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ごあいさつ

横浜合唱協会・日独ジョイントコンサート
―アミチムジケ・ライプツィヒ（合唱＆オーケストラ）を迎えて―

Gemeinsames Konzert von Yokohama Choral Society
&

amici musicae Chor und Orchester aus Leipzig

１. 横浜合唱協会 
J.S.バッハ Komm, Jesu, komm 来たれ、イエスよ、来たれ　BWV229
H.シュッツ Tröstet, tröstet mein Volk 慰めよ、わたしの民を慰めよ　SWV382
 Selig sind die Toten 死ぬ人は幸いである　SWV391
F.メンデルスゾーン Richte mich, Gott 神よ、わたしを裁いて下さい　op.78/2

２. アミチムジケ・ライプツィヒ 
A.ブルックナー Os justi 正しい者の口は智恵を語り　WAB30
F.メンデルスゾーン Warum toben die Heiden なにゆえ、国々は騒ぎ立ち　op.78/1
W.ヴァイスマン Der Herr ist mein Hirte 主は私の羊飼いである
M.レーガー Der Mensch lebt und bestehet nur eine kleine Zeit
  人が生きる時は短く　op.138/1

― 休　憩 ―

３. 合同演奏
J.S.バッハ Magnificat in D-Dur マニフィカト　ニ長調　BWV243

指揮 Dirigent ：ロン-ディルク・エントロイトナー Ron-Dirk Entleutner
 山神健志 Takeshi Yamagami
独唱 ソプラノ Sopran ：クリスティアーネ・ヴィーゼ Christiane Wiese

アルト Alt ：インガ・イエーガー Inga Jäger
テノール Tenor ：パウル・クメチュ Paul Kmetsch
バス Bass ：ドミニク・グローセ Dominic Große

管弦楽 Orchester ：アミチムジケオーケストラ amici musicae Orchester
合唱 Chor  ：アミチムジケ合唱団 amici musicae Chor
 横浜合唱協会 Yokohama Choral Society

本日は横浜合唱協会日独ジョイントコンサートにご来場いただき誠にありがとうございます。アミチムジケ・
ライプツィヒとの出会いは、2015年の第４回ドイツ演奏旅行の時で、現地のアマチュア合唱団との交流は私た
ちにとって得難い体験でした。今度は彼らが日本に来てくれました。10日余りの滞在の中で、東京・大阪の
大学生とのワークショップや所沢混声合唱団との交流演奏会を経て、本日が最後のステージです。ハードな
日程のなかで、彼らには様々な日本の文化に触れてもらえたのはないでしょうか。海外の合唱団と一緒に歌う
機会は多くありませんが、今日、その大変貴重な時間をご来場の皆さまと共有できることは本当に幸せです。
海外の友に素晴らしい日本ツアーだったと心に刻んでもらえるよう、私たちも一生懸命歌いたいと思います。
最後に、この演奏会を開催するにあたり、 関係各位からの多大な助成及び後援、そして多くの方々の協力

をいただきましたことを心より感謝申し上げます。
 2017年10月13日
 横浜合唱協会　代表　清水光洋
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ごあいさつ

ロン - ディルク・エントロイトナー　Ron-Dirk Entleutner ／指揮
　1976年ライプツィヒ生まれ。1985年から94年までライプツィヒ・トマナコアのメンバーとして歌い、か
つ団内指揮者として指揮の経験も積む。メンデルスゾーン音楽大学で、G.C.ビラー教授に指揮を、D.シュミッ
ト教授に声楽を師事。1994年「アミチムジケ合唱団＆オーケストラ」を創設。ライプツィヒの注目のアン
サンブルとして広くドイツで演奏活動、ラジオ出演及びCDのレコーディングを行う。2000年よりライプツィ
ヒの「J.S.バッハ音楽大学」ユーゲント・シンフォニーオーケストラの指揮及び音楽監督を務める。2007
年「コブレンツ・ランダウ大学合唱団」、及び「コブレンツ・青少年シンフォニーオーケストラ」の指揮も
務める。多彩な演奏活動の傍ら、指導者としても実力を認められ、アメリカで合唱指導者のためのワーク
ショップや音楽解釈のコースを開催。更にコンクールの審査員としても招聘されている。

