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ご あ い さ つ

　本日はご多用のなか第21回定期演奏会にようこそお越しくださいました。
　私たちは、大学や高校時代に慶應義塾混声合唱団楽友会で共に過ごした仲間が構成する合唱団
です。昨年の第 20 回定期演奏会では、大曲、ブラームスの「ドイツ・レクイエム」に挑戦をし、現役
学生有志の賛助出演も加えて120名の大合唱を、すみだトリフォニーホールいっぱいに響かせる
ことができました。今回は、会場を馴染みとなった第一生命ホールに戻し、 日々進化を目指した
この一年の成果を皆様にご披露したいと存じます。
　まず最初に、ミュージカルの名品「My Fair Lady」から選りすぐった曲を慶應義塾マンドリン
クラブ（KMC）三田会の伴奏をいただいて豪華にお届けします。私たちのヴォイストレーニング
をお願いしている名倉亜矢子先生にもご参加いただきます。
　慶應義塾では器楽と合唱という異なったジャンルで青春を謳歌した音楽仲間が、歳月を経て、
このような機会を共有できたことはとても新鮮な経験となっております。
　次に、今回の邦人曲は星野富弘作詩、新実徳英作曲の「花に寄せて」を取り上げます。手足の
自由を失った詩人星野さんが、生きる希望、生きる勇気をさまざまな花々に投影させたいくつか
の詩片に、新実さんがやさしく寄り添ってメロディを付けられた繊細な合唱曲集です。微妙な
ハーモニーの移り変わりやことばの表現で、この作品の願いをお伝えしたいと思います。
　メインステージは J. S. バッハ作曲の「小ミサ ヘ長調」BWV233です。昨年のブラームスとは
異なり、バッハ特有の簡潔かつ精密緻密な音楽への挑戦となりました。特に細かいメリスマ部分
の唱法は指揮の山神健志先生、ヴォイストレーナーの名倉先生、荒木俊雅先生から厳しくもまた
温かいご指導を頂戴しました。ソリストに名倉先生、谷地畝晶子さん、藤井大輔さんを迎え、
オラトリオ・シンフォニカJAPANの伴奏で演奏いたします。

　秋の昼下がりのひと時をお楽しみいただければ幸いです。

楽友三田会合唱団

代表　佐良土 雅文

The  20th　Regular  Concert  2012.11.18

Musikfreunde Mita Chor
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Program

作詞：A. J. ラーナー　作曲：F. ロウ　編曲：池田 龍亮／小穴 雄一

ミュージカル「My Fair Lady」より

J. S. バッハ　作曲

「小ミサ ヘ長調」BWV 233

作詩：星野 富弘　作曲：新実 徳英

混声合唱とピアノのための「花に寄せて」

指 揮 池　田　龍　亮

ソ プ ラ ノ 名　倉　亜矢子

伴 奏 慶應義塾マンドリンクラブ三田会

指 揮 山　神　健　志

独唱 ソプラノ 名　倉　亜矢子

ア ル ト 谷地畝　晶　子

バ ス 藤　井　大　輔

管弦アンサンブル オラトリオ・シンフォニカJAPAN

オ ル ガ ン 安次嶺　景　子

指 揮 山　神　健　志

ピ ア ノ 安次嶺　景　子

休　憩

休　憩

第１部

第２部

第３部
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安次嶺 景子　Kyoko AJIMINE

　国立音楽大学附属音楽高等学校を経て国立音楽大学器楽学科卒業。在学

中、学内オーディション合格者によるソロ・室内楽定期演奏会に出演。'92年、

桐朋学園大学ソリスト・ディプロマコース入学。'94年、第10回埼玉県新人

演奏会に出演。第5回埼玉ピアノコンクールにて審査員特別奨励賞受賞。
'96年、第4回多摩フレッシュ音楽コンクール第2位。これまで、平沢美知、

山本万里子、アンリエット・ピュイグ = ロジェ、徳丸聡子、田中希代子、

平沢一博の各氏に師事。各地の合唱団に招かれ、確実で豊かな演奏は好評

を博している。

池田 龍亮　Ryusuke IKEDA

　学生時代を通じ、慶應高校・女子高・大学の楽友会で、テノールパー

ト・リーダー、学生指揮者として活動。大学楽友会では、三善晃「小さな

目」、ミュージカル「ウェスト・サイド・ストーリー」等を指揮。 1991年

楽友三田会合唱団定期演奏会の、ブラームス「愛の歌」で、合唱指揮活

動を再開。楽友三田会合唱団では、「愛の歌」の他、ミュージカル「マイ・

フェア・レディー」、「ファンタスティックス」、ラインベルガー「スタバー

ト・マーテル」、中島はる「タンポポの道」（委嘱作品）等を指揮。現在、

楽友三田会合唱団の団内指揮者、混声合唱コーロ・エスプレッシーヴォ、

男声合唱・羅漢、混声合唱コーロ・レインボーの指揮者。また、聖グレゴ

リオの家賛助会の運営委員会代表を務める。

Pianist

Conductor

山神 健志　Takeshi YAMAGAMI

　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。郡司博氏のアシス
タントとして数々の公演に関わり成功に導く。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つとめるほか、各
地で市民参加による公募合唱団を指導。最近では2011年ベートーヴェ
ン「第九」（指揮：ヤクブ・フルシャ）、ドヴォルザーク「スターバト・マー
テル」（指揮：広上淳一）、2013年ヴェルディ「レクイエム」（指揮：三ツ
橋敬子）等の合唱指揮を担当した。その的確な指導は共演した内外の
指揮者や合唱団員から信頼されている。
　また、オーケストラと歌う素晴らしさを子どもから大人まで広く体
験してもらおうと精力的に活動し、これまでにジョン・ラター「子
どもたちのミサ」（オーケストラ版日本初演）、上田真樹「あらしのよる
に」（オーケストラ版委嘱初演）をはじめ、多くのコンサートを企画、
指揮している。オーケストラ指揮の分野でも特に宗教音楽での評価が
高い。今後の活躍が期待されている若手指揮者である。

Conductor
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谷地畝 晶子　Akiko YACHIUNE

　岩手大学教育学部卒業。現在、東京藝術大学大学院博士後期課程に在学中。
2012年度三菱地所賞受賞。第16回日仏声楽コンクール第1位。第57回藝大
メサイア、第28回台東区第九、第349回は藝大合唱定期ベートーヴェン「ミサ・
ソレムニス」のアルトソロ、第54回藝大定期オペラ「ファルスタッフ」クリッ
クリー夫人をつとめる。また、バッハ「クリスマスオラトリオ」「ヨハネ受難
曲」「ミサ曲ロ短調」「マニフィカト」、ヘンデル「メサイア」、モーツァルト「レ
クイエム」、ヴェルディ「レクイエム」、ベートーヴェン「第九」、シューベル
トのミサ曲、メンデルスゾーン「パウロ」「エリア」等においてアルトソリス
トで出演している。声楽を佐々木まり子、佐々木正利、磯貝静江、朝倉蒼生、
伊原直子、寺谷千枝の各氏に師事。

