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JoS。バ ッハ

モテット「イエスよ、わが喜び」
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M.レ ーガー

8つ の宗教合唱曲集 (作品138)よ り
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1。 人が生 きる時は短 く (作品 138… 1)
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2.聖母マ リアの夢 (作品138-4)
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3.ア ニュス・デイ (作品 138… 6)
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A.ブル ックナー

サ曲第2番ホ短調 (オルガン編 曲版 )

Messe e-Moll op.27
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ご盪いさり

■ 清水 光洋 /代表

本日は横浜合唱協会第 691白 1定期演奏会にご来場いただき、誠にありがとうございます。

今回はアンサンブルの素晴らしさを堪能していただくステージです。バッハのモテットの中でも

人気の高い「イエスよ、わが喜び」、現代のドイツでバ ッハに次いで人気のあるレーガーの宗教曲、

そしてパイブオルガンの伴奏によリブルックナーの ミサ曲を演奏致 します。

指揮は新進気鋭の柳嶋耕太氏です。氏は ^昨年、ドイツからの帰国を機に当会の指導を快諾 して

下さいました。以来、私たちは緊張の中にも充実した練習をおこなって来ました。本日のプログラ

ムはパイプオルガンとの共演など合唱の私たちにとっても挑戦的な舞台となりました。どうか午後

のひとときをゆっくりとお楽 しみください。

横浜合唱協会は 2020年に創立 50周年を迎えます。その記念企画 として、2月 に第 70回定期演

奏会 (J.S.バ ツハ「ミサ曲口短調」)、 9月 にはドイツ演奏旅行などを計画 しています。今後も当

会ではバッハの奥深い魅力を伝え続けてまいりますので、引き続き皆さまのご支援をよろしくお願

い申し Lげます。

■ 柳嶋 耕太 /指揮者

貴重な週末の時間に、私たちの演奏会を聴 くことを選択 してくださったことに心から感謝いたし

ます。

横浜合唱協会と私 との関係は、昨年の第 68回 定期演奏会で客演指揮をさせていただいたことに

端を発 し、その前回演奏会終了以来、正式に指揮者 として合唱協会に受け入れていただき今に至 り

ます。2011年春から2017年秋までのおよそ 6年半にわたるドイツでの合唱指揮留学を経て完全帰

国した直後から、このような非常に熱心な、そして素晴らしい響きをもった合唱団と協働できると

いうことは、本当にラッキーで、本当にありがたいことだと、毎週稽古場に訪れるたび実感 してい

ます。

今回の演奏会では、J.S.バ ツ′ヽの「イエスよ、わが喜び」、レーガーの「8つ の宗教合唱曲集」 (抜

粋)、 そしてブルックナーの「ミサ山第 2番 ホ短調」 (オ ルガン編曲版)と 、独語圏の極めて重

厚な教会合唱作品が並びます。 ドイツ各地の名門オラトリオ合唱団に匹敵するような選曲であり、

かの地で学んできた私にとって、「こういうことがや りたかった」ということがばんばんに詰まっ

ています。従来からの横浜合唱協会のファンの皆さまには既知のことと思われますが、合唱協会に

おいては、演奏会のプログラミングは指揮者の一存ではなく、会員のうちの「プロデューサーJと

いう役職の方々の合議で行われます。今回もその例に漏れません。日本のアマチュア合Π昌団として、

こうした批評性の高い選曲を主体的に行い、それを自らの身体で表現 してやろうという気概に心か

ら尊敬の念を覚えるし、であるからこそ、音楽家としてできる限 りのことをせねばならないと身が

引き締まる思いの私です。

ところで「教会合唱作品Jと いうとアカデ ミックな印象が強いし、お客様のうち大半の方がキリ

ス ト教の信者ではいらっしゃらないでしょうから、今回のプログラムを小難 しく、外の世界のもの

とお思いになられる方が少なくないのではと思います。もちろん音楽を追求するにあたってアカデ

ミックな視点は必要であるし、テキス トの背景にあるキリス ト教について知ること (人 によっては

「信 じること」)が大切であることは言 うまでもありません。しかし、その知識の有る無 しは置い

ておき、お客様には、今日の演奏をぜひ肩の力を抜いて体験 していただきたいと願っています。世

の中の分断が極まり、日々の生活にも不穏さがちらほら見え隠れするような現実の中で、「‖
よく

‖

生きたいJと 苦′色ヽする。今日の教会合唱作品が一貫 して見つめているのは、そんな内臓がぐっと痛

むような、でも多 くの人の′とヽの隅でくすぶつているはずの、ある意味でありふれたような人間らし

い姿です。どうぞ、お楽 しみ下さい。     2-
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■柳嶋 耕太 (やなぎしま こうた/指揮)

2011年 に渡独。マンハイム音楽・表現芸術大学指llli科合Π呂専攻を経て、ザー

ル音楽大学指揮科合唱指揮専攻を卒業。2013年度 ドイツ連邦教育研究省奨学

生。学内や地域での合唱指導で研鑽を重ね、2015年 にはドイッ若手指揮者の

登竜門であるドイツ音楽評議会 。指揮者フォーラム研究員に日本人として初

めて選出され、同時に Carus出版より
‖
Bach vOcal‖賞を授与される。以来、ベ

ルリン放送合唱団、北 ドイツ放送合唱団、ザールブリュッケン室内合唱け|を

はじめとするドイツ国内各地の著名プロ/セ ミプロ合唱団を指揮。合唱指揮を

グオルク・グリュン、指揮を L岡敏之、声楽をアンネ=カ リーン・フェティ

クの各氏に師事c2017年 10月 に完全帰国。VocalconsOrt initium指 揮者。室
嚇豚スタッフ,テス)内

合唱団 vox alius音楽監督。将来を嘱望されている若手合唱指揮者であり、

いま多くの合唱人が彼の指導を求めている。早稲田大学混声合唱l■158期生、2006年 度学生指揮者。帰

国直後からの指導を経て、2018年 6月 より横浜合唱協会指揮者に正式就任。

■山口 綾規 (や まぐち りょうき/オルガン)

