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本 日はお忙しい中をご来場賜り、厚くお礼申上げます。

今回は、会場等の都合から演奏会が 12月 になりましたので、

クリスマスと新年に関係のある曲を演奏することと致しました。

なお今年は、団員と共に指揮者の水野先生にもご参カロを頂き、

全由ア・カペラでの演奏に挑戦してみることとなりました。

お忙しい中をこの合唱団のためにわざわざご来場頂き、温かい

ご支援を下さる皆様方に励まされ、この演奏会を開催できること

を大変嬉しく思っております。

音の環境が大変良いこの礼拝堂で、16～ 17世紀のクリスマ

スと新年の名曲の響きを、ゆつくりとお楽しみ頂ける様な演奏が

出来ましたら幸いです。

東京アマデ ウス合唱団 団長  柿沼 替





待降節第一主日によせて

脚 r売蓼

皆さん、今年のクリスマスはどんな予定を立てていらつしゃいますか, ―家団葉ですか、友達と′`一

ティー
'そ

れとも一人で好き勝手に過ごすのかな. 子供たちはサンタ クロースが来るのを楽しみにして

いるでしようれ とにかく皆それぞれ、日一杯に楽しみたいと思つているはつtでも、そもそもクリスマ

スつてどんな日?―そりゃ決まつているよ、イエス・キリストの誕生をお祝いする日さ 7う 、あなた:|‐

解 !でも、力ヽ ど璃晩|・■るのでしょう.

人の 4Jこは、嬉しく楽しOW寺もあれば労苦を味わう1+もありまt しかし、どちらかというと労占や

悲しみσメようが多いような気もしまtそ して最後には死の恐れから逃れられまヽ
～
_人というもσ】まい

つも不安から逃れられない、そんな存在なのでしょう。

人を造つて魂を吹き込んでくれた創造主へ反逆した不義、それが生きる苦しみσ〉根源である。そこで創

造主は憐れんで救いの手を差し,「
べられ7_反逆のりRこ対するオ1罰を、倉1造 J=みずからが肩代わりして受

けるという驚くべき方●It創 造主のほうから人へil解の手を差し伸べるという、愛から出た不●lL潟な

月漱tそ してその拠 のヽ業はイエス・キリストによつて実現した

イエスは神であるのに人として生まれ、人の自懸哀楽をつぶさに味わい、人として罰を受け、 1事架上

に死なれた。しかし神として復活し、罪とその結果である死に勝利された。そしてこの世が終わるその日、

再びイエスは来らヤじる。「lLよ 、神の幕屋が人の間にあつて、神が人と

'uこ

lLみ、人は神の民となる.神

は自ら人と,0こいて、その神となり、彼らの日の涙をことことくぬぐい取ってくださる。もはや死はなく、

もはや悲しみも嘆きも労苦もな0、 最初のものは過ぎ去つたからである.(新約聖書ヨハネの黙示録21章

“

節)」 それゆえキリストを僣 け る都まキリストl●臨の希望 と神σン愛に生きるのである。

■まれる|い らヽイエスには残酷なヤ事架刑が決まっていた イエス キリストの誕生は決して楽しいお

祭り騒ぎではな|、 クリスマスの本質は
'信

仰 と、希望と、愛 彿酌聖薔コリントの信徒への蜀氏13

章 13針DJについて熱 、ヽこ思いめぐらすことである。

キしくも今日は教会歴でいう待降節第一主日.鯛降節とは文字通り降誕を待Ы寺期のこと,タ リスマス

を迎える準備の期間に入つたのた 主イエス キリストがこの出こ来られたF■由を沈思黙考しよう。

一と、まあクリスチャンはこんな風に考えていま●ヽ そして今宵、私どもが演奏に取り上げる作山家たち

は皆、クリスチャンでした その時代、彼らの音楽を聞いた人々もクリスチャンでした 西洋音楽の上台

とはそう0ヽ うものだと思いま→、

今日、会場に足を運んでくださつた皆様のな力,こは、このような宗教めいたお話を耳障りに感じられる

お方もいらうしゃるかと思いまt普 通のアマチュア押唱団の演奏会には馴染まない内容を書いてしまつ

たかもしれませスる とう力■赦しくださ,、 そして私どもの合唱も、どう力礎容な気持ちでお聞きくださ

せ、 心からお願|ヽ申しlJ/ま→■

it直に告自すると「いやあ、ア・カペラは難しい 1しかもこんなに渋くて内容の深いプログラムll手で

は僕ら、力不足だぁ !」

お後がよろしいようt

く機 >



クリスマスをラテン語では 「hm● i●● domm=主の誕生にJ、 ドイツ語では 「Ⅷ配随=聖別+
Nacht=夜 Jで いマёnchlelt=「tiされた夜J、 英語では「C崩面=キ リストJ+「mas=集まり (あ

るIVま ミサ)Jで 「Chramas‐キリス トの下での集まり (ミ サ)J、 日本語では「降誕角 という.

