
 八月から入会致しましたMolly:Yamashita Motokoです。 
２男１女の子を持つ平凡な主婦です。子供達も巣立ち、よう
やく自分の時間も出来、水戸では、2年程ジャズを習って
おりましたが、この度の東日本大震災をきっかけに生活の
拠点を再び千葉に移しつつ、千葉でも歌を続けたいと思い、
インターネットでCISに出会うことができました。27年続き築
き上げているCISの仲間に入会させていただき今、本当に
幸せを感じております。 
 過去の話ではありますが、出身地が神戸という土地柄、
洋楽に触れることも多く、学生時代はPPMやBrothers four
等フォーク全盛期で学業そっち 
のけで、グループを結成、活動し 
其頃に洋楽コーラスの楽しさを知 
ることができました。 
 長～いブランクがありますが、CIS 
の皆様と共にご指導賜りながら、 
光り輝くハーモニーを目指して、 
楽しくやっていきたいと思います。 
どうぞ宜しくお願い申し上げます。 

------------運営委員会だより----------- 
 
 日時 １０月１５日 １７：００－１８：２０ 
 参加 Neil, Lydia, Yoko, Irene, Mark, Peter 
  内容 
 
１.名簿について 
 名簿は年１回総会時に作成配布しておりますが、今回
一時に多くの入団者があったことにより、例外的に作成し
たものです。 
 
２.忘年会について 
 本年の最後の練習日１２月１７日に１７：３０～１９：３０の
練習後ジャンク（予定）で行います。 
 
３.HPの修正内容について 
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千葉市民音楽祭 ：11月6日（日）＠千葉市民会館 

Schedule for November 2011  
（IK: Inage Kominkan,TCC:Takasu Comu C.） 

11/05  1850-2050  Regular rehearsal by Yoko (IK) 
11/06  1300-16:30  千葉市民音楽祭（千葉市民会館） 
11/12  1850-2050  Regular rehearsal by Irene (IK) 
11/19  1900-2050  Regular rehearsal by Yoko (TCC) 
11/26  1830-2050  Regular rehearsal by S.Morgan (IK) 震災の被災地の皆様に心からお見舞い申し上げます。 

１１／６(日)市民音楽祭 ＠千葉市民会館 
１３：１０ 集合：決められているＣＩＳの席（２３、２４、２５列 
      の各１０～１８席）に、ステージ衣装で着席。 
１３：２０ 開会 全員合唱「里の秋」 ハーモニーは自由 
１４：１６ リハーサル ８分３０秒 ＠小ホール  
１４：４４ ステージ    ７分００秒  
  Cielito Lindo / The Lion Sleeps Tonight / Aquarius   
１６：３０ 終演 
＊主催者から演奏時間７分の厳守と終演までの参加を強
く要請されています。 
 
市民音楽祭の衣装、楽譜カバー 
＊女声：白長袖ブラウス、黒ロングスカート、黒靴、 
     ピンクスカーフ（イヤリングなどアクセサリーはつけません） 
＊男声：白Yシャツ、アイボリージャケット、黒ズボン、黒靴、 
     ピンク蝶ネクタイ 
＊楽譜カバー：黒 

次回定期演奏会：２０１２年１０月２７日（土） 京葉銀行文化プラザ 

１１月５日のリハに、市民音楽祭用の楽譜と、新曲
のJingle Bells Rock、過去に歌ったAngels‘ Carolと
Christmas Lullabyの楽譜をご持参下さい。 Yoko 



シエリト・リンド (Cielito Lindo)はメキシコで古くから親しまれている歌。
1882年にキリノ・メンドーサ・イ・コルテス (Quirino Mendoza y Cortés)
により作られた。  
この歌は、非公式ではあるもののメキシコを象徴する歌であるとされ、
特に国外においてメキシコ人が集まるとこの歌を歌って同郷である
事を確認することがよくある。FIFAワールドカップなどの国際的なス
ポーツイベントでは、メキシコチームを応援する曲として歌われる。 
マリアッチがこの歌を演奏することが多い。ペドロ・バルガス (Pedro 
Vargas)やルイス・アギラル (Luis Aguilar)といった、メキシコを代表す
る歌手の持ち歌としても知られている。また、有名なメキシコ映画『３
人のガルシア』(Los tres García)に使われた曲としても知られる。 
1958年度NHK紅白歌合戦で「碧い空」という曲名で旗照夫が、1959
年度NHK紅白歌合戦で「シエリト・リンド」そのままの曲名で宝とも子
&有明ゆり&藤崎世津子によって歌われている。前者の時は全編か
なりのアップテンポで歌われ、後者の時は歌の途中からアップテン
ポになって歌われている。 

