
 

 

横浜合唱協会ドイツ演奏旅行 

Konzertreise  2008 
 

 
 

Yokohama Choral Society 



 1

第１部 企画担当者の声 .................................................................................................... 3 
３回のドイツ演奏旅行を終えて                 雀部征宜 ............ 3 
ＹＣＳ第３回ドイツ演奏旅行に寄せて              八尋和美 ............ 4 
３回目のドイツ演奏旅行を終えて                藤井良昭 ............ 6 
北ドイツ・オルガンの旅 ～若き日のバッハの街を訪ねて～    大石康夫 ............ 8 
長い長い準備期間とあっけない顛末 ～私的雑感～       齋藤美沙子 ........... 11 
演奏旅行プロジェクトチーム内務担当の振り返り        新井千鶴子 .......... 13 

第２部 音楽面の記録 ...................................................................................................... 15 
演奏総括 ～ライプツィヒ編～                松田圭一郎 .......... 15 
ライプツィヒでの体操と声出し                 中山典子 .......... 17 
聖トーマス教会での演奏後のこと               鈴木理絵子 .......... 19 
シュトゥットガルト、ヘレンベルクでの演奏会評         土井賢一 .......... 20 
シュトゥットガルト、ヘレンベルクでの発声と練習について   古宮真紀子 .......... 23 
教会礼拝式での演奏に思う                  松本惠太郎 .......... 25 

第３部 ドイツでお世話になった方々 ............................................................................ 27 
ご挨拶                  ゲオルグ・クリストフ・ビラー .......... 27 
親愛なる友人たちへ          ウルフディートリッヒ・ブラウマン .......... 29 
２００８年ドイツ旅行記念誌に寄せて        クリストフ・ハーゲン .......... 31 
無題                              吉原輝 .......... 33 
通訳をまかされて                      藤井可奈子 .......... 36 

第４部 旅行日誌 ............................................................................................................. 40 
８月８日（金）成田空港～ライプツィヒ              森岡剛 .......... 40 
８月９日（土）ライプツィヒ                  平鹿一久 .......... 41 
８月１０日（日）ライプツィヒ                松田圭一郎 .......... 42 
８月１１日（月）ドレスデンへのオプショナルツアー       中山典子 .......... 44 
８月１２日（火）ライプツィヒ～リューネベルク～ハンブルク   秋山美紀 .......... 46 
８月１３日（水）リューベック                鈴木理絵子 .......... 47 
８月１４日（木）ハンブルク～南ドイツへ            梅原俊之 .......... 48 
８月１５日（金）エアフルト～アイゼナッハ～ヘレンベルク    岡田亮介 .......... 49 
８月１６日（土）ヘレンベルク、シュトゥットガルト       入江光子 .......... 51 
８月１７日（日）ヘレンベルク、シュトゥットガルト        津守滋 .......... 52 
８月１８日（月）ヘレンベルク～フランクフルト～成田空港    渡部園美 .......... 53 

第５部 参加者からの寄稿 .............................................................................................. 54 
宗教曲と教会の響き                     那須比奈子 .......... 54 
三度訪独の喜びと幸せ                     大沼正七 .......... 56 
ドイツで思ったこと                      堂崎律子 .......... 58 

第６部 情報 .................................................................................................................... 59 
横浜合唱協会 第３次ドイツ演奏旅行日程 ..................................................................... 59 
演奏曲目（１）ライプツィヒ・聖トーマス教会 ............................................................. 61 
演奏曲目（２）シュトゥットガルト・シュティフツ教会 ............................................... 62 



 2

演奏曲目（３）ヘレンベルグ・シュティフツ教会 .......................................................... 63 
「日本人の才能」 ～ヘレンベルクの新聞記事～ .......................................................... 64 
参加者名簿 ........................................................................................................................ 68 

第７部 終わりに ............................................................................................................. 69 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3

第１部 企画担当者の声 
 
 
 ３回のドイツ演奏旅行を終えて                 雀部征宜 
 
２０年思い続けた初めての夢のドイツ演奏旅行（１９９７）、その勢いで続けた第２次演

奏旅行（２００２）、そして、もはや当たり前の定期行事になった感の今回の第３次演奏旅

行。１１年の時の流れはとてつもなく大きい。 
これを象徴するアクシデントがありました。日本側でドイツとの折衝を一手に引き受け

て活動してきた齋藤さんが、直前に参加がかなわなくなりました。肺疾患のケアに十分な

体制が取れない事を理由にルフトハンザが搭乗を許可しなかったのです。更にドイツ側の

御大であるビラーさんが、昨年骨折した肩のリハビリの為に、この時期ライプツィヒにと

どまることが出来なくなりました。日独双方の中心的なお二人が不在の状態で、今回の第

３次演奏旅行は実行されました。 
しかし、藤井可奈子さんのリリーフと、従来からのドイツの友人達や、新たに支援に活

躍頂いた吉原さんの強力な援助などにより、わけもなくやり遂げてしまいました。八尋先

生とビラーさんとの出会いから始まったＹＣＳとドイツとの絆の底辺の広がりを感ぜずに

はおれません。 
ハーゲンさんはミュンヘンからライプツィヒに、ブラウマンさんはスイスのバーゼルか

ら、ライプツィヒだけでなく、ヘレンベルクにまで駆けつけてくれました。愛息子ファビ

アン君を伴って！ 
何故私達はドイツを目指したのか。バッハを標榜するＹＣＳが、バッハが生きて活動し

た空間の共有によって「バッハを感ずる」と言う

初期の目標はもはや達成したのでしょうか？ 
いずれにしても、このバッハの縁を訪ねる３回

の演奏旅行は今回で終結を迎えます。 
もしかしたら、多くのＹＣＳメンバーが気が付

いていないかも知れない計り知れない大きな遺産

を残して。改めて支えて下さった八尋先生はじめ

先生方、支援して下さった吉原さん、受け入れに

ご尽力下さったドイツの多くの方々に深甚なる謝

意を表したいと思います。 
さてこれからＹＣＳはドイツとどういう関わり

を持とうとするのか。トーマスカントールを客演

に迎え、あるいはトーマス教会で演奏することが、

「ごく当たり前」の事として、格別の感慨もなく

やってしまえる心理状態をリセットして、もう一

度初心に帰ってドイツへの思いを再燃させるのに

は、今少し時間を必要とするかも知れない。  
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 ＹＣＳ第３回ドイツ演奏旅行に寄せて              八尋和美 
 
 今回のドイツ演奏旅行では始めから終わりまで、私の体調不良による御心配と御迷惑を、

団員の皆さんにお掛けしたことを、先ずお詫びしなければなりません。自分自身の体調管

理の甘さを痛感しているところです。 
 その中で、２回の教会礼拝と１回の教会コンサートを一応無事に終えられたのは、ひと

えに団員の皆さんの支えのお陰です。有難うございました。 
 

 ライプツィヒ訪問は今回で六度目にな

ります。正に第二の故郷みたいな感じで

す。 
 最初は１９８３年２月１４日で、真白

い雪の中に黒っぽいトーマス教会が浮か

び上って、その荘厳さに打たれたもので

す。そして翌１５日にビラーさんとの運

命的な出会いがありました。 
 第２回目は１９９０年東西ドイツ統一

の年です。その歴史的な１０月３日に日

付けが変る深夜を、ビラーさんやペッツオルトさん達と過ごした事は何という因縁でしょ

うか。 
 第３回目は９６年で、その４年前トーマスカントールに就任していたビラーさんを訪ね、

その新しい仕事ぶりを拝見（聴）しました。 
 第４回目が９７年、第５回目が２００２年、第６回目が２００８年と全て横浜合唱協会

との演奏旅行です。 
 第３回目の９６年以後訪れる度毎に、町中の色彩は燻んだ色からカラフルに急速に変化

してきました。共産圏時代の重苦しい雰囲気の中を、何となく恐々と歩いていた私にとっ

て、この自由な明るさはとても貴重に感じられます。 
 只、白くきれいに化粧し直されたトーマス教会より、

１９８３年当時黒く厳かに佇んでいた教会の方に心が傾

くのは、初対面の時の私の残像のせいでしょうか。 
 
 今回横浜合唱協会としては初めて、南ドイツのシュト

ゥットゥガルトとヘレンベルクを訪れることが出来たの

は嬉しい限りです。特にシュトゥットゥガルトのシュテ

ィフツ教会は、１９８３年の１月から３月にかけて毎週

金曜コンサートに通った教会です。まさか２５年後に自

分が演奏する側になるとは夢にも思わなかった事です。 

 世話をしてくれた吉原輝君の物凄い成長振りと合せて、

時の流れの不思議さを痛感するばかりです。 
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 ３回の演奏に対する評価は、体調不良だった私は言う立場にありません。 

 又、団として計画された北ドイツオルガンツァーの成果は、何人もの方々がこの旅行記

に書いて頂けるでしょう。楽しみにしています。 

 残念だったことは、この旅行の為にずっと骨を折って頂いた斎藤美沙子さんが、御病気

で参加されなかった事です。そして斎藤さんに代って藤井可奈子さんが、通訳の大役を見

事に果された事は特筆すべきです。 
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 ３回目のドイツ演奏旅行を終えて                藤井良昭 

 
●厳しい条件下でのスタート 

取り巻く社会的条件（ユーロ高、原油高、食料高）だけでなく、ＹＣＳの内部条件（参加者減、低

参加率）も厳しく、まさに逆風でのスタートであったが、皆さん満たされた思いで終えることができ

ホットしている。「バッハの地で演奏を」と旅行資金の積み立てをして備えたが夢と消えたＹＣＳ創

立１０周年の１９８０年。当時ライプツィヒは「鉄のカーテン」の向こうの遠い世界であった。それが想

像を超えた急展開で１９８９年には「ベルリンの壁崩壊」東西ドイツ統一、そしてビラーさんと八尋

先生の交流のお陰で、１９９７年には長年の夢であった「バッハの地での演奏」が実現した。参加

者は６９人、参加率はなんと８７％の高率で、旅行会社のみならず、他の合唱団からも驚きの声を

聞いた。その感動の余韻の中で「是非 5 年後にもう一度や

ろう」と圧倒的な賛成で２００２年の第 2 次が組まれた。参

加者 57 人、参加率 75％と、人数で 12 人、率で 12％低下

したものの、２重合唱ができる人数が集まった。今回の第３

次は、参加者数４２人、参加率５５％と、大幅に低下し、や

むなく２重合唱は断念、さらには途中帰国者もあり、後半

のヘレンベルクでの演奏会は３６人（Ｓ８、Ａ１５、Ｔ６、Ｂ７）

と演奏成立の限界に近かった。 

 

●日常性の中へ 

我々にとっては、「一生に一度は聖トーマス教会で歌いたい」とまさに聖地巡礼の心で、聖歌隊

席に臨み、発声準備を終え、礼拝式の開始を今か今かと緊張して待っている。一方、進行をお世

話いただいたヘルトマンさんは、「もうちょっとリラックスしていいのよ。まだ本番まで１０分以上ある

んだから。礼拝は長いから疲れちゃうわよ」と、子供の面倒を見ながら涼しい顔。そう、彼らにとっ

ては生まれた時から毎週行っている極めて日常のミサなのだ。しかし、ルターが熱烈な説教をした

聖トーマス教会であり、バッハの時代にはルター正統派の砦であり、２０世紀になってからも歴代

の優れたカントール、オルガニストを輩出してバッハ演奏の総本山であり、毎年のバッハフェストに

は世界トップのバッハ演奏家が集まるところでもあるのだ。この日常性の持続といえば、今回それ

を支えている息の長い努力の一端がパイプオルガンでも伺えた。北ドイツを巡って４つのオルガ

ンを聴いたが、演奏前のミニレクチャーでは「このオルガンは○○によって、１６あるいは１７世紀に

作られ、改造・増強が加えられたり、また大戦中は分解して疎開させ、戦後は資金を集めて大修

復した」というような歴史をオルガニストか誇らしげに語ってくれた。また、ミュールハウゼンでは大

修復の最中でパイプが外されて磨いたりされていると

ころを見学できた。もちろん、このような時間とお金の

かかる大修復は、すべてのオルガンで成されている

わけではないであろうが、バッハ所縁のものは予算獲

得の優先順位も高く、比較的順調に進んでいるようだ。

このようなドイツの人たちに支えられ守られてきた尊い

伝統を持ったミサや音楽祭の日常性の中に、飛び込

んで貴重な体験をさせていただいたのだ。 
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次回に向けて 

渉外の齋藤さん、前回と同様準備段階から精力的にドイツ側と折衝を進め、演奏会の事前準

備を万全に行ったにも拘らず、突然参加できなくなってしまったのは本当に残念でした。内務の

新井さん、皆なの込み入った行動を把握して、旅行会社も恐れ入る参加者ごとの精密な行程表と

班割りをまとめてくれました。これが団体旅行の点呼、リスク管理に役立っただけでなく、シュトゥッ

トガルトの電車グループ割引を見通したようにほぼ５人単位で組まれており、効力を発揮しました。

シュトゥットガルトからヘレンベルクが１人往復で１２．６ユーロなのに、５人グループだと１５ユーロ

になり、５人組の班単位で行動すれば超経済的でした。「バッハ所縁の地の旅」企画では大石さ

んの思い入れに脱帽。ドイツを北から南まで縦断することになる、「北ドイツオルガンの旅」には強

行過ぎるのではと当初は抵抗したのですが、結果的にはこのお陰で旅が充実しました。録音では

飯島さんが、ブラウマンさんと共に奮闘してくれました。会計の長尾さんは集金や謝礼、おみやげ

の算段をしながら、旅行準備の進捗にハッパをかけてくれました。そして、この記念誌編集を担当

されている、鳥山、森岡、渡部さん達、きっと何度も読み返したくなる素敵な仕上がりとなるでしょ

う。 

１９９７年からの３回は文字通り「演奏旅行」で、２週に亘る両土日に合唱演奏し、その間のウイ

ークデーはバッハ所縁の地を旅した。これは１９９１年末のバッハアカデミーのスタイルに倣ったも

ので、バッハ音楽を生み、育て、その伝統を守り、新たな展開を試みている土地と人の中で、演奏

と見学の両面で生きた体験をすることであった。今回はちょっと遠くて残されていた、「若きバッハ

を魅了した北ドイツ」にまで足を伸ばし、バッハの旅を完結する形となり、２週に亘る優雅（贅沢！）

な「バッハの旅」シリーズに一区切りつけることが出来た。しかし、参加者の減少や途中帰国者の

人数を見るとき、「演奏旅行」の日程設定を、「１週末のみの演奏集中型」等含めて再考しなけれ

ばならないと感じている。当然ながら、９０％近い人が参加したくなるような「熱いテーマ」が大前提

であるが。 

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 8

 北ドイツ・オルガンの旅 ～若き日のバッハの街を訪ねて～    大石康夫 
 
 「バッハの演奏旅行」として一つの区切りとした第 3 次ドイツ演奏旅行も無事終了した。

今回も聖トーマス教会の礼拝式で歌わせていただくことができたことは、「バッハを中心に

歌う合唱団」として最高の喜びであり、改めて感謝する次第である。 
さて、今回は 10 日と 17 日の日曜日に計 3 回の演奏をすることになったが、演奏地がド

イツ東部のライプツィヒと南部のシュトゥットガルトおよびヘレンベルグということで、

その間をどのような充実した内容にするかが課題であった。当初の計画にあったシュトラ

ウベ氏によるハノーバーでの合唱指導体験などは先方のスケジュールの都合でかなわぬも

のとなり、それに代わる妙案も示されないまま時は過ぎていた。 
しかし私は密かに一つの計画を練っていた。先にも述べたように今回を一つの区切りと

するならば、多少の無理をしてでも行きたい、何とか実現できないものかと模索していた

場所があった。バッハを愛する者として、どうしても一度は足を運んでおきたかったとこ

ろ、それが北ドイツだ。そこにはバッハが後年、充実した素晴らしい作品を生み出すよう

になった原点がある。 
バッハの少年期に関する資料は乏しく、どんな知識をどのよ

うな方法で身に付けていったかについては殆ど何も残っていな

いが、学業が常にトップクラスの成績であったことは確かだ。

そして 15 歳になった 1700 年、リューネブルクのミカエル学校

に給費生として、それまで住み慣れていたアイゼナハやオール

ドルフなどのあるテューリンゲン地方を離れ、初めて北ドイツ

に身を置くことになったのだが、そのことがバッハにとっては

１つの大きな転換期となり、それから 10 年足らずの間、まさ

に彼の青春時代であり最も吸収力のある時期に、リューネブル

グのゲオルク･ベーム、ハンブルグのヨハン・アダム・ラインケ

ン、そしてリューベックのディートリヒ・ブクステフーデをはじめとして様々な場面から

溢れんばかりの知識や情報を得たのである。 
これは何としてでも北ドイツに行かねばなるまい。まずはバッハが 2 年程住んだリュー

ネブルグや青年期に足を運んだ街に私達も実際に足を踏み入れ、その街を眺め雰囲気を味

わうことで、時代を超えてバッハと共有し、そこにある教会やオルガンに接しながら、バ

ッハが何を考え、どのように行動したか、など色々と思いを馳せてみたかった。 
東部のライプツィヒから北ドイツ、そして南ドイツへの移動。

傍目には無謀とも思えるような計画である。私も初めのうちはど

うかと思ったが、幸いにも次の演奏会まで日程的に幾らかゆとり

があり、何とかなるのではないか、と具体的に計画を立て始めた。 
当初オルガン演奏については可能であればという程度であった

が、より具体化するうちにどうしてもオルガンを聴きながら回り

たいとの思いに駆られた。そうすることによって北ドイツへの関

心がますます高まり、より充実したものになるに違いないと確信

したからだ。 
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バッハはオルガニストや宮廷楽長、ライプツィヒでは市の音楽監

督及びトーマスカントールなど様々な職業に就いたが、彼に対する

生涯を通じた揺るぎのない評価は「卓越した技巧と能力を備えたオ

ルガニスト」であった。だからこそ長年にわたって、アルテンブル

グの城内教会にあるトロースト･オルガンもそうだが、各地にあるオ

ルガンの鑑定に招かれたのである。バッハは少年期にテューリンゲ

ンで培ったオルガン演奏技術を、この北ドイツでさらに高めていっ

たと考えられる。 
前述の通り、バッハと関わりのある北ドイツの街はリューネブルグ、ハンブルグ、リュ

ーベックそしてツェレ。ツェレを除けばそれぞれの街にはバッハに影響を与えたオルガニ

ストが活躍した教会があり、そこでオルガンを聴こうという趣向だ。これにヘレンベルグ

へ向かう途中、テューリンゲン地方でもバッハがオルガニストを務めたミュールハウゼン

の聖ブラジウス教会のオルガン演奏も計画に入れることにして、いよいよ方針が決まった

ところで具体的にスケジュールを立ててみた。 
1 日目(8/12)：ライプツィヒ～ツェレ～リューネブルグ(オルガン演奏)～ハンブルグ 
2 日目(8/13)：ハンブルグ～リューベック(オルガン演奏)～オイティン～プレーン～ 

ハンブルグ(オルガン演奏) 
3 日目(8/14)：ハンブルグ～ミュールハウゼン(オルガン演奏)～ヘレンベルグ 

これらの要望を前回もお世話になったＪＴＢに伝えた

ところ、2 日目午後予定のラインケンがオルガニストを

務めていたハンブルグにあるカタリーナ教会は翌日のロ

ックコンサートの準備、そして 3 日目のミュールハウゼ

ンはオルガン修復中のためオルガンが聴けないことがわ

かった。 
それでも、私にはまだ他に幾つかの候補があった。ハ

ンブルグにはバッハが 1720 年にオルガニストを目指し

た聖ヤコビ教会があり、そこにあるアルプ・シュニットガーが製作したオルガンの音色も

素晴らしいし、3 日目のミュールハウゼンに代わるものとしては、バッハと直接のつなが

りはないものの、前述したアルテンブルグの城内教会オルガンと同じ製作者で、現在では

それと双璧とも言われているヴァルターズハウゼンのゴッテスヒルフェ教会にあるトロー

スト・オルガンも聴いてみたかった。トロースト・オルガンの音色はバッハが最も好んで

いたと言われているものだ。 
このような要望も伝え、修正を加えながらようやくス

ケジュールが決まった。3 日目のハンブルグからヘレン

ベルグへの移動もかなり厳しかったようで、この行程を

2 日間に分け、最終的には 4 日間かけてヘレンベルグへ

移動することになった。また 3 日目の宿泊地も当初はア

イゼナハ(バッハの生誕地)にして、ライプツィヒ(バッハ

の没地)とうまく対比させようとの考えもあったが、ヘリ

コプター選手権のためホテルが満杯で、エアフルトに変更となった。 
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1 日目(8/12)：ライプツィヒ～リューネブルグ(オルガン演奏)～ハンブルグ 
2 日目(8/13)：ハンブルグ～リューベック(オルガン演奏)～ハンブルグ(オルガン演奏) 
3 日目(8/14)：ハンブルグ～ツェレ～ミュールハウゼン(観光)～ヴァルターズハウゼン 