1552年 (大文 211つ 日本で初めてのクリスマスが周防回山口でイエズス会宣糊 市コスメ デ トーレ

スと日本人信徒によつて祝われた。そして世界で最初のクリスマスを祝つた人々は、言うまでもなく、お

生まれになつたイエスを用]けるために集まった羊飼いたちであり、黄企 浮L香 没薬を棒げにやってき

た東方の三陣tたちである。

…
L‐mm・hmldt

アンドレーアス ノヽンマーシュミット

(1611年または 1612年‐1675`D

バロック中期 ドイツの作曲家、オルガニスト。ボベミア出乳 ザクセン州南東部のポーラン ド、チェコ

との同境に近い「Zlt●tl‐ ツイッタウ」のオルガニス トとして活rl.し た。折しもドイツ全上をit乱に陥ら

せた二十年戦争 06184■1648Fめ によって彼の音茶 舌動は妨げられ、深刻な打撃を被つた。しかし戦後

は再び高水準な音楽活動を続け、当時の ドイツで最も知られた音楽家として尊敬された,41X以 上の作品

が現在している。不思議なことに、オルガニストであったにもかかわらずt7レガン作品は一つも残つてい

な|、

Nfaalet dle tt welt

円を広くせよ

Machet die Ib€ weit

und die Tiir€n in der Welt hoch,

da]3 der Kijnig der Ehren einziehe.

Wer ist dercelbise Kijnis dex Eh€n?

Es ist der Hera.

stark und machtig ijn Sheit.

Machei die ftr€ weit

rmd die Tiircn in der Welt hoch!

Eosianna dem Sohne Davids,

Hosianna in der Hiihe.

円を広くし

II rの戸を高くせよ.

栄光の工が入場なきるからi_

誰が栄光の王力、

それは主、

力強く権威をもつて戦われる主ハ

F月 を広くし

世界の戸を高くせよ。

ダヴィデの子にホザンナ

高きところではホザン~九
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Gは刃9nni Ple■ l■uglda Palc86na

ジョヴァンニ・こエルシスージ・グ パレストリーナ

(125年頃 1594年 )

ルネサンス後期イタリアの最も偉大な作由家 ローマ郊外パレストリーナの日Jこ生まれる。彼の音楽活

動の場はほとんどローマであつオLサン ジョヴアンニ イン ラテラノ人聖堂楽長、サンタ マリア

マジョーレ大聖堂楽長、教ヨ十ジュリアネLH堂楽長をelt彼の膨大な作品には 104の ミサ計、875のモ

テット、12ク)哀歌、そして 35のマニフィカトが含まれる。彼の作山技l_■は、滑らかな旋律と協和音を重



視した川立法によつており、それによつて生み出される透明な響きは歌詞をり1瞭に浮力0上がらせる。こ

のような作脚ま典ネロ島 さわしいと教会にhBlされ、後 IIには「バレストリー憫 として教会音楽の

場出起とされた、

Canite tuba in Sio4

quia prcpe est die6 Domini:

ec.e wnii ad salvandum no6.

Enmt prava in diEcta,

et aE)era in vias planas:

!€ni, reni Domine, et Doli tsrdare.

AIeluia.

Canl● tuba

ラッパを吹奏せよ

シオンでラッパを吹奏せよ、

何故なら主の日が近いのだから.

見よ、我らを救うた′メこ主は来られる。

山がつたものはまっすく1こ、

荒れ地は平班な道になるであろう。

来てください、■よ、遅れないで下き0ヽ

アレルヤ.

HelancL Scht

ハインリヒ・シュッツ

(15851■ 1672句う

ヴェネツィア楽派の巨匠ジョヴァンニ ガプリユーリに師事をして、イタリアで頂点に達していた外Hセ

法をヽ _そ して、新しく興つたオベラ芸術の分野で大活躍をしていたクラウディオ モンテヴェ′ガ ィ

から大きな影響を受けて帰国した。婦国後はザクセン選帝候のドレースデン官延楽長に酬■し、亡くなる

までその地位を全うしオち 彼はアンドレーアス・ハンマーシュミット同様に■14半災うに,戦細こ巻き込ま

れ、li楽活動が1/bげられる不幸も味わった しかし長FIであったので1'イ 1の数も多く、 ドイツの音楽界に

長く影響を与え続けた

ところで、ルネサンスまでのFi楽を支配していた対位法を一言で説り|するならば「複数の旋律を同時に

■はt時に良好な響さが得られる最適な旋律を作り、組み合わせるための技法Jといえる。しかし伸‖の

場合はこの支肛法の特性が災。す る場合がある.つまり歌詞が複数で同1寺に欧われることによつて、言葉

力ヽり‖素に聴き取れな,W“1にlrrり やすいのである。 ところが 10∞ 年ごろに瑣

“

父されたオベラでは、言葉の

発音を際立たせて意味と情感を向劇●に伝えたいという要求から、従来のxll立法とは根本1旬に異なった表

現法であるモノディーという技法が確立された。モノディーでは 語るような節 llしが歌詞に

`|け

られ、

簡来なfr音で伴奏されていく。普襲こ言葉がではなく、言葉に音楽が従うのである。シュッンの最も■要

な業績の一つは、モノディー技法をドイツ語に適
'11し

たことである。それゆえにシュッツの音楽とドイツ

認ま決して切り日3~こ とができな0、

Dle■LmmelealendlenhreoooswV3861
天は神の栄光を語り

ctelal●e輌‐m■ Op ll 1648●■19

宗教的合唱山集 Op ll 1648●  第18山

Die Him$elerziihlen die Eh€ Gottes,

und die Feste ve*iindiSet seiner Hiinde Werlc

天は神の栄光を語り、

大旬ま御手の業を伝える.



