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東京アマル ス合唱団

第10回定期演奏会

1989年11月 23日内
練馬文化セカ ー大木Jレ
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本日は東京アマデウス合1昌団第 0回定期演奏

会にお越 しいただき、ありがとうこざいます。

当合唱団は、キ 1回 の定期演奏会を目標に

発足してはや 0年 ここに第 0回 日の演奏会を

迎えることができました.

思えば 第 1回 目の演奏会ではすべて手さ

ぐり。団員の意気込みと熱気で会場をいっぱ

いにして、モーツアル トのレクイエムを歌い

ました。それから 0年、多くの困難 もありま

したが その時々に良い仲間と良い指導者に

恵まれ、そして毎年演奏会を聴きに来て くだ

さる多くの方々に励まされて、今日まで歩ん

で来ることができました.

今回は、同じモーツァル トのレクイエムを

よリー層、聴いて くださる方々の心に響 く音

楽性豊かな演奏ができるようにと心かけ、練

習を重ねてまいりますした。少しても進歩を

感していただければ、嬉しく思います。

今後とも、こ支援をよろしくお願い申し上

げます。

東京アマアウス合唱団 回長 奎 田  玲 子
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説

アナ 「みなさん、こんにちは。
'み

んなのモーツアルト:

の時間です。本日はこれから東京アマデウス合唱団の第

10回定期演奏会を練馬文化センターより生放送でお送

りします。曲目はモーツアルトの声楽4品の中から:ミ

サ ブレヴィス,(K140)と :レクイエム:(K626)です。

さて 最初に:ミサ ブレヴィス1ですか。J

て 同じパターンの繰返して'モーツァルトらしく"ない

し。少なくとも他人の手が加わっている可能性はあるの

ではないてしょうか。J

解説 fなかなか難しいところですね。他人の4品とtヽ

うことはますないでしょうか 誰かの手が加わっている

という可能性はどうか といわれると―概に否定もでき

ませんね。」

アナ 「あのサリエリというのは J
解説 「それは映画の見過ぎですよ。ザルツフルグにい

た頃だから名前は知っていても 会ってしヽなしヽでしょう。

それだつたら あの八イトンの弟ミヒャエル 八イドン

の方がまた可能性はありそうですか。当時はたいぶ仲か

よかつたようで 少年モーツアルトはかなり影響を受け

たらしいですからね。」

アナ |さ て ,レクイエム に話を移しましょう。この曲

はモーツアルト最後の曲て 灰色の服を着た見知らぬ男

がある日やつてきて 議のためのレクイエム鱒 魂歌)だ

か告げずに4曲を依頼していった という不気味な伝説

か残つています。J

解説 「他の名曲と同様に この曲も自分自身から伝説

を作り出すような不思議な雰囲気を持っていますね。そ

れはそれでロマンチックですけれども 今までの研究で

そういつた伝説の大部分は解明されてしまいました。ウァ

ルセック伯爵の依頼人というのか この・灰色の服の男・

の正体です。ヴァルセック伯爵は この頃若い奥さんを

亡くしたばかりでして 他人が作出したものを自作の1亡

き妻に捧げるレクイエム ,と して披露するために この

不気味な依頼になつたのです。伯爵としては こんな事

て後世に名か残つてしまうとは夢にも思つていなかつ

たでしょうね。J

アマデウス 「時期的にはオベラ:魔笛,(K620)と 同じ

頃です。楽しいオペラとレクイエム こんな4生格の違う

曲が 同時に作られていたなんてl_じ られませんか。J

解説 「まったくその通り。1魔笛 1の初演が]791年9月

30日 ですから 実際には]レクイエム「はそれから本腰を

いれたのたと思います。:レクイエム」の草稿に1792年と

がありますから その頃には完成している予定だったの

でしょうか 残念なことに未完成のこの曲を残したまま

亡くなつてしまいます。]791年 12月 5日のことでした。J

アマデウス r2年後には'没後200年 'と いう記念すべき

年かやつてきますね。」
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解説 「これは問題作です。モーツアルトの作品番号で