(オルガン演奏)～エアフルト 
4 日目(8/15)：エアフルト～アイゼナハ(観光)～ヘレンベルグ 

またこれと並行して「演奏旅行を 10 倍楽しむ

会」と称して、藤井さんを中心に、3 月から 7 月

まで「北ドイツと若きバッハ」をテーマにした勉

強と各街に関わる作曲家とバッハのオルガン作品

のＣＤによる鑑賞を行い、現地で聴くのが益々楽

しみになった。 
すべての準備は整った。後は皆さんもご存じの

通り、ＪＴＢのお陰もあってほぼスケジュール通

りに 4 か所のオルガンを無事聴くことができた。

各教会ではオルガニストから演奏前に教会とバッハとの関わりも含めてオルガンについて

分かりやすい説明があったが、これについては今回の旅行

で通訳を買って出てくれた藤井可奈子さんに感謝。またヴ

ァルターズハウゼンでは演奏後にトロースト・オルガンに

直接触れたり、構造まで見ることもでき、オルガンをより

身近に感じることができた。さらに北ドイツ行きの前日に

は、ドレスデンの復元された聖母教会の昼の礼拝式で、外

観をバッハ時代とそっくりに復元したジルバーマン・オル

ガン(バロックオルガン)も聴くことができたのだが、これ

も合せることを許していただけるならば、バロック時代の

3 大オルガン、その音色の特徴から私が勝手にイメージし

ている「華麗なるジルバーマン」「優美なるトロースト」「崇

高なるシュニットガー」を一挙に聴くことができたことに

なる。何と素晴らしいことか。 
こうして 4 日間で 1600 km を走破したオルガンの旅は無事終了した。 
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 長い長い準備期間とあっけない顛末 ～私的雑感～       齋藤美沙子 
 
２００２年第２次ドイツ演奏旅行が終わって

しばらくした頃、八尋先生からかつての芸大の

お弟子さんで今ドイツでご活躍中の吉原さんを

ご紹介いただいた。第３次ドイツ演奏旅行があ

るのなら、是非その時はそちら方面へ、とお誘

いを頂いたのが今からもう５年も以上の前のこ

と。その後、横浜合唱協会の自己紹介に始まり、

今年の８月出発間際まで演奏会実現に向けメー

ルでのやり取りを多々させていただいた。 
シュトゥットガルト近郊ヘレンベルグの町、そこのシュティフツ教会で演奏会、と企画

で紹介しても、残念なことに２度も礼拝で歌った聖トーマス教会のあるお馴染みのライプ

ツィッヒとは違い、メンバーの反応もいま一つ。何とかせねば、とヘレンベルグの町を歩

き、教会の情報を集め、一人旅を存分に楽しんで話が煮詰まってくる時期までを過ごした。

もちろん、これはインターネット上でのこと。この町は特別な観光地というより、シュト

ゥットガルトという都会に通う人々が住んでいると思われる普通の町。それなのにシュヴ

ァーベン地方有数のハーフティンバー造りの家並みが教会を半円に囲むように並び、のど

かでゆったりとした風情を醸し出している。実際に訪れるであろう日までの期待と楽しみ

はどんどん膨らむ。 
更に何よりも、演奏会に関しては、吉原さんのご尽力に、兎にも角にも感謝で一杯。 

ヘレンベルグばかりでなく、シュトゥットガルトのシュティフツ教会でも歌えるようにチ

ャンスを下さったのだから、何度お礼を言っても言い尽くせない。 
 
聖トーマス教会の礼拝については、ビラーさんのことだから間際になって決まるだろう、

と覚悟の上。 
１９９７年の第１次演奏旅行のときはビラーさんご本人がトーマス学校に案内してくだ

さったり、そこの講堂で練習もした。２００２年第２次になるとビラーさんもお忙しくな

って当日までの連絡も途絶えがち。さて第３次となるとどうなるのやら、とここ数年は手

探り状態で連絡待ち。そういう意味では毎度のことだから・・・と言われても困ったもの

だと懸念ばかりが募る。しかし直前になって、ご自身が治療療養に専念されることになっ

たため、教会事務局の方が担当となり、細かく面倒を見て下さる。とても丁寧な対応でメ

ールにはすぐ返事が来るし、相互の連絡は順調、これで心配することは何もない、とこち

らも安心できた。お会いするのがとても楽しみになって、お互いがすでに初対面ではない

気分になっていたことも確か。 
 
そんなこんなで３都市３ヵ所の教会で歌うチャンスに恵まれた横浜合唱協会。 
しかし今回のプログラムにはバッハの作品がないという、いわばバッハを歌う合唱団と

しては破格の決断をしての第３次演奏旅行。合唱団としての姿勢としてこれでよかったの

だろうか、と心の隅っこで燻ぶるものがないわけではなかった。 
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こうして迎えた２００８年の夏。 
日本は暑いけれど、今年のドイツは洪水の気配もないし涼しくて過ごしやすいかな、と

期待が膨らむ。 
ライプツィッヒ、シュトゥットガルト、ヘレンベルグ・・・足掛け６年間にわたってそ

れぞれと細かいやり取りや準備もこなし、今や準備万端、いよいよ旅行が始まるはずだっ

た。 
 
あっけない顛末はご存知の通り。 
６日の事前出発の予定なのに、４日になって航空会社の方から搭乗 NG となり、同行予

定の二人も一人は変更、一人はキャンセルとなった。８日出発の本隊メンバーやドイツで

の担当者に事情を伝え、私が抱えている連絡先、担当者の名前や予定など集約して連絡。

なんと８月４日、５日の慌しかったこと。旅行が不可能になって意気消沈している間もな

く、あれやこれの気がかりは多く、忙しかったのが実状。 
２週間の休暇を予定していた夫は翌週からは休暇返上するかな、とのんきな体たらく。

こちらはそれどころじゃない、連絡漏れはないだろうか、手落ちはないだろうか、この忙

しいのに、と腹立たしい。 
一段落してから急遽気分転換にと、ドイツではないけれど湯河原へ出かけさせていただ

いた。その時に連絡が取れなかったのか、皆様の出発前後にご心配を掛けた由、申し訳あ

りませんでした。 
 
礼拝やコンサートが終わるごとに携帯メールで現地報告を送ってくださった飯島さん、

ご帰国後すぐに頂いた録音で鐘の音が聞こえてくるとその時々の臨場感が溢れましたし、

気持ちは常にご一緒できました。本当にありがとうございました。 
 
（斉藤美沙子さんは、２００８年１０月２４日に逝去されました。過去３回のドイツ演奏旅行企画の中心

として献身的に働かれただけでなく、YCS の技術担当、ドイツ語指導の面で大きな貢献をしてこれらまし

た。感謝の念をこめて哀悼の意を表します。――編集担当） 
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 演奏旅行プロジェクトチーム内務担当の振り返り        新井千鶴子 

 
YCS 第３次ドイツ演奏旅行は、実に出入りの多いツアーだった。 
8 月 8 日、八尋先生を始めとする YCS メンバー38 名、家族 6 名、三島グロリア合唱団

からのゲスト 2 名の総勢 47 名が成田を出発した。9 日、後発メンバー2 名と現地参加の家

族 1 名がライプツィヒに到着して 50 名となり、10 日、トーマス教会の礼拝でクワイアを

務めたメンバーは 40 名（Sop.9、Alto15、Ten.7、Bass 9）であった。12 日、メンバーと

家族、32 名が YCS 本体として北ドイツオルガンツアーに向かうこの日、早くもメンバー1
名とゲスト 2 名が帰国の途につき、総勢は出国時の 47 名に戻った。13 日、YCS 本体とは

別行動をとっていた先生、メンバー、家族合わせて 15 名のうち 3 名のメンバーがフラン

クフルトを発ち、総勢は 44 名となった。14 日、最後発の 2 名のメンバーがヘレンベルク

に到着して 46 名となり、15 日、北ドイツオルガンツアーに参加していたメンバー2 名が

エアフルトで本体を離れて帰国。結局、ヘレンベルクに集合したのは、先生、メンバー36
名（Sop.8、Alto15、Ten.6、Bass7）、家族 7 名の 44 名であった。 
 参加者トータル 52 名のうち今回初めて参加したのは、メンバー

14 名、家族 2 名、三島グロリアのゲスト 2 名、合計 18 名で全体の

ほぼ 3 分の 1 に当たる。おそらくこのためであったろう。バッハ像

の前に集合して記念撮影をした後、「体操は、向こうで」と誰かが歩

き出せば、3 分の 2 は何処へ行くか見当はついている。「パーティー

はチューリンガーホーフで」と言われても、「どこ、どこ？」と慌て

る気配もない。常に落ち着いたツアーだったように思う。 
特筆すべきは家族 7 名のうち 3 名の方が 1 次、2 次とも参加され

ておられ、その方々が各々の役割とでも言うべきものを担って、ツ

アーを支えてくださったことである。藤井可奈子さんは、1 次はソプラノ、2 次はアルト

のメンバーとして参加されたが、今回は留学先のベル

リンからやって来て、急遽不参加となった齋藤さんに

代わって、立派に通訳の大役を果たしてくださった。

彼女の活躍がなければ、現地の方々との交流は印象の

薄いものになっていたことだろう。また、鳥山妙子さ

んは写真がご趣味で、今回も彼女のアルバムが写真申

し込み用としてメンバーの間を回っている。私たちメ

ンバーにとって、演奏中の写真は貴重である。中にはどう見ても隣と同じ言葉を発してい

るとは思えない口の形をしたものもあったりして。そして、大沼正七さん。「レクチャー資

料を読破しているのは、大沼さんだけかもしれない」と藤井さん。レクチャー講師にとっ

て、大沼さんは心強い味方となってくださっている。 
余談だが、大沼さんと大石さん、私は、この義理の親子には感動すら覚えるものがあっ

た。パーティーの席上大沼さんは、「義理の息子とは 20 数年のうち、今回初めて（ベッド

を共に、ではなく）ツインベッドの部屋に泊まることになりました」と笑っておられたが、

お二人にはどれほどの相互理解と窺い知れない忍耐（！）があったことだろう。 
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また、三島グロリアのお二人は旅行を堪能されただろうか。わずか 4 日間のライプツィ

ヒ滞在であった。「先生とライプツィヒの街を歩けるなんて！」と喜んでいらした姿が目に

浮かぶ。お二人の参加は、2006 年に発足した八声会での交流があってこそ実現したもの。

八声会の目に見える成果であろう。 
旅行前、吉兆となるような出来事もあった。絶えて久しい団内カップルが誕生していた

らしいのであるが、パスポート取得をきっかけに一組は婚姻届を出し、もう一組は別の動

機からその存在を自らディスクローズしたのである。旅行中、オバサンたちがこの二組の

挙動に興味津々だったのを、ご本人たちは気づいていただろうか。しかし、そこは YCS
のオバサン、節度は心得ておりました。 
節度をもって楽しむ――内務担当の欲目と言われようと、第 3 次演奏旅行はそのような

旅行であったように思う。メンバーの出入りの実に多い、旅行社泣かせのツアーであった

けれども。 
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第２部 音楽面の記録 
 
 演奏総括 ～ライプツィヒ編～                松田圭一郎 

 
●演奏会前日練習 
ドイツ到着の翌日、多少の時差ボケも残る中、日中はそれぞれにドイツの空気を堪能し

たのち、夕方にトマス教会横のバッハ像の前に集合。集合後は場所を移し、メンデルスゾ

ーンが作成したバッハ像の前にて野外での発声体操・発声練習となりました。 
発声体操の担当は中山さん。野外ということもあり気持ちがよいものの、街行くドイツ

の人々の目を少々気にしながら、ゆっくりと体をほぐしました。 
同じ場所にて発声練習開始。開始後まもなくお呼びがかかり、あまり声が出せませんで

したが、発声は終了。いよいよトマス教会の中で練習となりました。練習はオルガンとの

合わせを中心に進行しました。練習開始の第一声。トマス教会の中から返ってくる響きの

すばらしさを改めて実感しました。今までいろいろなホールで歌ってきましたが、トマス

教会の響きはどのホールにも勝る、人生一番のホールですね。 
練習全体を通してのことですが、教会の響きに慣れていない為か、いずれの曲もやや雑

で声の方向がそろわないように感じました。またやや浮き足立っている感じもあり、音の

出だしのタイミングも人それぞれでうまく合っていませんでした。周りの声を聴けていな

いのでしょうね。ピッチもやや下がり気味でした。 
時差も含めた環境の変化（ホーム＆アウェイでいうアウェイの地）の中で本来の力を出

すことの難しさを感じた練習でした。 
 
●本番当日 
発声は教会横の小部屋で行われました。しっかりと発声体操を行った後、発声練習開始。

朝ということもあり、声がやや寝ているような印象だったため、発声練習に少し早めのパ

ッセージを取り入れ、声を起こすことに注力しました。また昨日の練習も踏まえハーモニ

ーの確認を少し行っていざ本番へ。 
まだ当日の録音を聞いていないのですが、本番の演奏を

振り返り、感じたことを書かせていただきます。（録音を聴

いて感想が変わらないことを願いつつ） 
メンデルスゾーン：第一声、皆さんの気持ちを感じる演

奏。少々粗さがあるも、曲の雰囲気には合っていた。（個人

的には 1 回目のドイツ演奏旅行、バッハの同曲を歌ったこ

とを思い出しました。） 
ペルト：教会の空気にピッタリあう曲。パートソロ部分

など個々のパートの実力が如実に現れる曲であり、声が音

程に届いていない、声が揃っていない等ところどころ惜し

い部分が見られるも、全体としてはよいできであった。そ

んな中でも［Ａｇｎｕｓ Ｄｅｉ」の SOP の冒頭の一声



 16

は教会の空間と声がピッタリあった好演。鳥肌が立ちました。「ＣＲＥＤＯ」のオルガン併

せの難しさを改めて痛感。（横浜公演のときよりは落ち着いて歌えました。） 
ブルックナー：教会の響きもあいまってすばらしい演奏が出来た。ＹＣＳとして幾度と

なく取り上げられた曲で、歌いこみの成果も出ており、本番も安心して歌っていられた。

ブルックナーが想定していたであろう教会の残響が音楽の休止と共に自らの耳に届き、な

んとも至福なひと時。 
今回のトマス教会での演奏を通して、改めて、合唱において耳を使うことがいかに大切

さであるかを再認識しました。トマス教会のように響きがよい教会・ホールで歌う時には、

その響きに助けられるものと思われがちですが、音を揃えること、声を合わせることの意

識は響きの少ないホール以上に必要なように感じました。 
教会から返ってくる残響を聞くことが出来るので、自らを確認しながら歌うことができ

るのですが、逆に言いますと、自ら発した音を聴くことを強要されている。常に反省を促

されている。そんな意図も感じました。 
しかし、逆に響きを利用した歌い方、あまり力まずに周りの響きに声をのせるだけのよ

うな謙虚な歌い方（自分の声を主役のように主張するのではなく、まわりに合わせた歌い

方）をすると自ずとよい音が鳴るのではないかと思いました。 
 
●最後に  
こうして再びバッハの聖地で歌えたこと、本当にありがたく思いました。多くの方々の

お力添えと、ご縁があってこそのこのステージ。今こうして歌えることの幸せを感じつつ、

多くの感謝と共に、また次のステップへと向かっていきたく思います。 
 
●番外編「バッハのモテⅡの企み」  
今回のドイツ演奏旅行、再びトマス教会で歌えるとあって選曲の段階では当然バッハの

曲があがっていました。 
しかし、今回、参加メンバーがやや少なくドッペルの曲を歌うには不安があり、演奏そ

のものを重視して、４声の曲をセレクト。大変苦渋の選択でありましたが、バッハは歌わ

ないことになりました。しかし、「トマス教会でバッハを歌いたい。」皆さんからも声が上

がる中、斉藤さん中心にトマス教会での練習で取り上げていただくことも考えましたが、 
八尋先生との相談の結果、当日の練習はペルトのオルガン合わせに時間が必要となるため

断念。苦肉の策として、発声練習の最後のカデンツ代わりにモテットⅡ番のコラールを取

り上げようとしましたが、結果、発声練習は教会の外であり、かつ時間も早く切り上げた

ため、これまた空振りに終わりました。 
ほぼあきらめていたところ、トマス教会での練習後、舞台の上で時間をもてあます中、

ところどころからバッハを歌おうという声があがり、雀部さんからのご指示で最後の最後

で実現。トマス教会の響きの中、バッハのモテⅡ全曲を歌うことが出来ました。 
大変恐れ多いことなのですが、私が指揮をさせていただきまして、大変貴重な経験をさ

せていただきました。背後から聴こえてくるトマス教会の残響が心地よく、忘れられない

ひと時となりました。またこの場で歌えることを夢見つつ、また日々精進していきたいと

思っています。 
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 ライプツィヒでの体操と声出し                 中山典子 
 
今回初めてドイツ旅行に参加し、右も左もわからないまま、２日目のトーマス教会での

練習の時を迎えた。 
各自自由行動の後、１６：３０にトーマス教会前に集合。バッハ像の前で集合写真を撮

影。教会内は、オルガニストが練習中ということで使用できず、チョット体をほぐしたい、

声を出しておきたい、と、適当な場所を求める。トーマス教会にほど近い小さな公園、 真
ん中には、メンデルスゾーンが建てたという新バッハ像が

鎮座している。ここで前回の旅行に続き、体操をやっちゃ

おうということになった。 
都さんは今回不参加、古宮さんは明日到着、ということ

で、不肖私が、記念すべき第三次ドイツ旅行しょっぱなの

体操のお姉さん（？）を勤めることになってしまった。中

山の「ユルトレ」でも、前日のフライトで飛行機で十数時

間座りっぱなしで固まった体には結構効くようで、あちら

こちらから「ウッ」とか「フェ～」などという声が上がる。

各自、自分の体と相談しつつ体操を進めたが、ちょっと気

になったのは、通りかかるライプツィヒ市民の表情。突然

現れて、不思議な動きをする東洋人の群れに、訝しげなま

なざしを向けていく。中には、肩すくめて行く人も。でも、

直後のトーマス教会での練習でちゃんと声を出すためには「恥ずかしい」なんて言ってい

られない。自意識は捨てて、せっせと体操。 
声出しもこのままこの公園で、と覚悟を決め、声を出し始めたところで、オルガニスト

の練習が早めに終わり、聖歌隊席に移動。明日のトーマス教会礼拝式の式次第に基づいて、

八尋先生、オルガンのウィンガーさんとともに練習を始める。声を出してみてビックリ。

音楽ホールとまた全然違うその響き。美しい残響が長く残る。出した声が、聖堂の高き所

に向かって立ち上っていくような感じ、と言ったらいいのだろうか。こういうところで歌

っていると、トマーナのような歌声が出来上がるのか・・・としみじみ感動。力による押

すような発声は一切不要。芯だけを一点

しっかり意識して維持し、後は教会の作

り出してくれる響きに身を任せるという

感じ（ただし、任せすぎで気持ちよ～く

なり、遅れ遅れにならないように注意、

注意！）。メンデルスゾーン、ペルトと進

めていくが、ペルトを初めてのオルガニ

ストと一度限りの練習であわせていくと

いうのはなかなか難しい行程だった。ア

ニュス・デイは、飛行機の疲れ、時差ぼ

けの影響か、ソプラノはチョット不調。
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最初の音をオルガンで取っていただくことになった。また、八尋先生が折に触れて「この