Ein Thg sagts dem ardem,

uDd eine Nacht tuts kund aler artlem.

EE istkeine SpraclE noch Rede.

da man nicht ihre Stimme hitre.

Ihre Srchnur gehet aus in a.[e Iande

rmd ihe Rede an der Weli Ende.

Er hat der Sonnetr eine Hiitten

in derEelben gemacht,

und die*lb@ gehet heraus

wie ein Bdutigam au6 seiner Kammer

uird fieuet sich

wie ein Held zu )arden den Weg.

Sie gehet auJ ar einem Ende des Himmels

rud Liuft uD bis wieder an dasselbige Ende,

und bleibt nichts fiir ihr€r Hitz ve$oqen.

Ehr€ sei dem Vater und dem Sohn

und auch dem heilgen Geiste,

wie es war im Artrang

jetd rmd immerdar

und von Ewigkeit zu Ewigkeit,

日は次の日にそれをirり 、

夜は次の夜にそれを舛らせる。

それはどんな言語でも会議でもない、

なぜならその声は聞こえないのだから.

その琴線の響きは全ての国に達し

その会計は世界の果てに至る。

神は太陽のために幕屋を

天へ設けられた、

太陽はその天蓋から外ぺ‖ていく、

まるで花婿のように.

そして喜んで

勇上のように道を駆ける。

太陽は人の一方の端にllり 、

その果てまで同様に公ほし、

何物もその熱から階 協部ナられない,

栄光、御父と御子にあれ、

また型なる御霊にも.

始めにあつたように、

今もいつまでも

そして永遠から永遠′、

アー メン.

0日約聖書詩編19編 1■ 節)

Imntan…
レオンル ト・ シュー ター

(1582イ「棟か154Cl`1■ 1∞1年頃か1595→

ルネサンス後期ドイツの作山ス マクデブルク大聖Iのカント′咤 この時代の最も優れたドイツ人作曲

家の 人である。モテット、 ドイツ語ま教歌曲、そしてクリスマス音楽と贅美歌をHl版 した

IDbtOot lllrChrste■ a■e glelch

神を誉め讃えよ、汝らキリスト教徒らよ、皆等しく

l.
l4bt Gott, i}ll Chisten, alle gleich

in seinem hirchsten'Itlron.

der heut schleu0t adsein Himmelr€ich

und schenkt urs seinen Sohn.

神を讃えよ、汝らキリスト教徒よ、偕等しく、

いと高き御
=に

おいて,

今日 神は天日を開いて

我々に御子を贈られる。



2

Er kommt aus mlllesゞ起 鵬Sth“          御子は父の懐から出て

tuld w■ deh B3載

“

h klu             幼児となり、

el her doltelem,nack lu■ d blon           そこでみずばらしく裸で横たわつておられる、

■llelnem Klppelem                  飼い葉桶の中ヽ

3

Er atlnelt豪 ヵan∞mer Gヽalt            frl子 は確力をすべて捨て、

轟餞範 dl■g■lnd ge■ ng            身分を低くし、

■llld lllmlllt an acl■ e述 lueぬ僣Geclt,        しもべの姿を受けスンしておられる、

del Sぬoおrauer Dh,                全ての被造物の創喜者なのに。

4

Heutま五bJ■ er■vleder aufdle TuF           今日 御子は再Uヽ■をIII力 れ る、

Ztllll dbnen PaladeS,                美しいエデンの園J)扉を。

der C赫■b ttluatueb dぱ は         もはや″ レビムはエデンの園を守ることもな|、

C●tt oilЮ b,Eb■ u■d Pleヽ              神に称賛と栄光と讃美あね。

」ollann Waltller

ヨーハン・ヴァルター

(1496年1570年)

宗教改蜘 寺代の作山家 讃美歌作家、詩外_1524年に彼の編纂になるプロテスタント・ルター派教会最

初の讃美歌集 嘔

"劇
に

“

s,sartglK bxЫ wn」 がマルティン ルターの序 4‐ lきで出版された。ヴァル

ターのm式は二種類に分けられる。一つはフランドル楽派のポリフォニー様式であり、ジョスカン デ

プレやハインリヒ イザークσ)摯を受けている。他1書灯腋 法を使わないコラールであり、後1●)ドイ

ツ プロテスタント教会音楽後に多大な影響を及ぼした。

Joseph, Jieber Joseph mein,

hilf mir wies€n mein Kindelein,

Gott, der will dein Inhner sein

im HimmeL€ich

der Jund'au Kind Marda.

Jo中h helaJoゅ h melll

ヨーゼフ、愛する

")コ
ーゼフ

コーゼフ、愛する私のヨーゼフ

私の赤ちゃんをあやすのをヨムつ(
神様があなたに報われるでしょう、

天国ヽ

乙女マ リアの孔

Eia m                       いざいと

VIBo Deu ll gell■ ut                  乙女力V中を産んだ

。ュem a価a ittclelllenl■a             神の慈悲が望んだお方と

Omnes n‐ lc col■ cll■te,                全ての人々よ、今こそ共に歌え、



nato r€gi psallit€,

\'oce pia dicite:

sit gloda Chdsto no€tro infantulo.

Hodie appardt in I$ael,

quem praedixit Gabriel

est mtus Rex.