早稲田大学政治経済学部経済学科卒業。東京芸術大学音楽学部別科オルガン

専修を経て、同大学大学院修上課程音楽研究科を修了.こ れまでにバイブオ

ルガンを大槻由美子、ブライアン・アシュレー、廣野嗣雄の各氏に師事。東

京を中心に、アメリカ、中国、マレーシアなど、国内外で積極的に演奏活動

を続けている。クラシックからジャズ、ポピュラーまで、ジャンルの垣根を

超えた多彩なレパー トリーには定評があり、わか りやすく楽 しさ浴れるコン

サー トは、各地で新たなオルガンファンを生み出している。またオルガンの

みならず鍵盤楽器全般の教育にも力を注いでお り、後進の指導はもちろんの

ことセ ミナーや出版物なども多数手がけている。日本オルガニス ト協会会員。

今日本ビアノ指導者協会(ピ ティナ)正会員。 http:/ムⅦN ryOki.org/昭和音楽大学非常勤講師。

■諸岡 典経 (も ろおか のりつね/ヴィオローネ)

東京都出身c国立音楽大学卒業。西澤誠治、故・窪田基の両氏に師事。コン

トラバスでオーケス トラ、室内楽、合唱の伴奏等で活動する傍ら、古楽器 (ヴ

ィオローネ)を 用い通奏低音奏者 として多 くのグループで演奏会出演やレコ

ーディングなどに多数参加。オーケス トラ。シンポシオン、H「Jキ ヤノンズ・

コンサー ト管弦楽団、エンリコ 。オノフリ&チパンゴ・コンソー ト、東京バ

ロックブレイヤーズ、ラ・ムジカ・コッラーナメンバー。同時に、アコース

ティック・ベース、エレクトリック・ベース等でジャズ、ラテン首楽等ジャ

ンルを超えて活動中。4ヽ池吾郎主宰 MOGメ ンバー。東京五美術大学管弦楽

団、国分寺チェンバー・オーケス トラ低弦セクショントレーナー。楽奏団「あ・

うんJオ ーケス トラ 。アンサンブル指導者。2010年 より父の後を引き継いで青梅 リコーダーオーケス ト

ラ指揮者。
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綺緻餞釉

本日はバッ′ヽと、バッハが切 り開いた調性の世界を極めたロマン派後期の二人の作曲家を取 り Lげました。

前半は「バッハとレーガーJに 焦点を当てました。ドイッではバッハ愛好家の多くが「バッ′ヽの次に好きな作

曲家はレーガー」と言っています。横浜合唱協会はこれまで 4度の ドイツ演奏旅行をしましたが、その際「ど

うして日本では、バッハが頻繁に演奏されているのに、レーガーはあまり取 り上げられないのか ?」 とよく間

かれました。前 トーマスカントールの G.C.ビ ラーさんも「バッハの次はレーガーJと 熱 く語っていました。

本日の演奏でレーガー合唱曲の魅力の ^端 を味わっていただければ幸いです。

■J.S.バ ッハ(1685-1750)モ テッ ト

葬儀用の追悼音楽で、全 11曲 の構成は第 6曲 のフ

ーガ合唱を中心にして、前半と後半が対比的な意味内

容を持ち、それに対応 して各曲がシンメトリー (対称

的)に作曲されています。さらに、11曲のうち奇数

曲の第 1、 3、 5、 7、 9、 11の 6曲 はコラール旋律 と

詩句を用い、偶数曲の第 2、 4、 6、 8、 10の 5曲 は新

約聖書。ローマ書の散文を歌詞としたマ ドリガル風に

曲付けされて全曲の多様性が生み出されています。

【楽曲詳細】

第 1曲 4声 (SATB)コ ラール ホ短調

イエスよ、わが喜び    ´

導入のコラールですが、素晴らしい和声、表情豊か

な内声、テノールの豊かなカンタービレ、流暢なバス

を備え、数多いバッハコラールでも絶品の曲です。

第 2曲 5声

罪の定めなし

(SSAttB)合唱 ホ短調

歌詞 wandcln(変 化する)

がフーガのキーワー ドで、減

5度の悪魔の音程で始まり、

中間でホ短調から口短調に

転調 し、聖霊の世界への「聖

なる変化Jを 象徴 します。
悪魔と戦うキリスト

ホ短調第 3曲 5声 (SSAttB)コ ラール

イエスの庇護の下で

嵐、雷、攻撃、あらゆる敵の前でも「イエスの庇護」

で自由でいられます。

第 4曲 3声 (SSA)合唱 ホ短調

霊の法則は

ホ短調の「霊の法則」で始まり、後半は口短調で「死

と罪の法則からの解放」を告げます。

第 5曲 5声 (SSAttB)コ ラール編曲 ホ短調

年老いた竜よ

「悪魔 との戦いJの劇的表現が大半を占め、中間部

で「イエスの側に立つ安心」が静寂で対置されます。

「イエスよ、わが喜び」(BWV227)
第 6曲 5声 (SSATB)フ ーガ合唱 卜長調

肉にある者ではなく

中心に置かれた重要な二重フーガで、第一テーマで

は geistlich(聖霊)が長いメリスマで、続 く第ニテー

マはwOhnet(宿 る)が強調され、後半 2つ のテーマ

が重なって「聖霊が人に宿るJこ とが告げられます。

第 7曲 4声 (SAttB)コ ラール ホ短調

すべての宝よ、去れ !