美しい残響に耳を澄ますように」とおっしゃった。最後の音の後の余韻、ブルックナーの

グランド・パウゼ。響きを楽しみ、味わうように、とのご指示である。響きの中の静寂、

静寂の中の響き、というものを体感し、その空気の中で、折々に背中に電気がはしるよう

な感動を味わった。 
風邪でのどの調子が悪い先生が少し早く練習を切り上げられた。僅かな時間を利用して、

松田さんを指揮者に立て、聖トーマス教会聖歌隊席で、バッハのモテット「Der Geist hilft 
unser Schwachheit auf」を高らかに歌う。一つ夢がかなった瞬間。一階の席で、三島の

方々やご家族の面々ばかりでなく、一般の方たちが長い時間、こちらを見上げながら聞い

てくださっている姿が印象的だった。 
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 聖トーマス教会での演奏後のこと               鈴木理絵子 

 
演奏後、教会の外で、「プロテスタントの礼拝という割にはカトリックのミサに似ていま

したね。」「われわれが『ベルリン・ミサ』をやるというので、特別にああいう形の礼拝を

してくれたんじゃないかね。」などと、松本カントールと話していたところ、「さっきの聖

歌隊の方ですか。」と話しかけられました。 
「いやあ、素晴らしい演奏でした。滅多にない音楽体験でしたよ。」と言われたので、こ

れ幸いと「この教会にはよく来られるのですか。ああいう形の礼拝をすることもよくある

のですか。」と訊いてみたところ、ミュンヘンからの観光客というご夫妻で、プロテスタン

トだけれど、デッサウで生まれた新しい宗派で、伝統的な聖トーマス教会とはまた違うと

のこと。「たまたまライプツィヒ滞在中で、聖トーマス教会で横浜合唱協会が演奏するとい

うので、慌てて出かけてきました。」などとおっしゃったのですが、よくよく訊いてみると

奥様がスウェーデン出身で、妹さん（かお姉さん）が音楽学校で教えており、ペルトに馴

染みがあるとのことでした。おそらく、日本の合唱団がペルトをやるというのが珍しいと

思って、来られたのでしょう。 
というのも「皆さんは日本でも傑出した(outstanding)合唱団なんでしょうね。」とおっ

しゃるので、「いえ、私たちはアマチュアですし、こういう合唱団は沢山あります。」と言

ったところ、「だって、日本では合唱といえば、1 万人が集まって”Freude, schöner …”と
歌うんでしょう？」と言われたのです。…「1 万人の第九」（！）ですね。それにしても、

「1 万人」というからには、相当の日本通なのかしらと思って、「日本についてよくご存知

なんですね。」と言ったら、「日本で知っているのは、スシ、サヨナラ、『…さん』くらいで

すよ。」とのこと。何でも「１万人の第九」はテレビで見たのだそうです。 
どうやら私たちの演奏は、日本の合唱団についての彼らの誤った認識を正すのに、少し

は貢献したようです。それにしても、聴衆の生の声を聞けたのは嬉しいことです。「次回は

是非ミュンヘンで歌ってください。」とも言われました。機会があればミュンヘンもいいで

すね。もう一押しして、コネを作っておけばよかったのですが、そこまではどうも…。 
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 シュトゥットガルト、ヘレンベルクでの演奏会評         土井賢一 
 
●Stuttgart シュティフツ教会での朝の礼拝 
南ドイツ有数の大都市の真中

にありながら、外の喧騒から隔

絶された石造りの静かな空間。

その中で、特別に準備していた

だいた聖歌隊席に座って待つ今

日の「Gastchor」である私達と、

いつの間に集まったのか教会の

１階、２階の席を埋め尽くすほ

どの大勢の参列者。そして礼拝

の始まりを告げるおびただしい

鐘の群れが、私達と参列者とそ

れを取り囲む静かだった空間をおごそかに包み込む。いつもの音楽ホールでの演奏会の時

とは明らかに違った始まりの緊張感に、私達の気持ちも俄然引き締まってくる。 
礼拝の最初の幕開けが、２階のパイプオルガンの隣に立った女声だけで歌うメンデルス

ゾーン「Laudate pueri」。緊張のためか演奏がやや堅く、高音での伸びもいま一つ足りず

音程が届いていない印象。実は前日練習時に始めてこのようなシチュエーションで礼拝が

始まるということを聞き、その練習もする予定であったのが、若干手違いがあってオルガ

ニストのヨハンセン氏が来られず、当日朝集まってすぐに少しだけ練習をして、そのまま

礼拝本番に突入したのであった。そのため心身共にウォーミングアップが充分でなく、ま

たこの独特の緊張感の中でのトップバッターということもあり、そういう状況の中では大

健闘とは言えるが、予想外のことがいろいろ起こりうる中でいかに対応するか、外国での

演奏旅行の難しさをまた一つ勉強させられたと思う。 
それでも礼拝が進むにつれ、徐々に緊張感もほぐれ、また会衆と一緒の賛美歌を歌うう

ちに喉も暖まってきたと見えて、途中からはこの教会の残響を生かした透明でクリアな合

唱の響きが出せたと思う。このような残響のよい会場では、歌うのに余計な力は一切不要

で、空間に拡がる合唱全体の響きに身を任せて歌えばよいのだということがよく分かった。 
ただヴァイラオホ「Herr Christ」では、最初と最後で半音音が下がってしまっていた。

録音を何度聴いてもどこで下がったのかよく分からない。途中で少しずつ気が緩んで音程

が届いていないところが積み重なって、結果最後では半音の違いになっていたのだろう。

このような長いア・カペラ曲では、特に音程については普段の練習時から厳密にチェック

を続けることが必要であり、常にきちんと体を使って、高い響きで歌うことが大事だと感

じた。 
またテノールの私としては、メンデルスゾーン「Herr,nun lässset du」は、Ten.の歌い

だしも決まったし、全体的にきれいで柔らかい響きでまとめられてよかったと思う。 
前日練習時に、八尋先生から「この響きのよさに気持ちよく酔っていると言葉が分からな

くなる。言葉をきちんと言い切るように」との注意があった。そのかいあって、特にドイ
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ツ語の曲では子音が立って聞こえ、教会の残響の中にきちんとメリハリを付けていたと思

う。演奏終了後、参列者の方が何人か直接話しに来られ「あなた方のドイツ語は大変素晴

らしい」「ドイツ語をちゃんと理解して歌っているのか？」「あなた方はドイツ語を話せる

のか？」との感想を言われていたという。また解散して教会の外の通りを歩いているとき

にも、参列者と思われる人から「素晴らしい歌だった」と声をかけられた。聴衆と演奏者

が近い教会の演奏ならではの出来事であり、ドイツでは本当に教会音楽が日常生活の一部

として根付いているのだということを実感できた。普段からドイツ語の歌を多く歌ってい

る私達としては、大いに自信を持ってよいと思うし、これからもこのように歌の中で言葉

をきちんと話すということを忘れないようにしなければいけないと思う。 
 
●Herrenberg シュティフツ教会での演奏会 
大都市 Stuttgart から数十 km しか離れていないのに、丘や森が広がり自然に囲まれた

美しい素敵な街 Herrenberg。その中でも周囲の眺めの素晴らしい丘の上に建つシュティ

フツ教会で、今回の旅行の最後の演奏会となった。ここもまた残響が素晴らしく、日曜の

夜ということもあって満員の聴衆の中での演奏となった。 
冒頭、今回の Herrenberg の演奏会をプロデュースした吉原氏から八尋先生と私達の紹

介。ドイツ語で「八尋先生には８歳の時から歌を教わっており、シューベルトなどの歌に

接しているうちに、自分も歌手になりたいと思うようになった」「自分もドイツに住むよう

になり、いつしか八尋先生と共にドイツで演奏会を持つことを夢見ていた」「この合唱団は

今回で３回目のドイツ演奏旅行になるが、南ドイツに来るのは初めてで、今晩はここでド

イツの音楽を演奏します」との話し(だったらしい)で、演奏会が始まった。 
冒頭はメンデルスゾーンの「Aus tiefer 

Not」。ア・カペラの時に比べてオルガンが

付いている分気が緩んだわけでもないと思

うが、プッシュマンさんのオルガンに対し

て、音程・テンポともにいま一つはまって

いない印象。またドイツ語の語尾などもや

や雑な部分が気になった。このような曲で、

フレーズの始めから終わりまで、１個１個

の音符に込められる音楽のエネルギーの感

じ方と、それを実現する体の使い方、訓練

していなければなかなか出来るものではな

く、改めてメンデルスゾーンの奥深さ、難

しさが知らされた。１つのフレーズを歌う

ための声・体の使い方、また音の長さの感

じ方（特にスラーで音が２つつながってい

るときの最初の音の長さ）、その中で言葉を

どう話すかなど、まだまだ基本的なことの

練習を地道に続けていくことも必要と感じ

た。 
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ブルックナーのア・カペラ曲では、f でフレーズが切れた時の独特の残響を、私達も楽

しむことができた。以前先生が言われていた「この時代のこちらの作曲家は、おそらく教

会でのこような残響を意識して曲を作っていたのだろう。これを生かさなければ」との言

葉が実感できる瞬間であった。 
この演奏会での白眉は、やはりペルト「Berliner Messe」であろう。私も実は渡独前か

らドイツの教会のパイプオルガンと共にこの曲を歌うということを大変楽しみにしていた

のだが、プッシュマンさんの淡々とした、かつ深みのあるオルガンの響きに乗って、独特

の不協和音の魅力を Herrenberg の聴衆にも充分届けられたのではないかと思う。

｢Alleluia｣では、moll から dur へのパッと明るく色が変わった感じ、またこれに続くグレ

ゴリオ聖歌風のユニゾンも印象的に演奏できたと思う。またこれに続く「Credo」では、

軽めのリズムとそれに乗った曲の高揚感がよく出ていたと思う。欲を言えば Sop.の高音に

飛ぶところで、少年合唱のような透明な響きになればもっとよかったかも(贅沢ですか

ね？)。更に最後の「Agnus Dei」では、Sop.の出だしの透明感は(あまりに素晴らしかった

Leipzig での演奏の時には一歩譲るとしても)今回の人数を考えれば抜群であり、このよい

雰囲気が曲の最後まで続き、最後の音が終わった後のあの八尋先生の長い Pause につなが

っていったと思う。パートによっては演奏旅行の参加人数が少なくなってしまったのは残

念なことではあったが、そこは前向きに捉えて、人数が少ないからこそできる精密で息の

合った演奏ができたのでなないだろうか。また普段の練習でも、機会を捉えてこのような

経験を積んでゆくことも必要なのではないかと感じた。 
最後に「田植唄」。おそらくこのような場所でこのような歌が演奏されるのは初めてであ

り、もちろん聴く人にとっても初めてで、驚きを持って迎えられたことであろう。私達と

しては、多分練習本番を通じても最高の出来だったと感じている。吉原氏の Solo、合唱の

テンションともに最高で、最後の一声が終わって空間に残る響きを聴きながら、改めて今

回の演奏旅行、特にこの Herrenberg で演奏会ができたことの意義をじっくりかみしめる

ことができた。 
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 シュトゥットガルト、ヘレンベルクでの発声と練習について   古宮真紀子 
自分自身の感想で恐縮だが、とにかく思うように（思うようにとまではいかなくとも、

少なくとも普段のようには）声が出なかった。ライプツィヒを発ってからヘレンベルクに

着くまで、普段とは全く異なる旅行生活が続く中、間に歌う機会がなかったため、すっか

り「歌を忘れたカナリヤ」になってしまっていた。日本での普段の練習も週１回というこ

とを考えると「歌わない」期間がそう長かったというわけでもないのだが、殆ど座ったま

まのバスでの長時間の移動と、（自分にとってはいつもより）胃腸をフル回転させなければ

こなしきれない食事は、思っていた以上に身体を疲れさせていた。昼は日差しが強くとも、

朝晩は 15℃以下、日によっては 10℃近くまで冷え込んだ気候のせいもあったかもしれな

い。 
ヘレンベルクのシュティフツ教会で体操を終えいざ発声になると背筋や腹筋がもったり

と重くいうことをきかず、「これは歌いにくい」というイヤな感覚があった。その後の練習

でも、またシュトゥットガルトの練習でも（そして結局、本番でも）、いずれも全体に相当

ピッチが下がってしまったことを振り返ると、旅行の疲れが出てしまい、団員それぞれが

いつものように身体を使って歌うことができない状態だったのではないか、と思う。 
前々回（1997 年）の演奏旅行では途中帰国してしまったため、どのような様子だったの

か定かではないが、前回（2002 年）の演奏旅行ではライプツィヒ、アンナベルク、タール

ビュルゲルと相次いで歌う機会があったため、間に観光をしながらも常に「練習、本番」

を意識することができた。今回、北ドイツ組（A コース参加者）は、このような機会でな

ければなかなか行けないような街へ行き、教会を訪れ、幾つものオルガンに耳を傾けると

いう貴重な経験ができたが、普段では味わえない刺激があっただけに、ヘレンベルクに着

いたときは身体の疲れもさることながら、気持ちの上でもどこか「歌を忘れた」感があっ

たように思う。観光、移動の間、1 回は練習の機会を設けられればよかったと、ヘレンベ

ルクで声を出してみて思った。「さあ本番！という時にいつでもすぐ歌う声が出せるよう、

普段から皆それぞれ、ひとりでも自分なりのウォーミングアップができるようにしておく

こと」も大事なのだが、今回のような慣れない場所、慣れない環境の中でいきなり歌うと

いう場合はそれもなかなか難しい。次回演奏旅行の際には、もう少し全体での練習の機会

を設けるようにできれば、と感じた。 
それはさておき練習そのものは、ヘレンベルク、シュトゥットガルトとも限られた時間

の中で集中した練習ができたように思う。特にヘレンベルクでのペルトのオルガン合わせ

は、果たして 1 回の練習で事足りるのだろうかと少々不安もあったのだが、杞憂に終わっ

た（と、思う）。Soprano の右上という、今までに経験したことのない場所にオルガンが

位置していたため初めは多少戸惑いもあったが、練習、本番ともオルガンと合唱がよく合

い、落ち着いて歌うことができた。 
シュトゥットガルトでは練習開始時刻が変更になったり、雛壇の出し入れをしなければ

ならなかったり、女声の「Laudate Pueri」を歌う場所が 2 階席に変更になったり（それ

に伴い 2 階席から地下を通っての移動の練習が必要になったり）等々、歌以外に確認をし

なければならないことが多々あったものの、観光などで教会を訪れている多くの人々に見

守られるようにして、なんとなしに楽しく、また（歌のできはともかく）ちょっぴり誇ら
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しい気分で練習に臨むことができた。（すみません、ここは非常に個人的な感想ですが…。） 
ヘレンベルク、シュトゥットガルトの練習とも、私たちの多くがドイツ語をあまり（とい

うか、殆ど）理解できない中で、藤井可奈子さん（可奈ちゃん）には何から何まで、すっ

かりお世話になった。特にシュトゥットガルトでは前述のように急遽予定と異なることが

起き、団員があれも分からない、これも分からない、と戸惑う中を、嫌な顔ひとつせずく

るくると走り回って、本当によく助けていただいた。可奈ちゃんの活躍がなかったら、ヘ

レンベルクの練習もシュトゥットガルトの練習もあそこまでスムーズには運ばなかっただ

ろうし、私たちが安心して歌うこともできなかっただろう。可奈ちゃんにはこの場をお借

りして、改めて感謝の気持ちをお伝えしたい。 
あわせて、これまで私（たち）が、ことドイツ語が必要な場面ではどれだけ齋藤さんを

頼りに、甘えてきてしまったかということも感じた。今回齋藤さんとご一緒できなかった

のは大変残念だったが、次回の演奏旅行ではドイツ語にせよ英語にせよ、もう少し勉強し

て、齋藤さんや可奈ちゃんが一緒にラクできるようにして臨みたいと思う。（次回の行き先

は果たしてドイツ語圏なのかどうか、現時点では不明なところだが…。） 
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 教会礼拝式での演奏に思う                  松本惠太郎 
 
ライプチヒのトーマス教会の礼拝で、トマーナに代わって私たち合唱団が典礼儀式の合

唱を受け持たせて頂けたということは、キリスト教音楽を歌ってきた者にとってこの上な

い喜びであり、このような機会を与えられた事に心から感謝しております。 
今回このトーマス教会の礼拝式にペルトの『ベルリン・ミサ』が使われると聞いて少な

からず驚きました。それは、この曲がカトリック大会のために書かれたものであり、伝統

的なミサの形式で作られているものだからです。 
カトリックのミサの構成は、大きく分けて２つの部分

からできています。 
前半は【ことばの典礼】で、聖書（旧約書および福音

など）が朗読され、これと司祭の説教を聞いてキリスト

の教えについて黙想し、自らの信仰（Credo による信仰

宣言）を唱え、そこに集う会衆がともに信仰を確信しあ

う部分です。 
そして後半【感謝＝賛美の典礼】では、キリストが自

らの命を捧げた神のわざを思い起こすために、生贄を奉

納し（今では労働の糧を捧げる）、最後の晩餐を記念して

パンを裂き分ける儀式を行い、これをキリストの聖体と

位置づけて信者に分け与える聖体拝領（聖餐式）の部分

からなります。 
これらの儀式の中で、『ミサ曲』は【ことばの典礼】部

分で、主の慈しみを称える Kyrie、神の栄光を賛美する Gloria が歌われ、そして【感謝の

典礼】の中で、聖体を讃美する Sanctus / Benedictus、キリストの説く神の国の平安を祈

るために Agnus Dei が歌われることになります。 
プロテスタントの礼拝式では、通常は上記の前半にあたる部分だけで完結していると理

解していましたので、この『ミサ曲』がどのように使われるのか非常に興味を持っていま

した。ところが執り行われた司式は、細部で式の順序が一部異なるところがあったものの、

奇しくもカトリックの『ミサ』そのものといってよいものでした。 
後で知ったところでは、この形は「礼拝方式Ａ」という典礼形式で、伝統的な礼拝形式

のひとつとして稀に行われるとのことです。 
このような礼拝の中では、聖書のことばを聴いた後その理解を深め、黙想の助けとする

ため、そこで読まれた聖書のテーマに相応しい歌詞による讃美歌（聖歌）が歌われたり、

旧約書の詩編から引用した歌詞や、これらをテキストにしたコラール（カトリックの場合

はモテットなど）が歌われます。ルター教会などではこの時に、カンタータなどオルガン

によるコラール奏楽がおこなわれることはご承知のとおりです。 
今回のトーマス教会の礼拝では、式の冒頭「入祭唱」で Mendelssohn の「Aus tiefer･･」

で始まりました。この詩編は（深き淵より、主よ、あなたに呼びかける私の叫びを聞いて

ください）で、説教後の賛美の歌は Bruckner の「Os justi」（正しき者の口は知恵を語り、



 26

その舌は正義を語る）とも、この日の礼拝テーマ「救い、信頼、希望」によく一致したも

のであり、相応しい選曲でありました。そして、私たちの演奏も礼拝に相応しい演奏が出

来たと感じました。 
そしてこの日の演奏で特に印象的だったのは、やはりペルトのミサ曲でした。横浜での

演奏会で、この曲について、特に Credo や Sanctus / Benedictus はペルトの作曲時の環

境などを理解しつつ、その心の中の絶望感、孤独感、を強く感じてしまい「寂しい曲」だ

と思っていたのですが、トーマス教会の聖堂で歌った時、寂しさなどまったく感ずること

なく、それは荘重で神の前のペルトの宗教観であろう確信に満ちた、神の救い、信頼、希

望といった心の奥から湧き出るいぶきのようなものを強く感じ、身震いするほどの感動を

覚えました。 
やはり宗教曲は聖堂で演奏してその真髄が見えるものとの感を強く抱いた次第です。こ

れからも、宗教曲を歌うときにはこの思いを持って、祈れる音楽を目指して練習を積みた

いと思います。 
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第３部 ドイツでお世話になった方々 

 
 
 ご挨拶                  ゲオルグ・クリストフ・ビラー 
 
Grußwort 
 
Liebe Sängerinnen und Sänger der Yokohama Choral Society, 
lieber Herr Prof. Yahiro, 
unsere Freundschaft ist nun schon 25 Jahre alt, denn der Besuch von Prof. Yahiro in 
Leipzig, bei dem wir uns kennenlernten, war im Jahr 1983. Seither gab es immer 
wieder schöne Begegnungen zwischen uns. 
Leider konnte ich auch in diesem Jahr aus gesundheitlichen Gründen nicht dabei sein, 
als Sie in der Leipziger Thomaskirche gesungen haben. Das habe ich sehr bedauert, 
doch ich musste durch eine Kur etwas für meinen geplagten Rücken tun. Ich bin 
überzeugt, dass dadurch die Wahrscheinlichkeit, uns gesund wiederzusehen, sehr 
gestiegen ist ...     
So wünsche ich auch Ihnen alles Gute und viel Gesundheit und grüße Sie alle herzlich.  
Ihr 
 

 
Thomaskantor Georg Christoph Biller      
Leipzig, im August 2008 
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ご挨拶 

 

八尋先生、横浜合唱協会のメンバーの皆様へ 

 

１９８３年に八尋先生がライプツィッヒにいらっしゃった時に知り合って以来、すでに

私達の親交は２５年も続いています。その間、何度も楽しい出会いや思い出がありました。 

今年は申し訳ないことに健康上の理由から、皆さんがライプツィッヒの聖トーマス教会

で歌われる時にご一緒することが出来ませんでした。本当に残念で仕方ありませんでした

が、私の辛さの原因である背中を何とか治療しなければなりませんでした。 

その結果、皆さんと元気にまたお会いできるという確率は確実に高まったと信じていま

す。 

 

皆さんもどうぞお元気でお過ごし下さい、またこれからの成果を祈って心よりご挨拶さ

せていただきます。 

 

 

 

ゲオルグ・クリストフ・ビラー 

トーマスカントル 

2008 年 8 月 
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 親愛なる友人たちへ          ウルフディートリッヒ・ブラウマン 
 
Liebe Mitglieder der Yokohama-Chorgemeinschaft, liebe Freunde! 
 