お生またばこなった千に墜琴をllけ

敬虔な芦臨 、,

我らのキリストである幼子に栄光あね.

今日イスラエルに現れた、

大剰■ガブリエルが予告した幼子が、

お生まれになつた工がおられる。

PeterPnmS

ピーター フィリップス

(1561年■1綬81う

エリツ`ベス朝からジャコビアン1計Чこ力■すてのイギリスの作山家 ロンドン生まれる少年時代にはセン

ト ポール大聖堂少年聖歌隊に所属したが、カトリック信者であつた彼は信仰を員くためにコーロッノ状

陸へ逃れた。そしてローマベ留学してパレストリーナとアネリオに師事する。ローマとアントワープで活

動したのち、プリュッセルの工室ネL拝堂でアルバート公のカレガニストとして活躍した。

O bea●,m etsacrOsancttm dlem

おお、祝福された至聖の日に

O“m etsa仰、額фtt dlem,           おお 祝福された至聖のH.

ul qtla Domu■■ls l oster de ll■ g■le Malla       その日に我らの主は処女マリアから

¨ nobls nlltt dlmaいS est              我らのためにお生まれになつた

Cra■ldeat ltaqtte u‐℃
=solbl_・            だから全世界は喜びなさい、

et cal■leШ蛤皿 ha)∞ ibae,            我々はラッノ`の響きの中で

全世界に演奏しよう

Qthara,psalteno ct Oltalno               キタラ、プリッレテリウムとヨ,レガンを。

COnaatulemピ mm mtlltlhme            我々は一緒に祝おう、おびただしい

狙

"bロ
ュm ex∝mぉ                  刻■たちの軍勢とともに

“
lllpel淑器 L■lde― い,          常に、我々が歌う誉め l・をもつて。

¨e                           ノエノ吃

Jacoll Clemens I Oll Papa

ヤーコプ クレメンス ノン・ノ0く

(1510年から15154ドの間 1555年または 15560

欄 レレネサンスのフランレレ楽派の作山家 生い立ちは不明、生trTについても.lし く分からな|、 現在

のベルギーかオランダの出乳  「クレメンス ノン パ′角 は「ローマ教皇ではな0ヽまうのクレメンス」    ,
という意味で 同1寺代のローマ教皇クレメンス 7 けと区男1するために付けられた愛礼 実名は

'Jacques    
、

α lllellt=ジャック クレマンJ.同時代の多くの作山家とは違つて、彼の作風はイタリア音楽の影響を

受けていなし、 おそらくイタリアとは没交渉の環境で活tlJし ていたためであろう。その意味で彼は生粋の

フランドル楽派といえる。彼の音楽はとりわけドイツ調目の作山家に影響を与えた 特にラッススは彼の

作品によく通じており、その伸風の要素を取り入れている。



Ptts
羊飼いたちよ

Pasto■es,qtud..am ndlsts?               羊飼いたちよ、 困■を見たの力、

Attu班ale nObls                  私たちに丼らせなさい、

)  ●い品sq應 appalut                 その地方にどなたがm21tllたかを。

Nattm v価 us,                  私たちは子供を見ました、

et cholos an,loltm                  そして天使たちの合唱が

cOllatldal■ tes Domlll■m et alel.ted          主を,0こ讚美して言うのを。

Ct101■ a lll altls血ふDeo,               「栄光が至高の神に、

et■ l■ ●lTapa hommb■ ls bon■evれm●儘      地には善意の人たちに平和Jと。

話絶型割 レカによる福音書2草 13～14節 )

Helnrlch Schutz

ハインリヒ シュッツ

(1585■「
-16720

Eln Kndlst,,い。gebolen(師Ⅳ 3841

-人の御子が我らのためにお生まれになつた

Celstuclle cllor‐tlqlk Op ll 1648(ヽ 10

宗教的合唱山集 Op ll 1648年 第16曲

Eh IGlltt uls getnell,               一人の子が我々に生まれ、

品 Sohn tt uns ttgebel・                一人の息子が我 に々与えられる。

Welches He■ lscl■at n aご selller Saulte.       その線台権は彼の肩の上にあり、

tnd er hent Wtuldclbar Rat時 誡,Helll.      彼は 驚嘆すべき人、助言者、

力ある者、勇士

●″ig 簗ヽ ら3おdetust,               永遠の父、平和の主と呼まれる。

alfdaB ttll■ e Hen調■乱

『

o3we■■e        彼の支配が大きくなり

tuld des Flle“ sleh El■de              J断 |に終わりがない、

addeln飾■お Da‐d                ダヴィデの格子と

tnd“ n■elll Konglelcl■e,               彼の王国の上に1ム

dtt ett a腱 ぬt tnd qtalke              その工回を彼が整えて強める、

mt Cel■ cl■ttu d Gα et・bbgket           神 1と 正義をもつて

,    Юn nunan“ hEwtkelt               今より後、永遠Iξ

、   301clles Ⅲa t■ln del Elfel des Hel・ en Zebaoth     ガTの上の熱意がそのように

なきるであろう.

