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今宵は、お忙しい中をご来場いただき、団員―同厚くお礼申し

■tfます。

東京アマデウス合唱団は、 1980年の創市開来kモーツァルト

のほか古典派の作品を中心にほぼ毎年 1回の定期演奏会を行って

まいりました。

本年は、去る7月 22日に前指揮者「齋藤明― 」を偲ぶ追悼の

ミニ・コンサートを行つたため、毎年秋に開催しておりました定期

演奏会を、来年21世紀初めての秋に第20回記念として開催する事

とし、今回は、小曲を集めたクリスマスコンサートを開催する事と

致しました。

幸いにも「奏楽堂」での開催が可能となり、クリスマスに因んで、

バッハの待降節と降誕祭のコラール、異なった四つのアヴェ マリア

というユニークなプログラムで、この貴重な重要刻 麟 の中での濱葵

という運びとなりました。

毎回続けてご来場を頂いております方 や々、ご勒 皆様方からの

暖かいご支援に支えられ、このクリスマスコンサートを開催すること

ができますことを、団員―同心から感謝いたしております。

団員の一人一人が精二杯力を出し切つて今回のコンサートを成功さ

せたいと思っておりますので、暖かいご声援と共に演奏をゆっくりお

楽しみ戴ければ幸いです。

2000年 12月 17日

東京アマデウス♂昌団

団 長 柿 沼  哲
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3 四つの Avo Marie

l Ave Maria・・・・ ・ ・ ・ ・・・・・」●cquos A rced● lt(1500曖 -1568)

2 Ave Maria・・          ・ ・・・」osquin dos Pr6s(1440頃 -1521)
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O Magnun Misterium(お お、大いなる玄曇と驚くべき秘履よ)
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§ 今 回 の 華 曲 目 0こ つ 0ヽ て §