現世の虚飾を捨て、「決 してイエスから離れません」

と、悪からの離脱を決意表明します。

第 8曲 3声 (ATB)合唱 ハ長調

キリス トがあなたがたの内に

前半「肉体は罪ゆえに

死んでもJが、死 (Tod)

の不協音を抱えつつ表

現豊かな旋律で、ゆった

りした舞曲風 リズムで

歌われます。後半一転 し

て「霊の不減Jが、生き

生きとしたコロラトウー

第 9曲 4声 (SSA丁)コ ラール編曲 イ短調

さようなら、生きざまよ

虚飾。悪徳な生活からさようなら(Gute Nacht)を告

げます。バス声部を欠 く特異な声部構成が天上の声を

象徴 しています。

第 10曲 5声 (SSAttB)合唱 ホ短調

霊が内に宿り

「イエスを復活 (aufewecket)さ せた方の霊」の

句ではファンファーレ表現が死者の復活を約束 し、埋

葬される人の永遠の生命を確信させます。

第 11曲 4声 (SATB)コ ラール ホ短調

退け、悲 しみの霊たちよ

第 1曲 のコラールが戻ってきて、最終句に置かれ

た"JeSu,meine Freudc"の 信仰告自で結ばれます。

準霊のイメージと働き

ラによって表現 されます。
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晰鼈蒻絋

■M.レ ーガー(1873-1916)8つ の宗教合唱曲集 (op.138)よ り

レーガーは 1873年 にバイエルン州のバイロイト

に近いブラントに生まれました。10代前半から音楽

教育を受け特にバッハに傾倒 し早熟ぶ りを示 しまし

た。1905年 (32歳)ミ ュンヘン音楽院のラインベル

ガーの後任教授、1907年 (34歳)ラ イプツイヒ大学

作曲教授、1911年 (38歳 )当 時 ドイツ最高楽団の一

つマイニングン宮廷オケ指揮者 とキャリアを築きま

した。しかし1916年 オランダ演奏旅行の帰 リライプ

ツィヒのホテルで心臓発作により 43歳の生涯を開

じました。この時ベッドの傍の机に残されていたの

が、本日演奏する り、が生きる時は短 く op.138-1」

の校正刷 りでした。彼の思考 と感性が「死」や「永

遠」というテーマに向けられていたことを考えると、

校正刷 りを携えライプツイヒヘの最後の旅に出たと

いうことは大変象徴的で心打たれます。

【8つの宗教合唱曲集について】

第一次世界大戦が始まった 1914年夏、作曲に取 り

組みました。この曲集では若い時の複雑さが消え明

瞭簡潔な作風 となり、旋律は歌いやすさが重視され、

ロマン派後期の作曲家に多用された意図的な調性の

移動は見られません。曲が長いゆった りしたリタル

ダンドでかつピアニシモで終止 しているのも大きな

特徴です。本日は 8曲の中から4曲を演奏 します。

【楽曲詳細】

第 1曲 8声 2重合唱(SAttB,SAttB)イ 短調

人が生きる時は短く

複合 2部形式で書かれていて、1部の冒頭にソプ

ラノとアル トの 3声がイ短調和音で Der Mensch(人

■A.ブルックナー(1824-1896)ミ サ曲

後半に取 りLげるブルックナーは「長大な交響曲作

家Jの イメージが強いですが、合唱愛好家には「珠玉

のアカペラのモテットJが親 しまれています。今回取

りLげた“ミサ曲第 2番 "は、若い時に教会音楽家 とし

て珠玉のモテットを生み出し、後年交響曲作家となっ

ていくブルックナーの転換期に生みだされたユニニ

クな編成のミサ曲です。ブルックナーは 1824年 リン

ツに近い村アンスフェルデンに生まれ、1837年 (13

歳)聖 フローリアン修道院の聖歌隊に入 りました。こ

この豊かな自然と、荘厳華麗なバロック様式教会のオ

ルガンや合唱の響きが「ブルックナーの心の故郷Jと

なりましたG1845年聖フローリアン修道院、1855-68

よ)と 、まるで弔いの鐘のように響かせるなか、「人

が生きる時は短 く、はかないJと 歌い進めます。2

部に入 リイ長調となり曲調は大きく変わり、「ただ一

人神だけが永遠」 と力強 く叫ばれ、最後は sempre

molto五 t.と 指示された極端に緩やかなテンボとなり、

「私たちは神の手の内にあるJと 結ばれます.

第 4曲 6声(SSAttBB)へ 長調 聖母マリアの夢

1、 2番は 3拍子の民謡風の共通メロデイ、1番 は

マ リアの見た夢が胎内で樹のように育ち、 2番では

大樹 となリイエスと呼ばれるようになります。3番

では 4拍子に変わ り、厳 しい展開となり「そのイエ

スが辛い拷間を受け私たちを救った」と歌いますc

第 6曲 5声 (SATBB)ホ短調 アニュス・デイ

「神の子 |た が罪もなく、十字架に処せられたJと

静かに歌われ、後半に入って「さもなければ私たち

が (罪 を受けた)Jの箇所だけ、フォルテで強調され

ます。最後は「我らを憐れみ給えJと ビアニシモに

なり、特に“o Jesu“ はビアニシシモ (ppp)sempre rit.

