。しかし、到底「復興した」とは言えない現状を、
私達はこれからも背負っていかねばなりません。若い人たちが将来に向かって希望をもって進んでい
けるか正直心配な現状です。少しでも前向きに、世界に目を向けて明るく生きて欲しい…その一心で、
今回の欧州文化首都ヴロツワフ・サンセバスチャンでの国際青少年音楽祭参加に向けて取り組みを開
始しました。今年1月のことです。2月に過去と未来の欧州文化首都９か国が、東京で行われるプレゼ
ンテーションに結集し、私達宮城三女OG合唱団もその場に参加させていただけることになりました。
プレゼンは「ペチャクチャスタイル」と呼ばれる、1画像につき20秒の英文の説明が20枚という形式
です。本合唱団の母体となっている、宮城県第三女子高校時代からのコンクール参加や、姉妹高フィ
ンランド シベリウス高校との交流から始まり、OG合唱団となってからの国内外での活動や成果、震災
直後の避難所での演奏や、まだ暗い街頭でのチャリティコンサートなど、これまでの合唱に懸ける思
いを画像に託してアピールしました。2011年5月、家族や親戚、多くの友人知人を失い、自らも被災
者でありながら、助け合って前に進んで行こうとしている私達のもとに、閉ざされたルートを迂回し
て支援物資を届ける活動をしていたEUジャパン日本委員会の古木事務局長が自ら足を運んで下さいま
した。また海外からエールやチャリティコンサートを行っているというニュースを直接届けに、エス
トニアの合唱指揮者やエストニア大使ご本人が、仙台を訪問して下さった上、練習の再開もままなら
ない状況ながら、ワークショップ、更にヨーロッパEU諸国での演奏の機会までいただきました。この
時「直接」交流することが何と力強い助けになることか、その大切さを思い知りました。
今回のヴロツワフ、サンセバスチャン二都市訪問にあたっても、5月に現地下見の段取りを付けてい
ただき、米子の山陰少年少女合唱団リトルフェニックスのピアニスト渡邉芳恵さんと、欧州文化首都
2016の事務局ならびに現地の合唱団関係者との打ち合わせに伺うことができました。これなくしては、
それぞれの合唱団を率いて、主体的に文化交流を行うことは不可能と言っても過言ではありません。
合唱団同士の紹介に始まり、欧州文化首都の意義や交流の重要性の確認、具体的にはジョイントコン
サート会場の可能性のある数ヶ所の下見、合同演奏候補曲の楽譜交換など、それ以降の情報交換や決
定事項の共有に大変役立ちました。
〈ヴロツワフ〉
このポーランド第二の都市が今年の欧州文化首都に選ばれたことは、私達参加者にとっても大変意
義深いことでした。音楽に携わる人々には真っ先にショパンの故郷として思い浮かぶ国ではあります
が、「アンネの日記」やアウシュビッツ強制収容所の名でも知られているこの国が歩んで来た苦難の
歴史は、ある意味ヨーロッパ諸国の歴史と相俟って、私達が学ぶべき多くのものがありました。第二
次大戦終戦後に念願の独立を果たし、侵略の歴史を踏まえつつそれを乗り越えて、隣国ドイツとの歩
み寄りや経済協力へと前向きに進んできたこの国の、また同時にヴロツワフの歩みは、真の復興を目
指す途上にある東北の私達にとって、参考になり力づけられるものでした。また剣道や盆栽など、多
くの日本文化愛好者が交流を重ね、既に開催されている欧州文化首都2016に積極的に参加しているこ
とにも驚きました。日本文化サークル「波」の剣道指導者ユリアンさんは、今回の欧州文化首都での
剣道の試技のためこの8月に来日され、古木事務局長と東京での打ち合わせに、私達も参加することが
できました。日本文化サークル「波」の剣道指導者ユリアンさんは、今回の欧州文化首都での剣道の
試技のためこの8月に来日され、古木事務局長と東京での打ち合わせに、私達も参加することができま