山神 健志　やまがみたけし／指揮 
　1973年生まれ。自由学園最高学部卒業、東京藝術大学卒業後イタリアに留学。帰国後、合唱指揮者とし
て活動を開始。現在は児童合唱から大規模な混声合唱まで多くの合唱団の常任指揮者を務めるほか、各地
で市民参加による公募合唱団を指導。最近ではベートーヴェン『第九』（指揮：ヤクブ・フルシャ）、ドヴォ
ルザーク『スタバト・マーテル』（指揮：広上淳一）、ヴェルディ『レクイエム』（指揮：三ツ橋敬子）、ブラー
ムス『ドイツ・レクイエム』（指揮：広上淳一）の合唱指揮を担当。2017年にはアンドレア･バッティストー
ニ指揮ヴェルディ｢レクイエム｣にて250人の合唱団をまとめ、好評を博す。その的確な指導は共演した内
外の指揮者や合唱団から信頼を得ている。バロック音楽から現代まで、幅広い活動の中でも、特にオケ付
き宗教音楽での評価が高い。今後の活躍が期待されている指揮者である。

友人の皆様、
魂の言葉、それが音楽です。音楽は言語を要することなく私たちの存在に触れるものです。それは忘却の彼

方にあった記憶や感情を揺り動かします。そして音楽家、聴衆を問わず、音楽は癒しを与え、憧憬を呼び起こ
し、情熱を生み出し、絶望や悲しみに寄り添い、ないしは純粋な喜びをわかちあいます。音楽はこの世界の地
理、政治、文化の境界線を越えて私たちがもつ人間性の核心に触れるのです。それ故に東京のドイツ大使館、
また私個人としても日独の合唱団と音楽家の密接な協力のもとに作品が演奏されますことを嬉しく思います。
音楽史上この二人の偉大な作曲家ほど日独両国の架け橋としてふさわしい者はいるでしょうか？ とりわけ今

宵は、トーマスカントルを務めたヨハン・セバスチャン・バッハ、ならびにライプツィヒ音楽院の創立者であり
同市の名誉市民でもあるフェリックス・メンデルスゾーン・バルトルディといった作曲家の色に染まります。
二人の作曲家のバロック音楽ならびにロマン派音楽はドイツ国内のみならず世界中で長きにわたってクラシッ
ク音楽として受け入れられてきました。またJ.S.バッハとF.メンデルスゾーンはその才能にさらに磨きをかける
べく繁く各地を旅行し、さまざまな見聞と体験を通して、自らの音楽を格段に豊かなものとしました。150年に
わたり多くの日本人も音楽を勉強するためにドイツに渡りました。そして最近、２名の日本人がライプツィヒ
国際バッハコンクールにおいて優勝しました。2014年にバイオリニストの岡本誠司氏が日本人初であると同時
に当時21歳の最年少受賞者として、続いて2016年には27歳のオルガン奏者である冨田一樹氏が受賞しました。
そして今宵はザクセン州から「アミチムジケ」を迎えております。横浜合唱協会との交流演奏会のご成功

をお祈りするとともに、聴衆の皆様におかれましては演奏を心ゆくまでご堪能されますことを願っております。
このすばらしい日独交流の機会に携われた関係各位には心より御礼申し上げます。この出会いは末永く記憶
に残るものと確信しております。
 ドイツ連邦共和国大使館 広報文化担当公使　ローベルト・フォン・リムシャ

この演奏旅行で「アミチムジケ」の若い音楽家約60名が一つの夢を叶えます。今回初めてこの合唱団とオー
ケストラは日本での公演を行います。私達は「我がライプツィヒのバッハ」をはじめ、多くの重要なライプツィ
ヒ作曲家の作品を携えてきました。私達は横浜合唱協会とのジョイントコンサートが大変楽しみであり、太陽
が昇る国・日本からの親切な招待に心より感謝しています。常に「アミチ・ムジケ」の音楽活動の中心にあ
るヨハン・セバスティアン・バッハの音楽を通じて多くの合同練習、ワークショップ、そして演奏会に私達の
期待が高まります。今日私達がここにいることを光栄に感じるとともに、日本の聴衆の皆様に心からのご挨拶
を申し上げます。
 アミチムジケ指揮者　ロン-ディルク・エントロイトナー