クリスマスは「降誕節」「降誕祭」と訳されるが、正確には12月 25日のキリスト降誕を記念する

礼拝の行われる祝日を指し、その語尾く―ms>は語源を遡ると、礼拝の集まり、即ちミサを意味

したくmass>に 由来する。現在多くの教会は25日 に最も近い主日 (日曜日)をクリスマス礼拝に

当てるが、古く遡れば遡るほど、本来の教剣替を厳格に守る傾向が強かった。そして、この祝日の

前の四つの主日の礼拝を中心とした時期を「待降節」くAdvent lAvenO〉 と呼んで降誕に備えるので

あるが、この区別もプロテスタントでは近年形脚 ヒする傾向にあり、12月 に入ると早々とクリスマ

スの集いを開く例も少なくない。クリスマスに歌われる歌は「聖歌集」や「讃美歌集」に収められ

ているものも含めて「キャロル」と呼んでいるが、その語源となる古いフランス語くcarOle>は

ゆつくりとした中世の円舞を指す言葉であった。それがヨーロッパ中に広まり、英語圏て民衆的

クリスマスの賛歌の多くが畳句を含む舞踏歌から出ていたことから、16世紀半ば以降くcar。 1>

と呼ぶに至った。しかし、クリスマスの賛歌の主流は「聖歌」 は財L聖歌)であり、これに対して

民衆の賛歌があった。後者の呼び方はそれぞれ民族によって異なり、フランスもこのような賛歌を

くno01>と呼び、くcarole>は 死語に成っている。こうした民衆の賛歌が教会の聖歌に採り入れ

られ、現在では由来を異にする聖歌までも「キャロル」と呼ばれる。最新のThe New Oxford B00ks

of CAROLSを 見ると、クリスマスのミサに関係する典礼グレゴリオ聖歌までもくcarol>と して

掲載されていて、私達を驚かせる。一方、教会の聖歌や民間のキャロルが偉大な作曲家の手に

掛かって芸術的作品に成る例も多く、それが聖歌に逆輸入されることも珍しくない。そして 作曲

家本人が意図しなかったことであるが、彼がさまざまな宗教曲の中で使用した編曲例を使って、

聖歌をポリフォニックに歌い直そうとする、と言うよりは、聖歌やキャロルを編曲者の「作品」と

して顕在させようとする試みも、最近の楽譜出版の新傾向として見られるようになった。

Johann Sebastian Bachの没後250周年に当たる2000年を記念してBarenreitertが 最近出版した

Klas Hofmn等によるバッハ・コラール集の編集がその一例である。最初にその中から三曲を取り

上げる。

6ottes Sohn ist kollmnは 、ルター派の聖歌の成立に貢献したボヘミア人 (匿名)の手によつて

臨 可が作られ、元来は九節の歌詞から成っていた。定旋律は1410年にHohenfurtで生まれたラテン

語の聖歌 《Ale Hierarchia》 を改訂して歌詞の作者力浴降節の聖歌としたもので BacЫ まこの聖歌

を酬V318の カンタータに卜長調で薔 可を付けずに使用した。ここに演奏されるものは、彼の編曲を

へ長調に直して、聖歌の歌詞を付けたものである。定旋律には中世風の余韻が感じられるが、Bach

はそれを低音三声の処理によって、見事にバロック風に変身させている。臨 司の内容は キリスト

の降誕が私達と直接関わりを持ち、その目的力私連を罪から悧牧し、悔い改めへ導いて真理ヽ移ら

せることにあり、神に散対する態度を捨てて服従する者には赦しが約束されることを説き、そして

聖餐の秘儀へと移っている。ここにおいて受肉と聖餐の関係が浮き彫りにされる。

Von Hinml hoch,d● k― ich herは 、隔
"in Lutherが

15“年に自分の家庭でクリスマス・イヴを

祝うために作詞したもので、全体で15節より成る。主旋律はLuther自身によってリズムのやや異

なったものが作られ、1539年に聖歌に採用された。モデルになったのは、男の子が女の子から冠を

贈られる時に答礼として歌う花冠の歌であろうと言う説がある。Lutherは 1543年に同じ旋律に別の



15節の歌詞を付け直して居り、それも聖歌に収められている。Bachは クリスマス オラトリオ

BW248の第17曲のコラールの定旋律として、少しリズムを変えて編曲したものを用いた。

lochot auf.ruft un3 die St h腱 は、1599年 Philipp Nicolaiが作詞作曲したもので、ルター派の

教会では待降節前の教会暦の終わりに歌う聖歌として使われ、英国国教会などでは待降節に歌う

こともある。Nicolaiは力のある説教家であったが、時にはルター派の論客となって、カトリック

やカルヴィニズムと論争を闘わせた。Bachは カンタータBW140の第7曲のコラールでこの編曲を使

用し、第3節の歌詞を添えた。このカンタータも1731年 H月 25日 =位刊本節後第25日曜日にライプ

ツィヒで初演されたもので、ルター派の教会では、定旋律の聖歌が待降節に歌われることは殆ど

無かった。

作曲家によるクリスマスの聖歌やキャロルの編曲が高い芸術性を示す例は Bachだけでは

なかった。次に演奏するHugo Distlerの二曲がそれである。雨rnbe“出身で1940年代国立アカデミ

ー高等音楽院の教授であったDistlerは キリスト教界に対するナチスの迫害の下で作曲は流産、

作品は「堕落した芸術」の烙印を押されて 自分が公職に在っても当局の敵意と軍事奉仕に駆り出

される脅威に怯え、空襲を受けるベルリン市内で鬱病に成り、1942年 11月 1日若くして世を去った。

その作品が世に知られるようになつたのは、第二次大戦後である。ベルリン時代 (1987年一時シュ

トゥットゥガルトに逃避)の前、1930年代前半に彼はリューベックのヤコプ教会でオルガニストを

務めながら教会の聖歌隊を指導していた。演奏される二曲の編曲作品は1982年又はその翌年に籍め

られた五十二曲の三声のモテット集 ①er」ahrkreiめ に含まれるもので、彼の殆どの宗教曲と

共にその時期に作曲され、教会で演奏されたものである。

Nun ko師 ,der Hoiden Heiloodは 、Martin Lutherが 1624年に待降節の聖務日課のグレゴリオ聖歌

《Veni,Redemptor geniciumDを翻訳して、その原曲をヒントに改作したものである。ルター派の

教会では代表的な待降節の聖歌としてこの曲を愛し、Distlerと 同じくナチスの迫害を受けた

Dietrich Bonhoefferも 、Hitl“暗殺計画に関与して処刑される前に獄中でこの歌を回ずさんだ。

同じ原曲の編曲作品としては、他にSeth“ lvisiusの ものとBaぬのカンタータBW61,62が知られて

いる。この歌詞はキリストの「光」としてのイメージを「太陽」にして描いているが、これはクリ

スマスを「正義の太陽」であるキリストの降誕と顕現の日であるとするカトリックの教義に沿った

もので、降誕を「新しい光と新しい太陽である神の子の受肉」と説いたローマ教皇Leo I世の言葉

にも明確に表れている。

Lrio durch eir Dorn"ld lingの 原曲は15世紀と考えられる、 ドイツの中世末期の民間のクリス

マスの歌で、1608年に発行された 《Andernacher Ce‐ ngbucDに載る。マリアの描き方としては、

幼児イエスをマリアが抱くクリスマスの聖母刊象が基底にあるが、それが画家達がしばしば闘さを

寄せた「野原の聖母」「森の中の聖母」のテーマを黎みながら、中世のマリア像のもう一つの奥型

であった悲しみの聖母に近付いている。イバラの茂みが広がる原はキリストを十字架に付けようと

する罪人達のこの世の世界を象徴し、そこに十字架の下で降ろされたイエスを抱くマリアの姿が

すぐに連想されてくる。くヽrieleison>は ドイツ中世の祈祷歌の形式を持つ民謡Leisの伝統に

よったものである。



クリスマスの曲として 《鮨e Mariめ が好んで選ばれるのには理由がある。その歌詞の冒頭の言

葉のフレーズがルカによる福音書1章28節の「おめでとう、恵まれた方。主があなたと共におられ

る」を引いているからである。ラテン語の歌詞は、天使ガプリエルのこの言葉を、罪深い人間から

聖母への慈悲を哀願する呼び掛けの形を取るために、少しニュアンスを変えている。従って、

くおめでとう>よ りも聖母にすがり、迎え入れようとするラテン語本来の意味くようこそ>の方が

よく、く恵まれた方>も ラテン語では「優しさ」「恩寵」を表す言葉になっている。ラテン語

ミサでは待降節に歌われ、特に第4主日のミサの奉献唱として歌われるものが重んぜられている。

《AveあHか を作曲した例は非常に多いが、ここでは四曲を演奏する。

Jocqu“ ArcodeLの Ave briaは 、Arca“ ltが 1554年に作ったシャンソン 《Nous voyons que les

hommes私達には分かっていますよ、殿方は…》を、19世紀にP L Dietsch/1ゞ 改編したもので、厳密

な意味ではArcadeltの 作品と言える要素は、音楽面に含まれているに過ぎない。1540年頃から

Arcadeltは ローマ教皇庁に奉職した後、1651年にフランスに行ってロレーヌのmarles王侯家に