荒木 俊雅　Toshimasa ARAKI

　国立音楽大学音楽学部演奏学科声楽専修卒業。二期会オペラ研修所第55期本科
終了。山手の丘音楽コンクール2011声楽ソロ部門入選。声楽を福井 敬、瀬川 武、
篠原祥子の各氏に師事。これまでにモーツァルト「ドン・ジョバンニ」ドン・オッ
ターヴィオ役、レオンカヴァッロ「道化師」ペッぺ役等でオペラに出演。宗教曲で
は岩村 力指揮アマデウス合唱団にてシューベルト「ミサ曲第6番」第2テノールを
つとめた。二期会準会員。

名倉 亜矢子　Ayako NAKURA

　千葉市出身。ニューイングランド音楽院（米・ボストン）声楽科を演奏優等
賞を得て卒業。国立音楽大学音楽研究所研修課程を修了、バロック音楽の研
鑽を積む。バロックオペラ始め多くのプロジェクトに参加するほか、様々な
団体でバッハ、ヘンデル、ハイドン、モーツァルトなどの作品のソリストをつ
とめる。
　またアカペラや古楽器とのアンサンブルに力を入れ、中世・ルネサンスの
演奏にも多く携わり、古楽団体の演奏会や録音に参加。
　リュートの金子浩氏とのデュオで CD「やすらぎの歌」をリリース、『レコー
ド芸術』誌上で谷戸基岩氏のプライヴェートベスト5 に選ばれる。青山学院
大学聖歌隊トレーナー。2010年より楽友三田会合唱団ヴォイストレーナー。

藤井 大輔　Daisuke FUJII

　明治大学商学部、東京藝術大学声楽科卒業。
　宗教曲を中心に活動しており、バッハ「ミサ曲ロ短調」「マニフィカト」「マ
タイ受難曲」「ヨハネ受難曲」 教会・世俗カンタータ、ヘンデル「メサイア」、
ホミリウス「マルコ受難曲」「ヨハネ受難曲」（レコード芸術特選）、モーツァルト

「レクイエム」「ミサ曲ハ短調」、べート―ヴェン「第九」、メンデルスゾーン「パウ
ルス」、フォーレ「レクイエム」などのソリストをつとめる。
　N H K クラシック倶楽部、名曲リサイタル、名曲アルバムに出演。また、
バッハ・コレギウム・ジャパンの定期公演、録音、海外ツアーなど国内外の
公演にも参加している。慶應義塾志木高校非常勤講師。

Alto

Voice Trainer

Soprano

Bass
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　作詞：A. J. ラーナー　作曲：F. ロウ　編曲：池田 龍亮／小穴 雄一

　ミュージカル「My  Fair  Lady」より

　Overture（序曲）
　 1 . Wouldn’ t It Be Loverly ?
　 2 . With a Little Bit of Luck
　 3 . Just You Wait
　 4 . The Rain in Spain

　 5 . I Could Have Danced All Night
　 6 . Ascot Gavotte
　 7 . On The Street Where You Live
　 8 . Get Me to the Church On Time
　 9 . I’ ve Grown Accustomed To Her Face & Finale

　「My Fair Lady」を楽友三田会合唱団（MMC）の定期演奏会で採りあげるのは、これで 3 度目となります。
最初は市販されていた輸入盤の合唱編曲版を用い、それに飽き足りず、2 度目は私が編曲した手書きの読み
づらい楽譜で、団員の皆さんに、その譜読みにたいへんご苦労をかけたことを憶えています。
　その後 15 年を経た 3 度目となる本日は、なんと慶應義塾マンドリンクラブ（KMC）三田会のオーケストラ
伴奏付きで演奏することとなり、回を重ねるごとに、演奏曲目と演奏者の規模について飛躍的な成長を遂げ
てまいりました。とはいえ、演奏の質については、本日のお客様の厳しい審美眼とお耳にかなうものかどう
か……。合唱団一同、皆さまに楽しんでいただけるよう、心から願いつつ演奏いたします。
　さて、いったい何故、KMC三田会オーケストラとの共演が実現したのか、面白い経緯があります。この 2 年
ほど KMC三田会の定期演奏会ではメインステージでオペラのアリアや合唱を採り入れたプログラムが組ま
れ、その合唱演奏に我々MMCに賛助出演のお声がかかっておりました。今年のMMC定期演奏会の企画に
あたり、KMC三田会とのコラボレーションのレベルを一段と深め、二つの団体が同じ演目をそれぞれの定期
演奏会で採りあげ、お互いの演奏会に賛助出演することで演奏の奥行きを深めては、という企画を提案した
ところ、KMC三田会の皆さまから快いご賛同をいただきました。当今の東京の地下鉄ばりの「定期演奏会
相互乗り入れ」が実現したのです。すなわち、MMCの合唱編曲は私、それを取り込んだオーケストレーショ
ンは KMC三田会指揮者の小穴雄一さん、その上でそれぞれの演奏会で、それぞれの指揮者が指揮するという、
なんとも愉快で和やかで、且つお互いを刺激し合えるプログラムとなりました。
　ちなみに 8 月18日のKMC三田会定期演奏会では、この「My Fair Lady」組曲の初演（?!）を行い、お客様に
大好評をいただきました。このような相互乗り入れは、お互いの団体と音楽に対する、ゆるぎない信頼関係
と尊敬があってこそ可能なものです。この企画に快く賛同し、協力してくださった小穴さんをはじめ、KMC
三田会の皆さまに心から感謝申し上げます。
　さて、本日のステージには、もうひとつの楽しい逸話があります。ご存知のように「My Fair Lady」はロン
ドン下町の花売り娘のシンデレラ物語ですが、ロンドン下町訛り（Cockney）の独特の発音については、たい
へん苦労しておりました。幸運なご縁から、ケンブリッジ大学で語学教授法を学ばれ、現在、衆・参両議院
の国際部やフォーリン・プレス・センターでの英文校閲を担当されているDoreen Simmonsさんのご協力を
得て、Cockney 発音については本格的にヒギンズ教授ばりの特訓をしていただくことができました。また、
Simmonsさんご自身も活発に合唱活動もされておられ、本日のステージにはゲストとして加わっていただく
ことになりました。物語ではヒギンズ教授がイライザのCockney訛りを矯正する猛特訓をするうちにイライ
ザの虜になった一方、Simmonsさんは私たちへのCockney特訓を通じてMMCのステージにも特別参加、
という愉快な結果となったのです。改めて、Simmonsさんに合唱団一同、心より御礼申し上げます。
　それでは皆さま、本日の演奏をお楽しみいただけますように！ （池田　龍亮）