と指示された緩やかなテンポによるイエスヘの祈 り

で結ばれます。

第 3曲 5声 (SAttBB)口 短調 夜の歌

前半は「神に守られ安息せよJと 穏やかな調べが

奏でられます。後半に入り冒頭で「11よ 、私たちか

ら悪霊を追い払いJの詩句がフォルテで叫ばれます

が、やがて「天使を遣わしてくださいJと 穏やかに

なり、「あなたへの信仰はゆるぎません」と静かに結

びます。

年 リンツ1国人聖堂オルガニス トを務めながら、ゼヒタ

ーに和声法と月イ立法、キッツラーに管弦楽法を学びま

した。1868年 にはゼヒターの後任でウイーン国立音

楽院教授に就任、交響曲に集中し F交響|IH作 家Jと し

ての名声を築きました.1896年 ウイーンで 72年 の生

涯を開じ、棺は聖フローリアン修道院の聖堂オルガン

の真下に安置されました。

【作由の動機】

ブルックナーに篤い理

解 と援助を与えたリンツ

大聖堂のルディギール司

教の計らいで「新しい大

番 ホ短調 (op.27)

初演のリンツ新入聖堂
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鰊財餞躾

聖堂の建造祝賀用Jの 新作を委嘱され 1866年 に作曲、

初演は 1869年 9月 25日 、作曲者の指揮でリンツ大

聖堂構内の野外にて行われました。野外演奏用であつ

たために、混声合Π昌と管楽オーケストラという珍 しい

編成が生まれました。今日はみなとみらいホールの大

オルガンとともに演奏 します。

【楽曲詳細】

|.キ リエ ホ短調 4/4拍子

第 2ア ル トがホ短調根音のホ音を持続するなか、

上声が順次音を重ねホ短調の協和音を形成、そこへ第

1ソ プラノが一瞬不協和音を響かせ教会旋法のメロ

ディを奏で、アカベラ女声 4部合唱が開始、これを男

声 4部合唱が受け継ぎます。この荘厳な響きと音色

の対比が、聴 く人を 一気にリンツ大聖堂に誘います。

‖.グロリア ハ長調 4/4拍子

グレゴリオ聖歌の先唱と女声合唱ユニゾンによる

教会旋法メロディで始まります。次の「 l:な る神 J、

「天の王」、「主なるひとり了̂ Jは、分散nl音 の同じ音

型で歌われ「三位 ^体」を暗示させます。このあと「我

らの願いを聞き入れ給えJの変イ長調 (♭ ♭♭♭)や、

「イエス、キリス トよJの 嬰へ長訓 (######)
のような大胆な転調で神秘的な作用を生みながら、

「アーメン、フーガ」に突入しますc

Ⅲ.ク レド ハ長調 3/4拍子

グレゴリオ聖歌の先唱と混声ユニゾンによる「聖歌

風メロディJで始まりますЭこれを「近代和声Jが受

け継ぎ、両者が月比されながら曲を盛 り Lげます。続

くアダージョによる「エ ト、インカルナ トゥス (マ リ

アの受胎)_の アカベラ8声合唱は絶品ですcブルッ

クナーが書ヽヽた最も美 しい音楽の一つと言われてい

ます.2回繰 り返され、最初の「処女マリアJは明る

いイ長調 (|■ =)で処女が、2度 日は半音低 くなっ

た変イ長調 (♭ ♭♭♭)で母性が象徴されています。続

く受難部では「十字架につけられJ、 「苦 しみを受け、

葬られたまえりJが コラールで静かに歌われますc「復

活」は一転 して高らかに歌われ、「最後の審判Jでは

「ユディカレ (裁 き)Jが何度も告げられる中、「ヴイ

ーヴォス (生者)Jの フォルテシシモと、「モル トゥオ

ス (死者)」 のビアノが対比 して表現されます。

lV.サンク トゥス ト長調 4/4拍子

8声のカノン合唱ですが、主題はルネサンスの作曲

家パレス トリーナの「ミサ 。ブレヴィスJ(譜夕1)か

ら取っています。「最初は抑制された強さで、そして

後には次第に強さを増 して」と演奏指示 しているよう

に、声音|`が 力Πわっていくとともに、徐々に強さも増 し

ていって、さらに青高も高まり、頂点に向かって音楽

が拡がっていきます。頂点の感/1・JRま ったところで、「万

軍の主なる神Jが厳かに歌われますc

V.ベネディク トウス ハ長調 4/4拍子

オルガン前奏の半音階動機が女声に引き継がれて

全体の基調となり穏やかに推移 します。中間部ではフ

ォルテで歌われるテノールの下降音型が各声部で模

倣されていきます。やがて冒頭部が再現され、「ホザ

ンナ」がフォルテシモで叫ばれ結ばれますc

Ⅵ.アニュス・デイ ホ短調 4/4拍子

静かなユニゾンによる「アニュス・デイJに 始まり

4声合唱を経て、「ミゼレーレJが 8声によるフォル

テシモでしかも広い音域合唱で歌われる冒頭部の「音

空間の大きな拡が りJは圧巻です。終結部は「我らに

平和を」がソプラノ 。テノー

ルとアル ト・バスの 2群で、

女声は mezza voce、 男声は

falsettoと す旨示される祈 りが、

遥かかなたに響 きゆ くよう

に交わされ全山が閉 じられ

ます。

この ミサ耐1は 教会音楽家ブルックナーが生み出し

た「アカベラ合|1昌 曲とオルガン曲」を総合した、「ロ

マン派後期の名峰Jです。ブルックナーが「′と、の故郷J

としたオース トリアの自然 と大聖堂の大空間によっ

て育まれ、生涯ブルックナー音楽の重要な特徴となっ

た「広さJの概念が、「8声の 2重合唱、デイナ ミー

クの大胆な変化 (フ ォルテシモに向かう“高揚のドラ

マツルギー")、 合唱音域の拡大、幅広い調性使い」等、

随所に織 り込まれていますcブルックナー研究者のノ

ヴァークは、「リンツの新 しい人聖堂の建造祝賀用と

して生まれた ミサ山は、時代をはるかに先駆けて、そ

の敬虔性 と包括性では今回なお到達 し得ぬほどの教

会音楽を与えてくれているcJと 高 く評価 していますc

藤井良昭 (会 員)

ブルックナー

-6-
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彰趙鶉鰈

l.Choral
Jesu, meine Freude,