２年前のドイツ演奏旅行初日の夜、ライプツィヒの聖トーマス教会で、ジョイントの合同演奏練習後にアミ
チのみのリハーサルがありました。私は時差などの疲れがあったので少し聴いたらホテルに帰って休もうと思っ
ていましたが、始まるとすぐに心を奪われてしまいました。メンバーに近づき穏やかに、また熱く語りかける
エントロイトナー氏、それに瑞々しい表現で応える若い歌い手たち、とても濃密で清らかなやりとりに心洗わ
れる思いで、時間を忘れて聴き入ったのをおぼえています。今回また日本で再会できるのを、うれしく思います。
 横浜合唱協会指揮者　山神　健志
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曲目解説
“アミチムジケ・ライプツィヒ”を迎えた今宵はライプツィヒ所縁の作曲家、18世紀のバッハ、19世紀のメ
ンデルスゾーン、20世紀のヴァイスマン等が織りなす珠玉の名曲の数々を味わいお楽しみください。
｠
★J.S.バッハ　（1685-1750）
Komm, Jesu, komm　来たれ、イエスよ、来たれ　BWV229
（1723～32年の間に作曲）
聖歌隊席の真ん中のオルガンを挟んで左右に位置した聖

トーマス教会合唱団（トマーナ）が奏でるバッハのモテットは、
かつてここを訪れたモーツァルトに大きな衝撃を与えました。
アミチムジケには指揮者を始め、このトマーナの卒業生が
何人かいます。さて本曲は、モーツァルトを虜にしたモテット
“主に向かって新しき歌を BWV225”と双璧を成すモテットの
最高峰で、フーガの名人芸が織り込まれた“BWV225”に対
して、和声法に重点が置かれホモフォニー傾向が際立ってい
ます。
歌詞は、ヨハネ第14章6節「私は道、真理、命である。私を

通らず誰も父のもとに行けない」が核心の訴えとなっています。

★H.シュッツ　（1585-1672）
シュッツは近郊の都市ドレスデンで活動しました。シュッツ所縁の“ドレスデン十字架合唱団”はトマーナ
の良きライバルで、音楽だけでなく、スポーツ等でも交流や対抗戦が持たれています。
・Tröstet, tröstet mein Volk　慰めよ、わたしの民を慰めよ　SWV382
待降節の曲で、歌詞は“イザヤ書”から採られ、冒頭の“わたしの民を慰めよ”、中心部の“荒れ野に呼び

かける声がある”、結びの“主の栄光が現れる”という、主を迎える重要な３つの歌詞が柱に据えられています。
・Selig sind die Toten　死ぬ人は幸いである　SWV391
葬儀用の曲で、 “ヨハネ黙示録” から採られた有名な聖句ですが、ブラームスはシュッツを良く研究してい

て、“ドイツレクイエム”最終章にこの歌詞を採用しています。全体は対位法で進行しますが、中心におかれ
た“Ja, der Geist spricht,　然り、と聖霊も言う”はゆったりとした“ホモフォニー”で浮き立たせています。
ブラームスはこの手法を取り入れ、自身の“ドイツレクイエム”の同じ歌詞ところで、シュッツの“オマージュ
のように引用”しています。

★F.メンデルスゾーン・バルトルディ　（1809-1847）　
メンデルスゾーンはバッハの100年後、19世紀前半にライプツィヒで活動し、作曲だけでなく、ゲヴァント
ハウスオーケストラ、メンデルスゾーン音楽院の創設等、指揮者、教育者としても貢献しました。アミチムジ
ケにはこの音楽院の在学生、卒業生も含まれています。
・Richte mich, Gott　神よ、わたしを裁いて下さい　op.78/2
３つの詩篇op.78の第２曲で、1844年３月24日ベルリンドームの受難の日曜日の礼拝式で初演されました。
詩編第43篇の言葉を明確に聞き取らせながら、楽曲の流れは終結に向かって高揚していきます。
１楽章は男声ユニゾンで始まり、｢あなたの光りを遣わして下さい｣と神の擁護と救出を求めます。２楽章で
は３拍子で神の祭壇への喜ばしい行進となり、３楽章は神への賞賛と信頼。自身の作品であるヘンデル風の“詩
編第42篇（1837年）”を引用し、溢れんばかりの喜びで結びます。

★A.ブルックナー　 （1824-1896）      
Os justi　正しい者の口は智恵を語り　WAB30
オーストリアの作曲家・オルガニストで交響曲・宗教曲の大家ですが、若い頃バッハの『フーガの技法』