第１部
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◆1st  Mandolin

　沖　　　みどり

　篠　原　喜久子

　斎　藤　一　郎

　中　野　仁　志

　安　代　武　司

　中　野　美　和

　山　崎　雅　子

　三　井　　　良

◆2nd  Mandolin

　小　口　裕美子

　植　本　洋　雄

　深　尾　和　子

　西　山　　　卓

　川　村　英　夫

　茶　　　めぐみ

　廣　田　洋　一

　久保田　弓　月

◆ Mandola  Tenor

　戸　塚　美　那

　郡　　　広　子

　吉　田　知　之

　植　木　　　高

　山　田　淳　一

　染　谷　光一郎

◆ Mandolon  Cello

　嶋　岡　正　充

　吉　良　　　哲

　作　田　真　樹

　吉　原　良　一

　森　本　正　博

　坂　元　史　明

◆ Guitar

　植　村　秀　夫

　浜　野　恵　司

　坪　内　久　能

　浅　野　晃　一

　宮　坂　文　隆

　嶋　田　俊　一

　新　倉　泰　子

　池　上　美枝子

◆ Contra  Bass

　岡　本　　　明

　蓑　田　文　夫

◆ Flute

　深　尾　邦　彦

　中　村　　　修

◆ Clarinet

　池　上　　　弘

◆ Percussion

　荒　木　俊　行

　小　穴　雄　一

　大　森　美　和

慶應義塾マンドリンクラブ（ＫＭＣ）

　1910年（明治43年）に田中恒彦によって創部された大学としては現存する日本最古のマンドリンクラブの一つ。
その OBOGは1,500人余りを数えるに至っており、指揮者で作曲家の服部正、マンドリニストの宮田政夫や高久肇、
ギタリストの月村嘉孝、フルーティストの吉田雅夫など著名な音楽家を輩出。2010年（平成22年）には創部100年を
節目に、サントリーホールにて記念コンサートを開催。
　慶應義塾が一貫教育校ということもあり、中等部、高校、女子高校、志木高校、大学そして三田会それぞれに独立
したクラブを持ち個別に演奏活動を行うとともに、年に1度これらの団体が一堂に会する「オールKMCコンサート」
を開催し、10代から80代のKMCメンバーが 一 つとなって演奏する。こうした絆は世界に類を見ないと言えよう。
本日は、OBOG団体であるKMC三田会が共演する。

1. Wouldn't It Be Loverly?（それって素敵）
It’s rather dull in town, I think I’ll take me to Paree, ロンドンは退屈　パリへ行こうぜ
The missus wants to open up the castle in Capri, 女房はカプリのお城暮らしが望み
Me doctor recommends a quiet summer by the sea, 医者には海辺の静養を勧められて
Wouldn’t it be loverly? ご機嫌じゃないか

All I want is a room somewhere; あたいの望みは　どっかにひと部屋
Far away from the cold night air, 寒い夜風に　おさらばして
With one enormous chair; でっかい椅子を　ひとつだけ
Oh, wouldn’t it be loverly? ああ、それって素敵じゃない？

Lots of choc’late for me to eat; 部屋には山盛りチョコレート
Lots of coal mak’in lots of heat; 山盛り石炭　どんどんくべて
Warm face, warm hands, warm feet; 顔も手も足も　ぽっかぽか
Oh, wouldn’t it be loverly? ああ、それって素敵じゃない？

Oh, so loverly sittin’ abso-bloomin’-lutely still でっかい椅子に　どっかり坐って
I would never budge あたいは絶対 動かないよ
　till Spring crept over the windersill. 窓辺に春が忍び寄るまで
Someone’s head restin’ on my knee; 誰かを膝枕してあげてて
Warm and tender as he can be, その人は　あったかくて優しくて
Who takes good care of me; あたいを大事にしてくれるの
Oh, wouldn’t it be loverly ! ああ、それって素敵じゃない？
Loverly !　Loverly ! ほんとに素敵だわ！
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2. With a Little Bit of Luck（運が良けりゃ）
The Lord above gave man an arm of iron, 神様は俺たちに鉄の腕をくださった
So he could do his job and never shirk. せっせと働け　怠けるな、とね
The Lord above gave man an arm of iron, but 鉄の腕を授かった……だけど
With a little bit of luck, ほんのちょっと運が良けりゃ
　someone else’ll do the blinkin’ work ! 他のヤツが働いてくれるさ！
With a little bit of luck, you’ll never work 運が良けりゃ　働かずに暮らせるぜ

The Lord above made liquor for temptation; 神様は誘惑の酒をつくられた
To see if man could turn away from sin. 俺らの意思を試すため
The Lord above made liquor for temptation,but 神様がくれた誘惑の酒……だけど
With a little bit of luck, ほんのちょっと運が良けりゃ
　when temptation comes you’ll give right in ! 誘惑に乗っちまっていいんだよ！

Oh, you can walk the straight and narrow; 品行方正に暮らす道もある
But with a little bit of luck you’ll run amuck ! だけど、 運が良けりゃ　放蕩三昧！
The gentle sex was made for man to marry, 女は　男のためのもの
To share his nest and see his food is cooked. 寝床を共にし　メシの世話をする
The gentle sex was made for man to marry,but 女は　男をつかまえたがる……だけど
With a little bit of luck, ほんのちょっと運が良けりゃ
　you can have it all and not get hooked. おいしいとこ取りで　とんずらだ
With a little bit of luck, you won’t get hooked. 運が良けりゃ　つかまらねぇさ
With a little bit, with a little bit, ほんの　ちょっとだけ
With a little bit of bloomin’ luck ! 運が良けりゃ！

3. Just You Wait（今に見てろ）
Just you wait, ＇enry ＇iggins, just you wait ! 今に見てろ　エンリー・イギンズ！
You’ll be sorry but your tears’ll be too late. 後で泣いたって手遅れさ
You’ll be broke and I’ll have money; あんたは破産　あたいは金持ち
Will I help you? Don’t be funny ! 助けてやるかって？　ふざけんなよ！
Just you wait, ＇enry ＇iggins, just you wait ! 今に見てろ　エンリー・イギンズ
Just you wait, ＇enry ＇iggins, till you’re sick, いつか　あんたは倒れるよ
　and you’ll scream to fetch a doctor double quick. あわてて医者をと大騒ぎ
I’ll be off a second later, and go straight to the theatre ! あたいは澄まして　劇場へ！
Oh, ho, ho, ＇enry ＇iggins, just you wait ! オッホッホー、イギンズ　今に見てろ！

One day I’ll be famous !  I’ll be proper and prim ! いつか　あたいはお上品な有名人
Go to Saint James so often, I will call it St. Jim. 宮殿にもお出入り自由
One evening the King will say ある晩　王様がおっしゃるよ