meines Herzens Weide,

Jesu, meine Zier,

ach wie lang, ach lange

ist dem Herzen bange

und verlangt nach dir!

Gottes Lamrn, mein BrZiutigarn,

auBer dir soll mir auf Erden

nichts sonst Liebers werden.

2.Chor
Es ist nun nichts Verdammliches an denen,

die in Christo Jesu sind,

die nicht nach dem Fleische wandeln,

sondern nach dem Geist.

3.Choral
Unter deinem Schirmen

bin ich vor den Stiirmen

aller Feinde frei.

LaB den Satan wittern,

1ai3 den Feind erbittern,

mir steht Jesus bei.

Ob es itzt gleichkracht wdblitzt,
ob gleich Siind und Hdlle schrecken:

Jesus will mich decken.

4.Chor
Denn das Gesetz des Geistes,

der da lebendig machet in Christo Jesu,

hat michfrei gemacht

von dem Gesetz der Siinde und des Todes.

5.Choral
Trotz dem alten Drachen,

Trotz des Todes Rachen,

Trotzder Furcht darzut

Tobe, Welt, und springe,

ich steh hier und singe

in gar sichrer Ruh.

Gottes Macht hiilt mich in acht;

Erd und Abgrund mul3 verstummen,

ob sie noch so brummen.

J.Sロバッハ

モテット『 イエスよ、わが喜び』 BWV227

1.コラール

イエスよ、わが喜び、

わが′らの安らぎ、

イエスよ、わが誇り、

あぁ、どれほど、どれほど長い問

心細かったことでしょうか、

そしてあなたを求めていたことでしょうか |

神の了羊よ、わたしの花婿よ、

この世の中で、あなたの他に

より愛しい人はおりません.

2.合ロロ

今やキリストイエスにホ「午ばれている H/は 、

罪に定められる事はありません。

彼らは内ではなく、

霊によつて導かれるのです.

<□ ―マの信徒への手紙8-1>

3.コ ラーリレ

あなたが護って下さるから

どのような敵が襲ってきても

わたしは安心していられます.

サタンよ、荒れ狂うがいい、

敵よ、猛り狂うがいい、

わたしにはイエスが味方して下さいますc

たとえ今雷が鳴り、稲妻が光ろうと、

たとえ今罪と地獄が脅かそうと

イエスがわたしをお護り下さるのです
=

4.合唱

キリスト・イエスによつて命を1)た らす

霊の法則が、

罪と死との

'去

貝1カ 費)

わたしを解放したからです。

<□ ―マの信徒への手紙 8-2>

5.コ ラ…リレ

年老いたドラゴンに逆らえ、

死の岸淵に逆らえ、

その恐怖に逆らえ |

荒れ狂え、世よ、そして飛び跳ねよ、

わたしはここに立って、

しつかりと安心して歌います
=

神の力がわたしを支えてくださいますc

地と深淵がどれ l■ ど唸り芦をあげようと、

`Z、
ず黙らずにはいられないでし,1う 。
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釉輻 薮

6.Chor
Ihr aber seid nicht fleischlich,
sondern geistlich,

so anders Gottes Geist in euch wohnet.

Wer aber Christi Geist nicht hat,

der ist nicht sein.

T.Choral
Weg mit allen Schiitzenl

Du bist mein Ergotzen,

Jesu, meine Lustl

Weg ihr eitlen Ehren,

ich mag euch nicht hciren,

bleibt mir unbewuBt!

Elend, Not, Kreuz, Schmach und Tod
soll mich, ob ich viel muB leiden,

nicht von Jesu scheiden.

8.Chor
So aber Christus in euch ist,

so ist der Leib nvar tot um der Siinde willen;
der Geist aber ist das Leben um der Gerechtigkeit

willen.

9.Choral
Gute Nacht, o'Wesen,

das die Welt erlesen,

mir geftillst du nicht.

Gute Nacht, ihr Siinden,

bleibet weit dahinten,

komnrt nicht mehr ans Licht!

Gute Nacht, du Stolz und Pracht!

Dir sei garu, dt Lasterleben,

gute Nacht gegeben.

6.雀〕口昌

神の霊があなたがたの内に宿っている限り、

あなたがたは、内ではなく

霊の支配下にいますc

キリストの霊を持たない者は

キリストに属していませんc

<□―マの信イ走への■諦氏8-9>

7.コラール

宝よ、すべて去れ !