0日約型書イザヤ書9章 Ⅲ6節)

Jan Pおい■zЮn Sweehnd



ヤン・ピーテルスゾーン・スウェーリンク

(1562■1621年)

ルネサンス末期からパロック最初期にわ■ナて活躍したオランダの作曲氣 アムステルダムのカルヴァン

派教会 10ude lKerk=1日教会Jオル //ニスト。ネーデルラント鍵盤楽派の頂点を極めたその作品は 洗練

された対立法においてパッハ以前の鍵盤音楽を代表している。教育者としても有名であり、門人からは次

世 のヽ北 ドイツ オルガン楽派を担うヤーコプ・プレトリウスやハインリヒ・シャイデマン、ザムエル・

シャイ トなどの重要な音楽家を輩出している。またフランドル楽派の流れを継ぐ音楽家として声楽由の分

野にも力量を発揮し、2∞ 山以上を残している.ス ウェーリンクの「Hodle a昴

“

鵬 natus“t‐今日 キ

リストがお生まれになつたJは彼の友人であつたピーター フィリップスの「O beat― et sac―anct,n

dlelll=おお 祝福された至聖の日にJを手本にしている。Hodle O」dus nfl●s estは 1619年にアント

ワークでFl吊 1された 「
Cant■ones mcae mm basso、 。̀

,●
nuO ad organtlnl=″ レガンによる通却底音付き

聖歌集Jの第 13番 として収録されているが、ことによるとこの出集はフィリップスの助けを得て出版され

たかもしれな,、 フィリップスが懇意にしていた同じ発行人によつて出版されたからである。

Hodle ChnBtu8 1tatu8 eet

今 日、キ リス トがお生まれになった。

Can●ones ttcrae o,“ ba8o∞nttnt10adolFntlll1 1619(No 131

わ レガンによる通奏低音付き聖歌集 1619年 第 1311

Hodie Christus natlG est.

N@.

Hodie Salvator apFruit.

Alleluia.

Hodie in terra canunt angeli.

Laetantur aEha-ngeli.

Noe.

Hodie ex:trltant justi dice es:

Gloria in excelsis Deo,

Aleluis, Noe.

今日、キリス トがお生まれになつた。

ノ‐/И

今日、救い主が現味Lた

アレルヤ。

今日、地では天使たちが歌い、

大刻更たちは歓喜する.

ノエ′吃

今日、義人たちは讃美して河報 りする

「天には神に栄光Jと .

アレルヤ、ノエ′咤

醜 書ルカによる福普書2章 13～ 14節 )

Han3 Leo Ha31or

ハンス・レーオ・ハスラー

(1562¬「り睾-1612年)

後期ルネサンスのドイツの作山寃 ヴェネツィア楽派が豪華絢爛な複合唱様式の音楽を繰り広げていた

イタリアのヴェネツィアで羊魂 ドイツに帰離 はアウクスカレク、ニュルンベルク、ウルムと活動拠点

を移し、最後に短期間ではあるがドレースデン官廷礼拝堂のカレガニストを務めた。ちなみにハスラー投

後はミヒャエァレ プレトリウスとハインリヒ シュッンがその後任に就いている。

ハスラーはヴェネツィア様式をドイツに伝えた最初の作山家の一人である。ハスラーや後輩のシュッツ

のような音楽家がコンチェルタートや複合唱の様式、ヴェネツィア楽派の自由な情緒表現をドイツ音楽に



lllえつけ、イタリア以外で最初のIIKも重敷 バロック音楽の発展をドイツにもたらしたのである。

Cantate Doml●●can― IDvll■

主に向かつて新し,漱を歌え

Cant10nes 3a・ lae 1591

聖歌集 1・●91年

αmtt Domulo calltlctlln‐ M詢.          Ilこ 向かつて新しt漱を歌え、

calltate Dq饉∞Ollllus tam              主に向かつて歌え 全地よ。

Ca ltate Domlno et bened10te l10mu■ l el■6,       ■に向かって歌え、その御名を讃美せよ、

almtulc ate de dle L dle‐ salllare eius        日からロヘと:上の救済を告知tよ

alulunc ate nter gen"s glo12D eitls,         国々に主の栄光を告知せよ、

h omntl18 pOpuLs‐ablla eills           全ての民に上の驚くべき御業を告魚によ。

Ql10rua_lI呵

“

Ш DollllntlS              なぜなら人いなる主、

et lalldab■s mmls,                そして大|ヽこ讚美されるお方、

ter島饉 e● stlper olllnes deo8            全ての神々を超えて長敬すべきお方であるから.

(旧約聖寄 キ編 96編 1■ 節)

HelnmL Schutz

ノヽインリヒ・ シュッツ

(1“6`:■lo20
マ缶LLヽ いヽ。FⅢa"genaalahlsw370

我々に平安を恵み深く授けたまえ

CteLSthChe Cklmuak Op ll 1648(Nn41

榊 合唱曲集 Op ll 1648年  第4醐 !