“Oh, Liza old thing, 『おお、ライザ、可愛いやつよ
I want all of England your praises to sing. 余はイギリス中にそちを賛美させたい
Next week on the 20th day of May, きたる 5 月20日を
I proclaim Liza Dolittle Day ! イライザ・ドゥーリトルの日と定める！
All the people will celebrate the glory of you, 国民こぞって　そちを讃えるであろう
And whatever you wish and want, I gladly will do”. 何なりと望みの物をつかわすぞ』

“Thanks a lot, King,” says I in a manner well bred; あたいは　しとやかに礼を述べ
“But all I want is ＇enry ＇iggins ＇ead !” “望みはただ一つ、イギンズの首を”
“Done”, says the King, with a stroke. 『よかろう』　王様は即刻、命じる
“Guard, run and bring in the bloke !” 『衛兵、そやつを引っ立ててまいれ』
Then they’ll march you ＇enry ＇iggins to the wall. 哀れ　イギンズは壁の前
And the King will tell me, “Liza sound the call” 王様はおっしゃる『ライザ、号令を』
As they raise their rifles higher, 衛兵たちは銃をかかげて
I’ll shout:  “Ready !  Aim !  Fire !” あたいは叫ぶ“構え！ 狙え！ 打て！”
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Oh, ho, ho, ＇enry ＇iggins, オッホッホー　エンリー・イギンズ
Down you go ＇enry ＇iggins, Just you wait ! くたばれ　イギンズ、今に見てろ！

4. The Rain in Spain（スペインの雨）
The rain in Spain stays mainly in the plain. スペインでは雨は主に平野に降る
I think she’s got it !　I think she’s got it ! 「言えたんじゃないか！　言えたぞ」
The rain in Spain stays mainly in the plain. スペインの雨は主に平野に降る
By George, she’s got it !  By George, she’s got it ! 「いや～　やったぞ　ついにやった！
Now once again where does it rain? さあ　もう一回　雨はどこに降る？」
On the plain !  On the plain ! 平野に！　平野に！
And where’s that soggy plain? 「その水浸しの平野は　どこだね？」
In Spain !  In Spain ! スペイン！　スペイン！
The rain in Spain stays mainly in the plain ! スペインでは雨は主に平野に降る
The rain in Spain stays mainly in the plain ! スペインでは雨は主に平野に降る
In Hartford, Hereford and Hampshire? 「ハートフォード、ヘリフォード、ハンプシャーでは？」
Hurricanes hardly happens. ハリケーンは　めったにない

“How kind of you to let me come !” “お招きにあずかりまして…”
Now once again, where does it rain? 「さあ　もう一回　雨はどこに降る？」
On the plain !  On the plain ! 平野に！　平野に！
And where’s that blasted plain? 「そのひどい平野は　どこにある？」
In Spain !  In Spain ! スペインに！　スペインに！

The rain in Spain stays mainly in the plain !　O-le ! スペインでは雨は主に平野に降る　オーレ！

5. I Could Have Danced All Night（朝まで  踊っていられるわ）
Bed !  Bed !　I couldn’t go to bed ! ベッドにですって！　寝てなんかいられないわ
My head’s too light to try to set it down ! 舞い上がって　じっとしていられない
Sleep !  Sleep !　I couldn’t sleep tonight. 眠れと言われても　今夜は眠れない
Not for all the jewels in the crown ! 冠の宝石を全部もらえても！

I could have danced all night ! 朝まで踊っていられるわ
I could have danced all night ! 一晩中　踊っていたい！
And still have begged for more. それでも踊り足りないくらい
I could have spread my wings, 両手の翼をいっぱいに広げ
and done a thousand things I’ve never done before. 知らない世界に飛んでいけそう
I’ll never know what made it so exciting; こんなに　ときめいたのは初めてよ
Why all at once my heart took flight. なぜか　私の心は舞い上がったの
I only know when he began to dance with me, あの人と踊り始めた　そのときから
I could have danced, danced, danced, all night ! 朝まで踊っていられる気分よ！

It’s after three, now, （メイドたち）もう 3 時過ぎ
Don’t you agree, now, she ought to be in bed 彼女は寝てるべきよね？
You’re tired out. You must be dead. あなたはくたくた　死んじゃいますよ
Your face is drawn. Your eyes are red. お顔はヨレヨレ　目も真っ赤
Now say good night, please. Turn out the light, please. さあ、お休みなさい　灯りを消して
It’s really time for you to be in bed. 本当に寝る時間ですよ
Do come along, do as you’re told, 言うことを聞きましょうね
Or Mrs.Pearce is apt to scold. ピアース夫人に叱られますよ
You’re up too late, miss, And sure as fate, miss, 夜更かしが過ぎます　本当に
You’ll catch a cold. 風邪をひきますよ
Put down your book. The work’ll keep. 本を置いて　お勉強はまた後で
Now settle down. And go to sleep. さあ、気を落ち着けてお休みなさい
I understand, dear, It’s all been grand, dear, わかってますよ、ほんとに良かったですね
But now it’s time to sleep. でも　もう寝ましょう
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6. Ascot Gavotte（アスコット舞曲）
Ev’ry duke and earl and peer is here; 公爵　伯爵　上院議員　みな集う
Ev’ryone who should be here is here. しかるべき人々　こぞって集う
What a smashing, positively dashing spectacle, なんと華々しく　胸躍るスペクタクル
the Ascot op’ning day. アスコット競馬の開幕日
At the gate are all the horses ゲートには馬が勢ぞろい
　waiting for the cue to fly away. 出走の合図を待つ
What a gripping absolutely ripping moment なんと心躍る　素晴らしい瞬間
　at the Ascot op’ning day. アスコットの開幕日

Pulses rushing !  Faces flushing ! 脈が速まり！　顔は紅潮！
Heart beat speed up ! 心臓はドキドキ！
I have never been so keyed up ! かつてない興奮！
Any second now they’ll begin to run. 馬たちは今にもスタート
Hark !　A bell is ringing, ほら、聞いて！　出走のベルが鳴る
They are springing forward. 馬が飛び出す
Look !　It has begun ! さあ！　レースが始まった！

What a frenzied moment that was ! なんと熱狂的な瞬間！
Didn’t they maintain an exhausting pace? 馬たちの走りには目をみはりましたね
T’was a thrilling, absolutely chilling スリリングで　鳥肌が立つような
Running of the Ascot op’ning race ! アスコットの開幕レース！

7. On The Street Where You Live（君が住む街）
I have often walked down this street before; 何度も歩いた　この通り
But the pavement always stayed そのとき僕の足は　いつも
　beneath my feet before. 石畳を踏みしめていた
All at once am I sev’ral stories high, 突然　僕は空中にいる気分だよ
　knowing I’m on the street where you live. 君が住む街だと知ったから

Are there lilac trees in the heart of town? 街にはライラック並木がある？
Can you hear a lark in any other part of town? ヒバリの声は聞こえる？
Does enchantment pour out of ev’ry door? どの家の戸口も輝いている？
No, it’s just on the street where you live. いや、そんな場所は君が住む街だけさ