"Cielito lindo" is a popular Ranchera song from Mexico, 
written in 1882 by Quirino Mendoza y Cortés (c. 1859–
1957).[1] It is roughly translated as "Lovely Sweet One". 
Although the word "cielo" means sky or heaven, it is also 
a term of endearment comparable to sweetheart or honey. 
"Cielito" can thus be translated as "sweetie"; "lindo" 
means cute, lovely or pretty. Sometimes the song is 
known by part of the lyrics, "Canta y no llores".  
Commonly played by mariachi bands, it has been recorded 
by many artists in the original Spanish or in English and 
other languages using the melody of the song. In recent 
decades it has come to be widely known as a theme song 
for Mexicans, particularly at international events, like the 
FIFA World Cup.               From Wikipedia 

Spanish 
De la Sierra Morena, 
 Cielito lindo, vienen bajando, 
 Un par de ojitos negros, 
 Cielito lindo, de contrabando. 
  
Ay, ay, ay, ay, 
 Canta y no llores, 
 Porque cantando se alegran, 
 Cielito lindo, los corazones. 
  
Pájaro que abandona, 
 Cielito lindo, su primer nido, 
 Si lo encuentra ocupado, 
 Cielito lindo, bien merecido. 
   
Ese lunar que tienes, 
 Cielito lindo, junto a la boca, 
 No se lo des a nadie, 
 Cielito lindo, que a mí me toca. 
  
Si tu boquita morena, 
 Fuera de azúcar, fuera de azúcar, 
 Yo me lo pasaría, 
 Cielito lindo, chupa que chupa. 
  
De tu casa a la mía, 
 Cielito lindo, no hay más que un paso, 
 Antes que venga tu madre, 
 Cielito lindo, dame un abrazo. 
  
Una flecha en el aire, 
 Cielito lindo, lanzó Cupido, 
 y como fue jugando, 
 Cielito lindo, yo fui el herido. 

metaphoric English Translation 
Through dark tresses, heavenly one, 
 a pair of deep brown eyes, 
 lower as they approach, 
 a stolen glance. 
  
Ay, ay, ay, ay, 
 sing and don't cry, 
 heavenly one, for singing 
 gladdens hearts. 
  
A bird that abandons 
 his first nest, heavenly one, 
 then finds it occupied by another, 
 deserves to lose it. 
  
That beauty mark you have 
 next to your mouth, heavenly one, 
 don't share with anyone but me 
 who appreciates it. 
  
If your little mouth, my dark girl, 
 were made of sugar, 
 I would spend my time 
 enjoying its sweetness. 
  
From your house to mine 
 there is no more than a step. 
 Before your mother comes, 
 heavenly one, give me a hug. 
  
Cupid shot off an arrow, 
 heavenly one, 
 And though he was playing, 
 I was wounded. 

literal English Translation 
From the Sierra Morena mountains, 
 Pretty darling, they come down, 
 a pair of black eyes, 
 Pretty little heaven, which are contraband. 
  
Ay, ay, ay, ay, 
 sing and don't cry, 
 because singing gladdens, 
 Pretty little heaven, the hearts. 
  
Bird that abandons, 
 pretty darling, his first nest, 
 if he finds it occupied, 
 Pretty little heaven, is well deserved. 
  
That mole you have 
 pretty darling, next to your mouth, 
 don't give it to anyone, 
 Pretty little heaven, for it belongs to me. 
  
If your little mouth, dark one, 
 were made of sugar, were made of sugar 
 I would spend my time, 
 Pretty little heaven, sucking(x2) 
  
From your house to mine 
 pretty darling, there is no more than a step. 

 Before your mother comes, 
 Pretty little heaven, give me a hug. 
  
An arrow in the air 
 pretty sweetheart, Cupid launched 
 playing he shot it towards me, 
 Pretty little heaven, and I've been wounded. 

その黒髪から 素敵だな、その下には 黒い瞳が2つ 素敵だな、秘密のもの  
アイ、アイ、アイ、アイ、歌って！泣かないで！ 歌えば元気になるよ 素敵だな、その真心 
その髪留めも 素敵だな、その口も 誰にも渡しちゃだめだよ 素敵だな、僕に触れて  
君の家から僕の家までは 素敵だな、一歩もないんだよ さあ二人きりになった 素敵だな、
抱きしめておくれ  
空を飛ぶ矢 素敵だな、キューピッドが射たんだ そしていたずらに 素敵だな、僕に当たった 