を熱心に研究しました。本曲は詩編第37篇を歌詞とし、伝統的な教会旋法リディア調に依っていますが、そ
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の深いハーモニーは実に美しく、最後に置かれたグレゴリオ聖歌のアレルヤが心地よい余韻を生み出してい
ます。

★F.メンデルスゾーン・バルトルディ　 
Warum toben die Heiden　なにゆえ、国々は騒ぎ立ち　op.78/1
３つの詩篇op.78の第１曲で、1843年12月24日ベルリンドームのクリスマス第１祝日の礼拝式で初演されま
した。曲は連続した４楽章のテンポの異なる部分からなり、伝統的な典礼上の様式に従って８声部を２つの
交唱グループに分け、掛け合いを活かしながら進みます。

★W.ヴァイスマン　（1900-1980）
Der Herr ist mein Hirte　主は私の羊飼いである
ライプツィヒで音楽学と作曲を学び、ライプツィヒのペータース音楽出版社編集長、ライプツィヒ音楽院の
教授を務め、20世紀のライプツィヒ音楽の普及に尽力しました。作品は声楽音楽に重きが置かれており、特
にイタリア旅行から強い影響を受けています。多くの宗教曲を残していますが、本曲は1954年に作曲され、
創作の主要形体としたソロ楽曲と合唱曲を組み合わせる彼のモテットの代表作です。

★M.レーガー　（1873-1916）
Der Mensch lebt und bestehet nur eine kleine Zeit　人が生きる時は短く　op.138/1
８つの宗教合唱曲集op.138として、1914年秋マイニンゲンで成立。レーガーはライプツィヒ音楽院教授を
1908年に退き、第一次大戦が始まった1914年春大病を患いますが、８月にＷ.ヴェスパーの編集出版した千年
にわたるアンソロジー宗教詩“ドイツ詩篇”への作曲に取り組み始め、８つの宗教合唱曲集op.138を仕上げま
した。曲作りは明瞭簡潔で、和音上ではホモフォニックな音と音のぶつかりがバッハのコラールを連想させま
す。全曲がピアニシモで終止しているのも大きな特徴です。

★J.S.バッハ　
Magnificat in D-Dur
マニフィカト　ニ長調　BWV243
この曲には複数の版が存在します。トーマスカントル就任の
年には、変ホ長調版BWV243aが演奏されました。また、マニフィ
カトは演奏機会が多く、７月２日のマリアご訪問の祝日、及び、
12月のクリスマスにも上演されました。本日の演奏は、変ホ長
調版を1730年代に改作したニ長調版で行います。器楽的で協奏曲の性格が強く、壮麗かつ情緒豊かな曲で、
ギリシア神殿や崇高な教会建築をイメージさせるシンメトリー構成、その中で、各曲に見出される対比（長調/
短調アリアのペア配置、異なる舞曲リズム対照、曲内における上行/下降音型の呼応、音階的進行/分散和音
の対照）や通奏低音の繰り返し音型は、あたかも建築装飾や聖書絵画のようです。
第１曲：合唱　ニ長調　3/4　付点音符が生み出す力強さは「神の偉大な力」を表しています。
第２曲：アリア（ソプラノ）　ニ長調　3/8　イエスを身ごもったマリアの喜びが歌われます。
第３曲：アリア（ソプラノ）　ロ短調　4/4　主のはしためとしてのマリアの謙遜が歌われます。
第４曲：合唱　嬰ヘ短調　4/4　代々の人々がオクターブを巡るカノンで象徴されます。
第５曲：アリア（バス）　イ長調　4/4　舞曲に乗って主の大いなるわざが歌われます。
第６曲：二重唱（アルト、テノール）　ホ短調　12/8　シチリアーノのリズムが主の憐れみを印象付けます。
第７曲：合唱　ト長調　4/4　付点音符が嵐のように押し寄せ、主の力を見せ付けています。
第８曲：アリア（テノール）　嬰ヘ短調　3/4　激しい付点は、奢れる者を引きずり降ろす主の裁きです。
第９曲：アリア（アルト）　ホ長調　4/4　主の働きを「満足＝フルート」対「飢え＝バスピチカート」で象徴。
第10曲：三重唱　ロ短調　3/4　後半の“憐み”十字架音型は“キリスト受肉（Et incarnatus）”を想起。
第11曲：合唱　ト長調　2/2　モテット風古様式で先祖から不変の神の約束を述べます。
第12曲：合唱　イ長調　4/4　第１曲と同じ付点音符が再現されシンメトリーの柱を構成します。