And oh, the towering feeling, ああ、つのっていく恋心
　just to know somehow you are near ! 君が近くにいる　それだけで
The overpowering feeling, 期待におののく　胸の内
　that any second you may suddenly appear. 今にも君が現れそうだから

People stop and stare. They don’t bother me. 人の視線も気にならない
For there’s nowhere else on earth that I would rather be. 僕がいたい場所は　ここだけ
Let the time go by; I won’t care if I どんなに時が過ぎても構わない
Can be here on the street where you live. 君が住む街にいられるのなら

8. Get Me to the Church On Time（教会には遅れずに）
There’s just a few more hours, that’s all the time you’ve got. 残り時間は　あとわずか
A few more hours before they tie the knot. 数時間で観念のとき

I’m gettin’ married in the mornin’! 朝になったら　俺は結婚式
Ding, dong !  The bells are gonna chime ! 教会の鐘が鳴るだろうさ
Pull out the stopper, let’s have a whopper, 酒の栓を抜け！  陽気にやろうぜ
　but get me to the church on time ! だけど教会には時間どおりにな
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I gotta be there in the mornin’, 朝には教会に居なくちゃならねぇ
Spruced up and lookin’ in me prime. かっこよく　めかしこんでな
Girls come and kiss me, show how you miss me, ねえちゃんたちよ　別れのキスをしておくれ
　but get me to the church on time ! だけど　教会には遅れずに！

If I am dancin’, roll up the floor. 踊りやめなきゃ　簀
す

巻きにしろ
If I am whistlin’, whewt me out the door ! 口笛やめなきゃ　たたき出せ
For I’m gettin’ married in the mornin’. なんたって　朝には結婚式
Ding !  dong !  The bells are gonna chime. 教会の鐘が鳴るんだぜ
Kick out a rumpus, but don’t lose the compass; どんちゃん騒げ　だが忘れるなよ
And get me to the church, get me to the church, 俺を教会へ連れてってくれ　
For Gawd’s sake, get me to the church on time ! 頼むぜ、教会には遅れずに！

Starlight is reelin’ home to bed now. 星は消えゆき　眠りについて
Mornin’ is smearin’ up the sky. 朝の光が空を染めはじめた
London is wakin’, daylight is breakin’; ロンドンは目覚め　一日が始まる
Good luck, old chum. Good health, good bye. 幸運を祈る　達者でな　あばよ

I’m gettin’ married in the mornin’. 朝になったら　結婚だ
Ding ! , dong !  The bells are gonna chime ! 教会の鐘が鳴り響くぜ
Hail and salute me, then haul off and boot me. 盛大に騒いで送り出してくれ！
And get me to the church, get me to the church ! そして教会へ連れて行ってくれ！
For Gawd’s sake, get me to the church on time ! 頼むぜ　時間どおりに教会へ！

9. I’ve Grown Accustomed To Her Face（あの娘
こ

の顔に慣れ親しんでしまった）
Damn! !  Damn ! !  Damn ! !  Damn ! ! くそ！　なんて事だ　忌々しい
I’ve grown accustomed to her face ! あの娘の顔に　なじんでしまった
She almost makes the day begin. 彼女がいないと  一日が始まらん
I’ve grown accustomed to her tune, すっかり慣れ親しんでしまった
　she whistles night and noon. 昼夜聞いてた　発音練習
Her smiles, her frowns, her ups, her downs, 笑顔も、しかめ面も、上機嫌も落ち込みも
　are second nature to me now; 今や私には　あって当然のもの
Like breathing out and breathing in. まるで息遣いのように
I was serenely independent and content before we met; 出会う前は平和で優雅な独身生活
Surely I could always be that way again, and yet, さあ、また元の私に戻れるさ　だが、
I’ve grown accustomed to her looks; あの娘の姿に　なじんでしまった
Accustomed to her voice, accustomed to her face ! 慣れ親しんだ　あの声　あの顔！

But I’m so used to hear her say, “Good morning” ev’ry day. 当たり前になった毎朝の挨拶
Her joys, her woes, her highs, her lows, あの娘の喜びも悲しみも
　are second nature to me now; 今では　なくてはならないもの
Like breathing out and breathing in. 呼吸するみたいに
I’m very grateful she’s a woman. あの娘が女で本当によかった
And so easy to foreget 忘れるのは簡単だ
Rather like a habit one can always break, and yet, いつでも断ち切れるクセのようなもの　でも、
I’ve grown accustomed to her trace, すっかりなじんだ彼女の気配
　of something in the air, accustomed to her face. 見慣れてしまった　あの娘の顔

MMC 歌詞対訳チーム：池田龍亮 / 大橋敏二郎 / 小西みはる / 冨田陽子 / 林みつえ
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　作詩：星野 富弘　作曲：新実 徳英

　混声合唱とピアノのための「花に寄せて」
　Ⅰ たんぽぽ
　Ⅱ ねこじゃらし
　Ⅲ しおん
　Ⅳ つばき・やぶかんぞう・あさがお

　Ⅴ てっせん・どくだみ
　Ⅵ みょうが
　Ⅶ ばら・きく・なずな　ー母に捧ぐー

　私が星野富弘という人の存在を知ったのは中学生くらいの時だったろうか。通っていた教会で誕生日か

何かのメッセージカードとして、星野さんの絵と詩がのったハガキをもらい、その花の雰囲気と何よりも

詩のメッセージが心に響いて、部屋にずっと飾っていた覚えがある。いま改めて星野さんの作品を見る

と、なんだかとても懐かしい。

　身体を動かすことが人一倍得意で、登山や器械体操に情熱を燃やしていた星野さんが24歳の時、体育教

師として部活動指導中に頸椎を損傷し、手足の自由を失った。動けない身体と向き合いながら、口に筆を

くわえて文字を描くことを始め、やがて詩や絵を描くことに喜びと慰めを見出す。そして描きためたもの

で作品展を開くようになり、その美しい花々と花に投影された星野さんの言葉は多くの人に感動を与えて

きた。

　それらの作品をまとめた花の詩画集『風の旅』をもとに、新実徳英さんが混声合唱組曲として作曲した

のがこの曲である。1985年に初演され、30年近くもたった今日も愛され続けている名作である。星野さん

の詩に曲をつけた作品はいくつかあるが、そのなかで私は新実さんのこの「花に寄せて」が好きだ。それは、

星野さんの詩がもっている優しさを決して甘ったるくなく、奥にある強さを決して押しつけることなく、

自然に表現しているからである。それは私が昔、絵ハガキから受けた感動そのままだ。

　花や草木をゆっくりとながめていると、心が安らいでくるのを感じる。星野さんと新実さんが紡ぎ出した

優しく美しい世界にのせて、私たちも一つ一つの花に心を寄せながらこの曲を歌っていきたい。

 （山神　健志）

〈星野富弘さんの略歴〉
1946年　群馬県勢多郡東村に生まれる。
1970年　 群馬大学教育学部保健体育科卒業。中学校の体育教諭になるが　　　　

クラブ活動の指導中に頸髄を損傷、手足の自由を失う。
1972年　病院に入院中、口に筆をくわえて文や絵を描き始める。
1979年　前橋で最初の作品展を開く。
1982年　高崎で「花の詩画展」。以後、全国各地や海外で「花の詩画展」開催。
2005年　（新）富弘美術館オープン。入館者500万人。
現在も詩画や随筆の創作を続けながら、全国で「花の詩画展」を開いている。