Ich danke allen sehr für die herzlichen 
Wiederbegegnungen in Leipzig, Herrenberg und 
Stuttgart, an die ich noch lange denken werde. Mir 
war es eine Freude, sie alle bereits am Flughafen 
Leipzig-Halle begrüßen zu können (allerdings war 
ich mir nicht sicher, ob Sie mich wiedererkennen 
würden). Überhaupt kam es mir während dieser 
Woche gar nicht so vor, als hätten wir uns bereits 
sechs Jahre nicht gesehen, und einigen von Ihnen 
mag es auch ein bißchen so gegangen sein. 
Vielleicht ist das ein Zeichen einer Verbundenheit, 
die eben bereits bis in das Jahr 1991 zurückreicht. 
Damals bin ich sehr herzlich von den Mitgliedern 
der Yokohama-Chorgemeinschaft aufgenommen 
worden. Ich erinnere mich noch gut, wie ich damals 
das erste Mal mit Prof. Yahiro auf dem Bahnhof Ueno verabredet war, um mit ihm 
gemeinsam zum YCS-Konzert nach Yokohama zu fahren, in dem unter anderem 
gesungen wurde "Unser Leben ist ein Schatten" von Johann Bach. Das war mir sehr 
vertraut. Auch jetzt konnte man gut spüren, wir sehr sie alle Freude am Singen und 
an der Gemeinschaft im Chor haben, und was für ein wunderbarer Klang daraus 
erwachsen kann, etwa wie im "Agnus Dei" aus der "Berliner Messe" von Arvo Pärt. 
Und sie haben das Glück, durch die langjährige Arbeit von Prof. Yahiro ein wirklich 
beachtliches Leistungsvermögen entwickelt und immer weiter gesteigert zu haben.  
 
Meine Mutter Ursula Braumann, mein Kind Fabian Braumann und ich danken Ihnen 
allen nochmals und wünschen Ihnen Glück und eine frohe Zukunft, und wir hoffen fest 
auf ein Wiedersehen, hier oder in Japan. 
 
Ulf-Dietrich Braumann 
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親愛なる横浜合唱協会のメンバーの皆さん、そして親愛なる友人達へ 

 
ライプツィヒ、ヘレンベルグ、シュトゥットガルトで皆さんに大きな喜びとともに再び

お会いでき、皆さんに本当に感謝しています。この出会いはずっと忘れられないでしょう。

ライプツィッヒ空港でお出迎えできたこともとても嬉しかったです。もっとも私を私と分

ってくださるかどうか、心配でしたけれどね。それにしても、この一週間、前回お会いし

たのが 6 年も前だったなんて信じられませんでしたし、皆さんの中にもそういう思いの方

がいらしたのではないでしょうか。きっとこれは 1991 年以来続いている友情だと思いま

す。当時、横浜合唱協会の皆さんにはとても良くしていただきました。初めての練習に向

かうために上野駅で八尋先生と約束していた時のことをよく覚えています。その時は

Johann Bach の Unser Leben ist ein Schatten を歌っていらしたんですよね。私もよく知っ

ている作品で、その当時も今も、横浜合唱協会の皆さんが歌うことと合唱団体であるとい

うことに対して大きな喜びを感じていらっしゃることがよく伝わってきます。その結果、

アルヴォ・ペルトのベルリンミサの中の Agnus Dei のような素晴らしい響きが生まれてい

ます。 
さらに、八尋先生の長い期間にわたるご指導により、一層の成果を挙げておられること

は大変幸せなことですね。 

 
私ばかりでなく、母のウルズラ・ブラウマンと息子のファビアン・ブラウマンも本当に

感謝していますし、これからのご成功と幸せをお祈りしています。もちろんドイツか日本

で再びお目にかかれることも確信しています。 

 
ウルフディートリッヒ・ブラウマン 
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 ２００８年ドイツ旅行記念誌に寄せて        クリストフ・ハーゲン 
 
Für’s Erinnerungsbuch YCS-Chorreise Deutschland 2008 
 
Und wieder haben Sie es getan, Ihr sängerisches Können aus Yokohama und 
Umgebung nach Deutschland getragen. Und wieder durfte ich in Ihrer Gemeinschaft 
meine nun schon 15 Jahre andauernde (sporadische) Chormitgliedschaft zumindest 
zuhörend, und nach dem Thomaskirchen-Gottesdienst auch mitfeiernd, ausüben. 
Vielen Dank: Für das ‚Os justi’ vor dem Bachfenster, für Ihre Geduld mit meinem 
sporadisch bleibendem Japanisch, für Diskussionen wie ‚Warum mögen Japaner Max 
Reger und seine Orgelmusik nicht ?’ oder ‚Warum haben Sie nicht wenigstens eine 
klitzekleine Noh-Flöte für die Konzert-Chorpausen mitgebracht ?’, für Ihre Einladung, 
die Geschenke, das ‚nippon-no’ Party-Ende (pünktlich nach zwei Stunden) ... 
Ich freue mich auf ein Wiedersehen, einzeln oder zusammen, und weiß um ein Stück 
Heimat in Yokohama. 
Ihr Christoph Hagen 
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２００８年ドイツ旅行記念誌に寄せて 
 
そして、皆さんはまたしても成し遂げてくれましたね。横浜やその近くの町から貴方達

の歌声をドイツに運んできてくださいました。そのお陰で私も皆さんと一緒に、断続的と

は言え１５年も続いている合唱団員としての立場を全うすることが出来ました。もっとも、

今回は聴く、聖トーマス教会の礼拝の後では打ち上げパーティーに参加するという立場で

したけれどね。 
ステンドグラスのバッハの前での Os justi に感謝、いつまでも断片でしかない私の日本

語にお付き合いいただいて感謝、『何故日本人はマックス・レーガーと彼のオルガン音楽を

好まないんだろうか』とか『何故せめて小さな能笛でも持ってきて休憩時間に聞かせてく

れないの』といった議論にお付き合いいただいて感謝、ご招待、お土産に感謝、そして日

本流のパーティ（ぴったり二時間で終了しましたね）に感謝。本当にありがとう。 
皆さんご一緒でも個別でも、またお目にかかれるのが楽しみです。それで私も少しだけで

も横浜にある故郷を思い出します。 
 
クリストフ・ハーゲン 
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 無題                              吉原輝 
 
ヘレンベルクの演奏会でドイツ語でご挨拶をさせていただいた時、「八尋先生と私、私と

ドイツ、ドイツと八尋先生、という関係があって、それぞれのの関係がひとつとなって、

本日ここに八尋先生と横浜合唱協会の皆様がおいでであります。」というようなことをお話

しさせていただきました。 
ここでもう少し私と八尋先生のことを時間の流れに沿って述べさせていただきながら、

シュツットガルト・ヘレンベルク演奏旅行までを回想をさせていただきたいと思います。 
 
先生はかつて奥様の恵美子先生と共に習志野市少年少女合唱団をご指導されていました。

そこで私は小学校２年生から４年生までお世話になりました。 
この間、毎年夏には長野県の戸隠高原に合宿に行って楽しく練習をしたり、定期演奏会

があったり、また恵美子先生の素敵な独唱を聴かせていただいたりしました。また、10 歳

で、シューベルトのト長調ミサをオーケストラ付、混声で歌わせていただいたことはその

後の私の人生にも大きな影響を与えた忘れがたい思い出です。いまでも、そのソプラノパ

ートはよく覚えているし、ラテン語のキリエからアニュス・デイまでの歌詞も暗唱してい

ます。また、ウィーンの森少年合唱団やプラハ少年少女合唱団が習志野市文化ホールで演

奏したときに交流をしたことも大きな刺激となりました。今から思えば、そのときに、八

尋先生に教えていただいた「グーテン・ターク」が、今では毎日使っている、私の最初の

ドイツ語となりました。 
このようにして、私は先生ご夫妻に「うた」の種をまいていただきました。その後、私

は、山形、青森と父の仕事の関係で転校し、約 8 年間、疎遠になっていましたが、芸大に

入学し、八尋先生に再会することができました。 
大学一年生の合唱の最初の授業のとき、早速、先生にご挨拶いたしました。「私がかつて

習志野少年少女でお世話になった、吉原輝です。またよろしくお願いいたします。」 
それからは大学で合唱と合唱指揮法の授業で毎週お世話になり、毎年、夏の習志野市での

門下生発表会でも、学部、大学院時代を通して歌わせていただき、（そこで懐かしい土井さ

んともご一緒させていただき大変お世話になりました。）いつも励ましのお言葉をいただき

ました。また、そこでは憧れの恵美子先生と、ブラームスの民謡を私が大学 2 年生のとき

に一緒に歌わせていただきました。 
このようにして、八尋先生ご夫妻には大変お世話になりました。更に、私のシュツット

ガルト音大時代にも、恵美子先生に何度か励ましのお手紙まで頂きました。この間、妻も

ソプラノのソロを和美先生の指揮で歌わせていただき、お世話になりました。 
 
いつの日か、私の音楽の父と母でもある、先生ご夫妻をシュツットガルトへ、お招きす

ることが、私の夢でした。しかし、こちらでの仕事を軌道に乗せて、地盤を固めるには数

年の時間がかかり、残念ながら、その間に恵美子先生は病気になられ、亡くなってしまわ

れました。 
その後、和美先生より、かつてシュツットガルトにも住んでいらっしゃったこと、シュ
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ティフツ教会の「教会音楽の時間」の演奏会にもよくお出かけだったことなどを伺い、そ

れならば、横浜合唱協会の第３回のドイツ演奏旅行の際には、是非シュツットガルトまで

足を伸ばしていただければ、と先生にお話し致しました。それが 2005 年頃ではなかった

かと記憶しております。その後、具体的に話が進み、2006 年頃より皆さんもご存知のよう

に、齋藤さんと私のメールでのやり取りが始まりました。 
 
どうしてヘレンベルクになったのかと申しますと、私と妻はヘレンベルクのファイゲ夫

妻とはファースト・ネームで呼び合う間柄で、よく一緒に仕事もさせていただいており、

ご夫婦で子供から大人までの合唱団を指導している姿が、私には、かつての八尋先生ご夫

妻に重なってならなかったからです。そして八尋先生もリリングの元にいらっしゃったし、

ファイゲ夫妻もリリングの合唱団で歌っているからです。 
残念ながら、ファイゲ夫妻が合唱団と共にイタリア演奏旅行に出かけており、先生はじ

め皆さんにご紹介できなかったのが、私にとっても非常に残念でした。 
そこで、実はファイゲ夫妻からのメッセージを私のビデオカメラに収めたのですが、私

の不注意から半分以上消去されてしまったため、結局皆さんにお渡しすることができませ

んでした。ここで文章として掲載させていただくことでどうかお許しください。 
 
「グーテン・ターク、横浜合唱協会の皆さん、Herr 八尋、ようこそヘレンベルクへ。

Teru（輝）から話を聞いて、楽しみにしておりましたが、イタリアへの演奏旅行のため、

私たちが不在のために、皆さんにお会いできないことをとても残念に思います。 
私たちはリリングの合唱団で歌っており、1990 年の演奏旅行で初めて日本に行った時の

感動をよく覚えています。 
皆さんにとってこの演奏旅行、初めてのヘレンベルクでの滞在がすばらしい思い出とな

りますように心から祈っています。 
近い将来お目にかかれることを願っています。アウフヴィーダーゼーエン。」 

 
ファイゲ夫妻が、イタリアから戻った後、話しをしましたが、皆さんの演奏会の大成功

をとても喜んでいました。集客のことも心配していたようですが、200 人あまりであった

ことを報告すると、なおうれしそうでした。 
というのも、今年の 5 月の外部の合唱団の演奏会では、たった 30 人程度しか入らなか

ったし、夏のオルガン・コンサートもいつでも一杯になるわけではなく、50 人程度のこと

もよくある、とのことでした。私もこの点については本当によかったと思いました。 
 
実は、私の想像を超えた、もうひとつの「縁」がヘレンベルクとライプツィヒの間にも

あったことを、その後、ファイゲ氏より聞きました。なんと、かつてベルリンの壁が崩壊

する前に、若かりしビラー氏がヘレンベルクに歌手として、2 度も演奏にいらしたそうで

す。 
皆さんの演奏の方も大変感動的でした。久しぶりに繊細で良質なアンサンブルを聴かせ

ていただき、うれしかったです。後で話してみたら、妻も同感だったようです。 
おそらくヘレンベルクのお客さんのほとんどは日本の合唱団の演奏を初めて今回聴かれた
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のだと思いますが、正確なドイツ語のディクションとハーモニーは、新鮮な感動を与えた

のではないかと思います。私たちの知り合いや友人も多数来ていましたが、皆、口々にす

ばらしかったと以下のように感動を話していました。 
「緻密な音楽であった」「A・ペルトがすばらしく、あの晩のクライマックスとなってい

た」、「なかなかドイツ人の合唱団が歌ってもわからないドイツ語の歌詞が、よく聞き取れ

た」、またあるひとは「ほんとうにすばらしかった、是非この合唱団のマックス・レーガー

を聴いてみたい」、「久しぶりにこんないい演奏会を聞けた」などなど。 
教会付きの合唱団（カントライ）のある人は、アンコールの「田植え唄」がとても気に

入ったようで「TERU、今度いつ僕たちとあの歌やってくれるんだ？」など、冗談交じり

ではありますが、打ち上げの席で話していました。 
 
八尋先生も体調が必ずしも万全ではない状態でしたが、あの独特のスマートな美学に貫

かれた先生の指揮はご健在で、しかもより力強く、より繊細に、かつ深くなっていかれて

いるようで感動致しました。 
打ち上げの席で私の妻も先生の「腕のしなり」に言及していましたが、本当に熟練した

すばらしい音楽でした。教会の天井のどこかで恵美子先生も、喜んでいらっしゃったよう

に感じました。こうして、先生にいらしていただいて、奥様のお話を沢山していただきな

がら、お城や町を歩いたり、拙宅にもいらしていただいたことで、なんだか恵美子先生に

もいらしていただけたような気がして、私の心も少しだけ収まったような感じがしました。 
 
いろいろと至らぬ点もあったかと思いますが、八尋先生はじめ、横浜合唱協会の皆様が、

無事にシュツットガルト・ヘレンベルク演奏旅行を終えて、日本に帰られたということで、

とにかくホッと致しました。 
これを機会に、どうぞシュツットガルト方面へまたお出かけください。そして、今回は

残念なことにいらっしゃることができなかった齋藤さんも、次回は、きっとご一緒にいら

っしゃれることを心から願っております。 
 
末筆ですが、皆さんの貴重な演奏会で、私たち夫婦まで、ご一緒に歌わせていただき、

本当にどうもありがとうございました。今後とも、ますます精進して参りたいと思います。 
次にお会いできるのを楽しみにしております。 
 
ALLES GUTE！ 
 
吉原輝 
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 通訳をまかされて                      藤井可奈子 
 
●３度目の参加 

これまで私は幸運にもYCS演奏旅行に第１回から３回まで毎回参加

することができ、それぞれの旅が意味のある思い出を残してくれた。第

１回 1997年、YCS として初の海外公演で、メンバーが夢に見てきたこと

がついに実現。私は当時高校２年生で、とにかく生まれて初の海外旅行。本格的なクラシックの

混声合唱も初めて。ドイツ語も全く初めてお目にかかったもので、演奏会で歌うバッハのモテット

の歌詞を、楽譜にカタカナをふって何とか読むという有様。この時は日本の代表的合唱曲も披露

することになって、間宮の「コンポジション」という囃子言葉を用いた、暗号のようなカタカナばかり

の歌詞をひたすら唱えるように暗記した。演奏会後のドイツ地方新聞には「原始の叫び」と評され

たが、日本人にとっても普段耳に馴染んでいない音楽も演奏した。このように、何もかもが初めて

の挑戦であり、初めて触れる世界であった。第２回 2002 年、私は大学３年生。ドイツ語の授業を受

け始めたこともあり、楽譜もカタカナをふらずに読めるようになってはいたが、ドイツ語会話能力な

ど皆無。簡単な挨拶程度しかできなかったので、現地のメンバーとの交流は齋藤美沙子さんの通

訳を通したもので、話したくても話せない自分に幾度となく歯がゆさを感じ、彼女を何とも羨ましく

思った。が、少なくとも音楽を通じて他国の人々と心の交流ができたことが何とも嬉しく、感動的で、

その喜びが深く心に残った。この体験が、ドイツ留学の大きなきっかけとなったと思う。そしてベル

リンに留学してから５年経った 2008 年第３回目の演奏旅行の話を聞いた。私はドイツでみんなに

会え、演奏会を聴きながら一緒に旅行できることを単純に喜び、その日を待っていた。しかし、そ

の２日前に通訳も兼ねていた齋藤さんが残念ながら来られなくなったことを聞き、急遽私に通訳が

任されることになり、参加の目的と意味は１８０度変わってしまった。 

 

●ライプツィヒにて 

さて、ライプツィヒに到着し、皆との再会を喜ぶのも束の間、早速トーマス教会での練習。どの人

に問い合わせたらよいかというメモを頼りに教会へ行ったが、相手の顔も知らない私はどうしたも

のかと門の前で行ったり来たり。トーマスショップが開いていたので、そのレジのおばさんに尋ねて

みるが、「１７時の練習開始時間までには担当のヘルトマンさんが来るはずだから、とりあえず待っ

てみたら」という頼りない返答。その後すぐにブラウマンさんも駆けつけてきてくれた。しかし、彼の

髪型や姿があまりにも変わっていたので、すぐに気づかず、父は YCS でソロを歌って下さったシュ

ヴァルツさんと勘違い（笑）。挨拶もそこそこに、今度はブラウマンさんがもう一度おばさんと話すが

同じことの繰り返し。そんなこんなで時間は刻々と１７時に近づき、はらはらするばかり。するとのん

びりヘルトマンさんが娘さんと登場。明日の本番のことや録音、着替えの部屋など打ち合わせをし

ようと思いきや、本番に関しては「このプログラム通り！」とポンと５０部ぐらい渡され、「歌うときには

ゴーサインを右手で出すから！」とそのサインをやって見せてくれ、録音に関しては「できるかどう

かよくわからないけど、とりあえずここが録音部屋ね」という有様。録音部屋ではブラウマンさんと飯

島さんがその後いろいろ試していたが、そこの録音機器は動かず、結局飯島さんが持ってきたポ

ータブルとブラウマンさんの家にあるマイクを使用することに。しかしながら、それらを繋ぐケーブ

ルの差込口が合わないと、ブラウマンさんはその日の夜、自転車を飛ばして２軒、電気屋さんを必
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死に回って探してくれた。 