王室音楽家として仕え、晩年を過ごした。彼は宗教曲よりも世俗曲に関さを持ち 126曲のシャン

ソンと200曲以上のマドリガルが現在残っている。

」o"uin des Pr18の Av● 釉rieは、1502年にフランドル出身のJosttinがイタリアのフェラーラで

Ercole I世公爵に仕えた頃自ら選んで出版した最初のモテット集 《llotettiつ の中に加えたもの

で、その制作は彼がローマ教皇庁に奉職した時代以前には遡らないと考えられている。この曲の

基本構造力渤 であることは既に指摘が多い。初めはガプリエル天使の祝文を引いた通例の歌詞で

始まるが、続く部分は降証 お告
'ス

被昇天の経文が歌われており、キリストとマリアの日本化に

近づいている。しかし、カトリックでは「信者はマリアをFLIすることはできず、又そうしては

ならず、ただ聖人に呼び掛け賛美するように、マリアの恩寵、特典、品位の故に之を崇敬するだけ

である」と定義づけている 《カトリック大辞典》。最後は聖母の愛顧を祈る言葉で終わる。

T― Luis de Vlctorloの Av● Lriaは、F Pedrelによって編集された 《Opera mniめ の中に含ま

れるもので、制作年代は明らかでないが、 《Ne uriめ の屈指の名曲として知られる。スペイン

のアヴィラに生まれたVictoriaは 、ローマのJesuit CollegiO Germanicoで学び、その修道院で

長く過ごし、司祭課程を経て1578年 6月 Giroltto della Cari伽 の礼拝堂付き司祭に淵■し、1583年

スペインに帰国してllar●皇対言に仕えるまでの傍ら作曲、歌手、オルガニストとして活動を続け

た。この時期に1572年 に最初のモテット集を出しており、 《府e mariの もその頃までに書かれた

と推測される。歌詞のくora prO nobis peccatoribus nunc>と ある部分の祈りは、マリアを

仲保者として考えるマリア信仰の重要な特性を示している。冒頭のグレゴリオ聖歌はマリアを賛美

する時に歌われるアンティフォーナで、曲はそれをバラフレイズするように変形させ、以下も原曲

と対立させたり崩したりしながら、三分音符と全音符による響きの良い和声を成して進み最後の

く肺en>は荘重な終結部を枷裁している。歌詞はほぼ原曲の典礼歌の通りである。

SiOVanmi Pi●rluigi d● Pol●drin3のハve陽rioは、1563年に刊行された第1モテット集に含まれる

もので、彼が1551年 9月 から妻帯問題で辞職する1555年10月 までのローマの聖ピエトロ大聖堂内の



Ciuli淋l推の楽長時代の作品と考えられている。名高いMおm Parae Marcelll(1567年刊)もこの

時代に書かれた。略L拝堂風に」という意味を持つくa capellかは、楽器の伴奏を伴わない合唱曲と

いう意味で今日普及しているが、Pal‐trinaの音楽はその代表とされ、この曲もその特徴的な深さ

を十分に伝えている。この曲の旋律の基になっているのは実はVictoriaの曲と同じグレゴリオ典礼

聖歌であって、その基本旋律が四声のどれかのパートに見え隠れするのであるが、それを感じさせ

ない程に、歌詞の持つ意味を極度にまで音楽的に高揚させた、感動的な、しかも均整のよくとれた

美しい作品である。歌詞のくregina coeli〉 はロレットのリタニアのなかで聖母への折りを歌うとき

に使われるくRegina in caelu l assumpta・ ora pro nObis〉を引いている。マリアを最も崇高に表現

するこの言葉が置かれている点に、反宗教改革運動の代表的な作曲床であったPalestrinaの精神の

真髄力壌われるのではないだろうか。

≫≫≫》≫≫≫≫≫≫≫≫≫》》≫≫《≪≪≪≪≪≪≪《≪《《≪≪≪≪≪

後半は降誕の聖書に関係したテクストによる作品を中さに演奏する。テクストの描く降誕場面の

焦点は、飼葉桶のなかに寝かされたキリストである。ルカによる福音書は、ヨセフがダビデの家系

に属していたので、ダビデの生まれ故郷ベツレヘムに人口調査に登録するため戻ったところ、

ナザレに住む彼らにはそこに自分の家はおろか、泊まる宿屋さえも空き部屋が無く、マリアは生ま

れたイエスを「布にくるんで飼葉桶に寝かせた」と言己している。その「飼糞桶のなかのキリスト」

を取り上げた二つのJ S Bachの編曲した作品を聴いていただく。

ich 8toh an doinor“rip"n hierは 、16534Paul Gerhardt力 詐詞したもので、全九節から成る。

定旋律はルター派の教会暦の終わりに歌われる聖歌 《Es i"gewi31ich an der Zeit》 のものを

借用していて、この聖歌は15世紀に作られ、Wittenbergで公式に採用された。Bachは クリスマス・

オラトリオBW248の 59番 コラールにおいて、この旋律とGerhardtの歌詞の第一節を結びつけた。

このオラトリオは1734年 12月 から翌年1月 6日 にかけて順次演奏されたが、1736年 C C Schemelllに

よって編集出版された宗教歌曲集には、Gerbrdtの歌詞によく知られている別の旋律を付けたもの

力掲載されていて、ルター派の教会ではこの後者を現在でも聖歌として採用し、Bach作として公認

している。いずれにせよ、歌詞はプロテスタントらしく、マリアを仲介者として取り成しを

願うのではなく イエスに直接祈り、語りかける姿を示している。東の方から来た占星術の学者達

が黄金、乳香、没薬を贈り物として捧げたように、歌詞の語り手は「私の精神と思いと心と魂と

勇気」の全てをお受け取り下さいと、服従と献身を語りかける。降誕の臨場的体験と新しく顕現

された救い主キリストヘの服従と信頼が、この歌詞の最も核きに据えられたテーマになっている。

El● Кind Ool● rn 211 00thlohaょ、一部分が13世紀後半のアンティフォーナを採り入れたポヘミア

起源のラテン語のクリスマスの歌 tantionesl《 Puer natus in Bethlehoめ 全十四節が先ず生ま

れ、それを六節に縮約したものが次に現れ、後者が15世紀にドイツ語に翻訳された。ラテン語と

ドイツ語を併記して掲載した最初は1553年のL Icぉ Lossiusに よる 9‐lmodiう と言われる。 勧ヽ

はカンタータBW65の第2曲のコラールでこの編曲を使い、第二節の歌詞を付けた。この背景には、

この歌が聖歌のスタイルをラテン語を知らない大衆、特に子供達の間で歌われやすいように改め、

朧 司の内容もより解りやすく平易なものにするために追加したり縮約したりした結果、それが劇間

に普及して長い問歌われた、つまり聖歌がキャロルに変えられて行ったという歴史がある。



ラテン語の歌詞の冒頭はグレゴリオ聖歌のクリスマス真昼のミサに歌われる、よく知られるス際唱

antroitus)の冒頭くPuer natus est nobis>を 思わせるものがあり、くalleluia,alleluia>の

繰り返される形もアンティフォーナのあるものに見られる。内容は降誕の物語の一詢一駒を絵で

見るように説き明かしている。曲は舞踏のリズムを感じさせる三拍子になっており、この点も民間

の賛歌の特徴を具えている。

ln duci iubi:。は、天使力翔einrich Setse(SusOlに 教えたという伝説がある。彼は14世紀前半の

人でドミニコ会の修道士であった。ある夜、彼は幻の中に天使達が喜ぶ姿を見て長い問見入って

いると、その天使が若い王子のような姿ではかの同じ様に若い天使連とやって来て、飼葉桶の中の

幼児のイエスの側で踊りながら喜びの歌を歌った。それがくIn dulci jubilo… …>て、彼らは

彼の手を取って踊りの輪の中に引き入れたと言うのである。この伝説は、この曲が元来円舞を伴う

所謂キャロルであったことを物語る。しかし この伝説はこの曲の起源を必ずしも語るものでは

なく、当時既に知られていた可能性も指摘されており、起源を13世紀に遡らせる説もある。この曲

はドイツ語とラテン語が混じるテクスト例で最も古いものとされ、歌詞の流れが、言語の交替を

無視して一貫した文章を作って進む。これに対して 《Ein Kind gebom zu Bethlehem》 は、 ドイツ

語で歌われたり、古来のままラテン語が歌われたりした。音楽とテクストが揃つた最も古い例は

1400年頃のライプツィヒ大学の文献の中に見られる。それは、歌詞が舞踏用の一節だけのもので

あった。それが15世紀に四節になり、プロテスタント的な観点から第四節は一時削除されたが、

1546年 Valentin Trillerが 改良を加えて現在のような形になった。実はその歌詞は第二節として

もう一節加わるのであるが、1646年 期満m輸ドches G∝mφuc聯 力`完全ドイツ語版 Oun singet

und seid ttDを 掲載した際、第二節に当たる一節を削除して替わりに新しい歌詞を最終節に