『新編　風の旅』
詩画に生きる希望を見出した星野富弘さんが描いた花の詩画集。
1982年に立風書房より「四季抄　風の旅」として出版され、
200万部を超えるロングセラーになった。
新たに描き下ろした詩画も収録した改訂新版（2009年）。

※13頁と14頁の詩画は星野富弘先生のご厚意により転載しました。

◆星野富弘 著
　A 4 版（変形）96頁／1,470円（税込）
　発行／学研パブリッシング

第２部
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Ⅰ たんぽぽ

いつだったか
きみたちが空をとんで行くのを見たよ
風に吹かれて
ただ一つのものを持って
旅する姿が
　うれしくてならなかったよ
人間だって どうしても必要なものは
ただ一つ
私も 余分なものを捨てれば
空がとべるような気がしたよ

Ⅱ ねこじゃらし

思い出の向う側から
一人の少年が走ってくる
あれは白い運動ぐつを
初めて買ってもらった日の
私かも知れない
白い布に草の汁を飛び散らせながら
あんなにも
　　あんなにも嬉しそうに
今に向かって　走ってくる

Ⅲ しおん

ほんとうのことなら
　多くの言葉は
　　　　　いらない
野の草が
　　　風にゆれるように
　小さなしぐさにも
輝きがある

Ⅳ つばき・やぶかんぞう・あさがお

木は自分で
動きまわることができない
神様に与えられたその場所で
精一杯 枝を張り
許された高さまで
一生懸命 伸びようとしている
そんな木を
私は友達のように思っている

いつか草が
　風に揺れるのを見て
弱さを思った
今日
　草が風に揺れるのを見て
強さを知った

一本の茎が
一本の棒を登って行く
棒の先には夏の空
私も　あんなふうに登って行きたい



　「花に寄せて」
　 詩：星野 富弘
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Ⅴ てっせん・どくだみ

花は自分の美しさを
知らないから
美しいのだろうか
知っているから
美しく咲けるのだろうか

おまえを大切に
摘んでゆく人がいた
臭いといわれ
きらわれ者のおまえだったけれど
道の隅で
歩く人の足許を見上げ
ひっそりと生きていた
いつかおまえを必要とする人が
現われるのを待っていたかのように
おまえの花
白い十字架に似ていた

Ⅵ みょうが

畑の草を一日中むしり
かいこに桑をくれ
夕方 ひょいっと出かけてみょうがをとり
それを売っては
弁当のおかずを買って来てくれたっけねえ
　いつもしょっぱい こぶのつくだ煮
花の咲いたやつは安くなるからと
花を抜いて売ったことも あったよね
もんぺと地下たびの間は
蚊にさされた跡が いっぱいだった
かあちゃん
みょうがを食うとばかになるというけれど
おれは
思い出すことばっかりです

Ⅶ ばら・きく・なずな

淡い花は
母の色をしている
弱さと悲しみが
　　　　混り合った
温かな
母の色をしている

母の手は
　　菊の花に似ている
固く握りしめ
それでいてやわらかな
母の手は
　　菊の花に似ている

神様が　たった一度だけ
この腕を 動かして下さるとしたら
母の肩を たたかせてもらおう
風に揺れる
ぺんぺん草の実を見ていたら
そんな日が
本当に来るような気がした

JASRAC 許諾　第60-1581号　
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◆コンサートミストレス
　廣　島　美　香
◆第 1 ヴァイオリン
　小　澤　　　薫
　鈴　木　わらび

◆第 2 ヴァイオリン
　山　本　伸　子
　岸　良　路　子
　三　瀬　俊　吾

◆ヴィオラ
　佐　藤　裕喜子
　芦　川　侑　美
◆チェロ
　中　垣　文　子
　神　谷　瑠　津

◆コントラバス
　前　田　芳　彰
◆オーボエ
　桜　田　昌　子
　松　原　美和子

◆ファゴット
　高　橋　誠一郎
◆ポストホルン
　奥　田　敏　夫
　畑　　　直　樹

オラトリオ・シンフォニカJAPAN

　経験豊かな奏者と意欲的な若い演奏家たちが「音楽史に残る作曲家の〈声楽つき作品〉を演奏すること」を目的に創立さ
れて11年。70回を超える演奏会に出演してきた。その特徴は、メンバーがお互いの音を聴き合い、ともに演奏する歌い手、
合唱団の音色や言葉を聴きながら感動し喜びを共にしながら演奏できるという才能に恵まれていることであろう。
　自発性に富んだプレイヤーが集まることによって指揮者の要求や合唱団との融合に柔軟に対応できる音楽づくりが可能で
あることを、コンサートで証明してきた。2011年に財団法人となった。