翌日の礼拝式では、担当のヘルトマンさんと９時に待ち合わせをしていたので、今か今かと待

っていたが、９時１０分を過ぎても見当たらず。どうしたものかと焦っていると、またもやのんびりご

到着。礼拝式は９時３０分からだったので、YCS メンバーはすでに聖歌隊席にスタンバイしていた

のだが、それを見た彼女は、「もうちょっとリラックスしてくれていいって伝えて。まだ本番まで１０分

以上あるんだから。礼拝は長いから疲れちゃうわよ」と本気で驚いていた。礼拝式本番は、ヘルト

マンさんのゴーサインに従って順調に演奏されていった。ペルトの「ベルリンミサ」は今回聴くのが

初めてだったが、ヘレンベルクよりも、ここでのペルトの演奏が印象的で、合唱の声も素敵に響い

ていたと思う。オルガンの響きと YCS の声がトーマス教会の中で溶け合った感じが本当にきれい

だった。楽譜には特にどのストップを使用するかという指示はないと伺ったので、オルガニストのウ

ンガーさんが選んだストップのセンスも一役買っているのだろうか。彼からは、打ち上げの際、YCS

のことを聞かれ、バッハを中心に歌う合唱団だと話したところ、「バッハとマックス・レーガーは非常

に関連性があり、ドイツではバッハを歌う合唱団はよくレーガーを演奏するが、日本ではあまり有

名ではないようだし、演奏もされないのはなぜなのか。」と興味深そうに尋ねられた。またトーマス

教会にはパイプオルガンが２つあるが、その使い分けについて聞いたところ、「サイドにあるオルガ

ンは、バッハの叔父が所有していて、バッハも当時弾いていたものを、2000 年のバッハ年記念に

ともなって復元したものなので、バッハ・オルガンと呼ばれ、鍵盤の音域やとりわけオルガンの装

備しているストップの選択に関しても、バッハの時代のものを演奏するのに特に適しているため、

バッハの曲やその時代のものはこのオルガンで弾く。」と教えてくれた。そして正面にあるオルガン

は、1889 年に作られたもので、規模やストップの種類に関しても、ロマン派や現代曲を弾くのに適

しているのだそうだ。また打ち上げには、これまでのターリュヒュルゲルでの演奏会で特にお世話

をしていただいたハーゲンさんも来て下さった。彼のコメントは特有の観察眼から発されいつも印

象的、今回も最後に一言：「２時間できっちりパーティーが終了するところが、日本的ですね」と。 

その夜はブラウマンさんがお疲れなのに、是非 YCS の皆さんにライプツィヒを案内したいと、トレ

ードマークである異常に高いサドルの自転車を手で押しながら、旧市庁舎から新市庁舎までの道

のりに刻まれてきた歴史を丁寧に説明してくれた。夕食中は、年代もののカメラで撮った家族の写

真を披露してくれ、スイスやドイツ、そして日本の教育システムなどにも話題は及んだ。夕食後もホ

テルまで付き添いながら、「ホテルに戻るのに少し遠回りかもしれないけど、こっちの道を案内した

い」といろいろ見せてくれた。その途中に YCS メンバーが興味を示すだろうという楽譜・本屋も含ま

れていた。後ほどメンバーの何人かはここで思い思いの書籍や楽譜を購入したようである。これは

後半のシュトゥットガルトで聞いたのであるが、我々がライプツィヒを出発してから２日後に、ブラウ

マンさんは、なぜか我々が宿泊したラディソン・ホテルの目の前で、自転車で派手に転倒し、怪我

をしてしまったそうだ。「疲労のせいかな、こんなことは少なくともここ何年かはやったことがなかっ

たのに・・・」と腕の傷を見せながら話してくれる姿を見て、私は彼の人柄を改めて感じた。 

 

●北ドイツの旅 

大石さん念願のバッハゆかりの地とオルガンを巡るツアーが開始。最初はリューネブルクの聖ヨ

ハネ教会のオルガン。オルガニストは Vogelsänger さんという方で、温和で非常に優しく、また今回

のオルガンツアーの中でもとりわけ熱心に、オルガン構造やリューネブルク時代のバッハの生活

の様子、バッハとオルガンの関係、今回の演奏プラグラムの構成の意図など、興味深い説明をわ
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かりやすくしてくれた。彼はドイツの数々の国際マイスターコースでも授業をしてきたそうだ。彼の

名前は「Vogel=鳥」「Sänger=歌手」という意味で、いかにも音楽家らしいが、彼のサインは、「Vogel

＝鳥」の部分が絵で、その後に文字で「sänger」と続くもので、ユーモアのセンスも備えていた。彼

の演奏も、オルガンそれ自体が備えている力量や演奏の可能性だけでなく、その演奏家を通じて

引き出されてくるオルガンの音色・魅力・味わいが伝わってくるようなもので、とりわけ印象的であ

った。 

２つ目はリューベックの聖マリエン教会。ここでのオルガニストはStenderさん。長身で気さくな感

じ、横浜でもオルガン演奏会をしたことがあるという方であった。この教会は戦時中かなりの被害を

受けたので、オルガンは後に新しく作られ、現在は 8512 本のパイプを持つ世界最大級のオルガ

ンが天井から正面にそびえ立っている。まずオルガンの演奏台に辿り着くまでに 100 段ぐらいの

階段を上り、その後サイドをぐるっと歩いていかなければならないため、少なくとも５分はかかるの

だとか。このオルガンの特徴は、何よりもいろいろな音色を豊富なストップを通して出せることで、

交響曲のような大規模な音楽を演奏するには最適なのだそうだ。その音色の豊かさを聴いていた

だきたいということで、彼がオルガン用に編曲した、日本人にも馴染み深いグリーグの「ペール・ギ

ュント」が最後に演奏された。 

３つ目はハンブルクの聖ヤコビ教会。オルガニストは Landmesser さんというまだ若い学生の雰

囲気を残した女性だった。彼女はブクステフーデやベームなど特にバッハに関連のあるオルガン

作曲家の作品を沢山演奏してくれた。 

最後はヴァルターズハウゼンのゴッテスヒルフェ教会。ここでは管理人のおじさん、オルガニスト

の Schwarz-Schertler さん、付き人のトム君、ライプツィヒ大学で日本学専攻の Claudia さんという

総勢４人の方々が非常にアットホームな感じで出迎えてくれた。管理人のおじさんは、はるばる日

本から来た我々に教会を案内して、心行くまで見ていってもらいたいという歓迎ぶりで、始めに教

会やオルガンについて説明してくれたのだが、ドイツ語の方言の訛りのせいか、少し興奮気味で

話の順序があちこち飛んでいたせいなのか、ドイツ語を通訳するのにとまどった。そこで我々の訪

問を聞きつけて、日本語で曲目解説をしようとライプツィヒから来てくれた Claudia さんに助けをもと

めたのだが、彼女曰く、「ドイツ人でも彼の言いたいことを理解するには、何回か質問をして聞き直

さないとわからないので、心配ないよ。」と言ってくれたので少し安心した。このおじさんが説明し

てくれたのは、「この教会のオルガンは、製作者のトローストが、ドレスデンで彼が手本としたオル

ガンよりも大きなものを作りたいと気合を入れて作ったものであったのだが、当初計画されていた

大きさをはるかに越えた仕上がりになってしまい、仕方なく、教会の２階のオルガン設置のスペー

スを少し下げて入れることになり、それが明らかに見て取れるだろう。」ということであった。彼の興

奮した説明から、何となく当時の人々の反応が想像できるようで面白かった。その後、Claudia さん

の日本語での曲目紹介が入りながら、オルガニストの Schwarz-Schertler さんの演奏が続いた。

Claudia さんは、５日前に我々の訪問の話を聞き、ドイツ語のわからない日本人が来るからというこ

とで、一生懸命ドイツ語を日本語に訳し、この作業が家では終わらなかったので、ライプツィヒから

の電車の中でも書いてきたという手書きのメモを持っていた。演奏中に日本語が正しいかどうかチ

ェックして欲しいということで、ざっと読んだが、苦労の跡が残るメモで、何とか私たちに伝えたいと

いう彼女の思いを感じた。「人気がある」という漢字を「人間がある」と書いていたりしたが、漢字は

西洋人にとっては本当に難しいのですね。そしてしきりに「緊張している、１年日本に留学したこと

があるが最近日本語を話していないので、うまく話せないかも。」と言いつつも、日本語を話したい
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という気持ちは強く、みんなの前で話してしまうところが、やはり西洋人だと思った。語学学校や大

学でもそうだが、日本人は何かと恥ずかしがってあまりやりたがらない傾向がある。演奏終了後に

一つおまけがあった。オルガニストの付き人として、演奏中ストップの操作をしていたトム君が、得

意そうにオルガンの構造を我々に見せてくれた。オルガンの横や裏からパイプやストップの仕組

みを見せてくれ、愛嬌のあるサービス精神旺盛な１２歳の男の子であった。彼は３年半前からピア

ノ、半年前からオルガンを習い始め、教会の真向かいに住んでいるので、誰かがオルガンを演奏

するといえば飛んでくるのだそうだ。 

 

●シュトゥットガルト、ヘレンベルクにて 

このように盛り沢山なオルガンツアーの後に、２つの演奏会が控えていた。シュトゥットガルトの

練習では、オルガニストとのアポがうまくとれていなかったりして、前日は不安も残ったが、当日は

無事に演奏することができた。ここの牧師の Ritter さんは、非常に気さくで、親しみやすい感じの

方であった。彼は礼拝式前に YCS のことをいろいろ聞いてくれ、礼拝の中ではその夜に行われる

YCS のヘレンベルクの演奏会のことも宣伝してくれた。彼が一番不思議に思っていたことは、

「YCS はカトリックやプロテスタントの聖歌隊でもないのに、なぜドイツの教会に宗教曲を歌いに来

たのか？」ということであった。バッハの音楽が特に好きで始まった合唱団で、ライプツィヒ聖トーマ

ス教会でも歌ってきた等、簡単に説明すると、そんなこともあるものかといった感じで、興味深そう

にうなずいていた。それとは対照的に、カントール兼オルガニスト Johannsen さんは、優しかったが、

必要最小限のことを話すといった感じのさっぱりとした印象を受けた。ここでは聴衆の方々からも

温かい言葉をいくつもいただいた。ドイツ語が話せない日本人が、本当にきれいなドイツ語の発

音で歌っていることに感心した人が多かったようだ。今度はバーゼルから息子さんを連れて駆け

つけてきてくれたブラウマンさんも、1991 年当時彼が YCS にいた頃には全くできていなかった「U」

の発音が、特に今回はほぼ完璧にできていたと褒めて下さった。 

ヘレンベルクでは、オルガニストの Puschmann さんは、卒業試験準備中の学生で、今回のペル

トの曲も初めてということで、かなり緊張していたようだった。テンポのとり方や変拍子は、モニター

で指揮者を見なければいけないという構造上の制約の中で、よく響く教会の残響などもあって苦

労されていた。演奏会には、松尾先生を始め、八尋先生のお友達や鳥山さんのお友達もはるば

る駆けつけてくださり、また地元の方々も大勢来てくださった。打ち上げ会場ではレストランの方々

もフル回転で準備して下さり、本当に温かい演奏会・パーティーができたのではないかと思う。 

八尋先生とビラーさんの出会いから始まった YCS ドイツ演奏旅行。ブラウマンさんが

最後に言ってくれた言葉が忘れられない：「私が日本にいた時に YCS のメンバーと作った

思い出が本当に忘れ難いので、何でもやってあげたいという気持ちになるのです。」このよ

うな一人一人の心の中に築かれた友情の架け橋から、また次への一歩が開かれる。今回、

まだまだ力不足ながらもドイツ語を通して直接現地の方々と交流ができ、これまで見るこ

とができなかった裏舞台や世界を体験できたことで、また１つ大きな意味を持つ旅行とな

ったと思う。そして何より痛感したのは、YCS の努力はもちろんのこと、演奏会関係・宿

泊関係・案内など、本当に我々が目の届かないような場所での、現地ドイツの方々の大き

な支え・協力・応援があってこそ、実現され、又大成功で終えることができたということ。

この感動と感謝を胸に、それに続く何かを、私たちの手で今後も何らかの形にして実現で

きたらなという思いで、帰途についた。 
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第４部 旅行日誌 
 
 ８月８日（金）成田空港～ライプツィヒ              森岡剛 
 
ずっと楽しみにしていたドイツ演奏旅行が遂に始まる。わくわくしながら成田空港の集

合場所に着いたのは午前７時４０分ごろ。ここまで来るのが既に長い道のりで、地元の駅

からは午前５時の始発電車に乗り、横浜駅からはエアポート成田で約２時間かけてやって

きた。 
 早朝の集合にもかかわらず、合唱協会のメンバーは皆元気でニコニコしている。そう、

みんなこの旅行を楽しみにしてきたのだ。外はいい天気で、ロビーの光も柔らかい。 
 添乗員の吉澤さんが紹介された後、皆でゲートへ移動開始。セキュリティ、出国審査を

経てゲートに到着。私自身は、ハミガキ粉をセキュリティで没収されてしまった。単体で

１００グラム以上だったことを不覚にも忘れていたのだ。 
 ルフトハンザの航空機に乗り、成田を飛び立ったのは午前９時半。１３時間ほどの飛行

時間はやはり長かった。２回の機内食がおいしかったのが嬉しい。新聞を読んだり、映画

を観たり、読書をしたり、眠ったりとのんびりと過ごす。 
 フランクフルト空港に現地時間の午後２時ごろ到着。入国審査のブースの前にはたくさ

んの行列。合唱協会もいくつかの列に分散して並ぶが、進む速さが列ごとに違う。入国審

査を通り抜けた先で集合したが、全員が通り抜けるまで２０分ほどかかったのではないか。

フランクフルト空港では、国内線乗り換えのためのセキュリティーゲートでさらに時間が

かかった。国と国の間を移動するのは大変なのだ。 
 そこで解散し、２時間ほどの自由行動。ちょうど腕時計のストラップが壊れてしまって

いた私は、気に入った腕時計を免税店で見つけることができた。合唱協会の人々も、免税

店を覗いたり飛行機の写真を撮ったりと思い思いに自由行動時間を過ごしていた。 
 搭乗時刻になり、ちょっと小さめの飛行機でフランクフルト空港を飛び立つ。離陸して

すぐに右旋回。その後、ドイツ中部ののどかな田園風景の上空を１時間ほど飛ぶ。風力発

電の風車が多いことに驚く。 
 ライプツィヒ空港に到着したころには、合唱協会メンバーにもさすがに疲れが見える。

空港へは、ブラウマンさんが迎えに来てくれていた。面識のあるメンバーは再会を喜ぶ。 
 空港からは、２台のバスに分乗してホテルに移動。街にさしかかってきても、歩行者を

見かけることはほとんどない。建物への落書きが多いのが気になった。翌日以降の旧市外

ではほとんど落書きは見なかったのだが…。 
 ４泊することになるラディソンホテルは、なかなかモダンな感じだ。部屋に入るなり、

透明ガラスで区切られたシャワールームがあるのに仰天する。これは他の部屋もみなそう

だったらしい。前衛的というか何と言うか…。 
 この日はこれで解散。横浜からライプツィヒは長い道のりだったが、合唱の仲間との道

のりはそれだけでも楽しいと実感する旅行初日であった。 
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 ８月９日（土）ライプツィヒ                  平鹿一久 
 

8 月 9 日土曜日、いよいよライプツィヒ初日。夕方のトーマス協会聖歌隊席での練習ま

では、各人自由時間です。 
滞在したラディソン SAS ホテルは、旧市街をとりまくリンクの東、3 時の位置のすぐ外

側にありましたので、まずは、リンクを挟んだゲバントハウス前の広場から 12 時の位置

の中央駅を目指し、今度は南下してマルクト広場まで歩いてみました。 
私は、85 年、90 年とライプツィヒを訪れたことがあったのですが、東西統合を挟んだ

18 年の時間は、街の雰囲気を予想以上に変化させていました。メインストリートの両側は

デパートや商店が続き、そこかしこで工事が進められています。活気ある反面、重厚さや

落ち着きは少し失われたかもしれません。しかし、トーマス教会前にでると、あのバッハ

像は、少しも変わらず威厳をもって立っていました。「あぁ、私は、またライプツィヒにい

るのだなぁ」と感じた瞬間でした。 
再び、3 時の位置に。そこから少し外側に進むと Grassi 楽器博物館があります。前日に

ブラウマンさんからもお勧めと聞いていましたが、時代別に分かれた部屋に多数の実物楽

器が展示され、音楽好きには実に見ごたえのある博物館でした。かつて作曲家と楽器製作

者には非常に近しい関係があったこと、楽器はその時々の理想の音をもとめて大胆かつ繊

細に変化していたことなど感じることができました。 
 さて、いよいよ、トーマス教会での練習です。トーマスは 9 時の位置にあって、ホテル

からは歩いて約 10 分。16 時 30 分にバッハ像前に集合したあと、メンデルスゾーン建立

のバッハ像のある広場で体操。17 時から聖歌隊席に移動し、アカペラ曲から練習を始めま

した。八尋先生からは、教会の残響を楽しんで歌うようにという指示。こういう空間で歌

える機会はそうはないのだからと。ペルトの伴奏には、教会背面の大オルガンが使われま

した。すぐ後ろで響くオルガンの音に、自分の体がつつ

まれる感覚は、なんとも幸せな経験でした。 
 18 時少し前に練習は終了、その後は翌日の注意事項な

どの連絡。少々長引いているうち、風邪気味の八尋先生

はホテルに戻られました。さて、解散というときに、ど

こからともなくバッハを歌おうという声があがります。

そして、とうとうトーマス教会の聖歌隊席でモテット 2
番を歌ってしまったのです。指揮は松田さん。皆、喜々

としながら、一声入魂の歌でした。 
 任意参加の夕食会は、「Auerbachs Keller」とパノラ

マタワー最上階のレストランの二手に分かれることにな

りました。私は、前者に参加して、ビールとドイツ料理

と楽しい会話を堪能したのでした。ライプツィヒに乾杯。 体操をした広場のバッハ像 
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 ８月１０日（日）ライプツィヒ                松田圭一郎 

 
曇り空のライプツィヒ３日目、いよいよトマス教会での本番の日。 

 朝８時３０分にトマス教会に集合。トマス教会内の

聖壇向かって左手、２階の小部屋で発声練習。発声を

終えていよいよ舞台へ。  
少し緊張しつつのミサに参加。八尋先生の指揮のも

と、メンデルスゾーン、ブルックナー、ペルトの曲を

演奏。至福のひととき。聖歌の合唱は譜面と歌詞が離

れていて、少々歌うのが困難（２番以降はおのずと声が小さくなる）。 
 演奏終了後はチューリンガーホフで打ち上げ。オルガニストのウンガー

さん、ハーゲンさん、ブラウマンさんとブラウマン

さんのお母様が参加。おいしいビールと共に日本人

にあわせたお魚料理（ねぎがたくさん）で楽しい時

間を過ごす。デザートのアイスも美味。 
終了後は三々五々にライプツィヒ観光を楽しむ。

夕方は有志１０数名で八尋先生を囲んでのお食事会。

ライプツィヒ大学の最上階のレストランに行くもあいにくの満席。

大人数でも入れるアウエルバッハスケラーでの食事となった。

  
 
八尋先生とお食事、お話を満喫し、イベント盛りだくさんの３日目を終えた。 

（松田 圭一郎） 
 
トーマス教会はさすがに荘厳。教会のパイプオルガンで歌うというのはまた特別な気持

ちです。歌っている私たちからは見えませんが、下で厳かに進んでいくミサや、天井の装

飾、古い祭壇画やステンドグラスを見ていると、こんなところで私が歌っていいのかしら、

とふと思いましたが、コンサートホールに比べて幅が狭くて天井が高い、石造りの教会の

音響はまるで天使が助けてくれるような優しい響きでした。 
（松田 久美） 

 

          
 
おまけ 
 ４日目からはドレスデンへ向い皆さんと別行動となりましたが、その旅中での偶然の出

来事を２つほど。 
まず帰国前日の１２日の夜、ドレスデンの宮殿のそばにあるソフィエンケラーに入って
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やや遅めの食事を取っていたのですが、私たちの座っている席の右手に男性ばかり４０～

５０名ほどの席がありました。 
皆さんでそれぞれ席につき、ビールが皆さんに行きわたったところで、突然のハミング

の声。すると突如、男声合唱が始まりました！男声合唱終了とともに乾杯（乾杯の歌だっ

たんですね。）。その後もたびたび男声合唱を歌ってくれまして（愛唱曲ですので、当然暗

譜です。）それがまた見事なハーモニーで、感激しました。お酒が入ってもうまいんですね。 
ちなみに歌っている方に聴いてみたところその団は「Sächsischer Bergsteigerchor 

