
東京アマデウス含唱団
第7回定期演奏会

1986年 10月 26日 (日)5時開演
練`馬文化セノト 大ホーノン
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1

指揮  鈴木 優

ビク トリア 動%列 L〃カル物 滋白5ィ 8～ 1611リ

O Quam GloriOsum est

―― おお栄光の満てる主 なるキ リス トニー

Aveヽ4arla

―一 アヴェ マ リア (四 声)一―

Ne Tilneasヽ4arla

―― 恐れ るな マ リアよ――

O Magnum Mysterium

―― おお 大いなる神秘――

Ave WIIarla

一― アヴェ マ リア (ノ 声`)一―

2

指揮  黒岩 英臣

モーツァル ト 陶竹〃電И″〃″ 〃彫″作ア56～ 1791ノ

GrOsse Messe in c´ m011(K427)

一一 ミサ由 ハ短調 K427-―

Kyrie

Gloria

Credo

Sanctus

Benedictus

*お願い* 演奏中にお手持ちの時計の時報やアラームが嗚らぬよう御注意下さい

早稲田奉仕園セ ミナーイヽウス
○宿泊設備 〇会議室 ○講堂(200人収容 )

早稲田の社 に70余年の伝統 をもつ蔦のか らまる講堂は、

チャベル として も最適です音楽会、講演会等つねに新 し

い交 りを求めて多 くの人が集 っています。ご利用の 目的

に応 じてご相談下 さい。

〒 160新宿 区西早稲田2-3-1丁 EL 202-6039



Progralllllllle Notes

トマス・ ルイス・ デ・ ビク トリア (1548?～ 16‖ )は、16世紀のスペインを代表す る音

楽家 として知 られていますが、そういった地域や時代の枠 を超 えた音楽史上最大級の巨匠

と呼んで も過言ではないで しょう。

ビク トリアが生 きた16世紀のスペ インはカル ロス I世からフェリペH世の治世下であ り、
｀
無敵艦隊

″に象徴 され るように、新大陸 をは じめ とす るオ直民地か らもた らされ る利益 によ

り、国力が非常に栄 えたので した。 この繁栄 により、この 1世紀 あま りの時代 は
｀
黄金世紀

″

と呼ばれています。

この ような時代 に、芸術・文化が隆盛 を誇 ったの もまた当然 といえるで しょう。例 えば

偉大な宗教家であるとともに神秘主義の宗教詩人である聖女テ レジア (1515～ 1582)や、

その弟子である十字架の聖 ヨハネ (1542～ 1591)、 また美術の分野ではエル・グレコ (1548

～1625)が同時代 人の代表 としてあげ られます。

こういった人々に共通す る、時に熱狂的 といえるほどの情熱的な神秘主義の感覚 は、 ま

たビク トリアの音楽の大 きな特長で もあ ります。 ビク トリアは1565年 にローマに留学 し、

この時 に確証 はない ものの、パ レス トリーナに師事 したことは確実であるとされています。

ビク トリアの音楽語法の根幹 はあくまでフラン ドル楽派のポ リフォニー様式であ りなが ら、

調和の美 を尊重す るルネ ッサ ンス音楽の枠か ら逸脱 し、非常に大胆に情熱 に包 まれた神秘