（藤井 良昭 ：会員）
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1990 創立20周年記念演奏会　神奈川県立音楽堂
 G.C.ビラー氏指揮　バッハ「ロ短調ミサ」
 トマーナ精神に溢れた指揮で強烈な印象を与えた。

1996 第40回定期演奏会　神奈川県立音楽堂
 G.C.ビラー氏指揮、M.ペツォルト他の独唱で、バッハ
 「ヨハネ受難曲」を難関の第２稿版にて演奏。

2000 創立30周年記念演奏会　東京芸術劇場
 G.C.ビラー氏指揮　 「マルコ受難曲」 
 「バッハ没後250年記念」バッハの失われた「マルコ

受難曲」補作復活上演が大きな話題を呼んだ。

★５月～６月
バッハ音楽祭　Bachfest Leipzig
　毎年キリスト昇天祭の時期に合わせて開催されます。こ
の祭典は各地のバッハ音楽祭の中で最も権威あるものとさ
れ、世界中すべてのバッハファンにとって重要な行事となっ
ています。毎年異なるテーマの下、トーマス教会少年合唱
団やゲヴァントハウス管弦楽団による公演はもとより、世
界から集まった著名な音楽家によるコンサート、さらには
学者による討論会や近郊の町へのパイプオルガン見学ツ
アーまで、110件以上のイベントによってライプツィヒは街
中バッハ一色となります。

★11月～12月
待降節、クリスマス
Adven・Weihnachten
　15世紀に遡るライプ
ツィヒのクリスマス市は
有数の規模と美しさで知
られています。マルクト
広場には高さ20ｍのツリーがそびえ、電飾に彩られた250
台もの屋台が広場や通りを埋め尽くします。旧市庁舎バル
コニーでは毎日18時に管楽隊の演奏が行われ、甘き喜び満
ちあふれるクリスマスの気分を一層盛り上げます。バッハ
『クリスマス・オラトリオ』は1734年に初演されました。『き
よしこの夜』は1831年にここのクリスマス市で発表され注
目を集め、世界的なクリスマス・キャロルとなりました。

★３月～４月
受難節、復活節
　受難節の聖金曜日には受
難曲が演奏されます。バッハ
は1724年に「ヨハネ受難曲」、
1727年に「マタイ受難曲」、
1731年に「マルコ受難曲」
を初演しています。

2017年３月18日
聖トーマス教会においてアミチム
ジケが「マタイ受難曲」を演奏
 Franziska Bobe (Sopran)
 Inga Jäger (Alt)
 Christian Rathgeber
 (Tenor, Evangelist)
 Sebastian Franz (Tenor, Arien)
 Dominic Große (Bass, Jesus)
 Stephan Heinemann (Bass, Arien)
 amici musicae, 
 Chor & Orchester, Leipzig
 指揮：Ron-Dirk Entleutner
上記の多くが今回来日しています。

　アミチムジケは何度もバッハ音
楽祭に招かれ、“Bach bei uns”
（我々のバッハ）の旗印の下に、
モテット、カンタータを披露して
います。

2004 第51回定期演奏会　横浜みなとみらい大ホール
 G.C.ビラー氏指揮、M.ペツォルト等、ライプツィヒ

の独唱者との共演で「マタイ受難曲」を、演奏が稀
な「初期稿」を取りあげ注目を集めた。

★横浜合唱協会の日独音楽交流史（in 日本）

◆音楽の街ライプツィヒの年間音楽シーン ◆アミチムジケの演奏貢献
年間を通じて魅力的な音楽が味わえます！
「ライプツィヒ観光局公式ウェブサイト」から引用

　アミチムジケは年間約 12回の演奏会を行い、バッハの
受難曲、クリスマス・オラトリオ、ロ短調ミサ等を通して
ライプツィヒ音楽シーンに重要な貢献をしています。

2016年クリスマス演奏　ペータース教会にて
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1983 前任指揮者八尋和美氏が文化庁研究員として渡独時
にG.C.ビラー氏と知り合う。