""Kurt Schlosser""Dresden e.V.」という男声合唱団でした。CD も出ています。男声合

唱も聴けて大変うれしい夕食となりました。     
    
 それから日本への帰り道。フランクフルトに向かう飛行機が機体のトラブルで乗れず。

日本にも一本後のＡＮＡの飛行機で帰ることになってしまったのですが、そのＡＮＡの飛

行機のなか。隣に座ったおじさんがいて、ふとしたことからお話を始めたのですが、洗足

音大の准教授でピアニストの方でした。北島公彦さんという方で、ちょうどイタリアのペ

ルージャで１ヶ月ほど学生を音楽祭に連れて行って、その帰り（ドイツに寄り道した）で

した。機中、お酒を酌み交わしつつその旅行の話（女性の話？奥様の話？）で盛り上がり、

名刺を交換して帰ってまいりました。 
 
 旅中に出会った２つの偶然。まさに音楽にあふれた旅行となりました。  
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 ８月１１日（月）ドレスデンへのオプショナルツアー       中山典子 
 
 旅行４日目、朝から快晴。 
 快調に飛ばすアウトバーンの両側には、日本でいうと

富良野、美瑛を思わせるような、大きなうねりの田園風

景が広がっている。風にそよぐ畑は、小麦、大麦、カラ

ス麦、ジャガイモの他に、牧草、とうもろこしなど、そ

れぞれに微妙に色合いが異なり、壮大なパッチワークの

ようだ。深い緑の森も多く、ドイツ人は｢森の民」であり、休日には、森の散歩、ハイキン

グを楽しむ、とのこと。なんだか、ゆとりのある、豊かな生活だなぁ・・・（ガイドさんは

｢けちなんだ」と言っていた・・） また、風力発電の巨大な風車が１０基，２０基とまと

まって次々に姿を現す。風力発電に力を入れて、将来原子力発電はやめる方向だとか。の

どかな田園風景の中に熱い志。 
 ドレスデンは、１０世紀にマイセン選帝侯により開かれた歴史ある街である。旧市街地

は、全体に黒ずんだ町並み。レンガを作る土に鉄分が含まれているため、建築後年月がた

つうちに、黒サビが出て、独特の色を呈してくるのだそうである。 
 バスを降りてまず向かったのは十字架教会。 Dresdner Kreuzchor が有名で、その演奏

会には教会の３０００席が埋まるとのこと。今は合唱団は夏休み、オルガンも修理中で残

念。 
 大工事中のアルト・マルクト広場をぬけ、ツヴィンガ

ー宮殿へ。今日は残念ながら博物館は休館日。中庭から、

美しくも重厚なバロック式の建物を見学。宮殿を抜ける

と視界が開けてそこはゼンパー・オーパー。このワーグ

ナーオペラのメッカ、どっしりと威厳がある。ブリュー

ルのテラスへ。エルベ川を一望でき、吹き抜ける風が爽

やか！蒸気船に旅情をそそられる。 
 王宮と大聖堂の周辺は、これまた黒いレンガの壮大な

建物がひしめき合っている。私たちから見ると歴史的風景そのものなのだが、第二次大戦

の空襲で大きな被害を受けたものを、長い月日をかけて、以前の姿そのままに復元したも

のなのである。その強い意志。「敬服」である。 
 フラウエン教会も、空襲で大打撃を受け、長く戦争の悲惨さを伝え

るモニュメントとして残されていたが、瓦礫となったレンガを一つ一

つ集めて再建され、現在は歴史ある黒いレンガと、新しい白っぽいレ

ンガが入り混じった姿となっている。決して戦争を風化させることな

く、写真や資料を展示して、当時の惨状を訴え続けていた（これは、

ドイツの町の主要な教会ではどこでもしっかりと行われていた。戦争

を忘れない、風化させないという姿勢。ナチの写真も多数展示されて

いた！）１２時からオルガンつきの礼拝式があり、ドイツ内外からの

たくさんの信者、観光客（観光客が圧倒的？）でびっしり満員。お説
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教と交互に演奏されたのはバッハのオルガン協奏曲 BWV593、ヴィヴァルディの｢調和の

霊感｣に基づいて作曲された作品であった（大石さん、｢旅行記、旅行記！」と目が三角に

なっていた私にその場で 貴重な情報を有難うございました） 
 礼拝終了後、新市街に移って、爽やかなガラス張りのレストランでロールキャベツのラ

ンチ。存在感のあるおっきなロールキャベツだった！もちろん、おいしいドイツビールと

ともに、完食。 
 今回のツァーは、ドレスデン滞在約半日。ドレスデンの魅力を入り口から垣間見た、と

いう感じの駆け足の旅だった。歴史あるあの教会・この教会、博物館、オペラハウス、蒸

気船、素敵なセンスのお土産屋さん、チョット敷居が高いけれどマイセン焼きの店・・・

じっくりゆったり味わうために、ぜひとも再び訪れたい街である。 
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 ８月１２日（火）ライプツィヒ～リューネベルク～ハンブルク   秋山美紀 
 
今回の旅行で心配していたこと、それはバスでの移動がとても長く多いことでした。私

は、とても乗り物酔いをしやすいのです。12 日午前は、ライプツィヒからリューネベルク

まで 5 時間半の予定ということで、朝出発前に酔い止めの薬を飲んで、準備万端でバスに

乗り込みました。乗り物酔いには、梅干と水も大切です。実は、常に持ち歩いていました。 
酔い止めも飲んだし、安心して楽しい観光が出来るはずと期待していました。ところが、

バスに乗り込んだ途端、強烈な眠気が･･･。 
ふと目を覚ますと、バスはのどかな田園風景の中を走っていました。ずっと遠くの方を

見渡してみても、畑と空しか見えません。時々馬や牛がいました。 
また目を覚ますと、そこは休憩のサービスエリア。 
またいつの間にか眠ってしまい、目が覚めるとリューネベルガーハイデの近くでした。

お菓子の家のようなかわいらしいお家が並んでいました。木組みの家には、どこもきれい

なお花がたくさん咲いていました。 
ここから原生林を抜ける道へと入り、バスはエリカ街道に入りました。バスから降りて、

エリカの花が咲いている草原に降り立ちました。ちなみのこのエリカ街道は、馬車でゆっ

くりと観光が出来るそうです。淡い紫色のエリカの花は、満開にはまだ少し早かったよう

です。 
 バスに戻り、またしばらく眠っていると、リューネベルク

に着きました。まるで、おとぎ話に出てきそうな町並みです。 
この日の昼食は、市庁舎の下にあるラーツケラー

（Ratskeller）で、七面鳥のカツレツを食べました。ここで

飲んださくらんぼのジュースがとても美味しかったです。ド

イツのさくらんぼのジュースやりんごのジュースは、甘すぎ

ずとても美味しかったです。 
昼食後はリューネベルクの町の観光でした。はじめに、バ

ッハが聖歌隊として学んだ聖ミヒャエル教会を駆け足で観光

しました。次に、聖ヨハネ教会でオルガンの演奏を聴きまし

た。まるで音が天井から降ってくるように、教会全体を包ん

でいました。 
 リューネベルクの町を後に、またしばらくバス

に乗ってハンブルクに着きました。この日の夕食

は、ハンブルク市庁舎前で開催されていたシュト

ゥットガルトワイン祭りに行きました。10 人ほど

でワイワイと食事をしました。美味しいワインを

飲むことができました。 
酔い止めの薬が非常に効きすぎて、1 日中ぼん

やりと過ごしてしまいましたが、夢のような素敵

な 1 日でした。 
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 ８月１３日（水）リューベック                鈴木理絵子 
 
 朝 7 時 30 分、ハンブルクのホテルを出発し、70ｋｍ離れたリューベ

ックに向かう。ハンブルクはドイツ第 2 の都市というが、高層ビル規制

があり、商店街には 4-5 階建ての建物が連なっているが、それ以上高い

建物は少ない。 
 9 時、リューベックに到着。ホルステン門で下車し、歩いて観光。門

のところで記念写真を撮る。逆光のためダメかと思ったが、何とか撮影した。ドイツの建

物はなぜか傾いているものが多かったが、この門も外側（デンマーク側）に傾いている。 
トラベ川沿いの塩倉庫（今は現代的なブティックになっている）や、市庁舎（建て増し

のため、様々な建築様式が混ざり合っている）を見学し、名物のマジパンを買う。お店に

は素敵なカフェもあり、ゆっくりとコーヒーを楽しみたいところだったが、限られた時間

内ではショッピングが優先。 
その後、聖マリエン教会へ。この教会は、「ハンザ同盟の女王」リューベックにある 5

つの教会のうちの１つで、商人のための教会。「市のチャペル」と呼ばれる部分以外にはス

テンドグラスがなく、そのため中は比較的明るい。宗教改革後にプロテスタント教会とな

った。 
ドイツの人口 8600 万人のうち、33％がカトリック、30％がプロテスタント、4％がイ

スラム教徒で、キリスト教徒は、所得税の 10％を教会税として政府に徴収されるという。

所属する教会に直接「月定献金」を支払う（ことになっている）日本とは大違いである。 
1705 年、バッハは、14 日間歩いてこの教会にブクステフーデのオルガンを聴きに来て、

そのまま 3 ヶ月滞在したという。藤井加奈子さんの通訳で、横浜で「アメリカ人が作った

オルガン」を演奏したこともあるというオルガニスト Stender 氏による説明を聞く。101
のストップ、5cm 程から 12ｍまでの 8500 本のパイプと 5 段の鍵盤があり、ストップの設

定が電子的にできるようになっており、交響曲の演奏にも適したオルガンである。オルガ

ンのところまで 120 段の階段を上らなければならないので、5 分かかると言いつつ、オル

ガニスト氏はオルガンに向かった。 
演奏曲目をメモしそびれてしまったが、個人的には「ペール・ギュント」の一部が織り

込まれたオルガニスト氏の編曲による最後の曲が面白かった。この曲も入っているお勧め

の CD（リスト No.27）を買って、教会を後にする。 
 ハンブルクに戻って、まず昼食。揚げたてのタラのフライは淡白で、食べやすかったが、

日本人に 3 切れは多すぎる。付け合せのジャガイモのマヨネーズ炒め（？）もやはり量が

多い。デザートのフルーツゼリー練乳がけは、ゼリーというよりもフルーツソースにアイ

スクリームの溶けたのがかかった感じ。味は悪くないけど、見た目で期待を裏切られる。 
昼食後は、予定より 15 分遅れで、2 時 45 分から聖ヤコビ教会のオルガン演奏を聴く。 
オルガニストは、Landmessar さんという若い女性。様々な作者が作った「まとまりの

ない」オルガンという。戦争中に一度解体されたものを再建したものでストップは 60 個。

割と新しそうに見えた。演奏はたっぷり 7 曲。何となく初々しさの残る演奏に思えた。そ

の後は自由解散で、各自ハンブルクの街を散策。午前・午後とオルガン演奏を堪能した 1
日でした。 
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 ８月１４日（木）ハンブルク～南ドイツへ            梅原俊之 
 
８月 14 日（木）７時 40 分ハンブルクの RADISSON SAS HOTEL を発ち、バスでひた

すら南下しツェレを通過して、レジデンツブルクでまず１回目の休憩を取り、その後、ゲ

ッティンゲンで 2 回目の休憩を取ってから最初の目的地のミュールハウゼンに向かった。 
ミュールハウゼンのミュールは「水車」、ハウゼンは「小屋」で、典型的な旧東ドイツの

景色が広がっていた。また、ミュールハウゼンは 1524 年の農民戦争を指導したトーマス

ミュンツァーの街としても知られている。（ミュンツァーは当初ルターの宗教改革に関わっ

たが、やがて農民戦争でルターと対立し、捕らえられ処刑された。） 
ミュールハウゼンでは昼食前にプラジウス教会（現在修復中であるが、内部のステンド

グラスと絵画が印象に残っている。）を見学、この日の昼食は 12 時 30 分～13 時 45 分ま

で教会のすぐ近くにある「Brauhaus zum Löwen」でチューリンゲン地方の料理とビール

を楽しんだ。 
昼食後に見学したマリエン教会は 13 世紀

～14 世紀に建てられ、チューリンゲンではエ

アフルトの教会についで大きな教会で、農民

戦争後プロテスタントの教会となった。教会

が建てられたのは 1326 年で、その後 1719
年～1723 年に再建され現在の姿になってい

る。 
次の目的地ヴァールターズハウゼンへはバ

スで約 1 時間 30 分程の距離で、今回のドイ

ツ旅行で訪れた最も小さな町であるが、見学したゴッテスヒルフェ教会にはチューリンゲ

ンで最も大きなオルガンがある。この教会でオルガン演奏を堪能し、パイプオルガンの後

ろ側や内部まで見たことは、ドイツ演奏旅行での一番の収穫であったと思う。 
なお、パイプオルガン演奏の女性はエレンさん、教会で出会った 12 歳の少年はエレン

さんの知り合いの息子のトムさん、オルガンの曲目を日本語で解説していただいた女性は

クラウディアさん、クラウディアさんはライプツィヒ大学で日本語を学び、３年前には日

本に 1 年間留学したとのこと。また、12 歳の少年は英語が上手であった。 
パイプオルガンの余韻に浸りながら、17 時 30 分頃に教会の近くの広場からバスで宿泊

地のエアフルトに向かい、約 1 時間後エアフルトの RADISSON SAS HOTEL に着いた。 
エアフルトは夜間ライトアップされた大聖堂と、宿泊先のホテルから市庁舎に行く途中

にある 1185 年完成のクレーマー橋（イタリア、フィレンツェのポンテ・ベッキオを思わ

せる）が印象的であった。 
市庁舎近くのレストランで私を含め 7 人でビール、ワインとチューリンゲンの料理で歓

談をし、ハンブルクから約400㎞に及ぶ移動の疲れを癒し、明日への新たな活力源とした。 
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 ８月１５日（金）エアフルト～アイゼナッハ～ヘレンベルク    岡田亮介 
 
朝からエアフルトＳＡＳの風変りな卵型の湯船でシャワーを使った。 
バスに搭乗しアイゼナッハに向かう直前、忘れ物の再確認が行われ、また何か忘れ物が

あるようでＮさんが取りに戻った。かなり時間がかかり出発前に思わぬ不安な時間を過ご

した。本人が戻ってから曰く、鍵もすぐに借りられ部屋で探し物もすぐ見つかったが、エ

レベーターが呼べずに時間がかかったらしい。結局、非常階段を使って降りることになっ

たらしく大変でしたね。今日の記録担当はちゃんと記録するように言われましたので、以

上のとおりきっちりと記録しました。はい。 
今日は金曜日でこのあたり（州？）では祝日らしく、また、夏休みが終わる州（北部の

州から順次夏休みに入ることとなっている！）もあるようなので、アイゼナッハからヘレ

ンベルクまでの長距離移動については、ドライバーは渋滞すると予想しているようだ。そ

のため、今日の観光は後半の長距離移動を円滑に終わらせることが第一目標のように設定

された。ガイドの指示より遅刻すると昼食時にみんなにワインを振舞うというペナルティ

まで冗談交じりではあるが、言い出した。まぁそのかいもあってか、順調に進行したんだ

けど… 
 アイゼナッハに向かう途中で、ルターが聖書をドイツ語に翻訳したヴァルトブルク城を

高速道路から見かけた。 
アイゼナッハでは日本人観光客も多いのか、町なか

の標識に日本語も表示されていた。「バッハの家」や「ル

ターの家」もあった。 
バッハハウスと聖ゲオルグ教会を訪れた。バッハハ

ウスはいろいろな説明等が掲載されていたが、内容は

ほぼ不明。ただ、どうも展示解説していた内容は、バ

ッハの家族のことや頭蓋骨からの復元の話のようだっ

た。 
 目玉の楽器の解説は講釈だけでなく、実演が伴った

ので面白かった。録音もちゃっかりと行った。こんな

時のためのＨＤレコーダーだし…。藤井さんの娘さん

の通訳もいつもどおり、はきはきととても参考になり、

ありがたかった。ただ、実演中にふいご？というかオ

ルガンに空気を送る役の手伝いを解説者から求められ

たときに、我先にと手をあげて立ち上がったドイツ人

が物おじもしないのですごいとは思ったが、解説者か

らの指示も聞かず、勝手にふいごの紐を適当に引っ張るものだから、音が途切れたり変わ

ったり、非常に残念な状況であった。 
次にバッハが洗礼を受けたといわれるゲオルグ教会へ。時間の関係で１０分程度の見学

となった。バッハが洗礼を受けたであろう洗礼盤を写真に収めた。手短な見学なため余り

掲載する内容はなし。 
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その後、昼食会場へ移動し、私は現地の黒ビールを半リットル注文した。オニオンスー

プ、ジャガイモコロッケと紫のザワークラウト？（若干これまでのものと味付けが違い結

構甘みがあった）の付け合わせと、メインの牛肉煮込みが出てきた。デザートは、クアル

ク？という点心みたいなものであった。熱くかなり柔らかいココナッツのような味の外皮

の中にジャムのような小さなプラム？のソースが入っていた。 
料理などは早めに出てきたが、ＪＴＢがレストランまで先に走り準備を依頼しておいた

と食後の移動時に自慢げに話していたのを小耳に挟んだ。ハンブルクでの昼食の反省なの

か、ツアコンならそんくらいあたりまえだっつうの！ 
その後、ヘレンベルクまで長距離の移動が始まった。少々車酔いした。 
長距離移動のため 2 回のトイレ休憩を取った。最初の休憩終了後に「田植え歌」の練習

を車中で行った。最後手前の「考えて～」あたりで変な音が聞こえる気がする。ただ、ガ

イドは感心していた。 
２回目の休憩は最悪だった。臭い。あくまで臭い。動物園の檻の中に閉じ込められたみ

たいである。店があるのでその中に逃げ込んでも、匂いからは逃れられなかった。まった

く最低なサービスエリアだった。最低ではあったが、その刺激のせいなのか体調不良がだ

いぶ解消した。 
ヘレンベルクでの宿は風呂なども普通で、ＳＡＳホテルの不思議な設備がより印象的に

なった。テレビ・冷蔵庫・電話がないくらいなのだから。 
 夕食は自由参加の夕食会となったが、藤井さんの娘

さんが宿からお薦めの会場を３か所ほど聞いてきてく

れて、一通り回って宿に一番近いドイツ料理屋に入っ

た。同席のメンバーは右の写真参照のこと。 
実は現金がほぼ底をついており、トラベラーズチェ

ックをエアフルトで換金しておけばよかったと後悔し

た。旧西ドイツではホテルで換金ができると思ってい

たのだが、同じ旧西ドイツでも今回の宿では換金出来

ず、結構ピンチであった。 
夕食分は手持ちの現金でなんとか支払うことができたが、翌日は鉄道でシュトゥットガ

ルトへ移動するのに、そのグループ割引の運賃すら支払えない状況なのだ。手持ちの現金

が底をつくのは気持ち悪い。食事終了後、最終的には２セントしか無くなった。ぉぃぉぃ

… 
水を買い求めてさまよう方が居たので、ついていった。ついでに換金できたらなぁとの

思いであった。残念ながら店は閉まっており、宿まですごすごと戻ることとなった。かな

り不安なまま、就寝した。ｺﾝﾅｵﾜﾘｶﾀﾃﾞｲｲﾉﾃﾞｱﾛｳｶ? 
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 ８月１６日（土）ヘレンベルク、シュトゥットガルト       入江光子 
 