あるK番号の元になつたケッヘルによる作品目録では、

最初14幡でした。ところが 主コの展開や声部自テか“モー

ツアルトらしく'な く 自筆譜も残っていないなどの理

由から あとで モーツアルトの作品ではない。これは偽

4■として目録嚇   (Anh Cl]2)にまわされてしまつ

たのです。J

アナ 「えっ。では モーツアルトの作品ではないのです

か。J

解説 「まあ そうあゎてないで。面白いことに このミ

サはモーツアルトが生きているうちにヨーロッパに広

まっていた曲で 各地の教会に結構写譜か残つているの

ですね。そのなかのアウグスブルク1聖 十字架教会
'の

写

譜にある書き込みが 最近の研究でモーツアルト直筆と

半J定されまして 現在では|や はリモーツアルトの真作

だつた ということで一応決着をみているのです。作曲

年代は1770年代前半頃とされています。モーツアルトは

1756年の生まれですから ]5～ 6才の件品ですね。J

アナ 「クロでないものはシロということですか。この

手の研究は大変なのでしょうね。J

解説 「この曲は 俗に

'ヽ

ストラール ミサjと いわれ

てます。この パストラール:と いうのは イエス キリ

ストの生誕にちなんだI●歌風の画で、クリスマスに演奏

されます。|ミサ ブレウィス:全体のトーンとして何と

なくそんな優しい雰囲気が支配的ですね。J

アナ 「本日は合唱団の方に来ていただいています。実

際に歌ってみていかがですか。」

アマデウス 「はい 正直言いまして、]本当にモーツア

ルトかなぁ?1ってところもありますね。二つのパートが

すつと同じ旋律を歌つていたり 1アニュス ティ,なん

MOZART
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解説 'ええ。さて、あとに残されたまのコンスタンツェ

はお金の関係で 完成した『レクイエム』がどうしても必

要だつたので、いろいろな人に当たつたあ|ザく 結局弟

子のシュスマイヤーが引き受けて完成したというわけ

です。これ

"一
般に|シュスマイヤー版Jと いわれるもの

で いわば通俗版でしょうか。」

アナ 「モーツアルトはどの程度見載していたのですか。」

解説 「程度の差こそあれ間違いなくモーツアルトの手

が入つているのは、I入祭文
`レ

クイエム)と H〈キリ

エ|、 HI続誦(ディエス イレIか ら

'ラ

クリモサ1)iV

奉献文(1ド ミネ イエズトと 1ホステイアス》)だ けと

いわれています。ただ、
'ラ

クリモサ)ま Mヽ節までですか。」

アマデウス 「 ここで4曲者は死亡した。|と いうわけ

ですか。J

解説 「ええ その言葉はパッ′ヽの:フーガの技法 1の話

でしたね。そういえば、その言葉の前にIB― A― C― Hの主

題を導入したとき[と いうくだりがありますが、この「レ

クイエム

'も

―
ラクリモサ

'の

7小節2拍目からの合唱部

のベースパートにB―A― C― Hの音列がでてきます。偶然

とは思えないのですが、不思議な話てしよう。J

アナ 「そうですね。,

解説 「話が横道にそれましたが ジュスマイヤーの創

件部分について、もっと“モーツアルトらしく
｀
できるの

ではないかということで 170年後の1972年にドイツの

フランツ パイヤーという人がオーケストレーション

を大幅に変更した版を出版しました。これが今日演奏さ

れるiプ イヽヤー版 です。さらにその後 イキリスのリチヤー

ド モーンダーという人が シュスマイヤーの創4と思

われる部分をおもいっきリカットして、週激にも自分で

作曲までしたIレクイエム1を発表しました。これか|モー

ンダーIII」 で、出版されたのは1988年 と、こく最近のこと

です。彼か4ったのは 1ラ クリモサIの 9小節以降とそ

のあとに続く ,アーメン)です。あつ、それから
'サ

ンク

トゥス
ー
と ,ベネディクトゥス|を カットしています。」

′マテウス r.ょ っとやり過ぎしゃないかならこの1モー

ンター版|を使つた唯―のCDを出しているホグウツト

は|モーンダー版が絶対というわけてはなくて 従来の

演奏に対する問顎提記だ。[と 言つていました。そういう

意味では面白い試みではありますが一J

解説 rさて、今日演奏される]バイヤー版

“

ま「ジュスマ

イヤー版Jの構成を踏襲していまして オーケストレー

ションの大幅変更が主眼になっています。合唱部につい

ては、内声部(アルトとテノール)の変更が中心ですが、

それほど変っていません。従来の『ジュスマイヤー版1で

は、楽器と合唱の重なりが多く、重い印象を与えていま

すので、そこらへん/JNだいぶ改善されました。」

アマテウス '実際歌つてみて、『ジュスマイヤー版」だ

と、なんかこう、重苦しいだけでr疾走1できないなつて

いう感じがありましたけれど、『バイヤー版』は、そこら

へんの感寛がたいぶててきて軽くなつています。」

解説 「そうです極 やはリモーツアルトの音楽は“疾走"