1992 G.C.ビラー氏、バッハから数えて第16代のライプ
ツィヒ聖トーマス教会・カントルに就任。

1997 第１次ドイツ演奏旅行
 ・G.C.ビラー氏指揮でライプツィヒ聖トーマス教会
 　礼拝式でバッハのモテット等を演奏。
 ・日本留学時に在籍したトマーナOBの招きで　
 　「タールビュルゲル夏の音楽祭」に出演、間宮芳生
 　「合唱のためのコンポジション」等感銘を与える。
2002 第２次ドイツ演奏旅行
 ・八尋和美氏指揮でライプツィヒ聖トーマス教会の
 　モテットの夕べにて、多くの聴衆の前で演奏。
 ・「タールビュルゲル夏の音楽祭」に再度招待され、
 　柴田南雄「追分節考」を演奏し、好評を博す。

★９月
メンデルスゾーン音楽祭
　メンデルスゾーンはライプツィヒにてゲヴァントハウス
管弦楽団の楽長を務め、代表作のひとつ『ヴァイオリン協
奏曲 ホ短調』もこの地で初演されました。その偉業を讃え
て、ゲヴァントハウス・コンサートホール、メンデスルゾー
ン旧宅、彼が創設した音楽院などを舞台に開催されます。
交響曲・合唱曲・室内楽
曲などの数々のコンサー
ト、そして世界的なメン
デルスゾーン研究による
学術交流シンポジウム等
が「ライプツィヒの秋の
風物詩」のひとつとなっ
ています。

★10月～11月
ライプツィヒ《秋の芸術祭》 Leipziger Festivalherbst
　他のどこにも無い独特の個性に彩られています。クラシック
音楽のコンサートでも、先鋭の画家の展覧会でも、自由なサブ
カルチャーでも ― ライプツィヒではあらゆる芸術活動が日常そ
のものなのです。毎年秋には６つの異なる分野から構成される
複合的な芸術・文化の祭典「秋の芸術祭（Festivalherbst）」
が開催され、街はまさに〝芸術の秋〟となります。

★10月９日夕刻～
ライプツィヒ 光の祭典 Lichtfest Leipzig
　光の祭典は、東西ドイツ統一を実現
した東ドイツ平和革命がライプツィヒ
から始まったことを記念する行事です。
　1989年10月９日の月曜18時、ニコ
ライ教会での「平和の祈り」の閉会と
共に７万人もの民衆が東ドイツの政治
改革と自由の獲得を求めてデモ行進を
始めました。ロウソクの光を手に携えたライプツィヒ市民
たちは平和と自由を声高に訴え、広場や大通りを民衆が埋
め尽くすその光景は驚きをもって国内外に報道されました。
これを発端に東ドイツ全土に拡大した反体制運動によって
わずか１ヶ月後にはベルリンの壁が崩壊し、東西ドイツは
１年後に平和的統一を果たします。

2008 第３次ドイツ演奏旅行
 ・ライプツィヒ、シュトゥトガルトにて演奏
2015 第４次ドイツ演奏旅行
 ・アミチムジケと聖トーマス教会にてジョイント・
 　コンサート。バッハ「イ長調ミサ」を合同演奏。
 ・ クヴェトリンブルク音楽祭にて招待演奏。 

★横浜合唱協会の日独音楽交流史（in ドイツ）

◆音楽の街ライプツィヒの年間音楽シーン ◆アミチムジケの演奏貢献

19.08.2017 in Wachau
　ライプツィヒから数キロの“ヴァッハウ”で20年以上続く
フェスティバルは、古い教会跡で４日間開かれますが、アミ
チムジケは幕開けのシンボル的存在となり、今年はバッハ「ロ
短調ミサ」を演奏しました。

　アミチムジケは「Bach bei uns（我らのバッハ）」という新
しいコンサートシリーズを展開、バッハに精通したアンサンブ
ルとして、2017年２月にアメリカのプリンストン大学を中心
に行われたバッハ・カンタータのワークショップに招待されま
した。さらに毎年恒例の「秋の演奏会シリーズ」では、レパー
トリーを拡げ、ライプツィヒの聴衆に新しい音楽を届けていま
す。そこには、例えばブリトンの「戦争レクイエム」、エルガー
の「ゲロンティアスの夢」、タリスの40声部のモテットなどが
挙げられます。
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アミチムジケ・ライプツィヒ合唱団＆オーケストラ