MatL uu n■ eden genadlghL            我々に 様ヽ を忘み深く授けたまえ、

Hcr Cett m tr.eemら lte、              主なる|卜よ、この時代に、

e_qlst aocl.,a keul alldeF“ 占1            我 の々ために戦うことができるお方は

dertttu8bmtettdれ              ぁなた以外には決して誰もいません、

denI通、u lser α満,alle品              などなら、あなたは我らの相ヽ 14L―の

お方だからut
(交唱「上の平和を与えたまえJのマルティン・ルターによるドイツ語訳)

Hanwb嚇
ノイ ンリヒ・シュッツ

(15851■ 16721う

い ulanlF士艶mund・ll‐ Obrl■・et帥 379

我らの領主たちと全ての功徹こ

m ChOmtlelk Op ll16481No51



宗教的合唱曲集 Op ll 1648年  第5曲

Ctlb unsem■,轟m lu■d aner ob蛇るに      我らの罐 たちと仝てσ)|・t什に

ミヽ d und alt Reg.ment                Tflと 良き統治を与えたまえ

daB Ⅵi斑崚Hl■len                 我らが彼らの下で

eh gellllug und“襲s■腱nttum m¨∞      静かでTIヨな■活を送れますように、

■■』oG苅駿hglKet                 全きいきのうちに。

Alnen                          アーメン。

●静ヽ聖書テモテヘの手紙=2■ 2節 )

Hel■lnd飾 滋

ノヽインリヒ・シュッツ

(1585′「
‐1672つ

tln… kelner lebet品 8elberSヽい′370

我らのうちの誰も自分自身のために生きる者はなく

Cte血

“

G団■"●
■Op ll 1648●r0

宗櫛 句合唱山集 Op ll 1648年  第6曲

U、a keunerlebet im ttlbel            我らのうちの誰も自分自身のために

生きる者はなく

tltld 1/eD■er strbet im∞ llDe■            我らのうちの誰も自分自身のために

麹 ,首はな|ゝ

bben w●                        我々が生きるのは、

soletFn wr deIII Hel■ en               それは主のために生きるのハ

Stelben w●                      我々が死ぬのは、

m stelben tvr delrl Hel・ en              それは主のために死ぬのた

Darlul両 neben oda steJ鈴、            それゆえに生きるにせよ死ぬにせよ、

∞slnd wT de_RHemm                我々は主のものである。

(新約聖書ローマq常徒への手紙 14草 7-8節)

01・nAus LM、田β

ヽヽ ランドゥス ランスス

(1532年 -15041→

後

"レ

レネサンスのフランドル楽派の作山家 ローマ楽派のパレストリーナと並んで 16世紀末のヨー

ロッパでは最も有名で影響力のある11山家であった 21歳の若さでローマのサン ジョヴァンニ イン

ラテラノ人聖堂楽長に就任する名誉を得る力ヽ 1竹たに1シくレストリーナに後任を譲つてしまう.そのの    ´

ちミュンヘンのパイエルン公アルブレヒト5世の官廷楽長となり、その後継者ヴィ′レヽ プレム5tまで若主二

代にわたつてイLえ 生涯を終えた.ラ ッススの名声が高まるにつれて、彼の教えを仰ごうと円を叩く者も

現れた ヴェネツィア楽派を主導するアンドレーア ガブリエーリも師事している。 しだ0ヽこラッススの

名声は青楽界の外にも広まるようになり、作山家としては異例の待遇であるが、1570年には神聖ローマ帝

ヨ皇帝マクシミリアン2世から貴族に叙列され/_1571年には教皇グレゴリオ13世より教勃〒騎上に側■



され、黄金拍車勲章を授与された。この勲章の作ut家へ 経゙ 与は、それから2∞年後にモーツァルトに対

してなされただけである。ラッススは全部¨ あまりの作品を残し、 しかもラテン誼 フランスIE・、イ

タリア語、 ドイツ語によるあらゆる山種の声楽曲を作1‖ している。彼は後

"レ

レネサンスで最も多作 かつ

世all勺な

“

lul家であった

いヽ Stenammag

星を見ながら東方の三博士たちは

Saclae can● ones 15m価 o0
聖歌集 1562年 第4山

嘲 )

lidentes‐llnm llaJ                 星を見ながら東方の二博士たちは

"ヽ

■獣8unt gatldlo magno               大|ヽこ喜0ヽ

et mtlantes dolnull,                 そして
‐
Xlこ人って

lllvellertlnt p―                  男の子に会つた、

cll n N成 m■F elus,                母であるマリアと共にいる男の子に。

et prcodelltes adomttlunt el,m            そして、ひれ伏してその子を拝ん鳳

Etapensthemu、 sus,              そして三博士たちは宝物を開けると

。bmertntel muneFa:               男の■に睛り物を棒に

au tull,mus et m.TIham              黄金、乳香、そして没薬乞

(新約聖書マタイによる福昔書2章 1-12節 )

鏡 heber Ttt will● ‐_…
…

いとしい日よ、ようこそ

(新イ1%ゆ
―

'首

F21':)

」ohannmchaelBま五

ヨーハン ミヒャ‐/b バツハ

(1648`1'16940

バロック中期 ドイツの作‖1象 楽器製は 4'部 ドイツ、テューリングンの
"r「

侵hm―ゲーレンJの

オルガニスト兼事務官になり、しくなるまでそこで1新した チェンバロを含む楽器も製作し亀 特筆す

べきは、彼があの大バッハ0)最初の妻「Mど菫 Barbara‐マリーア・パルバラ」の父であつたということ

である。つまり rJol.ann礫 bastlall Bach=ヨ ーハン・ゼバスティアン パッハ」の義父にあたる。

コーハン ミヒャエル バッハの最も力強い作熙11‖はヨラゥ レ モチットである。聖書のテキストを音

楽的にlJ唱する自然な様式を持ち、広く一般に称賛された 彼のモテットはホモフォニックで古厳劇頃●1

であるが念入りに作られており、ハインリヒ・シュッツに強く影響を受けている。また彼の広範囲なカ レ

ガン・コラールの作品群は 簡潔な四声対位法をltう 点で「Paclflbel=パ ッ́ VレパフИ の様式から影響を

受けている。これらの楽山は特に若さヨーハン・ゼバスティアン・バッ′ヽ こ影響を与えたと考えられる。

Sei, lbber Tag, wilkoEn er\ いとしい日よ、ようこそ、



willkoooen sei du heut!