あなたはわたしの楽しみ、

イエスよ、わたしの喜びです |

むなしい栄誉よ、おまえたち1)去るがいい。

わたしはおまえたちのことを聞きたくない、

知りたくないのです |

苦しみ、古難、1字架、辱めと死を

どオ■ほどわたしが味わうことになろうとも

わたしはイエスから離れることはありません.

8.合唱

キリストがあなたがたの内におられるならば、

体は罪によって死んでいて1)、

霊は義によつて命となつています.

<□ ―マの信徒への手紙810>

9.コラール

お別れです、

このLが選りすぐつた人よ、

わたしはあなたを好きになオしませんじ

お男||オしです、罪たちよ、

遠くに離れていて下さい、

どうか日の日を見ることのないように |

お別オ
´
しです、高慢と,十飾のあなた |

悪徳な生活よ、あなたには

もうこれで永遠の眠りを捧げましょう。

-8-



震蜃 饂

10.Chor
So nun der Geist des,

der Jesum von den Toten auferwecket hat,

in euch wohnet, so wird auch derselbige,

der Christum von den Toten aufenuecket hat,

eure sterbliche Leiber lebendig machen um des willen,
da/3 sein Geist in euch wohnet.

11.Choral
Weicht, ihr Trauergeister,

denn mein Freudenmeister,

Jesus, tritt herein.

Denen, die Gott lieben,

muB auch ihr Betriiben

lauter Zucker sein.

Duld ich schon hier Spott und Hohn,

dennoch bleibst du auch im Leide,

Jesu, meine Freude.

10.合口昌

もし、イエスを死者から復活させた方のギが、

あなたがたの内に宿ってtヽ るなら、

キリストを死者から復活させた方 |ま 、

あなたがたの内に宿っていろそのilこ よって、

あなたがたのタビぬはずの体をtリ

生かしてくださるでしょう.

<□ ―マの信徒へC手■ 811>

11.コ ラーリレ

退きなさい、悲しみの霊たちよ、

わたしの喜びの主、

イエスが人つてこられます c

神を愛している人々に|ま

その悲しみも

砂糖のように甘いものかt)し れません。

たとえわたしが嘲りと辱めをうけても

その苦しみの中でも

イエスよ、あなたはわが喜び.

Mロ レ‐ガー
『8つの宗教合唱曲集 op.138』  より

Der Mensch lebt und bestehet/人 が生きる時は短くop.138-1
Text: Matthias Claudius( I 746- I 8 I 5)

Der Mensch lebt und bestehet

nur eine kleine Zeit,

und alle Welt vergehet

mit ihrer Herrlichkeit.

Es ist nur Einer ewig

und an allen Enden

und wir in seinen Hiinden.

人が生きる時は短く、

その存在ははかない、

すべての世界は、

その素晴らしさとともに消え去るc

ただ一人だけが永遠で、

すべての倶1に存在するc

そしてわたしたちはその手の中にあるc

op.138… 4

聖母マリアは

夢を見た :

その夢は心の中で

樹のように育っていた
=

樹がその影を

,司 りに落とすように :

主イエス。キリスト、救い主、と

その方は国中で呼ばれるようになったじ

Unserlieben Frauen Traum/聖 母マリアの夢
Te辻 Anonymus(作者不明)

Und llllser lieben Frauen,

der trallmet ih‐ ein Trauln:

wic lllltcr ihrcm Hcrzcn

gewachsen w計 ,gewachsen ein Baum.

U‐lld wie der Ba■ llll ein Scllatten gab

wom iibcr allc Lalld:

Herr Jesus Cl■・i前,der Hciland,

also ist er gellanlat.

-9-



魃餞 隷

Herr Jesus Christ, der Heiland,

ist unser Heil und Trost,

mit seiner bittern Marter

hat er uns all erlost.

Das Agnus Deiノ /アニユス・デイ op.138… 6
Tc対 :nach dcm l誠 einischcn“ Ag.lus Dci''vcDn Nikolaus Decius(-1541)

O LalΠn Gottes,unschuldig

am Stalrllll des keuzes geschlachtet,

allzeit gcftlnden duldig,

wie wohl du wllrdtt vcrachtet:

All Siind hast du getragen,

sontt lnii3ten、 vir verzagen.

Erbarlll dich■ lllser,o Jcsu.

Nachtlied/夜 0歌 op.138-3
Tcxt:Petrus Hcl・ be■ (-1591)

Dic Nacllt ist koFⅢ
“

n,

drin、vir rllhen sollen;

Gott walts zu Frollllllen

nach sciln Wohlge食 11len,

da3 wir unslcgen

in scim Glcit und Segen,

der Rtll m pflegen.

Trcib,Herr,von ulls fern

die uⅢ cinen Geittcr,

halt dic Nacht、 vach gern,

sci selbst unscI Sclliitzherrl

Schirnl bcid,Lcib und Seel,

lllltcr dcinc Fliigel,

send uns dein Engel.

La3 11ns einscmafen

lnit guten Gedal■ en,

■ёhlich auf〃achcn

und von dir lllcht wankcn;

la3 uns lllllt Ziichten

tllaser TIIll und Dichtcn

zu dcilll Prcis richten.

救い主である主イエス。キリストは

わたしたちの救いと慰め、

キい拷間を受け

わたしたちを救つてくださった。

神の了̂羊よ、罪もなく

十字架ではりつけの丼1に 処せられ、

どれほど卑しめらオ■ようと

いつの時も耐え忍ばれた :

すべての罪を一身に負われた、

さtぅ なければわたしたちは絶望に包まれるc

わたしたちを憐れみたまえ、おおイエスよ.