加えた。今回の演奏楽譜が第二節を肖1除しているのは完全ドイツ語版に合わせたのである。ルター

派の聖歌は完全ドイツ語版を使っている。Bachは Oierstittige Choralgesangめ lr P E Bad編

第150曲酬V368(こ のコラール集は歌詞は一切省略されている)でこの和声付けを行つている。

同じ定旋律をBachが使って展開させた例として、他にJサルガン曲集 KOrgelbuぬ lein》 に収めら

れたBW608などがある。歌詞の中でキリストが「アルファであり、オメガであられる方」と歌われ

るのは、ヨハネの黙示録1:8にキリストが自ら名乗った言葉として「私はアルファであり、オメガ

である」とあるのを引用している。初めに居られて万物の創造者となり、それを完成させ、やがて

終わりの時に来られる方という意味であり、くEja qualiat>は 「さあ、どんな者も王の裁きの座

に出て 御前で審判を受けなければならないJと いう意味である。

一方、カトリック典礼聖歌では飼葉桶のキリストはどのように歌われるのであろうか。クリス

マスの朝課第娑編辛(ReponOと して歌われる ⑩ ぬ帥Ⅷ mysteriumDに それを見ることができる。

その冒頭の歌詞は、飼葉桶に寝かされているキリストを「大いなる玄義と驚くべき秘蹟」と讃える

が、その「玄義」「秘蹟」とは、神と等しくあられ、この世の世界とそこに流れる時間の創造主で

あられる方が、みすぼらしい飼葉桶の中に横たわる幼児として示されることの測り難い玄義と、

正義の太陽である神の子が受肉によって顕現されることの秘蹟と説明される。

口:li“ Byrdの O●
"nun●

isteriunは、1607年ロンドンで

“

1/adualia sell cantionШ  sacmm0

第2集第2巻四声の部の第8曲と第9曲 (折 り返しくBeata Virgo>以下とVerse)|こ収められて出版



された。Byrdlまカンタベリー主教座大聖堂付のTlloms Tallisの弟子で、1570年 2月 から王室礼拝堂

のGer・tloanで あった。Elizabeth l世女王がラテン語のネI∫を好み、ラテン語祈祷書の使用を公認

したので、彼は1575年に女王の許可を得て 《Cmtiones,"ae ab a=゛ento sacrae vocantr》

を纏め、女王に礼拝用に献呈し、出版した。この出版はTallisと 共編であったが、英国国教会では

すでに英語の礼拝が主流てあったため、出版による普及計画は失敗に終わり、懲りた出版社は以後

十三年間以上も何も出版しなかった。しかし、町rdはその後も益々多くの公けの場では演奏する

機会のないラテン語のモチットを書いてその量は彩しい数に昇り、英国国教会に属しながらカトリ

ックの世界に傾斜して行った。1593年からはロンドンから遠く離れたエセックス州のストンドン・

マーシーに移り住み、そこでByrdと その家族はIngateston Hallで秘密に開かれるミサに出るよう

になった。即ち、密かにカトリックに改宗したのである。 《O mgnll mi゛ eriu n》 はそのような

時代にミサ礼拝のために書かれた。曲はくBeata Virgo>以下が折り返しになっていて、Verseと

して歌われるくAve,Maria>の 部分はソプラノ、アルト、テノールの二重唱で書かれている。この

テクスト構造は典礼聖歌の形に基づいている。旋律はグレゴリオ聖歌にとらわれない独自のもの

で、逐語的な表現よりもむしろ音楽的な旋律の美しさ、均整の取れたポリフォニーの欄■に重きを

置いている。その中で、くAve,Maria>の表現が特に際立っているのは、Byrdの信仰の姿を映す

ものであるかも知れない。

T― Lu18 de ViCt● ri●の0口mull町ヨeriu田は、1572年ヴュニスで出版されたモテット集に収め

られたもので、Victoriaは 1569年からサンタ・マリア・デイ・モンセラート教会で歌手兼オルガニ

ストとして務める傍ら、1571年9月 からイエズス会のCollegio Cemanicoで寄宿生に音楽を教える

ことになった。この作品はそのような時期に恐らく教材とする目的で書かれた。というのは、本来

折り返しになるくBeata Virgo>以 下を改訂し、Verseを削除して替わりにくAleluia>を付けてい

るからである。このようにすることによって、一つのこれだけで完結したモテットが出来上がる。

この曲もグレゴリオ聖歌を離れているが、その手法はBrdと違い、努めて逐語的な表現に徹して

いる。それは、例えば冒頭のくO magnul wster■um>の旋律に込められた感動が如何に忠実に歌詞

を表現しているかを見ただけでも解る。そのようにして表現されている「なんと動物達も生まれた

主を見守っていました」くut animalia viderent Dominun natun>の 部分の驚きの強調が何と率直

なことか。そこには疑いもためらいもない。そして、それがマリアヘ向けられた賛美の表現へと

移って行き、感動の高まりは三拍子のくAleluia>で 頂点に達し、再び四拍子に戻つてコーダと

なって収東される。

Giovanコ I PlorluiOi d8 Paledrin● のDlo3 80nCtifi∞ t鴫は、クリスマスの真昼のミサの昇階唱

(Gradualelの 中に含まれるくAleluia>唱 に続く聖歌の後半を改訂してクリスマス用のモテットに

したもので、Palestrimが1501年から六年間サンクタ マリア・マッジォーレ聖堂で楽長を務めて

いた時代の1563年に発行した四声のためのモテット集に含まれる。最後の「踊りましょう、それを

喜びましょう」くExsultemus,et laetetr in ea>の 部分は典礼文には無く、それだけに三拍子で

歌われるこの部分が、聖歌からはみ出てキャロルに近付けられているのが感じられる。この曲が

今回の演奏主要プログラムの最後に置かれるのは、その歌詞をこれを聴いて下さる皆さんへの

ささやかな終りのメッセージとして、クリスマスのお祝いの言葉に替えたいからである。

(文責 :野口 碩)



歌  言可  ' 『ヽ  訳

*12-r.-:s
Gottas Sqhn I!t ko m.n.--..-.....................-._ -Joh.l|D S.h.tl.n Brchl$

(参考)ルカ2119「イエスはパンを取り 感謝の祈りを唱えて、それを裂き、使徒達に与えて言われた。

「これは 貴方がたのために与えられる■の体である。私の記_● としてこのようにlrい なさい。J

l
G.tt€E Sohn ist ko.ren uls allen zu FroEen
hie. auf di.se Erden in srnen GebArden.

dal e. uns von S[nde freie und entbinde.
Z.

f,r lort auch noch heute md lehret die Leut6,
rie Bie sich vo,l Stnden zol Bl,! 6oll€o r€nden,

von lrrtE und Torheit treten zu d€! ratrbeit.
3.

Die sich seio nicht sch&en
und seio'Dienst anneb@n durch

ein'!€chl€n Clauben Eit cezer Vertrauen,
denen rirt €r eben ihre Sind verE€ben.

Dem €! trt ihn'6chenke. in deD Sallaienten
sich Belber zur Spei6en,
sein Lieb zu bereiseo,
d6E sie sei. renie8en in ih! Geri6sen.

5.-9. (:Ot#ttttB)

Von HInlnal hoch. da
t.
Yo. Hi-eI ho.h,da toE ich h€r,
ich brin8 euch sde neue lar;
der 8ut€n ldr brins ich so viel.
d8von ich sinsn usd EaBen rill.

2_

Euch i6t €in [indlein heut teboln
von 6iner Jundrau ausellorn,
€in [indel€in 60 zart und fei!,
das 60ll eu'r Freud ud tome s€in.

3,

[s ist der fleff Chris!,unser Gott.
d.r rill €uch lnhrn aE aller ot.
e! rill eu'r Ieitand selb€r seio.
von ,lle, S[nden !.chen rein.

t. brinEt euch alle selitkeit,
di6 Gott der Vater hat beleit' ,

dal ihr dit lnE i6 Iinrclieich
sollt Ieb€n nun und e*itlich.