Heut Aeuen sidr die FrommerL

die Fmmmen, die 6.ltzeit

allzeit den g&fien Cott,

Gott, ihren Sdiip&r lobe&

ihn loben hoc-h dort oben,

erlct aus aller NoL

Denn an dem thge brachte

der liebste Gotteesohn,

was Freurle bei rure machte,

auE seinem Himmelathmn:

ein schiines neues Jahr,

Gliick, Heil rmd allen Segen

zu Wegen tmd zu Stegen

der €lanzen Chdstensc.har!

ようこそ君よ、今日という
'ロ

今日 信,心深い者たちは喜び

侵心探い者たちは詩に、

常に大いなる神を、

彼らの創造イなる神を誉め称え、

神を力つ高みで誉め称える、

神は全ての苦悩から解放してくださるのだから。

なぜならその日に

愛する神の御子が、

我々のもとに喜びを

天の御生からもたらしたの,にから。

美しく新しいイ■、

幸ム 平安とすべての祝福が

至る所へ、

全キリスト教従の群れの至る所へと 1

この日にこちらへ来たれ

来て、イエスに詭け、

そうするのがお前たちに好ましい″)だから !

来たれ、彼口感謝して願え.

彼がこの年に

お前たちを父 )́ごとく守り、

わシつてと同様におこなってくださるようにと :

お前たちの声をお間力せせよ、

そこで弦楽器を鳴らせ、

全合唱で彼を誉めよ、

すべての者たちを自ませよ |

歌え、お前たちの神に歌え、

歌え、誉めよ、感謝せよ、願え、

お前たちのイエスのみ前へ歩みllt、

彼は苦しみと死から守つてくださるのだ !      ^

Dttn・ kommt,h Chヽ
“

nb■udel      それゆえ来たれ、汝囁キリスト教徒の兄弟よ、

kommther an diesem Tag,

kommt, frlh tir Jesu ni€der,

damit es euch behag!

Kommt dankt und bittet ihJ!

daB er in diesem Jfie
euch veterlich bewah€

und tue wie lorhin!

la0t eue Stimmen hdrer!

l€ft kliDgetr Saiten (Pfeiferi drein,

lobt ihn mit volen ChineE

laft alles fi{t}nich sein!

Singt, singet eu.rem Gott,

Bingt ]obel dankef betet,

vor etu,en Jesu tretet,

er Echiitd vor Not und 'IM!