した。私達合唱部門での青少年国際音楽祭は、ヴロツワフのNFM児童合唱団とのジョイントコンサートで
す。洗練された明るい響きが特徴のNFMの女性指導者もまた、華やかな笑顔で私達との交流の機会を喜ん
で迎えてくれました。合同演奏曲の「シュワジュヴェチカ」は、「森へ行きましょう」と邦訳されて日本で
もお馴染みのメロディーで、ポーランド語は大変発音の難しい言語で苦労しましたが、予想通り大喝采で、
アンコールをいただきました。ヴロツワフ大学の施設で由緒あるホールでの演奏は、中世の建築を偲ばせる
会場の響きはもちろん、美しい装飾や聴衆の方々も、私達の演奏を支えてくれたと思います。さらに現地事
務局は、10人の若いボランティアスタッフを用意していてくれました。彼等のホスピタリティ溢れる行き
届いたお世話に、私達は感動の連続でした。彼等はアニメやマンガなどから日本文化に興味を持ち、彼等自
身も私達との交流や日本の音楽を楽しんでくれているようでした。幼稚園から高校、支援学校や高齢者施設
までを備えた学校訪問や、さらなる発展を目指して意欲的に整備された博物館、2006年ユネスコ世界遺産
に登録されたセンテニアルホール見学など、充実したプログラムを堪能することができました。現地事務局
スタッフやボランティア達との涙ながらの別れは、団員の心に一生残ることでしょう。

〈サンセバスチャン〉
合唱に携わる者として長年いつかは訪れたいと憧れていたバスクの地を訪問する機会を与えていただき、
私達は訪れる前も、訪問してからも、興奮と緊張を抑えられませんでした。
誇り高いバスクの人々とその音楽に、畏敬の念すら覚えていたからです。彼等はサンセバスチャンを彼等の
言葉でドノスティアと呼んでいました。国境という名でくくられたスペインという国もまた、混迷の歴史と
民族の問題を今も抱えています。バスクは1地方というには余りある文化と伝統を持っています。私達はか
つてカタルニア地方のコンクールに出場したことがありましたが、カタルニア語の「鳥の歌」で会場が総立
ちになったのを覚えています。
彼等のアイデンティティはまず言語でしょう。私達はバスク語の「Lafalafa」という曲をバスクが誇るオル
フェオン・ドノスティアーラ少年合唱団と共演することができました。
若き指導者の生き生きとした指揮のもと、会場のサンタ・マリア教会いっぱいに響き渡った演奏は、言葉に
尽くせないものがありました。何度か訪れて演奏の機会を得た過去の国々のどの教会より響き、残響を計っ
たら5秒以上ありました！「Lafalafa」はアカペラ(無伴奏)で、不協和音が重なりあう構成になっているた
め、この会場に堪えられる？曲と言えるかも知れません。作曲者はドノスティア在住のハビエル・ブストで、
日本でもよく知られています。宮城三女OG合唱団も緊張の極地の中、ピアノ伴奏の曲をカットし、全曲ア
カペラで精一杯演奏しました。終了後のレセプションも半ば頃、やっと緊張が解けたか、オルフェオンやリ
トルフェニックスと代わる代わる歌い、交流を楽しんでいたのが何よりでした。
現地事務局には「ホームステイには(年令が)大き過ぎる」と言われながらも3組6人をホームステイさせて
いただき、これも得難い経験になったことと感謝しております。
〈終わりに〉
今回のメンバーは初の海外という大学生中心、それ以上社会人となっている団員は「青少年」ギリギリ？
かも知れません。しかしこれからの日本を支えて行く人材として、国際感覚やグローバルな視点を持って、
物事を見たり、考えて行動できるようになって欲しい、今回いただいた機会は、そのための力になると確信
しています。圧倒的な演奏のNFMやオルフェオン、本格的な力強い発声と見事なパフォーマンスで喝采を
浴びたリトルフェニックスには、これからの合唱界の後継者として大変頼もしく思います。リトルフェニッ
クスの渡邉芳恵さんと私もかなり頑張っていい仕事をしたと思います(自画自賛ですが…)。最後になりまし
たが、団員の家族や勤務先、クラウドファンデングでの資金調達にご協力いただいた多くの方々の理解を得
て、音楽祭参加が叶いましたことに感謝して、今後の音楽活動に生かしていきたいと思います。
本当にありがとうございました。

―あの出会いに感謝―

伊深

合唱団Clair
礼子 (指揮者)