Orchestra

　バッハの「ミサ曲」といえば、「宗教音楽の最高峰」とも言われている『ロ短調ミサ曲』を思い浮かべる

人が多いだろう。実際、5 曲あるバッハの「ミサ曲」の中で、カトリックのミサ曲の形式として完成している

ものはこれ一曲のみで、他の作品は「小ミサ」と呼ばれているものである。プロテスタントであったバッハ

は礼拝のためにカンタータやモテット、受難曲などはたくさん作ったが、カトリック様式のミサ曲を作る

必要はなかったのだ。

　小ミサ曲は「ルター派ミサ曲」とも言われるものだが、プロテスタントの創始者ルターは福音書のドイツ

語訳という偉業のかたわらで、ラテン語ミサを簡略化した。カトリックのミサは通常キリエから始まり、

グローリア、クレード、サンクトゥスと続き、アーニュス・デイで終わるというのが一般の形式だが、ルター

派の礼拝ではその中から ｢キリエ」と ｢グローリア｣ が残された。この二つだけに曲をつけたものが「小ミ

サ」と呼ばれているが、ルター派にとってはこれがミサなので、バッハもスコアには ｢ミサ曲｣ と記して

いる。『ロ短調ミサ』も『小ミサ』も、それまでに作られたドイツ語の教会カンタータ等を転用して作ら

れている部分が多い。「パロディ」と呼ばれる手法だが、これは手間を省くために既存のものを焼き直す

というよりは、自信作をさらに磨きあげるという意味合いが強い。

　話は変わるが、バッハが1723年から亡くなる1750年まで務めていたのが、ドイツ・ライプツィヒの聖トー

マス教会の音楽監督。このトーマス・カントールという職をバッハから数えて 15 人目（第 30 代目）として

1992年まで20年間務めたハンス・ヨアヒム・ロッチュ氏が今年の 9 月に亡くなられた。度々来日しては、

日本の合唱団を指導してくださり、学生時代から合唱指揮を始めるにあたっての私のバッハ体験はこの方

によるところが大きい。何かと小難しく扱われることの多いバッハだが、ロッチュ氏は子どものような笑

顔と温かな人柄でバッハの素晴らしさを全身で伝えてくれた。氏はよく「バッハは、まさか東洋のこの国

で自分の作品が演奏されているとは思ってなかったでしょう。きっと喜んでいますよ」とおっしゃった。

普段あまり演奏されることのなかったこの「小ミサ」も今日演奏されていることを、天国のバッハとロッ

チュ氏に聴いていてほしいと思う。 （山神　健志）

　J. S. バッハ作曲

　「小ミサ ヘ長調」Missa in F（BWV 233）

第３部



　「小ミサ ヘ長調」　Missa in F（BWV 233）歌詞対訳
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1. Kyrie 1. キリエ
Kyrie eleison. 主よ、あわれみたまえ。
Christe eleison. キリストよ、あわれみたまえ。
Kyrie eleison. 主よ、あわれみたまえ。

2. Gloria 2. グローリア
Gloria in excelsis Deo. 天のいと高きところでは神に栄光がありますように。
Et in terra pax そして地上には平和が
hominibus bonae voluntatis. 善き人にありますように。
Laudamus te. Benedicimus te. 私たちはあなたを称え、祝福し
Adoramus te. Glorificamus te. あなたを拝し、あなたを崇めます。
Gratias agimus tibi あなたに感謝を捧げます、
propter magnam gloriam tuam. あなたの大いなる栄光のゆえに。

3. Domine Deus (Basso) 3. 主なる神よ （バス独唱）

Domine Deus, Rex coelestis. 主なる神よ、天の王よ、
Deus Pater omnipotens. 全能の父なる神よ。

Domine Fili unigenite, 唯一人の御子
Jesu Christe. イエス・キリストよ。
Domine Deus, Agnus Dei, 主なる神よ、神の子羊よ、
Filius Patris. 父の御子よ。

4. Qui tollis (Soprano) 4. 取り除いて下さる方よ （ソプラノ独唱）

Qui tollis peccata mundi, 世の罪を取り除いて下さる方よ、
miserere nobis. 私たちを憐れんで下さい。
Qui tollis peccata mundi, 世の罪を取り除いて下さる方よ、
suscipe deprecationem nostram. 私たちの願いを聞いて下さい。
Qui sedes ad dexteram Patris, 父の右に座しておられる方よ、
miserere nobis. 私たちを憐れんで下さい。

5.Quonam (Alto) 5. それ故に （アルト独唱）

Quoniam tu solus sanctus, あなただけが聖なる方であり、
tu solus Dominus, あなただけが主です。
tu solus Altissimus あなただけがいと高き方です、
Jesu Christe. イエス・キリストよ。

6. Cum Sancto Spiritu 6. 聖霊と共に
Cum Sancto Spiritu 聖霊と共に、
in gloria Dei Patris. 父なる神の栄光のうちに。
Amen. アーメン。

（訳：冨田 陽子）



 演奏会の歩み 

17

□ 第1回定期演奏会　1982.  3. 22　石橋メモリアルホール
G. F. Händel 「Dettingen Te Deum」より No. 11  No. 12  No. 13 指揮：岡田忠彦 Organ：内藤弘子
J. S. Bach 「Motette für fünfstimmigen gemischten Chor」 指揮：伴有雄 Organ：内藤弘子
F. Schubert「シューベルト四重唱」より 指揮：小瀧泰 Piano：細田秀一
高野喜久雄作詞　髙田三郎作曲　混声合唱組曲「ひたすらな道」 指揮：中野伸朗 Piano：北村直子
信時潔作曲「信時潔合唱曲集」より 指揮：伴有雄 Piano：筑紫まり子

□ 第2回定期演奏会　1984.  3. 25　石橋メモリアルホール
J. S. Bach 「Kantate Nr. 45」より 指揮：伴有雄　 Piano：筑紫まり子
Heinrich Schütz 「Magnificat」 指揮：平賀一久
J. Brahms 「運命の歌」 指揮：伴有雄 Piano：筑紫まり子

「ドイツポピュラー小曲集」 指揮：伴有雄 Piano：筑紫まり子
佐々木逸郎作詞　柳田孝義作曲　混声合唱組曲 「北の河」 指揮：山本実 Piano：小川弥生

□ 第3回定期演奏会　1991.  2. 24　芝 A B C ホール
J. S. Bach 「Kantate Nr. 4, Sinfonia, Versus 1, Choral, Versus 7」 指揮：伴博資 Piano：川上路子
中島晴子作曲　混声「彼岸花」　女声「少女の髪」 「雨の日のソネット」　男声 「旅─山頭火─」 指揮：福井良太郎 Piano：川上路子
J. Brahms 「愛のワルツ集」 「新・愛のワルツ集」より 指揮：池田龍亮　　Piano：川上路子／木村育子
W. A. Mozart 「Mozart 小品集」 指揮：筑紫武晴　Organ：湯浅照子　弦楽四重奏：アンサンブル ･ シェーネ

□ 第4回定期演奏会　1992.  7.  5　芝 A B C ホール
F. Schubert 「Hirtenchor, Die Forelle, Ständchen, Gott im Ungewitter, Gebet」 指揮：伴博資 Piano：斎藤敦子
さわみどり作詞　中島はる作曲 「イリス」（委嘱作品）  指揮：福井良太郎 Piano：斎藤敦子
ミュージカル 「My Fair Lady」より 編曲／指揮:池田龍亮 Piano：斎藤敦子

□ 第5回定期演奏会　1993. 11. 13　芝 A B C ホール
A. Bruckner 「Kleine Kirchenmusikwerke」より 指揮：日髙好男　Trombone：堀さゆり／松沼俊彦／奥村晃　Organ：斎藤敦子
新川和江作詞　中島はる作曲 「夢のうちそと」 指揮：福井良太郎 Piano：斎藤敦子
ミュージカル 「The Fantasticks」より 編曲／指揮:池田龍亮　Piano：斎藤敦子　Keyboard：石塚真美
 Percussion：佐倉一樹　Narration：内田龍磨

□ 第6回定期演奏会　1995.  5. 20　芝 A B C ホール
J. G. Rheinberger 「Abendlied」, 「Dextera Domini」, 「Stabat Mater」 指揮：池田龍亮 Organ：安次嶺景子
Zolta