主義的感覚 を音楽的に具現 しているといって よいで しょう。

ビク トリアは当時の作曲家 としては例外的なことに、生涯宗教音楽のみを作った といわれ

ています。そ して もちろん聖職者 として独身の生涯 を送 りました。その ビク トリアの感情

の吐露である作品の中か ら、小曲ではあ りますが、まさに珠玉 といえる 5編 を演奏 させ てい

ただ きます。

ヴォルフガング・ アマデウス・ モーツァル ト (1756～ 1791)は宗教音楽の分野において

17の ミサ曲、 4曲の リタニア、 2曲のヴェスペ レ、アヴェ 0ヴェルム・ コルプスな どい く

つかの小品、 フ リーメーソンのためのカンタータや儀式用の音楽、そ して絶筆 となった レ

クイエム といった作品を残 しています。

本 日演奏いた しますミサ曲ハ短調 K.427は、モーツァル トが1781年 にザル ツブル クか らウ

ィー ンに移 り、1782年 8月 4日 にコンスタンツェ・ウェーバー と結婚す る際に立てた誓願

によって作曲された ものです。 その誓願 とは、要約すればコンスタンツェとの結婚が実現

したな ら、妻 とともに故郷であるザル ツブル クヘ行 き 1曲の ミサ を感謝の捧 げ物 として演

奏 し奉納す るとい うことで した。 しか しなが ら仕事の多忙や長男の誕生 (こ の長男はモー

ツァル トとコンスタンツェのザルツブル ク滞在 中に突然病死 して しまう)と いったことか

ら、 この言十画の実現 は延期 され、 ようや く1783年 10月 26日 に、 コンスタンツェが ソプ ラノ

独唱 を受 け持 ち、ザルツブル ク聖ペーター教会で この ミサ曲が演奏 された と伝 えられてい

ます。

今 日、 この ミサ曲は未完の作品 として知 られています。本来伝統的に ミサ曲は通常文の

キ リエ、グロー リア、 クレ ド、サ ンク トゥスーベ ネデ ィク トゥス、アニュス・ デイの 5章

か ら成 りますがこの作品ではクレ ドのかな りの部分 とアニュス 0デイが欠落 し、 さらにク

レ ド以下のオーケス トレーシ ョンと二重合唱の部分 に補筆 を必要 とす る部分があ ります。

この欠落部分 に関 しては、全部が完成 されたが後 に紛失 して しまった という見解 と、本来

未完成であ り、欠落部分は他の作品か ら補 って演奏 された とす る二つの意見があ りますが、

後者の見解が より有力であると思われ ます。

本 日の演奏ではハイ ドンの交響曲の研究で名高い音楽学者 ロビンス・ ラン ドンのエデ ィ

シ ョンによる楽譜 を使用いた します。 この作品が未完であることをとやか く言 うよりも、

これだけの音楽作品が私達 に残 されたことに感謝すべ きではないか と考える所存です。

モーツァルトはもとより、

モーツァルトまでの音楽、そして……

モーツァルトのような音楽を聴きながら・……

ユ ダ

新宿区下宮比町2西欧ビル地下 容

一― アルバイト(女性)募集中

(260)3424
週に3日 以上勤務でき

国電・地下鉄「飯 田橋駅」近 く

る方を探 しています――
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1960年桐朋学園大学指揮科入学。故斎藤秀雄氏に師事。1965