していないと面白くありません。[レクイエム』か
゛
重い・

という話ですが 続誦部のテキスト(1デイエス イレ)

から ラヽクリモサ)まで)と いうのは中世のベストの恐

怖の反映であるという説があるんですけよ 作由中にモー

ツァルトが死んでしまつたおかけで、結局この部分か曲

の核になってしまったわけです。つまり いたずらに恐

怖をあおつて、いざ“疾走"しようとしたら 死んじゃつ

たわけで 異様に暗くて重い曲ができてしまった、とい

うことしゃあないかと思うのですか。そういう意味では

パイヤーの訂正というのは、原型はととめておいて、そ

の範囲内で『疾走Jできる由にしたという点で、画期的な

わけです。」

アナ 「今ではiバイヤー版Jが次第に主流を成しつつあ

るのですか。」

解説 「そこまで言い切っていいかどうかは難しいとこ

ろですが、録音にしろ演奏会にしろ、増えているのは事

実ですね。」

,マデウス 'そろそろ 本番がありますので、これで。」

解説 r頑張って下さいね。『ミサ ブレヴィス1に しろ、

rレ クイエムjに しろ、モーツアルトらしからぬ要素を多

分に含んていなからモーツアルトの

「

品とされている

由だと思いま丸 2由とも―筋縄ではいかない由来を持つ

ていますので、そこらへんをどのように表現するか、今

日の聴きところでしようね。J

アナ 「そうですれ てはこのへんで演実にうつりましょ

うか。こゆつくりお聴き下さい。J

V“ A A4(DZAR「

〔構成 :古沢〕
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指揮 東京芸術大学卒業 同大学院修了。Rフィッシャー Phフ ッテンロツ八

―、池宮英才 岳藤豪希、小林道夫の各氏に師事。「マタイ受難曲J「ヨ八ネ受

難由J「口短調ミサ」「メサイヤJ「第九」芸大定期「ドイツレクイエムJ等のソ

リストを務める。′ヽッ′ヽアカデミー東京にてHリ リング氏より高評を得る。

現在、東京′ヽッ八アカテミー講師 芸大バッ′ヽカンタータクラフ演奏委員

長 ヴォイス ラボPF属。1987年 ll月 より当合唱団の指導にあたっている。

東京芸 fJ大 学卒業。34-37年 ドイツ留学。発声を三井ツヤ子 ′ヽロック歌

唱法をBシュリックの各氏に師事。その傍らヘルムート リリング率tヽ る

ゲビンガーカントライの主カメンバーとして世界的な演奏活動に参力0。 ′ヽ

ロック古興音楽から現代音楽に至る広範な レ ―ヽトリーをもち 活発なソロ

活動を行つている。現在 東京混声合唱団員。

東京芸 ll大 学卒業 同大学院修了。日原美智子、毛利準の両氏に師事。N
HK新人オーディション合格。第3回川崎音楽賞コンクール第 l位。芸大

定期「カンタータ147番 J ′ヾッ、fク リスマスオラトリオJ「口短調ミサJ

「マタイ受難曲J モーツアルト rヴェスペレ」 ′ヽイドン「テレジアミサJ

などのソリストを務める。現在 東京都立芸術高校講師。

斎 藤 明 夫
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片 野 〓ユロ
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東京学芸大学在学中。飴屋善敏 遠藤優子、高橋修― 有村祐輔の各氏に

師事。モーツアルト「戴冠ミサJ「レクイエムJ「ヴェスペレJ バッ′ヽ「カ

ンタータ106番」のソリスト、また「ヨ′ヽネ受難由Jの福音史家を務める。

第 ]回栃木「蔵の街J音楽祭に参加。
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東京芸術大学卒業。伊藤亘行、原田茂生 羽根功二の各氏に師事。芸大メ