夜になり,

そこにわたしたちは体めと言われる:

イ中|ま御′とヽのままに

信′とヽ深き者たちに言われる、

ネ申に守られ

祝福される中で体めと

そして安′臼、せよとc

主よ、わたしたちから

悪い霊を追い払い

夜を見張り

わたしたちの守護仲でいてください |

身t)心も守りたまえ、

あなたの翼のもと、

あなたの天使を遣してくださいc

眠りにつかせよ

心地よい思いの中で、

楽しく目党め

ま)なたへのイ言心はゆるぎない
;

心からの

行いと言葉が

あなたをほめたたえる.

-10-
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祗鰺 診

Kyrie
Kyrie eleison.

Christe eleison.

Kyrie eleison.

Gloria
Gloria in excelsis Deo.

Et in terra pax hominibus bonae voluntatis.

Laudamus te,

Benedicimus te,

Adoramus te,

Glorificamus te.

Gratias agimus tibi
propter magnam gloriam tuam.

Domine Deus, Rex coelestis,

Deus Pater omnipotens.

Domine Fili unigenite Jesu Christe.

Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris.

Qui tollis peccata mundi,

miserere nobis.

Qui tollis peccata mundi,

suscipe deprecationem nostram.

Qui sedes ad dexteram Patris,

miserere nobis.

Quoniam tu solus Sanctus.

Tu solus Dominus.

Tu solus Altissimus, Jesu Christe.

Cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris.

Amen.

Credo
Credo in unum Deunq

Patrem omnipotentenl

factorem coeli et terrae,

visibilium omniurn, et invisibilium.

Et in unum Dominum Jesum Christunr,

Filium Dei unigenitum.

Et ex Patre nafum ante omnia saecula.

Deum de Deo, lumen de lumine,

Deum verum de Deo vero.

Genifum, non factunr, consubstantialem Patri:

per quem omnia facta sunt.

Qui propter nos homines,

et propter nostram salutem descendit de coelis.

A.ブルックナー
『ミサ曲第2番ホ短調』

キリエ

主よ、あわれみたまえ
=

キリストよ、あわれみたまえ
=

主よ、あわれみたまえ。

グロリア

いと高きところには神に栄光。

地には平和、人には恵みあれ[

われら主をほめ、

主をたたえ、

主をおがみ、

主をあがめ、

主の大いなる栄光のゆえに

(主 に)感謝をささ|デ ます。

神なる主、天の工、

全能の父なる神よc

主なる御ひとり子、イエズス・キリストよっ

神なる主、神の小羊、父のみ了^よ
.

世の罪を除きたもう主よ、

われらをあわれみたまえc

陛の罪を除きたもう主よ、

われらの願いを聞きいれたまえ.

父の右に座したもう主よ、

わオしらをあわれみたまえ.

主のみ聖なり.

キのみ王なり。

主のみいと高し、イエズス。キリストよc

聖霊とと1)に父なる神の栄光のうちに.

アーメン.

クレド

われは信ず、唯 の神、

全能の父、

天と地、

見えるもの見えぎるものすべての造り主を
=

われは信ず、唯 ―の主、イエス。キリストを、

神の御ひとり子、

主はすべてに先立って、父より生まれた。

神よりの神、)Lよ りの光

まことのネ申よりの、まことのネ申、

造られずして生まれ、父と一体となり、

すべては主によりて造られた。

主はわれら人類のため、

またわれらの救いのために、天よりくだり、
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彰珈 顆

Et incarnatus est de Spiritu Sancto

ex Maria Virgine: et homo factus est.

Crucifixus etiam pro nobis:

sub Pontio Pilato
passus, et sepultus est.

Et resurrexit terlia die, secundum Scripturas.

Et ascendit in coelum:

sedet ad dexteram Patris.

Et iterum venturus est cum gloria,

judicare vivos et mortuos:

cujus regni non erit finis.

Et in Spiritum Sancturr!

Dominunr, et vivifl cantem:

qui ex Patre Filioque procedit.

Qui cum Patre et Filio simul adoratur,

et conglorificatur:
qui locutus est per Prophetas.

Et unam sanctam catholicam

et apostolicam Ecclesiam.

Confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum.

Et exspecto resurrectionem mortuorum.

Et vitam venturi saeculi.

Amen.

Sanctus
Sanctus, Sanctus, Sanctus

Dominus Deus Sabaoth.

Pleni sunt coeli et terra gloria tua.

Hosanna in excelsis.

Benedictus
Benedictus qui venit in nomine Domini.

Hosanna in excelsis.

Agnus Dei
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi:

miserere nobis.

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi:

miserere nobis.

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi:

dona nobis pacem.

聖霊によりて、処女マリアより

御からだをうけ、そして人となりたまえり。

ボンティオ・ビラトのもとで、

われらのために 十宇架につけられ、

苫しみを受け、葬られたまえり.

そして聖書にあるとおり三 日目に復活した。

そして,天 に昇られ

父の右に座したもう.

(主は)栄光のうちに再び来たり、

生ける者と死せる者を裁きた1)う .

主の国は終ることなし,

(われは信ず、)主なる聖霊、

いのちの与‐え主を3

聖霊は、父と子とから出でて、

父と子ととともに拝さオし、

あがめられ ,

また預言者によりて語りたまえり.