5. (.o5fiTB*ts)

神様の御子は私達全てのためにここにお生まれになり

ました、この世に、身をやつした口物際で、

私逮を罪から自由にし 解放するために。

(フ ィリピ2 7)

"子
は今日もまた来られて人々をltえ られます

とのようにして罪から悔い改めへ回心し

遇ちや思かな行いから真理へ移るべきかを。

(マルコ1 15)

恥じることなく

彼に仕えることを

正しい信仰により、全き信頼をもって受け入れた人々

は 御子がまさしく今その罪を教して下さいます。

そこで何子は この秘僣において

御自分を自ら献げて食物としてお与えになります、

御自分の愛を示すために

その食物が彼らの良心に用いられるようにと。

高い高い天から なはそこまで来ています

■方がたに良い、新しい知らせを持つて来ました。

その良い知らせを私は沢山持つて来ました、

それを歌い、語つて関かせます。

■方がたのために今日幼児 (おさなご)が生まれました

ひとりの神に選ばれた処女 (お とめ)に よって、

幼児 (おさなご)は とても弱々として摯をですが、

その児が必ず責方がたの歓喜となり 至福の喜びと

なるでしょう。

それは私途の神様であられるキリスト様なのです

その方があらゆる苦雌から責方がたを導き出して下さる

でしょう、餃は自ら貴方がたの救い主に成って

あらゆる罪からきよめて下さるでしょう.

その方は貴方がたにあらゆる至福をもたらします

倒父である神様が用意していて下さるのです、

ですから、■方がたは私逮と共に天国に

住む事になるのです、今から、そしてこれから永遠に。

konm lch h. r -.-.-....J oi.rn S.t.ti.r 8-lfm

(,■ )ルカ210～11「天使は言つた。「恐れるな。私は、民全体に与えられる大きな喜びを告げる。

今日タビデの町で あなたがたのために散い主がお生まれになった。この方こそメシアである.……」



Wachet euf, ruft uns die StlmmO… ………… 」018in S● b■ Bt,an Bach“曲

1

Pachet auf,ruft uns die Stimme der Wachter   目覚めよと 物見達が私違を呼ぶ声がします、

sehr hocb auf der Zinne,
uach auf, du Stadt Jerusalen!

llittemacht heiBt diese Stunde.
sie rufen uns oit hellem Uurde;

lo seid ih. llusen Juncf.auen?
[oblauJ, der B.aut' san ]omt,
steht auf,die Lanpen nebilt! Irallerujal

llacht euch bereit zu der fiochze.it,
ibl nnsset ihn eDteesensebn!

2.

Zion hdrt die ryachter sinsen,
das Helz tut ihr vo. Freude sprinEen,
sie *achet und steht eilend auf.
Ihr Freud konot von Hiooel prachtig,
von Gnadeo stark,von llahrbeit oiichtis,
ihr Li.ht *i.d hell,ihr Ste.n Eeht ad.

Nun }ooE,du {e!te Ikon, fleE Jesu,Gottes Soha!

losiannalllir folsen aII zun Freudensaal
und halten 0it das Abend0ahl.

3.

Gloria sei dir cesunsen mit [enschen
und oii EnSelzunsen,nit Hefen
uod oit Ziobein schon.

Von z{6lf Perlen sind die Tore an deiner Stadi;
rir stehn i0t Cho.e der lnset
boch u0 deinen Thon.

Xein Aus hat je Sespnd,
kein ohr hat oehr sehailt sotche Freude.

域の鋸壁の上の非常に高い所で、

「起きよ 汝エルサレムの都よ :」 と。

この時間は真夜中だというのに

あの人逮はかん高い口調で私違を呼ぶのです。

「あの買い乙女違は何処にいるのか ?

さあ、花婿が来ます、

立ち上がって灯火を執りなさい ,ハ レルヤ (ヤ ーヴェ

を誉め称えよ):
婚礼の用意をしなさい

貴方がたはあの方をお出迎えしなければならない !J

シオンよ闘きなさい、物見達が歌っています、

心を喜びに躍らせるがよい、

目を覚まして 急いて立ち上がりなさい。

貴方がたの恋人は天から絢璃たる装いて来られています

多大な思籠と揺るぎない真理で飾つて、

乙女達の光よ明るくなれ、乙女達の星よ高く上がれ.

さあお出て下さい 工位にふさわしいお方、神様の

御子イエス様 !

ホサナ (よ うこそ、私達をお救い下さい):私達は皆

あとに続いて喜びの広間へ入り、晩餐を共にします。

栄光が貴方のために諸人と声を合わせて歌われよ、

そしてよどみなき費美の朗議をもって、竪琴の音と

共に、そして心地よいシンバルの音と共に.

あなたの都の円は12の珠工で出来ています。

私達は天使の賛美の群の中に立っています。

高い所で 貴方の工座を回んで。

いかなる眼もかつて経験したことがありません、

いかなる耳もめつたに問いた事がありません、こんな

歓喜を。

ですから、私逮は喜びの声を上げて

und singen dir das Halleluja ftr und fir   ハレルヤの歌を貴方に捧げます、いつまでも。

(参考 )

イザヤ626rェルサレムよ、あなたの域壁の上に私は見張りを置く。昼も夜も決して黙してはならない。J

マタイ251～13「 そこで、天の国は次のようにたとえられる。十人のおとめが それぞれともし火を持って、

花婿を迎えに出て行く。そのうちの五人は愚かで、五人は賢かつた。愚かなおとめたちはともし火は

持っていたが 油の用意をしていなかつた。賢いおとめたちは、それぞれのともし火と一緒に 壺に

油を入れて持つていた。ところが、花婿の来るのが遅れたので、皆瞑気がさして眠り込んでしまつた。

真夜中に r花婿だ。迎えに出なさい。』と叫ふ声がした。そこで おとめたちは皆起きて それぞれの

ともし火を整えた。愚かなおとめたちは、賢いおとめたちに言つた。『油を分けて下さい。わたしたち

のともし火は消えそうです。』賢いおとめたちは答えた。 r分 けてあげるほどはありません。それより、

店に行って、自分の分を買ってきなさい。』愚かなおとめたちが買いに行つている間に、花婿が

到着して 用意のできている五人は 花婿と一緒に婚宴の席に入り 戸が閉められた。その後で、他の

おとめたちも来て、『椰主人様、御主人様、開けてください。1と 言った。しかし主人は、『 はつきり

言つておく。わたしはお前達を知らない1と 答えた。だから 目を覚ましていなさい。あなたがたは、

その日、その時を知らないのだから。」



Nun komm.do「  HOidon Heiland …………………… ……… H IIco D i3ti● r“由
1

Nun kom口,der neiden Πe,land,          さあ、今おいて下さい、異邦人の救い主、
der」ungfrauen Kind erkannt          (未 婚の)お とめの子と知られる方よ。
Des sich wunder alle Welt,           その事を世人は皆いぶかしく思っているが、
Gott sOlch Ceburt ihm bestellt        神様がそのような生まれ方を彼 (御子)に求められた

2                        のです。

Er gi“ aus der Katter sein,          彼 (御子)は御自分の部屋を出て行かれました、
dem koniglichen Saal so rein,         とても清らかな工の広間へと、

Gott von Art und“ensch ein Heldi       本質は神様て、しかも人であられる勇士として。
sein peg er zu latlfen eilt          彼 (何子)は側自分の道を急かれました.