午前７：３０ ヘレンベルクの宿舎で朝食をたっぷり食べ、9:00前に徒歩でシュティフツ教会に向

かった。 

聖トーマス教会をはじめとし、今回観光で訪れた各地の教会は平坦な街なかにあったが、ヘレ

ンベルクのシュティフツ教会は丘の上にある為、息をきらせて階段（または坂道）を登った。 

頂上にある教会の庭から眺めた街の、オレンジ・赤の屋根の可愛い家々、広がるおだやかな田

園風景が美しい。 

その庭には、ゴミ箱を覗いている人の像や、笑顔で拍手をして

いる上半身だけの男性４人の像等、ちょっと不思議なオブジェが

あった。 

シンとした厳かな礼拝堂に入り、祭壇上で翌日夜の演奏会のリ

ハーサル。ペルト・ヴァイラオホ等を歌う。

響きの良いこと！ソロで出演される吉原さんご夫妻も参加。観光客なのか、

お祈りを捧げに来た信者のかたかわからないが、数人が礼拝堂の後方

の席でじっと聴き入っていたのが印象的。 

しかし、「田植え歌」の練習を始めたら、席を立ち、去ってしまった・・・ 

１１：００前にはリハーサルが終了。途中のお店で、パンなどの食料を調

達して駅へ。Ｓバーンの一日乗車券は５人分まとめ買いすると安くなるの

で、５人のグループで行動。静かなヘレンベルクから３０分程度で、賑や

かな都会シュトｳットガルトに到着。 

 

１３：００からシュトｳットガルト・シュティフツ教会で、翌朝の礼拝式のリハーサル。 

この教会はステンドグラスが美しく、祭壇の奥の内陣はこの地方の領主だったヴェルテンブルク

伯爵家の墓所となっていて、伯爵の像や机状のお墓が配置されてい

た。男性団員は、祭壇横に合唱団全員がのる台を設置。女性団員は

当日２階の聖歌隊席で「Ｌaudate pueri」を歌い、素早く地下を通って祭

壇横の台に立つ事になった。 

メンデルスゾーン・ブルックナー等、約１時間の練習後休憩。 

オルガニストの到着待ちでさらに休憩が続いたが、結局、オルガニ

ストとのリハーサルは本番直前に行うことに決まった。男性が設置した

台を片付け、解散。 

その後は、それぞれ街の観光を楽しんだ。 

 

明日はドイツ旅行最終日。二箇所の教会で、響きを楽しみながら心

を込めて歌えますように！ 
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 ８月１７日（日）ヘレンベルク、シュトゥットガルト        津守滋 
 
 午前 10 時～11 時半まで、Stuttgart の Stiftskirche で、Gottesdienst の一環として歌

う。この由緒ある教会は、800～900 人の聴衆でほぼ満員。私の長いドイツ生活でも、教

会が満員になるのは、クリスマスなど特定の行事がある場合のほかきわめてまれ。これも、

この教会で日本人が歌うのが初めての効果か。宗教行事を取り仕切った Vater Mack は、

ブュルテンベルク地方（シュトットガルトのほか、ウルム、ハイルブロン、コンスタンツ

などを含む）の 4 人の Prälat(最高位の Bischof に次ぐ高位聖職者)の一人で、説教の冒頭

しきりに中国に言及（オリンピック開催と同国でのクリスチャンに対する強い規制問題）、

また使徒言行録とルカによる福音書についての長い講話の中で、2～3 日前にメルケル首相

がメドベージェフ・ロシア大統領との会談でグルジア問題について行った、「責任のなすり

つけあいはやめよ。未来志向で考えよ」との発言と同様の表現を用いる。なるほどと納得。 
午後 8 時～9 時まで Herrenberg の Stiftskirche で公演。ここでは約 300 人と 8 割がた

の入り。ただし厳かな宗教行事の一環ではない通常の公演であったこともあってか、聴衆

は素直に賞賛の感情を表す。鳴り止まぬ拍手と言っても過言でない。アンコールでは予定

の「田植歌（どんじょこ、かんじかこ）」を歌ったが、直前にハップニング。ドイツ語に翻

訳したチラシを教会の入り口に置いておいたところ、教会内では原則世俗的な歌は歌わな

いということで、教会関係者に回収されてしまった。しかし吉原さんがドイツ語で、「この

歌は神と自然を敬う歌」と聴衆に説明、問題なく歌えた。思うにこのようなことは、長年

社会主義政権下にあった旧東独地方の教会ではまず起こるまい。ドイツ南部はハイテク企

業が進出し、現在ドイツの中では経済的に最も元気のある地方であるが、宗教や伝統とい

った点では、私が 40 年前に一時この地方で暮らしたときとほとんど変わらず、保守的な

土地柄が残っているのかも知れない。 
合唱についての反響は、一部お世辞があったかもしれないが、おおむね好評であった。

八尋先生のドイツ人友人が同先生にもらしていたそうであるが、A.ペルトの難しい曲をよ

く歌えたとの感想が聞かれたほか（私にはコーラス・グループを主宰するヘレンベルクの

ドイツ人男性が、「自分たちにはペルトは難しすぎて歌えない」と言っていた）、「ドイツ語

の発音がきれい」と、かって団員であったブラウマンさんなどが言っていたそうである。 
いずれにしても、道中抜けきらなかった風邪をおして指揮棒を振られた八尋先生のご指

導のほか、齋藤さんはじめ準備に当たら

れた皆さん方の尽力もあり、今回の演奏

旅行は、「成功した」と言えると思う。蛇

足であるが、個人的には「第二の故郷ド

イツ」で、贅沢な旅行を満喫できたとい

う感謝の気持ちで一杯である。 
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 ８月１８日（月）ヘレンベルク～フランクフルト～成田空港    渡部園美 
 
 ヘレンベルグでの演奏会の感動にひたりつつ、荷造りを終えたのが午前 2 時近く。疲れ

ているのになぜかなかなか眠くならない。頭の中でずっとヴァイラオホが響いていた。 
 早朝５：３０起床。いつの間にかぐっすり眠っていた。朝食を終え、あわただしくバス

で出発。最後のバスの旅。あちこちで眺めてきたドイツのハイウェイの景色も、しばらく

これでお別れだ。これまで以上に熱心に眺め、景色を眼にやきつけた。 
 予定通りシュトゥットガルト空港に到着。フランクフルトまでは９：１５発、１１：０

５発の２組にわかれての出発になった。私は後発組だったので、シュトゥットガルト空港

をあちこち歩き回って探検し、のんびりと職場へのお土産などを探した。 
 出発の時間。飛行機に乗り込むのも楽しい経験だ。扉と階段が一体化した小型の飛行機

は、かわいらしく見える。飛行機が小さいだけで、他の見知らぬ乗客とも近づけるような

気分になるから不思議。自然に笑顔で挨拶を交わしていた。少々揺れたが、快適な旅だっ

た。 
 フランクフルト空港で先発組の団員に会ったときには、たった２時間の差なのに、とて

も懐かしい気持ちになった。やはり 2 週間近く一緒に過ごしていた仲間だからだろう。乗

り換え場所も確認でき、ブレッツェルのサンドウィッチで昼食にした。ドイツで最後の食

事。 
 １３：５５発の LH７１０便に乗り込むと、ほっとして急に眠くなった。気付いたら機

体は上昇中で、ドイツの地には空から別れを告げた。 
 飛行機の旅はお楽しみも多い。１回目の機内食。一人旅ばかりしている私にとって、今

回のように仲間が一緒ということはいろいろな場面でうれしかった。些細なことかもしれ

ないが、機内食の時間もそうだ。お喋りしながらの食事は、楽しさが倍増する。 
 一眠りして、眼が覚めると、機体の左側に太陽が昇りはじめていた。その輝きの美しさ

は言葉では表現できない。そして、機体の右側には明るい空にうっすらと残る満月。太陽

と月にはさまれて飛んでいると思うだけでぞくぞくした。パイプオルガンにも太陽と月の

装飾があった。そのことを思い出した瞬間、聖堂に響くパイプオルガンの音、合唱のハー

モニー、祈りの声、あたたかい拍手の音が一気に頭に蘇ってきた。そう言えば、ドイツに

到着したときには半月だったのが、演奏会の晩は満月になっていた。人類をずっと見つめ

てきた月と太陽。人間も月や太陽を芸術に取り入れ、宗教的な意味を持たせたり敬意を払

って接してきた。惑星に音階をつけて、天体と音楽を結びつける考え方もある。音楽は、

宇宙にひろがる星のように、どこまでも広がり、

そして長い年月にわたって響き続ける永遠のもの。

頭の中に蘇ってくる様々な響きを感じながら、天

上の音楽、音楽の普遍性を思った。 
 月と太陽に見送られたフライトは、演奏旅行の

しめくくりにいただいた最高の贈りものだった。

心からの感謝の気持ちでいっぱいになった、演奏

旅行最終日だった。 
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第５部 参加者からの寄稿 
 
 宗教曲と教会の響き                     那須比奈子 
 
ドイツで印象に残ったのは、なんといっても教会の響き…アーチが連なる天井と、石と

木でできた内部の「残響」…… 
宗教曲はいくつか歌ったことがあっても、表面的な理解しかできていない私（すみませ

ん、見栄をはりました。ホントは何も考えてないことが多いです）にとって、今回、教会

で歌わせていただいたことは、鮮烈な経験でした。 
 
日本で「Os justi」を練習している時、八尋先生が「ブルックナーが、何故ここに長い

休符をおいたのか、意味を考えて」と言われた箇所があって、ずっと心に残っていたので

すが、なるほど、各パートがいっせいに「m」の子音で声を止めた後、「休符」の間に響き

渡り、消えて行く残響の、なんと美しいこと！ 
Os justi は３つの教会とも歌わせていただきましたが、この休符のところで、お客様が

息をのむのが伝わってきて（思い込みかも…^^;）、私達とお客様の波動がひとつになって

いくようで、感激しました。 
アルヴォ・ペルトの「ベルリン・ミサ」も印象的でした。 
この曲の「sanctus」、正直いって「陰気くさい暗～い曲だな」と、ずっと思っていたの

です（殴！…だって普通、sanctus というと、明るく華やかな曲が多いから…^^;）。 
ところが、トーマス教会の礼拝式での聖体拝領の儀式にピタリと嵌っていて、驚きまし

た。 
シンプルな音と不協和音が印象的な現代曲だけれど、ペルトは決して演奏ホールで演奏

するために作曲したのではないのだ、この曲は教会で歌われるべき「祈りの歌」なのだと、

しみじみ思いました。 
 
東洋から来たアマチュア合唱団の歌を、温かく聴いてくださった、お客様の反応も嬉し

かったです。 
トーマス教会の礼拝の後、ミュンヘンからいらしたご夫婦が団員に声をかけてくださっ

て、奥様がスウェーデンの方で、ペルトを良くご存知だと。そして、まさかトーマス教会

の礼拝で日本人の歌うペルトを聴くとは思わなかったと。日本人の合唱といえば、一万人

集まってベートーヴェンの「第九」を歌うのではないのかと。日本人がこんな宗教曲を歌

うなんて、あなた方は何か特別な合唱団なのか？と言われたと聞き、笑ってしまいました。 
ヘレンベルクでの演奏会も、お客様もいっぱいいらして下さったし、教会の寄付金の籠

が、１０ユーロや２０ユーロのお札でテンコ盛りになっていて、教会の方が嬉しそうにグ

ッジョブマークを出しながら、「いつもは、コインしか入ってないんだよ。すごいよ」と言

ってくださったので、たいそう気を良くしました♪ （きっと、演奏の録音を聴けば、問題

点はたくさんあるのでしょうが…^^;） 
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教会という場所で宗教曲を歌うということ（歴史や、人々が込めた思い…）、天井のアー

チに沿うように発せられた声が、教会という空間を包みこむように広がっていく響き… 
理屈ではなく、肌で感じて体に染み入ってくるような、この得がたい経験をさせていただ

いたことが、私にとって今回のドイツ旅行の、最高の思い出です。 
 
その他にも、初ヨーロッパなので、全てが目新しくて、興味津々♪ 
取り捲った写真を google の写真サイトに、コメントを沿えてＵＰしましたので、宜しか

ったら、ご覧ください。 
http://picasaweb.google.co.jp/lalarondo/2008?authkey=uTGOFjlSRI4 
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 三度訪独の喜びと幸せ                     大沼正七 
 
この度、横浜合唱協会の聖トーマス教会礼拝式での三度目の演奏、そしてシュトゥット

ガルト・ヘレンべルグのシュティフツ教会での初めての演奏が地元の人びとに感動を与え

てすばらしい成功を収め、会員の家族として喜びに耐えません。 
横浜合唱協会のドイツ演奏旅行に三度も参加させていただき、心から感謝しております。 
今回は七十歳代半ばを超える年齢を省みずの参加でしたので、終始皆様から落伍するこ

となく元気に帰国できて、感慨無量なものがあります。 
私にとりましても明確なテーマを持つ高レベルのすばらしい旅行となり、帰国後もその

喜びと幸せを噛み締めております。 
再度訪れた場所にも新たな発見があり、初めての都市では新鮮な感動を覚えました。 
とくに古都リューベック・ミユールハウゼンの重厚で美しい街並み、シュトゥットガル

トのバーデン＝ヴュルテンベルグ州都らしい賑わい、ヘレンベルグ町内の清楚な雰囲気が

印象に残りました。 
J.S．バッハ（以下単にバッハと記す）は 1700 年 15 歳にしてオールドルフから長い道

程を徒歩でリューネブルグへ移り 1702 年までミカエル学校に滞在した時期に、教会合唱

活動と学業履修に励みつつ、ゲオルク・ベーム、ヨハン・アダム・ラインケンのもとに足

を運んだと伝えられています。 さらにアルンシュタット新教会オルガニスト時代の 1705
年にも遠路リューベックに赴き、ディートリヒ・ブクステフーデに接したと言われていま

す。 
私は青年バッハの真摯な生活態度と旺盛な探究心にはただただ感服させられます。 
今回はバッハが尊敬し決定的な影響を受けた三人の巨匠オルガニストの作品とバッハ自

身の作品を、聖ヨハネ教会（リューネブルグ）、聖マリエン教会（リューベック）および聖

ヤコビ教会（ハンブルグ）といったバッハとゆかりの深い教会において現オルガニストに

よる演奏を聴くことができました。また、ゴッテスヒルフェ教会（ヴァルターズハウゼン）

では、テユーリンゲン地方最大のトローストオルガンでの現オルガニストによる演奏も聴

くことができました。 
これらの演奏は若き日のバッハの三巨匠オルガニストへの敬慕の念と情熱を傾けた研鑽

ぶりを髣髴させ、バロック音楽の精髄を厳粛に実感できる又と無い機会となりました。 
合唱協会が催した勉強会などの事前準備がこれらオルガン演奏を聴くのに役立ち、教会で

自ら求めた CD“青年バッハと彼の模範となった作曲家たち”と大石から記念に贈られた

CD“17～18 世紀のテユーリンゲンの作曲家たち”を帰国後に何回か聴きました。私はバ

ッハが 3 人の巨匠オルガニストなどの作曲と演奏を如何に学び取り、それを咀嚼して自分

の作曲と演奏に創造的に活かしていったのかを、及ばずながら感じ取ろうとしています。 
私にとって第 1 次・第 2 次演奏旅行は大石の家族とともに見聞を広めるだけでもこの上

ない喜びでしたが、三度目にしてようやく「孫の子守役」から一歩進めて演奏旅行の本筋

へ向かいつつあるように感じております。 
私は学生の時からドイツの経済学・社会運動に深い関心を持ち続けており、ザクセン州・

テューリンゲン自由州の特定の都市を以前から承知していました。バッハの生涯に関心を
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持つようになってこれらの都市が実はバッハ縁の地でもあることを知ったとき、本当に驚

いてしまいました。 
私がこれまでドイツ農民戦争（1525 年終結）の指導者としてのみ認識していたトーマ

ス・ミュンツァー（1489―1525）が 1524 年からミュールハウゼンの聖マリエン教会に勤

めていた再洗礼派の牧師だったことを初めて知り、教会でこれを確証する資料を入手しま

した。トーマス・ミュンツァーは「すべての人間が神の子として平等である。天国はあの

世のものではなくこの世に求められるものである。信者の使命はこの神の国を地上に打ち

立てることにある。」旨を説いたと言われています。 
封建制度のくびきから農民や町の庶民を解放しようとする彼の意図は挫折しましたが、

この精神がテユーリンゲン地方から発祥し今日ヨーロッパ社会民主主義の中心的存在へと

成長したドイツ社会民主党に引き継がれているように思います。その前身社会民主労働党

が 1869 年アイゼナッハで結成され、1875 年のゴータ大会で他派と合同・躍進し、1891
年のエアフルト大会で社会民主党と改名して新綱領を定めました。私のドイツの社会と文

化への関心は今後も多角的に発展し、尽きることなく続くことでしょう。 
今回我家のデジタルカメラで撮影した写真、大石が撮影してくれた写真、ご一緒した方

から頂戴した写真が合わせて 335 枚にのぼり、これを都市別・場所別に整理してアルバム

を編成しました。現地で入手した資料や訪問先の関係者・バスガイドさんからの説明で知

りえたこと、出発前に調べていたことなど印象が薄れないうちにと、いまアルバムの余白

に説明を書き加えている最中です。なかなか捗りませんが楽しみながら進めています。 
第 1 次・第 2 次演奏旅行分と合わせると優に一千枚を超えており、バッハ縁の地の資料、

家族の共同活動についての手作りの記録となり、私どもにとってまさに生涯の宝物です。 
孫の大石杏奈・英士が名前の由来からしても、将来このアルバムを開いて、幼少時に訪

れたドイツの各地に目を見張り、両親のライフワークを理解するよすがとするだろうと祖

父としての勝手な期待に胸を膨らませているところです。 
長女むつみが大学へ入学して間もない 1976 年 7 月に横浜合唱協会へ入会し、その翌年

4 月の第 12 回定期演奏会を聴いたのが私どもの協会との最初の出会いでした。 
その時から早くも 32 年がたち、一途にバッハ探求の道を歩み続ける大石夫婦に啓発さ

れながら、定期演奏会には家内が一度も欠かさず、私も

殆ど聴きに行っており、入場券と演奏曲目解説付きのプ

ログラムはすべて大切に保存しております。今後も定期

演奏会を必ず聴き（仮に大石が名古屋勤務のため出演し

ない場合でも）、声援を送りたいと思います。 
横浜合唱協会の皆様が三度にわたるドイツ演奏の成功

をゆるぎない自信として、今後も一層活躍されるよう期

待しております。 
                        

2008 年 9 月 20 日記す 
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 ドイツで思ったこと                      堂崎律子 
 

 YCS としては３回目のドイツだが、私にとっては初めて・・・。やっと参加できる機会

が巡ってきて、本当に嬉しかった。  ドイツへはもう３０年近く前に一度行ったことがあ

るが、飛行機はアンカレッジ経由の北回り、通貨はマルク、１ドルは２４０円の時代だっ

た。訪れたのは南ドイツだけだったから、今回の旅行とは全く違う。そんなわけで私にと

っては「初めてのドイツ」と言えるものだった。 

 一番印象に残っているのは、教会での音の響きである。声が高い天井にのぼっていき、

広い空間をうめるようにゆっくりと広がっていく。「ヨーロッパの教会音楽は、このよう

な空間で演奏されることを当然のこととして作られているのだ」という当たり前のことを、

改めて実感させられた。 

 「残響を楽しむ」ための休符や長い間、残さなければならない音と、絶対残してはいけ

ない音。いい音を出したら残響を楽しめるが、逆の場合は恐ろしいと思った。 

  実際に、長い歴史と伝統がある教会に行って、自分の目で見て、自分で歌い、自分の耳

で聞いて初めて分かったこと、納得できたことがたくさんあった。 

 シュトゥットガルトのシュティフツ教会での演奏会の後のことである。通路で一人の女

性にドイツ語で声をかけられた。表情や身振りから、私たちの演奏を誉めてくださってい

るのはよく分かったが、それ以上のことは全く分からない。誉められているのだから、笑

顔で聞いていたが、そのうち相手も怪訝に思ったのだろう・・・早口で話すのをやめて、

「私の言っていること分かりますか？」と心配そうに言った（多分そう言ったのだと思う）。

「ごめんなさい。でも、英語なら少し・・・。」と私が言うと、彼女は、「私も、英語は

少ししか話せない。」そして、“Schade！”と言った。（私はその言葉の意味さえもわか

らなかったが、後で近くにいた N さんが「残念ということよ」と教えてくれた） 

 彼女とは互いに「ありがとう」と言い、握手をして別れたが、私たちの演奏の何がどう

だったのか具体的に聞けなかったのは私としても“Schade”であった。 

 今回、バッハに縁のある街々を巡り、いくつもの教会を訪れ、パイプオルガンの演奏を

聴き、バッハやバッハの時代が今までよりも確かに身近になった。今後、バッハの曲を歌

うとき、これらの貴重な体験をいかしていければと思う。 
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第６部 情報 
 