あの大震災から２ヶ月半、まだ余震が続いて不安な日々、社会全体も先行きの
見えない状態、そのような時期にエストニアからサルヴェール氏が被災地仙台を
訪れて、津波の被害を受けた地域を視察、見舞って下さったのでした。
エストニアの指揮者サルヴェール氏によるワークショップ開催は、正にグット
タイミングでした。発声法・呼吸法・脱力・音色（音質）づくり等、スケールの
大きな表現が期待できる指導内容を展開して下さいました。被災後の重苦しい
日々の中、久々の感動を味わったのを思い出しました。
その後間もなくフィンランドのトゥルク市とエストニアのタリン市で開催され
る「国際青少年音楽祭」に参加させていただく事になり、震災後のスタートはま
さかの大イベントで始まりました。聞くところによりますと、サルヴェール氏か
らの招待の声がけがあって実現したのでした。
準備期間は僅か約３ヶ月程度でしたが、外国の方々に楽しんでいただけるよう
プログラムを構成。小学生・中高生一貫教育校でのコンサート・老人ホーム訪問
コンサート・病院慰問コンサート、そして本番「音楽祭」。各々対象が違うので
反応も各々に違って、貴重な体験となりました。
このような超過密なスケジュールを立派にクリアして大成功を納めたのでした。
そして、更に翌年の２０１２年には「国際青少年音楽祭inギマランエス」に再度
招かれる事になったのでした。
この音楽祭も更に大成功でした。２年間無理せず遣れる事を遣って至った今に
感謝です。
ありがとうございました！
―そして新たなスタートにー
スペインへの第一歩はビルバオ、空港を出るとバスの運転手さんの案内で乗車。
目的地「サン・セバスチャン」までは約７０分。英語が少しわかる人だったので、
街でのバスチケット販売所まで案内してくれました。旧市街に行くにはバス利用
が便利、バス５番or２５番がok！親切です‼
サン・セバスチャン
ホステル「Olarain」は、さすがに高級避暑地のホステルだけあって対応は親切、

落ち着いた雰囲気で良かったです。ポーランド組は夜の到着で会えないので、私達は
旧市街に事前の下見に出かけました。バスは５番です！翌日の集合場所の確認と軽い
ランチ、夜食と飲み物の購入。サンタ・マリア教会を捜すエネルギーは残っておらず、
バス５番で「Olarain」迄。お疲れ様でした。今回最初のコンサートは「ドノスティ
ア病院」訪問コンサートです。病院の建物に入ると何処からか歌声が聞こえて、しっ
かりハーモニーになっているのでした。職員の方々の合唱団でしょうね！合同合唱
「Lafa-lafa」は本場の大人の方達が入ってたっぷりとした質感で堂々として素晴らし
かったです。
「国際青少年音楽祭inサン・セバスティアン２０１６」は、旧市街に建つ「サン
タ・マリア教会」にて行われました。教会の中には頻繁にお祈りの方が出入りなさり、
静かな動きと小声でささやく会話が聞こえます。とても厳かで心が引きしまる気がし
ました。

リハーサルになると、お祈りの後はイスに腰かけてジッと聴いていらっしゃる方が
多かったです。きっといつもの変わりない光景なのでしょう。
私たちのリハーサルが終わり、立ち上がった２人のご婦人が何か話しかけて下さり、
「良かったわよ～」と手でジェスチャー交えながら、当の私は、「サンキュー」しか
言葉が出ず、手を合わせて「ごめんなさい」のジェスチャーをするだけ、「グラシア
ス」が出なかった！
また、手話を付けて歌うのがめずらしいと興味を持った方がいらっしゃるようでし
た。
本番は、やはり静かな緊張から始まり、徐々に暖かな空気感に広がり、そして最高
潮に…
少年少女合唱団の静かな入場から始まり最後の合同合唱まで構成はすばらしく、各団
の特色がでていたと思いました。本当にご苦労様でした。
この度も全面的にサポートしていただいたEU・ジャパンフェスト委員会そして事務
局一同様に心より御礼を申し上げます。今回も新しい発見や感動があり、これからの
ステップの手懸かりが見つかりました。このような大きなチャンスをいただきありが
とうございました。
最後にサン・セバスチャンの欧州文化首都事務局、そして参加して下さった各国の
皆さんとその関係者に深く感謝申し上げます。ありがとうございました。