年同大学卒業後修道士 とな り1975年 まで修道生活 を送 る。1976

年 より再び音楽活動に専念。札幌交響楽団、名古屋フ ィルハー

モニー交響楽団、東京の主要オーケス トラとの共演等多数行な

っている。1981年 より九州交響楽団常任指揮者。1985年 より神

奈り||フ ィルハーモニー管弦楽団常任指揮者を兼任。

東京芸術大学大学院修 了。文化庁オペラ研修所第 3期生修 了

後、ザルッブルグ、 ミラノヘ留学。 1984年オランダヘル トゲ ン

ボシュ国際声楽 コンクール第 2位 (1位な し)。 藤原歌劇団、二

期会、 日生等のオペラ、読響、N響 1000回 記念「エ リヤ」、TBS
「音楽の旅はるかJ等 に出演。二期会会員。

武蔵野音楽大学卒業。東京芸術大学大学院独唱科修 了。芸大

定期演奏会のヴェルデ ィ「レクイエム」、バ ッハ「口短調 ミサ」に

出 i寅。昭和59年度文化放送音楽賞受賞。 NHK洋 楽オーデ ィシ

ョンに合格。バ ッハ「マタイ受難曲」など主に宗教曲のソロで出

演す る他、コンサー トや FM放送に出演。

東京芸術大学声楽科卒業。同大学院独唱科修了。バ ッハ、ヘ

ンデル、モーツァル ト等 を中心に数多 くの宗教曲のソ リス トを

務める。 オペラでは「フィガロの結婚」「ラ・ ボエーム」創作オペ

ラ「女の城」等に出演。現在男声合唱団クロスロー ドシンガーズ

コンサー トマスター。 尚綱女学院短大講師 o

東京芸術大学卒業。同大学院オペラ科修了。バ ッハ、ヘ ンデ

ル、モーツァル トなどの宗教曲ソリス トとして,舌躍。オペラで

は「奥様女中」、「ラ 。ボエーム」、「試金石」などに出演。 1985年 イ

タ リアのパルマ音楽院に留学 、同地の管弦楽団 と共演 した。

東 京 ア マ デ ウ ス 管 弦 楽 団  1973年 指揮者玉置勝彦氏の門下生 とその友人達で結成された。

И%″滋″∫0″訪ιs′″ Ъたノθ      モーツァル ト、 シューベル ト、ブラームス、ブル ックナーの交

響曲を中心 として、年 2回の定期 ,寅奏会 を行なう。他 に協奏曲

合唱曲の伴奏、音楽教室 を対象 とした演奏等、多彩な活動 を行

なっている。
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～
 僣きく合唱指導・指揮〉

スイα∫α′″ Sπz″たノ

東京アマデウス合唱団 動りθИ%〃滋″∫αθ″″s

くソプラノ〉 阿部かおる 入江 珠代  内山 真美 遠藤い く代 近江 素以 大久保ルミ子

狩野 直子 櫛原 紀子 久野 珠穂 窪田 玲子 蔵並 雅美 河野  啓

小平なをみ 小西 圭子 イヽ林  真子 斎藤 信代 重光 綾子 島津 倖子

鈴木 真澄 須藤佳代子 左右田八重子 高橋 紀子 谷 口真由美 萩原智恵子

本庄あき子 松井 ゆみ 松村 和恵 三好 郁子 山本 幾子 山本寿美子

吉野み どり  Ulsula Kaufmann― Biihler

くアル ト〉 石川 満美 伊藤 正子 丼上やす子 大岩 幸子 小玉 淳子 佐藤 敏子

杉本 桂子 高橋 早苗 中曽根敏子 永田 寿子 樋 口由佳里 宮崎 栄子

山腰 くるみ 山崎 孝子 山中 照子 森田 紘子

黒岩 英 臣 〈指揮〉
Hうαcθπ″K″″ο″ωα

五十̂ 嵐  有『子 〈ソプラノ〉
巖″たθな〃″α訪′

阪 口 直子 くアルト〉
αヽοたθS″ ル々tπεあノ

佐 藤 淳一 くテノール〉

ルπ滋′鯵′θ

山崎  岩男 〈バリトン〉
Iυ″θ Yα鶴〃z〃たノ

くテ ノー ル 〉 伊 原   宏

野 口   碩

くバ ス 〉  伊 藤   通

平出  亨

1982年東京芸術大学声楽科 卒業。 その後 2年間東京混声合

唱団に在団。 1981年 より当合唱団のオ旨導 を続けている。現在、

主にバ ロック期声楽曲の研究ならびに演奏にあたる。

加生 信広 鈴木 俊二 関   実 釣井 博之 中屋 哲大

原川 節夫 米原 範彦

内田 和彦 下条

松井 孝成 山腰

毅 館岡 民大 橋本 俊廣 樋 日 正文

東京アマデウス合唱団

第 8回定期演奏会 合唱団員募集

ハインリッヒ シュッッ・ムジカリッシェ・エクゼクヴィーエン

第 8回定演 (毬 7秋)に 向けて、新団員募集中。練習は毎週水曜日6時半より9時まで。

早稲田奉仕園(地下鉄東西線早稲田)にて       問合せ 803-918-6569/伊藤



1981 February  Mozart:REQUIEM
1981 November Hande::MESS:AH
1982 November Fau贅  ゝ:REQU:EM
1983 September Mozart:KRONUNGS MESSE
1984 September Mozart:REQUIEM   ´

1985 0ctorber  Bach :KANTATE Nr.106
1986 0ctober  Mozart:GROSSE MESSE

1756-1791

し 拗 紺 ″

モーツァルトを愛する人々のために少しでもお役に立てれば、
カーサモーツフリレトはこんな想いから誕生しました。

Ⅲ F モ ー ツ ァル ト|ホール

ミニ・コンサー トや楽 しい語 らいのひとときに、また個展の会場 としても。
設備 :50「 ,客席30,ヤ マハアップライトピア/,オ ーディオ

Ⅱ F モ ー ツ ァル ト資 料 室

モーツァル トに関するものは何で も集め、ほ|ま全作品レコー ドをお聴かせ

できるようにしていきたいと思っています。

IF モ ー ツ ァル ト・ カ フェ・サ ロ ン  :2:00AM～ 9:00PM
ゆっ くりとくつろいで、満ち足 りたひとときをモーツァル トの音楽 ととも
にお過ごし下さい。

カニサ0モーツアルト 渋谷区神宮前卜10-23

803(403)!756