 横浜合唱協会 第３次ドイツ演奏旅行日程 
 
２００８年８月 
 
８月８日(金)  ７：３５ 成田空港第１ターミナル集合 

９：３５ 成田出発 LH７１１ 
       １４：１５ フランクフルト到着 
       １７：１５ フランクフルト出発 LH１１０８ 
       １８：１０ ライプツィヒ到着  バスでホテルへ 

   ラディソン SAS ライプツィヒ 
 
８月９日（土）日中自由行動 
       １６：３０ トーマス教会集合 練習  
       １８：００ 練習終了 
                       ラディソン SAS ライプツィヒ 
 
８月１０日（日）８：３０ トーマス教会集合 
        ９：３０ 礼拝 演奏 
       １２：００ テューリンガーホーフでパーティー 
        午後自由行動 
                       ラディソン SAS ライプツィヒ 
 
８月１１日（月）終日バスでドレスデンへの日帰りオプショナルツアー 
        十字架教会、ツヴィンガー宮殿、ブリュールテラス、 

聖母教会（ジルバーマンオルガン演奏）など 
                       ラディソン SAS ライプツィヒ 
 
８月１２日（火）北ドイツ・オルガンの旅に出発 
        ８：００ バスで出発 
         リューネブルク 聖ミヒャエル教会 聖ヨハネ教会（オルガン演奏） 
         夕刻ハンブルク到着 
                       ラディソン SAS ハンブルク 
 
８月１３日（水）７：３０ バスで出発 
         リューベック 聖マリエン教会（オルガン演奏） 
         ハンブルクへ戻って 聖ヤコビ教会（シュニットガーオルガン演奏） 
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                       ラディソン SAS ハンブルク 
 
８月１４日（木）７：４０ バスで出発 ツェレ、レジデンツブルク経由 
         ミュールハウゼン 聖ブラジウス教会 聖マリエン教会 
         ヴァルターズハウゼン  

ゴッテスヒルフェ教会（トローストオルガン演奏） 
         夕刻エアフルト到着 
                       ラディソン SAS エアフルト 
 
８月１５日（金）８：３０ バスで出発 
         アイゼナッハ バッハハウス 聖ゲオルク教会 
         夕刻ヘレンベルク到着 
                       ヘレンベルク福音修道院宿泊所 
 
８月１６日（土）９：００ ヘレンベルク・シュティフト教会集合 練習 
         電車でシュトゥットガルトへ 
       １３：００ シュトゥットガルト・シュティフト教会で練習 
         終了後自由行動 
                       ヘレンベルク福音修道院宿泊所 
 
８月１７日（日）朝、電車でシュトゥットガルトへ 
       １０：００ シュトゥットガルト・シュティフト教会 礼拝 演奏 
        午後、電車でヘレンベルクへ戻る 
       １８：００ ヘレンベルク・シュティフト教会集合 
       ２０：００ 演奏会 
       ２２：００ シュヴァネンでパーティー 
                       ヘレンベルク福音修道院宿泊所 
 
８月１８日（月）６：４５ バスで出発 シュトゥットガルト空港へ 
       第１組 ９：１５ シュトゥットガルト出発 LH１３５５ 
          １０：１０ フランクフルト到着 
       第２組１１：０５ シュトゥットガルト出発 LH１３５７ 
          １１：５５ フランクフルト到着 
       第１、２組とも １３：５５ フランクフルト出発 LH７１０ 
 
８月１９日（火）７：５０ 成田到着 解散 
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 演奏曲目（１）ライプツィヒ・聖トーマス教会 
 

Gottesdienst am 12. Sonntag nach Trinitatis 

Thomaskirche Leipzig  10.August 2008, 9.30 Uhr 

 

[1] Gruß 挨拶 

[2] Introitus 入祭唱 F.Mendelssohn "Aus tiefer Not schrei ich zu dir" 

[3] Gloria Patri 父なる神の栄光 

[4] Bittruf 救済への祈り A.Pärt "Berliner Messe - Kyrie" 

[5] Lobpreis 賛美 A.Part "Berliner Messe - Gloria" 

[6] Tagesgebet この日の祈祷 ～ Epistel 新約聖書朗読“使徒言行録第９章１～９節（サウロ

回心）” 

[7] Wochenlied 賛美 "Nun lob, mein Seel, den Herren" [EG289] 

[8] Evangelium 福音書 

[9] Glaubensbekenntnis 信仰告白 A.Pärt "Berliner Messe - Credo" 

[10] Lied 歌 "An einen Gott nur glauben wir" [EG780] 

[11] Nach der Predigt 説教後の賛美 A.Bruckner "Os justi" 

[12] Predigt und Dankopferlied 説教と感謝の賛美 "Ich habe nun den Grund gefunden" [EG354] 

[13] Schlusslied おわりの賛美 "Such, wer da will, ein ander Ziel" [EG346,1+5] 

[14] Entlassung und Segen 派遣と祝福 

[15] Orgelnachspiel オルガン後奏 J.S.Bach "Fuge C-Dur" [BWV564/3] 

 

Feier des Heiligen Abendmahls im Altarraum  祭壇付近での聖餐式 

 

[16] Eröffnungsrufe zum Lobgebet 賛美の祈りへの呼びかけ ～ Lobgebet 賛美の祈り 

[17] Dreimalheilig 聖別 A.Pärt "Berliner Messe - Sanctus, Benedictus" 

[18] Einsetzungsworte 呼びかけの言葉 ～ Friedensgruß 平和のあいさつ 

[19] Lamm Gottes 神の子羊 A.Pärt "Berliner Messe - Agnus Dei" 

[20] Lied während der Austeilung 聖餐時の賛美歌  

     "Das sollt ihr, Jesu Jünger, nie vergessen" [EG221,1-3] 

[21] Dankgebet 感謝の祈り ～ Entlassung und Segen 礼拝終了と祝祷 

 

 

Pfarrer: Friedhelm Leuers         Orgel: Johannes Unger 

Leitung: Kazumi Yahiro 八尋和美   Chor: Yokohama Choral Society 横浜合唱協会 
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 演奏曲目（２）シュトゥットガルト・シュティフツ教会 
 

Stiftskirche Stuttgart 

Gottesdienst am 17.August 2008, 10.00 Uhr 

 

[1] Chor 合唱 F.Mendelssohn "Laudate pueri" 

[2] Lied 賛美歌 "Auf und macht die Herzen weit" [EG454,1-6] 

[3] Votum 開式宣言 ～ Psalm 詩編 113 #745 "Ehr sei dem Vater" 

[4] Chor 合唱 J.Weyrauch "Herr Christ, der einig Gotes Sohn" 

[5] Chor 合唱 A.Bruckner "Virga Jesse" 

[6] Schriftlesung 聖書朗読“ルカによる福音書第１０章２５～３７節（善きサマリア人の話）” 

[7] Lied 賛美歌 "Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ" [EG343,1+3] 

[8] Lied 賛美歌 "Vertraut den neuen Wegen" [EG395,1-3] 

[9] Fürbitten 執り成しの祈り  Vater unser われらの父よ 

[10] Chor 合唱 A.Bruckner "Os justi" 

[11] Abkündigungen 報告 

[12] Chor 合唱 F.Mendelssohn  

     "Herr, nun lässest du deinen Diener in Frieden fahren" 

[13] Schlussvers 結びの賛美 665,2 "Wir wolln dem Namen dein" 

[14] Segen 祝福 ～ Orgel オルガン演奏 

-------------------------------------------------------------- 

Pfarrer: Hartmut Ritter 

Orgel: Kay Johannsen 

Leitung: Kazumi Yahiro 八尋和美 

Chor: Yokohama Choral Society 横浜合唱協会 
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 演奏曲目（３）ヘレンベルグ・シュティフツ教会 
 

Stiftskirche Herrenberg 

Sommer Orgelkonzerte Konzert Ⅳ 17.August 2008 

 

[1] Gruß 挨拶 

[2] F.Mendelssohn "Aus tiefer Not schrei ich zu dir" (Op.23-1) 

[3] A.Bruckner "Os justi" 

[4] A.Bruckner "Virga Jesse" 

[5] J.Weyrauch "Magnificat" (WeyWV 41) 

[6] J.Weyrauch "Herr Christ, der einig Gotes Sohn" (WeyWV 44) 

[7]-[13] A.Pärt "Berliner Messe" 

   [7] Kyrie    [8] Gloria     [9] Alleluia   

   [10] Veni Sancte Spiritus  [11] Credo 

   [12] Sanctus  [13] Agnus Dei    

[14] Zugabe アンコール "Taue-Uta" 田植唄 

--------------------------------------------------------------- 

Solisten: Ryoko Wakatsuki 若槻量子, Teru Yoshihara 吉原輝 

Orgel: Lena Puschmann 

Leitung: Kazumi Yahiro 八尋和美 

Chor: Yokohama Choral Society 横浜合唱協会 
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 「日本人の才能」 ～ヘレンベルクの新聞記事～ 
 
一昨日の土曜日、Herrenberg の Stiftskirche において、夏のコンサートの一環として、

横浜合唱協会が、Mendelssohn から Pärt にいたる多彩なプログラムを披露した。 
横浜合唱協会のドイツ訪問は、これが３回目となるが、南ドイツでの演奏会は初めてと

いう。スケジュールは大変タイトで、前夜（これは誤り－訳注）Leipzig で歌い、当日の

朝は Stuttgart の Stiftskirche で歌っている。全体で１０日間のドイツ旅行というが、団

員に、疲労の色はみられなかった。 
Martin Luther の歌詞による Mendelssohn 作曲"Aus tiefer Not schrei ich zu Dir”で始

まる演奏会は印象的であった。Einsatz は明確であり、響きは清潔、透明で安定していた。

個々の歌詞も十分聞きとれるものであったが、なんと団員のなかでドイツ語をしゃべれる

人はいないそうだ（？－訳注）。 
Lena Puschmann さんがオルガン伴奏を担当、吉原輝氏が Mendelssohn のソロパート

を歌った。彼は、音の高低を自由にあやつり、そこに自然の形で合唱が入ってくる。これ

は、とても素人の合唱団とは思えないレベルである。 
八尋和美氏の指揮は控えめであるが、小さく明確な指示が、合唱団の音楽に的確に表現

されていく。Anton Bruckner の２曲が演奏され、“Os justi”では、男声の自然な形での基

盤にのって、透き通るような響きが輝くばかりの頂点に達した。”Virga jesse”では、駆り

立てるような強い響きが頂点に至り、そこで、静かなフェルマータで中断される。ゆっく

りと響きが消え、八尋氏は次の Einsatz を指示する。合唱団はただちに反応し、そして、

静かに瞑想するように曲を終える。 
引き続き若槻量子さんが、Johannes Weyrauch の”Magnificat”を深みのある、そして

色彩豊かな声で歌い上げた。レチタチーヴォ風な歌唱が教会堂全体を豊かに満たした。さ

らに合唱が"Ehre sei dem Vater und dem Sohne”と祈りを始め、“Herr Christ, der einig 
Sohn” で明るくなる。そのあとは基本的に対話形式で、女声がアカペラで問いかけ、男声

がそれに答える。これはキリストとニコデモの福音的な対話で、最後は４声の響きが余韻

を残す。 
Arvo Pärtの“Berliner Messe”はオルガンの持続低音を伴って始まる。合唱が始まると、

オルガン伴奏も高音に移行する。Pärt は、全体に現代的な響きを主流とし、分散の３和音

を多用するが、これが聴く者に緻密な印象を与える。合唱は、ときにささやくように、唇

からそのまま出てくるような歌い方をする。オルガンの抑え気味の Einsatz が曲に一種の

陰影を付け加える。休止符のあとで、合唱が予想外に大きな響きで入ってくる。オルガン

はあるときは合唱に対比し、あるときは合唱にあわせて演奏される。あたかもオルガンが

第５の声部を担当しているようにも思える。明るい Halleluja は、このミサのなかでも独

特の雰囲気を持ち、男声に移行して、そのあとまた全体合唱に戻り、静かに消えるように

終わる。Sanctus は暗いが、しかし簡素な曲である。 
全曲終了後、八尋氏はしばらく動きをとめ、そのあと指揮台から客席の方に向きを変え

た。ほぼ満員の教会堂に拍手が鳴り響いた。演奏会の開始時とおなじく、吉原氏が合唱団

のまえに立ち、これから四季をうたった日本の曲を演奏するとアナウンスした。ここでも
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同氏がソロを歌う。短い曲であるが、我々がいままで知らなかった独特な魅力を秘めてお

り、多声のなかで盛り上がっていく。ささやくように、また、語るように、そして風の音

があり、そこに吉原氏のソロが入る。最後の拍手は長い間鳴り止まなかった。我々にとっ

ても、また同氏にとっても、YCS を Herrenberg に迎えることができたのは、大きな喜び

であったに違いない。 
 
（注：これは、吉原輝さんから送って頂いた現地の新聞を抄訳したものです。） 
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← Herrenberg Stiftskirche での 

演奏会の宣伝 
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 参加者名簿 
 
八尋 和美    指揮 
吉原 輝     独唱 
若槻 量子    独唱 

○藤井 可奈子   通訳 
 

Sop.         Alt.         Ten.        Bass 
長尾 里美 ＊２  ○堂崎 律子    ○雀部 征宜     新井 隆士     
飯島 純子      大杉 純子 ＊２ ○藤井 良昭    ○大石 康夫 

○須賀 由美      新井 千鶴子   ○堂崎 浩      飯島 龍哉 
○土井 美智子＊１  ○中野 理子    ○土井 賢一     鳥山 純一 
○魚本 充子     ○石森 敦子     松本 惠太郎    松田 圭一郎＊１ 
松田 久美 ＊１  ○岩附 美知子   ○古根 正治 ＊１ ○梅原 俊之 

○古宮 真紀子    ○山本 久美子   ○岡田 亮介    ○森岡 剛 
○青柳 敦子     ○藤井 美智子              平鹿 一久 ＊１ 
○秋山 美紀      白石 洋子 ＊１            津守 滋 
○渡部 園美     ○堀内 陽子 
           ○中山 典子 

新井 光恵 
      ○雀部 邦子 

        ○鈴木 理絵子 
        ○那須 比奈子 

     ○入江 光子  
 
 
 
同伴者        三島グロリア合唱団からの参加者  

○須賀 妙子      柏木 梨重子＊１ 
○入江 正博      中島 小夜子＊１ 
 新井 久義 
 松本 克子     
○大沼 正七 
 鳥山 妙子 
                 
○印は、北ドイツオルガン紀行参加者（一部参加者を含む） 
＊１ Leipzig のみの参加者 
＊２ Stuttgart, Herrenberg のみの参加者 
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第７部 終わりに 
 
 
訃報 

今回の第３次ドイツ演奏旅行の渉外係として、全ての段取りをされながら、出発直前に

航空会社から搭乗を断られ、演奏旅行本番への参加を断念された齋藤美沙子さんが、１０

月２４日、肺ガンの為に、５５歳の若さで逝去されました。２６日にはお別れの会がもた

れ、多くのＹＣＳメンバーが集まり、棺の前でバッハとメンデルスゾーンを歌い、涙の内

にお別れを致しました。ここに当日の雀部代表の弔辞を転載し、故人のご冥福をお祈りい

たします。 

 

弔辞 

 

齋藤さん！余りにも若く、余りにも突然の訃報にただ驚き、正直言って今語るべき言葉

を知りません。 

ここ何ヶ月か、齋藤さんの体調が余り思わしくないことは、合唱団のみんなが知ってい

る事でした。齋藤さんとの最後の舞台となった今月１１日の軽井沢大賀ホールには、齋藤

さんは当日のハードな移動を避ける為に、前の日から泊まり込んで参加されました。 

“余り無理をしないで欲しい・・”と誰もが思ったことでしたが、責任感の強い齋藤さ

んの毅然としたもの言いに、私達は何も言うことが出来ませんでした。 

もしかしたら、これが最後の舞台になるかも知れないと言う予感が、齋藤さんにはおあ

りになったのかも知れません。 

横浜合唱協会のＦ－ｄｕｒミサの演奏には立派に参加されましたが、最後の合同演奏の

メンデルスゾーンは自重されて客席に残っておられました。当日風邪のためにほとんど声

が出なかった私も、“今回のメンデルスゾーンは聞き役”と決めていましたが、ステージを

挟んで私とは反対側の席に一人残っておられた齋藤さんがお寂しそうで、私もそちらに移

動して並んでオーラエストを聞きました。 

この時に交わした二言三言が齋藤さんとの最後の直接の会話になり、それからわずか二

週間足らずで帰らぬ人になられるなど、その時の私には全く想像さえ出来ないことでした

し、今もって信じることが出来ません。 

齋藤さんが横浜合唱協会に入会された１９９２年から今日までの１６年の間に、２２回

の定期演奏会、２回のドイツ演奏旅行など３０を超えるステージで、100 曲近い歌を一緒

にうたってきました。バッハを中心に、ヘンデル、メンデルスゾーン、フォーレ、マルタ

ン、モンテヴェルディ、ペルト等々、数え上げればきりがない程いろいろな作曲家の歌に、

共に悪戦苦闘し、感激を共にしてきました。 

その間齋藤さんはパートリーダー、技術委員長として、よりよい演奏をする為に大変な

ご尽力をされました。特にドイツ語にご堪能な得難い能力をいかんなく発揮され、ドイツ

語やラテン語の指導に注力され、本場ドイツにおいても“ドイツ人以上に立派なドイツ語”

とお褒めの言葉を頂ける程力をつけ得たことは、ひとえに齋藤さんの功績であると思いま
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す。 

また過去３回にわたるドイツ演奏旅行では、外交渉外係を一手に引き受けて下さり、ほ

とんどツテのない状態から現在のドイツとの深い絆を築き上げて下さいました。そのよう

な重責を齋藤さんにお願いしてしまったことに、今大いなる感謝と共に重い自責の念に駆

られています。 

その事が齋藤さんの余りお丈夫ではないお体に負担をかけてしまったのではないかと。

もしそうであるならば、齋藤さん、どうぞ許して下さい。 

誰よりも音楽することを生き甲斐とする齋藤さんの事ですから、思い半ばで残念に思っ

ておられることも多いと思います。それらのことは残された我々が齋藤さんの思いを受け

継いで、齋藤さんの分まで豊に音楽出来るように精進することを約束いたします。 

齋藤さん、本当にいろいろ有難うございました。そしてどうぞ安らかにお休み下さい。 

 

２００８年１０月２６日 

横浜合唱協会 代表 雀部 征宜 
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編集後記 
 
涼しいドイツから８月の日本にもどって、蒸し暑さを再認識してから、早くも数ヶ月が

過ぎました。第３回の YCS ドイツ演奏旅行が無事終わったことを改めて喜ぶとともに、

第３回目ならではのいろいろな困難があったなかで、これを成功に導くために、多大の努

力をしていただいた日独双方の多くの関係者に厚くお礼を申し上げます。とくに、病身を

いとわず広くＹＣＳとドイツとの関わり合いに尽力され、今回の旅行後まもなく逝去され

た斉藤さんには、長年の貢献に深く感謝するとともに、ご冥福をお祈り申し上げます。そ

のほかひとりひとりお名前は申し上げませんが、団員すべてが、団として、また個人とし

てそれぞれお世話になった方々を思い起こし、感謝の念を忘れないようにしたいものです。 
 
今回、３名でこの旅行記編集の仕事をさせていただきましたが、完成がおそくなったこ

とを、まずお詫び申し上げます。この第３回のドイツ旅行は、YCS としてのひとつの締め

くくりと理解する面もあるようで、これは今後数年の論議の対象になるでしょうが、いず

れにしても、旅行記念誌については、今後も何らかの形で演奏旅行が続けられるという前

提で、記録を正確に残し、今後の役に立てるということを重点に考えました。また、もち

ろん、旅行は常に新たな発見ですから、初めて参加された方も、再度の参加の方も、ここ

で新鮮な感激を得て、それを是非他の人にも共感してほしいということもありましょうし、

そうした部分も極力拾い上げたつもりです。大勢の方から大変貴重な原稿をいただき、心

からお礼を申し上げます。 
 
２００８年１１月     横浜合唱協会 鳥山純一、森岡剛、渡部園美 
 
写真提供者（５０音順、敬称略）： 
大石、岡田、鳥山（妙）、中山、平鹿、松田、森岡、山田、渡部 
 