(参考)詩編196～ 7「太陽は、花婿が天蓋から出るように/勇士が喜び勇んで道を走るように/
天の果てを出で立ち/天の果てを目指して行く」

3(本 日は歌わないため省略 )

4

・Dein Кrippen gl加2t hell und klar,      「貴方の飼葉桶は明るく くっきりと光輝いています、
die Nacht gibt ein neu Licht dar       この夜が新しい光を提供して下さいました。

Dunlel mu3 nicht■omen drein,         閣よ 入つて来るな :

der Glaub bleibt imer ia Schein・       信仰はいつまでも光の内に留まります.」

5(本 日は歌わないため省略 )

(参考)ヨ ハネ14～ 5「言 (こ とば)の内に命があつた。命は光であった。光は暗闇の中で饉いている。

暗闇は光を理解しなかった。」

Maria durch ein・ Do「 nwald ging… ………………………… H■ Oo O istlo7●曲
1

Maria durch ein'Dornwald ging,         マリア様はイパラの茂る原を抜けて行かれました、
Xyrieleiscn!                 主よ、憐れみ給え !

Maria durch ein Dornwala ging,         マリア様はイバラの茂る原を抜けて行かれました
der hat in sieben Jahr.n kein Laub getragen  その茂みは7年間 1枚の葉も着けませんでした。
Jesus und Marial                 ああイエス様とマリア様 !

2

Was trug Maria unter ihrem Herzen,      マ リア様は何を御自分の心に抱いておられたので

しようか ?
Xyrieleison!                 主よ 備れみ給え !

Ein kleines Kindlein chne Sctterzen,      幼い赤ちゃんが痛みを覚えないようにと、
das trug Maria unter ihren Herzen O力

"   
その事をマリア様は何自分の心に抱いておられたの

です。

〔Maria,was trug“aria unterm Herzen?〕 (アルト)  マリア様 マリア様は何を御自分の心に抱いておられ

たのでしょうか?
」esus und Maria!               ああイエス様とマリア様 !

3

Da baben die Dornen Rosen getragen       そこにはパラの前が生えていました。

●rieleisOn,                 主よ、憐れみ給え :

Als da8 Kindlein durch den ttald getrag'n,   そのおさなごか茂みを抜けて運ばれた時、
da haben die Dornen Rosen getraピ n      そこにはパラの刺が生えていました。
Jetts und Marial               ぁあイエス様とマリア様 !

4～7(こ の編曲で|ま省略)



lve l{dia, cratia !lena,

lve llar i a, benedi cta tu in Eulieribus
et beredictns f.uctus ventris tui Jesus.

SaDcta liaria, ora pro nobis. ADen.

lve Ua.ia, sratia plena:

benedicta tu in nulieribus,
et benedictus f.uctus ventris tui.

Sascta tlaia,llate! Dei
ora pro nobis ,eccaioribus nunc,
et in hora nortis flostrae, Amen.

Ave, Ua.ia, sratia plena;

benedicta tu in nulieribu6.
et benedi.tus fructus ventris tui,Jeslls.

Sancta llaria.reeina coeli,dulcis et pia:

0 nate. Dei, ora pro nobis leccatoribus

trt uE ele.iis te lidedus,

ようこそマリア様、 (何 という)満ち溢れる優しき、
主 (キ リスト)が貴女と共に居られます。
ようこそマリア檬 貴女は女達の中で祝福されたお方、
そ して祝福を受けて貴女の胎が御生みになったお方
イエス様.

聖なるマリア様、私達の代わりに執り成して下さい。
アーメン (真実に).

Ave liaria sratia plena,
)ooinus tecu, virco se.ena.

Ave cujus conceptio soleDni plena eaodio,

^oelcstra,terrestr,a,nova r"plpt lael rt La.

Ave, cujus .ativitas nostra ttrit solemitas,
ul lulrfe! lux soleD prdevenrenE.

lve Dia bunilitas sine viro loecunditas,

cujus anuntiatio nostra fui! salvatio-

lve vera virsinitas, inriaculala castitas,
cujus purificatio nostm fuit porcatio.

lve rraeclea oEnibus anselicis virtutibus,

cujus fuit assuiDti o, nostra sIolificatio.

0 mter Dei,nenento nei. Aoen.

ようこそマリア様  (なんという)満 ち溢れる優しさ、
主 (キ リスト)が貴女と共に居られます きよらかな
処女よ。
ようこそ その方 (=)を身籠った厳かな受胎は喜び
に満ち溢れ
天の者を 地の者を、新たな喜びが満たしています。
ようこそ その方 (主 )が私達のためにお生まれに
なったことは厳かな大事な事でした、あたかも東の
太陽の光が唯―の正義を告げ知らせるように。
ようこそ  (な んという)敬虔なIIRし さ、大を得て
なかったのにこの豊かさ、
その方 (主 )の私逮にお告げになった事はこの世を
御救いになることでした。
ようこそ 純粋で、汚れのない、貞潔なおとめよ
その方 (主 )が私達のためになさった潔めのみわぎも
罪の贖いてした。
ようこそ、御使い達の軍勢がこぞつて崇めようとする
お方よ
その方 (主 )が私達のために栄光を受けられたのは、

御自分のものとするためてした。
おお神 (三位一体のキリスト)の御母よ、私を覚えて

下さい。アーメン.

Av.. Msr i....- --'-'-'-"- -- Ciot.rri Pi.rluiti d. P.l..trin.

ようこそマリア様  (なんという)満ち溢れる優しさ

主 (キ リスト)が貴女と共に居られます。

貴女は女達の中で祝福された御方、
そして祝福を受けて貴女の胎がお産みになったお方
イエス・キリス ト様.

聖なるマリア様、神の御母よ、
今、罪人の私達の代わりに執り成して下さい

そして私違の死ぬ時にも。アーメン。

ようこそマリア様  (なんという)満 ち溢れる優しさ

主 (キ リスト)が貴女と共に居られます。

貴女は女達の中で祝福された徊方、

そして祝福を受けて貴女のIIIが お産みになつたお方、

イエス様。
聖なるマリア様、天の女工様、 (私の)大好きな、

そして敬虜な。
おお神の価母よ 罪人の私達の代わりに執 り成して

下さい

選ばれた人々 (聖徒 )と 共に私違も貴女を心に留め

ますように。



第 2ス _― ジ

Ich steh an deiner Krippon hior ……… 」ohani S● 688t ian日 3● h凛曲
1

lch steh an deiner Xrippen hier.        私はこの責方の飼葉橘の間近に立っています.

O Jesu,du mein Lebeni             おおイエス様、私の命であられるお方
ich lollme,bring und schenke dir,       私は貴方の制許に参り捧げます、
was du mir hast gegeben            貴方が私に下さったものを.