横浜合唱協会　会員

横浜合唱協会ホームページ　http://www.ycs.gr.jp

1994年ロン-ディルク・エントロイトナーによって創設。以来若い音楽家達が学業、職業訓練、仕事の傍ら、プ
ロ並みのレベルで演奏活動を行っている。その大部分が音楽教育（特にトマナコアとゲヴァントハウス児童合唱
団にて）を受けているか、或いはメンデルスゾーン音楽院で学んでいる。ライプツィヒの音楽暦のシーンにおい
て重要な役割を果たしている。混声合唱とオーケストラが一緒になることで、幅広い音楽の時代とレパートリー
を網羅するのに理想的な条件を満たし、多彩な音楽活動を行っているが、原点としてJ.S.バッハの演奏は常に行っ
ている。数多くの国際演奏活動（アメリカ、香港、デンマーク、ハンガリー、アゾレス諸島）、コンクールでの入
賞（1998年ドイツ合唱コンクール第３位）、及びCD録音等、幅広く演奏活動を展開している。

■合唱　amici musicae, Chor, Leipzig
［ソプラノ］Sopran:
 Friederike Brückl,  Caroline Claßen,  Solvej Donadel,  Anja Eifert,  Johanna Jäger,
 Katharina Konrad,  Charlotte Korbmacher,  Cathleen Wiese,  Johanna Wolf
［アルト］Alt:
 Viola Byrne,  Aminata Cissé-Schleicher,  Karin Claßen,  Julia Kopczak,  Claudia Weber
［テノール］Tenor:
 Robert Böhnke,  Felix Glaser,  Alexander Kozanecki,  Aaron Müller,  Konrad Schöbel,
 Tobias Wenge
［バス］Bass:
 Max Börner,  Michael Büchting,  Matthis Gaebel,  Christoph Jopp,  Falko Liebig,
 Klaus-Peter Schlegel,  Maury Schulte,  Conrad Szudra,  Robert Urmann

管弦楽　amici musicae, Orchester, Leipzig
［ヴァイオリン］Violine: Richard Aures, Friedrich Jopp,  Lisa-Marie Ney,  Simon Pühn,
  David Sachert, Luca Schüssler,  Romy Stolzenburg,  Fridolin Weigert
［ヴィオラ］Viola:  David Fleischmann,  Christina Jany
［チェロ］Cello:  Yuki Ibaraki,  Paula Lieckfeldt
［コントラバス］Kontrabass: Ulrike Friedrich,  Rainer Pilz
［フルート］Flöte:  Susanne Ambrosius,  Anne Heuft
［オーボエ］Oboe: Cornelius Finke,  Lydia Hoffmann
［トランペット］Trompete: Moritz Angermann,  Taejin Chung,  Johann Schuster
［ファゴット］Fagott:  Gundula Uflacker 
［ティンパニ］Pauke:  Sebastian Hofmann
［オルガン］Orgel: Helmut Kukuk

＜ソプラノ＞
 平鹿　諭子 飯島　純子 新谷　　暁 須賀　由美 藤井　節子 魚本　充子 山田　　都
 志村　知子 高田　文子 青柳　敦子 広庭　恵美 河野　敦子 渡部　園美 中村さえ子
 土田　紀子 北村千恵子 北原　規子 小野　早苗 田口千佳子 柏屋麻里子 岡　　聡美
＜アルト＞
 堂崎　律子 新井千鶴子 中野　理子 馬岡　洋子 岩附美知子 山本久美子 藤井美智子
 堀内　陽子 中山　典子 水越　淳子 鈴木理絵子 保田　康子 松村千佳子 堂崎　直美
 栃木　真紀 志水　弘美 大石むつみ 高橋　直子 相馬美津恵 関口　葉子
＜テノール＞
 藤井　良昭 堂崎　　浩 馬岡　利吏 清水　光洋 岡田　亮介 長谷　雅信 柏屋　　弘
 岩間　昌史 木村　仁一　　
＜バス＞
 新井　隆士 大石　康夫 飯島　龍哉 天ケ瀬圭三 山田　直樹 松田圭一郎 若狭　保弘
 平鹿　一久 長島　　茂

通訳・翻訳・交流マネジメント　藤井可奈子
北鎌倉女子高音楽科、東京藝大楽理科を経てドイツ留学。ベルリン自由大学マギスター（音楽学修士）修了。
ドイツ在住。 横浜合唱協会元会員。
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