(われは、)唯 ―聖なる。公の

使徒羊眺承の教会を信じます。

罪のゆるしとなる唯一の彰Lネ Lを認めます。

また,夕[者の復活と、

来世での命を待ち望みます。

アーメン

サンクトウス

聖なるかな、聖なるかな、聖なるかな

万軍の神なる主.

主の栄光は天地にみつじ

いと高きところにホザンナっ

ベネデイクトウス

ほむべきかな、天の御名によりて来たる者c

天のいと高きところにホザンナ.

アニュス・デイ

神の子羊、世の罪を除きたもう主よ、

われらをあわれみたまえっ

神の子羊、陛の罪を除きたもう主よ、

われらをあわれみたまえっ

神の了‐羊、世の罪を除きた1)う 主よ、

われらに平安を与えたまえ,
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隧沃饒瘍雉絋

横浜合唱協会は、J.S.バ ツハ声楽作品の本格的な演奏を日指 して、1970年 に発足したアマチュア合

唱団です。これまで、指揮者の八尋和美氏、山神健志氏をはじめ、充実 した指導陣の下で演奏活動を

行ってきました。レパー トリーはバッハ、シュッッやメンデルスゾーン、ブラームスなどバロックか

らロマン派の ドイツの合唱青楽を中心に据え、近年ではイギリス・バロック音楽、F.マ ルタン、アル

ヴォ・ベル トなどの近 。現代の作品へも活動の幅を広げています。近年では合唱ワークショップを企

画 し、外部との交流や、楽曲へのより深い理解のもとで演奏を行 うという新 しい取 り組みを始めてい

ます。また、1997年 から4回 を数えるドイツ演奏旅行を経て、 ‐昨年 10月 にはドイツ・ライブツィ

ヒ市を拠点に活動するアミチ・ムジケ・ライブツィヒ(amici musicac Lcipzig)を 横浜に迎えて交流演奏

会を行いました。倉1立 50周年にあたる 2020年 には、5度 日のドイツ演奏旅行とドイツでのアミチ・

ムジケとの交流 (合同演奏)を 計画 していますc2017年からは初l嶋耕太氏による指導が始まり、毎週土

曜日の練習がますます刺激的になってきました。

■正会員

[ソ プラノ]

平鹿 諭子   飯島 純子

高円 文子   占宮 真紀子

上田 紀了   北村 千恵 J4

高間 豊 」4   鈴木 悠里

[ア ル ト]

新谷 暁

青lll敦子

北原 規子

須賀 由美

広庭 恵美

小野 早苗

魚本 充 了

河野 敦子

田口 千佳子

山田 都

渡部 園美

柏屋 麻里子

志村 矢日子

中村 さえ了

小||1美 奈

山本 久美子

堂崎 直美

三宅 麻紀

柴円 秀男

佐 々木 聴 了

西連寺 利絵

吉川 由里了

森岡 岡」

岡崎 希枝

太円 明子

lu久井 一男

田島 京子

栃木 真紀

新井 千鶴子  堂崎 律子   長尾 里美   大杉 純子

藤井 美智子  中山 典子   水越 淳子   鈴木 理絵子

志水 弘美   大石 むつみ  相馬 美津恵  関口 葉子

青山 力日代子

[テ ノール ]

藤井 良昭   堂1時 浩    馬岡 不J吏   清水 光洋

岩間 昌史   木村 仁一   今回 勝之   前田 羊一

中村 淳

[バ ス ]

新井 隆士   大石 康夫   飯島 龍哉   天ケ瀬 圭三

平鹿 ―́久   長島 茂    関根 健史   小林 悟

岡田 亮介   長谷 雅信   柏屋 弘

■宅 史朗   遠田 昭夫   清藤 大輔

中野 理 了   馬岡 洋子

保田 康子   松村 千什 了

矢吹 世紀代  中西 敦 了

山田 直静1  松田 圭一郎  若狭 保弘

■維持会 員

伊藤 邦 r   気賀沢 忠文  竹村 重1「   梅津 実可   中山 元子   武田 サヨ

lII司 千秋   佐久間 貴美  安広 百代   中西 牧 r  藤井 nl奈子  松下 孝

吉崎 桂江   友田 晃利   鈴木 園子   林 雅子    lli聡 了    久保 祐子

人洋 洋子   鈴木 康司   小野沢 誠   魚本 一●l   石川 鮎子   笹井 平

国分 エリ子  小見山 雄次  雀劃
`魚
「宜   鳥山 純 ^  津守 滋    上り|:美聟子

白石 洋子   日沖 憲司   本多 志織   加藤 拓lll   松円 久美   山口 綾規

恒吉 理美   森岡 美紀   山田 多佳千  長谷川由里了 木村 美保   市川 純也

川越 信彰   新井 光恵   小田 稔    前田 件 r   人塩 亜季   古根 香菜子

松本 恵太郎  露木 iド 樹   荒井 直了   松尾 裕子   上井 賢一   今城 明美

市り|1浩 子   古根 正治   安積 ■1彦   小山 正嘉   ガF須 比奈子  堀内 陽 了

田川 正浩   岩附 美知子  高橋 1貞 」4   石川 歩    岡 聡美

-13-



躾嶼流鍮蠅颯

日時
会場
曲目
指揮
合唱

～ 次回演奏会のお知らせ ～

第 70回定期演奏会

2020年 2月 29日 (土 )

横浜みなとみらいホール 大ホール

J.S。バ ッハ「ミサ曲口短調」BWV 232(2010改訂版)

柳嶋耕太
横浜合唱協会

第 68固定期演奏会
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