Nimm hin,es ist mein Ceist und Sinn,      お受け取り下さい、これが私の精神と思いと、
Herz,Seel und Mut,              心と魂と男気です、
nitt alles hin und la3 dir s wohtefallen   全てをお受け取 り下さい、そしてそれが御意に適い

2                        ますように。
Da ich noch nicht geboren war          私がまだ生まれていなかった時
da bist du口 ir gebOren             (既 に)貴方は私のために生まれておられました。
und hast mich dir 2● eigen gar,        そして私を全く衛自分のものとしておられました
eh ich dich kannt,er■oren           そうだったのか、あなたがわかりました、選んでいて

下さったのだと。
Eb ich durch deine Hand gemacht,        そうか、私は貴方の御手によって造られたのだ、
da hast du sぬ on bei dir bedacht,       貴方が既に御自分の方で考えておられたのですから、
■le du mein,olltest werden         御自分として私のもの (魂 など)が どう成 ることを

3                        望むかを。
Ich lag in tiefster Todesnacht         私は深い深い死の間の中の留まったままでした、
du warest meine Sonne,            貴方は私の太陽でした、
die Sonne,die nir agebrattt        私に光と命と喜びと至福の悦びを私にもたらして
Licht,Leben,Freud und Wonne          下さった太陽でした。
O Sonne die das werte Lichi          おお太陽よ 私の内に培われた
des Glaubens in mir zugerichr.        信側の光と成られた御方よ
wie schon sind deine strahlen!        貴方の放つ光は なんと素晴らしいのでしょう ,

4

Ich sehe dich mit Freuden an          私は喜びをもつて貴方を見つめています
und kann mich nicht satt sehen;        そしていくら見ても見飽きることがありません。
und■ eil ich oun n,chts,eiter kann,     そしてもうこれ以上何も出来ませんから、
bleib ich anbetend steben           (貴 方を)拝みつつ立ちつくすばかりです。
O dag nein Sinn ein Abgrund war        ぉぉ、もしも私の罪が深い淵のように成り
und meine Seel ein weites Meer,        心が果てしない海のように成つてしまった時には
dag ich dich m6ohte fassen!          貴方をつかまえることができますように !

5～9(こ の編曲では省略 )

Ein Kind gebOrn z ll ●eth l oholn… ………………」o卜an■ S ebo3tio■ O och●曲
1

Ein Kind geborn 2u Bethlehem,         一人のみどりごが生まれました、ベツレヘムに
●O Bethleheo,               ベッレヘムに
des freuet sich Jerusalem           ェルサレムよ、そのことを喜べ.

Halleluja,Halleluja              ハレルヤ (ヤ ープェを誉め称えよ)、 ハレルヤ.

2

Hier iiegt es in de口 Lippelein,        ここに寝ておられます、小さなまぐさ稿の中に、
(dem)К rippelein;                小さなまぐさ橘の中に、
o姉 Ende ist die nerrschaft sein       とこしえに支配権を持たれるお方です。

Halleluja,Π allelu,a                   ハレルヤ、 ハレルヤ .

3

Die Xbniピ aus Saba■tten her.ktten ber:   博士達がシバ (現在のイエーメン)か らやって来ま
した やつて来ました。

Goll,Weihratlch,Myrrhe brarhten sie dar     彼らは資金 乳香、漫薬を捧げました。
IIallel■ ,a,Halleluja               ハレルヤ、ハレルヤ .

4

Sie gingen in das Haus hinein,         彼らは小屋の中に入つて行き
にn das)Haus hinein              小屋の中に入つて行き
und grinten das Kind und die yutter sein   椰子と徊母の居られる所に挨拶の礼を捧げました。
Halleluja,Hallelu,a               ハレルヤ、ハレルヤ。
5～0(こ の編曲では省略 )



i n   d u l c i   , u b i l 。                … …    … … … … … …       」Ohalln S ebaBtian B■ cham
1

ln dulei jubilo nin singet und seid froh:   快い叫びを上げて、さあ歌って喜びなさい。
Unsers Πerzens Wonne liegt in praesepto    私達の心の歓喜を与えて下さるお方はまぐさ橘の中に

横たわり
・    und leuchtet wie die Sonne matris in gremio  御母の膝で太陽のように光 り露いて居られます。

Alpha es et O                 アルフアであり、オメガーであられる方です。
2

O Jess parvule,nach dir ist nir so weh     おお 幼いイエス様、貴方にならうことは私にとって
とても大変です。

TrOst mir mein Genite,o puer optime,      私を安心させて下さい、おおこの上ない御子よ、
Durch alle deine Cite,             有らん限 りの貴方の優しい御意によつて、
o princeps gioriae              おお栄光の支配者よ。
Trahe me pOst te                私を貴方のみあとにお連れ下さい.

3

Ubi sunt gaudia'Nirgends mehr denn da,    喜びは何処にあるのか ?そ こ以外の何処にも無いでは
ないか、

■o die Engel singen nova cantica       そこでは天使達が新 しい歌を歌っていて、
und die Zimbeln tlingen in regis curia    小さなシンバルが■の裁きの場所で鳴 り響いています。
Eja qualial                  さあ、どんな者も !

4(こ の編曲では省略 )

O magnum misteriun(緩 り原文のまま) ……………………………………Wi!l18■ Bソ rd

O magn■ m misterium et admirabile sacramentun, おお大いなる玄義と鵞 くべき秘蹟よ
ut animalia viderent Dominum natun,      何と動物達も生まれた主を見守っていました
iacent帥 (綴 り原文のまま)in praesepio    家畜月ヽ屋の中に寝かされている主を.

Beata VirgO,                  祝福されたおとめよ、
cujus viscera portare Dominun ttristun    その子宮が主キリス トをもたらすとは。

VERSE(ほ かの本文が挿入された、グレゴリオ聖歌では独唱者が歌う部分 )

Ave Maria,gratia plena,            ようこそマリア様  (何という)満ち溢れる優しさ
Dominus tecun                 主 (キ リスト)が貴女と共に居られます。

(折 り返し)

Beata Virg。                   祝福されたおとめよ
cujus viscera portare Do国 inbo Christum    その子宮が主キリストをもたらすとは。

O magnum myster iun… ………… …  … ………… …   … To■63 Lu13 10 V ictori3
0 magnum mysteriun et admirabile sacramentum, おお大いなる玄義と贅くべき秘蹟よ、
ut animalia viderent Dominun natuo,      何と動物達も生まれた主を見守っていました、
OaCenttt in praesepiO:            家畜小屋の中に寝かされている主を。
O beata Virgo,                 祝福された処女よ、
0,uS ViSCera ueruerunt portare        その子宮はもたらすに相応しいものでした
Dominum Christum               主であるキリストを。
Aleluia(綴 り原文のまま)           アレルヤ。

D i es   s a n c t i f i c a t u s     ‐                      G lovonni P ierlui3i da Palo3trina

Dies sanetificatus illuxit nobis:      聖なるものとされる (御 降誕の )日 が私達に明 け
ました。

venite gentes.et 3dorate Dominum:       諸々の国民よ 来て主を崇めなさい。
wia hodie descendit lux ma_・ na in terris   今日大きな光がこの世に降って来られたからです。
Haec dies quam fecit Dominos          この日は、主がお与え下さったのです。
Exsultmus,et laetenttr in ea          踊 りましょう、それを喜びましょう。

(訳詞 野口 碩 )



ク リ ス マ ス 0こ ち な ん だ 讃 美 歌  (讃美歌21よ り)

☆ませびとひつしを

1 まきびとひつしを  見守るその夜  はじめて天使は   ノエルを伝えた。

てくりかえし)ノ エル ノエル、ノエル 主イェスは生まれた.

2 神の子主イェスは  まずしい姿で  この世に来られて   まぶねに生まれた。

3 博士は暉く     その星たよりに はるばるまぶねの   主イェスを訪ねた。

4 喜びあふれて    東の博士は   主イェスを拝んで   宝をささげた.

5 われらもこよいは  歌声合わせて  平和をもたらす    主イェスをたたえよう.