サイヤのソリストに選抜。芸大バッ八カンタータクラフにて小林道夫氏の

指導のもと多数のカンタータ演奏に出演。モーツアルトのミサ曲 「第九J

などに出演する傍ら ヴォーカルアンサンブル !ト リレンコ1にて現代音

楽を また合唱指揮者としても活躍。

東京芸術大学卒業。ピアノを滝崎鎮代子、クラリネットを千葉国夫 室内

楽を細野孝興、ォルガンを今丼奈緒子の各氏に師事。芸大九十周年記念演

奏会に出演。在学中芸大バッ′ヽカンタータクラフにてバップヽの作品に親し

み小林道夫氏の薫陶を受ける。現在はビアノ伴奏 オルガン 通奏低音の

他 合唱指導 作曲と幅広く活躍。1987年 11月 より当合唱団のビアノ伴奏

を務めている。

カ レガン

水 野 克 彦

焔～″れ棚務

“
管弦楽 1973年、指揮者工置勝彦氏の円下生とその友人達により結成された。東京

大学管弦楽団の卒業生を中心に構成。定期演奏会は既に34回 を数える。モ

ーツアルト ベー トーウェン シューベル ト メンデルスツーン等をはじ

め 最近はブルックナー マーラー リヒフレト シュトラウス等大編成の

演奏も行う。その他子供のためのコンサー ト 地方での夏のコンサー ドな

ど。

東京アマデウス管弦楽団

ORCHESTBA

Anadeus OrcltL:stet, Tohio



合唱

東京アマル ス合唱団

CHORUS

Tohyo Amadeus Chorus

モーツプレト・レ//fIム

1981年 2月 東京の石橋メモリアルホールで行われた第 l回定期演奏会で

東京アマデウス合唱回は産声をあげました。メインプログラムはモーツアル

ト レクイエム。以後第 5回 そして 10回 目の今回と 節目の演奏会にはこ

の曲を演奏する
｀
伝統

′
を守り今日に至つています。当合唱団設立の原点と

も言える由が本曰演奏するモーツアル ト レクイエムなのです。

/~マデウス
モーツアルトのクリスチヤンネームにして

｀
神の愛てし人

″
の意味を持つ

｀
ア

マデウス
′

は ｀
自分たちが歌いたい教会音楽を自由に歌おう

′
という設立時のメ

ンバーの合唱団に対する理念にびつたりのネーミンクであったと言えましょう。
｀
アマデウス

″
は設立当時、一般にはあまりなじみのあるボキャブラリーではな

く ｀
アマテラス

″｀
アマツネス

″
などと椰楡されたこともありましたが 同名の

映画のヒツトですっかリポピュラーになつたことはこ高承のとおりです。

スコットホ=ル
東京アマデウス合唱団の練習会場は

｀
早稲田奉仕園 スコットホール

″
。この建物は1921

年に建てられた北米様式の煉瓦建ての建物で、高い天丼を持つすばらしい音響のホールで

す。しかも都心近くにありなから都会の喧騒とは無縁の静かな環境に囲まれ 雑事を忘れ

て練習に集中できる得難い空間です。このホールのムードが当合唱団の雰囲気を決定づけ

ていると言つても過言ではありません。毎週水曜日 学生 社会人 主婦とバラエティに

富んたメンバーが集まり練習を行っています。早稲田の学生街にも近いことから練習後に

一杯やる場所にも事欠きません。       あなたも一度練習をのそいてみませんか。

ツプラノ  大久保ルミ子
′」ヽオホ

牧野

7'レ ト  ,II
重泉

テノール  ,原
バ  ス  落合

林

大庭登美代

鈴木奈々子

三浦 怜子

丼上やす子

t村 順子

加生 信広

佐久間雄二

山下 敬之

大山 博子

鈴木 真澄

山本 幾テ

大岩 ■子

長谷
"敦

子

片同  葉

竹内 智之

全谷美智子

須藤佳代子

吉口えみ子

梶  玲子

平野 玲子

中屋 哲大

中馬  充

狩野 直子

水瀬 久子

吉野みどり

加藤美穂子

前日 朝子

古沢 忠久

根本  岡|

酒丼 ■子

山崎 孝子

橋本 克久

窪口 玲子  蔵並 雅美

桶宜田亜希子  張替いわね真子

玲子

工子

秀子

宏

良式

次郎

子

子

郎

一，
米
　
一

島

崎

田

川

富

吉

里子口



1981 February M02art:REOU[EM
1981 November Handel:MESS!AH
1982 November Faure:REOulEM
19“ September Mo2art:KRONUNOS MESSE
1984S・plember Mo28rtinEQUIEM
1985 0ctσ

“

r  Bach :KANTATE N7106
1986 0ctober  Mozart:GHSE MESSE
19870_loter   schut2;‖じ9KAL SCHE ttEQUIEN

1988 December Mo2an:VESPERAE
19∞ November Mo2a蔵 :REQUIEM