演 奏 会 の 記 録

開催年月 主 な 演 奏 曲 目 指 揮 会 場

第 1回 198102 +-Y,7 wHv r -l :'1 A <, = ^'? 
4.Y -1fr >) 寺付博司 石橋メモリれ

第2回 198111 へ澪
=ズ

メサイ→ 渡辺央己 中央

“

詮官

第3回 198211 フォー以レクイエカ、カ スカン・デ・九 、シュツ 鈴木 優 力 カヽテドラル

第4回 1983C19 ‐ ツアルト鐵元武ミカ、ヴィクトリア 駆 巨 東京カテドラル

第5回 198400 モー

"ヽ
レト(レクイエムくジュスマイヤ引板>) 謬 臣 東京カテドラル

第 61亘 | 198510 凛シ ッヽ′ヽカンタータm、 プクステー
ハスラー 官刹 召嘉 石橋メモリ

~lレ

第 7回 198610 一 ツアルト(グローセミサ)、 ヴィクトリア 鈴木 優 練監ガLt・ンター

第8回 198710 シュッツ、ハスラー(ミ サ・セクンの 鈴木 優 石橋メモリ771

第9回 198812 モー

"ヽ
卜(ヴェスペレ33vl、 」ノイドン 齋藤明生 騎場エミサース

第10回 198911 モーツァルト(レクイエムくバイヤ」板>) 斎藤明生 織 慶ンター

春の小演奏会 199005 ジョスカン・7~・プし|ヽンジェ リングヮ)、 ′琢 ラー 齋藤明生 石橋エオリアン

第 11同 199102 モー

"ヽ
レト(リ タニア劉3)、 」ル イドン(ヴェスペ

"
齋藤明生 affit+\7 t

第 12回 1"111 i■―カ ルト(ドミニクス ミ■サンクタ・マリア・マーラレ・デイ) 齋藤明生 川ロリリア17レ

第 13回 199211 シヤ′レヽ万マエ廊

"ミ

憫、シュプスプクスデ万 斎藤明生 石橋メモリカレ

第 14回 199311 モ=1カ″ルト(ミサブレヴィス.ol、 7ルフレヒ) レヽが― 斎藤明生 石橋メモリ71レ

lbi駒記念 199411 ‐

"ヽ
レRレクイエムく,¨ス版>)骰確鱗昆声獅 齋援明生 細 Lt・ンター

第 15回 199510 凛シヽッ′くカンタータ1821、 ブクステフーデ 齋藤明生 71Mメモリカレ

第 16回 199611 ‐ ツアルト(ヴェスペレ3")、 アルブレヒツ
～

レガー 齋藤明生 石橋メモリアル

第 17回 199710 ■■―ツワルト(ミサ ソレムニス3W、 テデウム ラウダムス) 齋議明生 石橋メモリ 71

第 18回 199810 」1シ ッヽ′くカンタータ61・ 1962、 Lスカ′レカ月レ 齋藤明生 石橋メモリカレ

第 19回 199910 ライ幻
"『

くスタバト・マーテフカ、」‖′●・rレ 齋藤明生 ●●lモリカレ

斉藤発生追悼 20D007 ′VC"、 メガ ,レスリ→ 、根 リウス 期 売蓼 刷
=キ

リスト絵

クリスマス 21XX1 12 四つのアヴェマリア17励テレト、力効ン.デ プkウクトリア、′ヽストリ‐→ 期 力彦 1曰鳴 堂

第 211回 21X1111 モーツワルト(ト リニターラィス ミサ)、 」′●・rドン 婚 売彦 石橋メモリカレ

第21回 200210 ドイツ・バロックldCF/り、シュッン、プクステ,■つ 籍 力彦 耐 ヒセンター

第鯰 日 200311 ア ンベルガー(バト・つ り、7ルプレビツ
～

l・r 燭 力彦
"′

確ヽセント

第23回 21X1410 L～加
"ッ

ティ、′くレストけ 、モンテヴ却躊
^

期 売彦 カトリック麻市教会

第24回 2∞511 シュッツ、テレマン、プクス77-~tカンタータ) 本野力彦 カト ック麻市議会

第25回 200611 レヒナー(受難山)、 ゼレンb(レスポンソリア) 糾 力彦 カト ック麻布教会

第%回 2∞710 ブクステフーデ(カ ンタータ6曲 ) 水野力彦 カト ック麻市教会

第 27E●Ll 200811 5人のコーハン0'ヽッハとそ-4カ 沐野力彦 力ヽ ック麻市教会

第28回 21XD 10 メンカレスゾーン、」′ヽイドン(レスポンソリア) 鳩 力彦 llト リック麻布萩会

第29回 201011 シュッ以シヤらヽ 鴻イヽ プクステ,うた力いンス 沐野売彦 ■■リスト絵

第 311回 201110 歴代「トーマス・カン

"レ

」のパッハ以外の名山集 婚 力彦 日劉 ニーt―lレ

第 31回 201210 シュッス プクステフーデ(メ ンプラ イェズ ノストリ) 沐野力彦 同ニキリスト給

第32回 201312 16～17世紀のクリスマスと新年の名由 婚 売彦 同
=キ

リスト絵

第錦 回 201411 シュッッ(ムジカリッシェ エクゼクイエン)ほか(予O 鳩 克彦 同tキリスト絵



東京アマデウス合唱団のご案内 (201312現在)

少人数に適したルネッサンスやバロック時代の宗教曲を積極的に取上げて、他の

合唱団ではあまり歌うことの無い、隠れた名曲を歌つてみたい方が集まった合唱団

であります。

今後の活動予定は下記の通りですが、少人数のバロックのアンサンブルを一緒に

楽しみたい方や興味のある方は、下記をご参照下さい。

(事務局 大久保ルミ子)

来年の演奏会「第 33回定期演奏会」

「日 時」 2014年 11月 3曰 く月・祝>
「会 場J 同仁キリス ト教会社拝堂
「演奏曲目」 Hemmch Schutzの

Mus■kahsch ExequlenCW279～ 28D ほかを予定

http://homepage2.nifty.oom/Amadeus/
見学ご希望の方へく必ず、上記ヘメール又は下記へ電話でご連絡の上、お出で下さい)

お問い合わせ先   辻 村 順 子  048-476-4056
大久保ルミ子  03-396←7714

練習 日  毎週水曜 日 午後 6時半～9時
練習場所 同仁キ リス ト教会美登里幼稚園 2F
指導者  水野克彦

会 費  月 額 5千円(学生半額)

入会金 1千円

(練習場所への交通案内)右図参照

*地下鉄有楽町線
「護国寺J駅下車 6番出日から徒歩 5分

*JR山手線 「目自J駅よリバスで
「目自台 3丁 目」下車 徒歩 3分

→螢は,め口,味ォンが見えます
|



NO CO‖POSER
PH070 AVAILABLF

Johalln Walther

(1496‐ 1570)

Jacob Clemens nOn Papa

(1510‐ 1555)

Ciovan」 P■erluigi da Palestrina

(152515941

Peter Phi■ps

(lFD61‐ 1628)

NO COMPOSER
PHOTO AVA:LABLE

Leonhard Schr6ter

(15401595)

O■landus Lass¨

(15321594)

Jan Pieterszoon Sweellnck

(1562‐ 1621)

Hans Leo HaBler
(1s64-16r2)

Heinrich Schutz

(1585167r21

Andreas HalllmerschIIl■dt

(16121675)

Johanllヽ 4ichael Bach

(1648‐ 16941



同仁キ リス ト教会礼拝堂

晰 ,980