☆いそざ来たれ、主にある民

1 いそぎ来たれ、主にある民 み子の生まれし、ベツレヘム。うたえ 祝え 天使らと共に。

(く りかえし)来 りて拝め 来たりて拝め 来たりて拝め いざ 共に。

2 光の主よ、 神の神よ おとめマリアを 母として  生まれまししみどり子、主イェスよ。

3 今われらも 共に歌わん み使いたちと 声あわせ  「み栄えあれ、いと高さ神にJ。

4 永遠なる  神のことば、肉となりにし この良き日。迎えまつれ、人なる主イェスを。

☆天なる神には

l r実毎る神には み栄えあれ  地に住むひとには 平和あれ」と、

み使いこぞりて ほむる歌は、 静かにふけゆく  夜にひびけり。

2 今なおみ使い  つばさをのべ 皮れしこの世を  おおい守り

悲しむ都に   悩む里に   懸めあたうる   調べうたう。

3 重荷を負いつつ   世の旅路に  悩める人びと かしらをあげ、

はえあるこの日を  たたえうたう 楽しき歌声  ききて慈え.

4 み使いのうたう   平和来たり、 久しく聖徒の 待ちしくにに

主イェスをわれらの 君とあがめ、あまねく世の民 高くうたわん。

☆せよしこの夜

1 きよしこの夜 星 |ま ひかり、 すくいのみ子は まぶねのなかに ねむりたもう、やすらかに。

2 きよしこの夜 み告げうけし ひつしかいらは み子の御前に  ぬかずきぬ  かしこみて。

3 きよしこの夜 み子の笑みに、あたらしき代の あしたのひかり かがやけり、 ほからかに。



PROF : LE

指 揮 水 野 克 彦

東京芸術大学卒業。ビアノを滝崎鎮代子、クラリネットを千葉国夫、

室内楽を細野孝興の各氏に師事。オルガンの手ほどきを今井奈緒子氏に

受ける。

幼少よリビアノの手ほときを受け、合唱の伴奏経験を通して、次第に

合唱曲や宗教曲の分野への興味が芽生える。芸大在学中はクラリネット

を専攻し、芸大九十周年記念演奏会の室内楽奏者に選ばれる。卒業後は

オーケス トラ、室内合奏などの演奏の他、ツロリサイタルも度々行う。

しかし、その間も合唱曲や宗教曲への興味は衰えず、芸大バッハ・カン

タータ・クラブに在籍し、小林道夫氏の薫陶の下に主にバッハの宗教曲

作品を研究すると共に、オルガン演奏の研鑽も積む。

次第に宗教曲や古い鍵盤音楽の演奏が多くなり、現在は指揮、オルガ

ン、通奏低音による宗教曲作品演奏の他、声楽家や器楽演奏者とのアン

サンブル、作曲と幅広く活動。オルガンリサイタルの他、東京大学教養

学部オルガン演奏会、 ドイツ文学会オルガン演奏会などに出演。

現在、著荷谷キリスト教会聖歌隊指揮者・オルガニスト、日本オルガ

ニス ト協会会員、日本オルガン研究会会員の他、渋谷混声合唱団、女声

合唱団アンサンブル・ フローラ、東京アマデウス合唱団、東京三菱銀行

合唱団の指揮者。

東 京 ア マ デ ウ ス 合 唱 団

相原芳子・大久保ルミ子・辻村順子・村松あおい

山形明子

ツプラノ

ア ル ト 相澤美佐・伊藤正子・力0藤尚子・重泉秀子・鈴木寿見

高橋早苗・根本美紀・原田淑子・宮崎米子

テノール  伊原 宏 ・′卜沢 仁 ・片岡 葉 ・平野―郎・吉田―郎

バ 柿沼 督 ・楢崎誠広・野口 碩



東 京 ア マ デ ウ ス 合 口昌 団 の ご 案 内
(平成12年 12月 現在 )

今回ご来場の皆様方の中には、すでにご存知の方々も多いかと思い

ますが、東京アマデウス合唱団を初めてお聴きになる方々のために、

若干のご案内をさせて戴きたいと思います。

東京アマデウス合唱団は、 1980年 に「モーツァルトのレクイエ

ム」を自分達の手で演奏したいという夢を持つ、アマチユアの仲間違

が集まって創立しました。

以来、モーツァルトのほか古典派の作品を中心とした宗教曲を、

ほぼ毎年 1回の定期演奏会で演奏してまいりました。

今年で20周年を迎えましたが、その間に演奏した曲の主なものを

裏表紙に掲載しましたのでご一覧下さい。

この合唱団は、指導者の招聘・指揮者の選定 。会場設定・演奏会の

曲目選定・プログラム印刷・演奏する曲目の解説から訳詞に至るまで

全てが団員の労力と団員だけの資金で成り立っており、手作りの演奏

会を開催するユニークな合唱団としての存在価値を、団員一同が誇り

としております。

創立当初は68名いた団員も現在は20名程度になりましたが、

なんとか存続させたいという団員の強い意志に支えられて、現在に

至っております。

今後の活動予定は次ページの通りですが、一緒に唄つてみたい方や

興味のある方がおられましたら、是非とも練習会場にお出かけ頂いて

練習状況をご覧戴きたい (見学大欽迎)と願っております。

次ベージご参照の上ご来場戴きたく、団員―同心からお待ちして

おります。

[ホームページ]

http:,//wwwS. ocn. n6. j p/'amadeus,/



今 後 の 活 動 予 一

2001年 4月 28日 (土 )会場 東京オペランティ・

'ケ

ミツコンリートホール
渋谷混声合唱団の演奏会に賛助出演 (自 由参加 )

演奏曲ロ ヘンデルの「メサイア」 (指揮 水野克彦 )

2001年 10月～ 11月
第 20回定期演奏会   会場 石橋メモリアルホールを予定
主な演奏曲ロ モーツァルト:三位一体の主日のミサ K167

モーツァルト:イ ンテル ナ トス・ムリエルムK72
」.ハイドン :二つのモテット  他

2002年 春  小演奏会 会場及び主な演奏曲目等 未定

2002年 秋
第21回定期演奏会   会場 石橋メモリアルホールを予定
主な演奏曲ロ バッハ :ミサ曲 イ長調 BWV234

(髪夢カロ ‐ 5匙奇浄こゴ澤蔵
tB υ′ブテ´ヽ

)

お問い合わせ先  辻 村 順 子 048-476-4056
大久保ルミ子  03-3960-7714

0毎週水曜日 午後6時 30分～ 9時
○練習会場  同仁キリスト教会美登里幼稚園2F
O指 導 者  水野克彦先生
○会  費  月額 4,000円 (学生2,000円 )

笏  練習場所案内図 蜀

hTtr o //

仁キリスト教会

(文京区日自台3-10-9)

。地下鉄有楽町線
「護国寺」駅下車
6番出口から徒歩 5分

又は
0」 R山手線
「日自」駅で下車し
駅前から都バスの
「椿山荘」行き、又は
「新宿西日」行きに乗車し
「目自台三丁目」で下車
徒歩 5分
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991 Novemb・r Moan:DOMlNICuS MESSE
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999 0ot  RheinbergerisTABAT MATER
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