▼

 KODA
▼

LY 「ºHegyi E
▼

jszaka
▼

k」, 「ºMa
▼

trai Ke
▼

pek（マトラの風景）」 指揮：筑紫武晴 Organ：安次嶺景子
谷川俊太郎作詞　高嶋みどり作曲 「愛のプロローグ」 指揮：日髙好男 Piano：安次嶺景子

□ 第7回定期演奏会　1996. 11. 16　芝 A B C ホール
小林秀雄作曲 「九州民謡によるコンポジション」 指揮：日髙好男 Piano：安次嶺景子
峯陽作詞　中島はる作曲 「タンポポの道─生命に寄せる四楽章─」（委嘱作品）  指揮：池田龍亮 Piano：安次嶺景子
Gabriel Fauré 「Requiem」 指揮：福井良太郎 Organ：安次嶺景子

□ 第8回定期演奏会　1998.  6.  7　きゅりあん大ホール
ミュージカル 「My Fair Lady」 より 編曲／指揮：池田龍亮　Piano：安次嶺景子
峯陽 訳・詞　中島はる作曲 「萬葉・酒の歌／萬葉・愛の歌」 指揮：福井良太郎 Piano：安次嶺景子
F. Schubert 「ミサ曲第 1 番ヘ長調 D 105」 指揮：日髙好男　管弦楽：グローバル・フィルハーモニック・オーケストラ　Organ：安次嶺景子

□ 第9回定期演奏会　1999. 10.  2　きゅりあん大ホール
源田俊一郎編曲 「ふるさとの四季」 指揮 ： 市川昭 Piano ： 木曽田裕子
福永陽一郎編　男声合唱 「ロシア民謡集」 指揮 ： 伴博資 Piano ： 木曽田裕子
Benjamin Britten　女声合唱 「キャロルの祭典」 指揮 ： 筑紫武晴 H a r p ： 小林聡美
John Rutter 「Requiem」 指揮 ： 日髙好男　Soprano ： 斎藤恭子　Harp ： 小林聡美　Organ ： 八尋美代子
 管弦楽 ： グローバル・フィルハーモニック・オーケストラ・アンサンブル

□ Early Summer Concert　2000.  6.  3　朝日生命ホール
峯陽 訳・詞　中島はる作曲　男声合唱 「萬葉・酒の歌」 指揮 ： 福井良太郎 Piano ： 安次嶺景子
賛助出演 ： 慶應義塾大学混声合唱団楽友会　佐とう暢広編曲 「初夏の夜の夢」 指揮 ： 池田祐一郎
立原道造作詞　小林秀雄作曲　混声合唱組曲 「優しき歌」 指揮 ： 日髙好男
Gabriel Fauré 「Requiem」  指揮 ： 藤井宏樹　Organ ： 大竹久美　Soprano ： 斎藤恭子　Baritone ： 今村雅彦

□ 慶應義塾楽友会50周年記念演奏会　2001.  3.  3　サントリーホール
林光 「日本抒情歌曲集」より 指揮＆Piano ： 林　光
Haydn 「天地創造」より30番 指揮 ： 岡田忠彦　　Piano ： 林　光　　Sop. ： 村瀬和子　　Barit. ： 島田孝克
小林亜星 「青春讃歌」 指揮 ： 小林亜星 Piano ： 林　光
W.A.Mozart 「Requiem」 K.626 指揮 ： 黒岩英臣 管弦楽 ： 東京交響楽団
  Organ ： 花井哲郎　Sop ： 平松英子　Alt ： 寺谷千枝子　Ten ： 吉田浩之　Bas ： 小鉄和広
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□ 20周年記念・第10回定期演奏会　2002.  6.  8　紀尾井ホール
さわ みどり 作詞　中島 はる作曲 「イリス」（委嘱作品） 指揮 ： 福井良太郎 Piano ： 安次嶺景子
J. Brahms 「Ein deutsches Requiem Op.45」 指揮 ： 藤井宏樹　Piano ： 清水和音／若林顕　Soprano ： 西野薫　Baritone ： 今村雅彦

□ 第11回定期演奏会　2003. 10. 11　きゅりあん大ホール
F. Mendelssohn B. 「Sechs Lieder im Freien zu singen」 Op.41 指揮 ： 福井良太郎
さわ みどり作詞　中島 はる作曲 「きょうりゅうたちの地球」 指揮 ： 福井良太郎 Piano ： 安次嶺景子
Javier Busto 「宗教作品集」 指揮：藤井宏樹
三善 晃構成・編曲 「日本の四季」 指揮 ： 藤井宏樹　Piano ： 奥浦博子・安次嶺景子　児童合唱 ： 埼玉県春日部市立豊春中学校合唱部

□ 第12回定期演奏会　2004. 10. 10　第一生命ホール
Josef Gabriel Rheinberger 「CANTUS MISSAE　Missa in Es」 Op.109 指揮 ： 藤井宏樹 
岩河 三郎　作詞構成・作曲　混声合唱組曲「富山に伝わる三つの民謡」 指揮 ： 日髙好男 Piano：安次嶺景子
矢澤 宰作詩　萩原 英彦作曲　混声合唱組曲「光る砂漠」 指揮 ： 藤井宏樹 Piano：安次嶺景子

□ 第13回定期演奏会　2005. 11. 26　第一生命ホール
J.S. Bach 「Kantate Nr.131」  Tenor ： 岡本泰寛　Bass ： 望月忠親
J.S. Bach 「Kantate Nr.4」 指揮 ： 藤井宏樹　オーケストラ ： バッハ アンサンブル「樹」　Organ ： 小林恵子
谷川 俊太郎作詞　三善 晃作曲 「木とともに　人とともに」 指揮 ： 藤井宏樹 Piano：安次嶺景子

□ 第14回定期演奏会　2006. 11. 26　きゅりあん大ホール
俵 万智 詩　林 光 作曲　混声合唱とピアノのための 「コメディア・インサラータ」 指揮 ： 福井良太郎 Piano：安次嶺景子
W.A.Mozart 「Requiem」 K.626 指揮 ： 山神健志
 オーケストラ：合奏団「京浜東北線の世界」　Sop：佐竹由美　Alt：須永尚子　Ten：小林一男　Bas：宇野徹哉

□ 第15回定期演奏会　2007. 10. 27　第一生命ホール
千原 英喜（楽友三田会合唱団委嘱作品）混声合唱のための 「おらしょ―カクレキリシタン3つの歌」（弦楽伴奏版）
 指揮 ： 日髙好男　弦楽アンサンブル ： YAMATO String Ensemble　語り部：田谷淳
Luigi Cherubini 「Requiem c-moll」 指揮：山神健志　オーケストラ：横浜シンフォニエッタ

□ 第16回定期演奏会　2008. 11. 29　第一生命ホール
ジョン・ラター編曲 「ジョン・ラターの世界」 指揮：福井良太郎 Piano：安次嶺景子
信長 貴富作曲　寺山修司の詩による 6 つのうた 「思い出すために」 指揮：山神健志 Piano：安次嶺景子
Charles F. Gounod 「荘厳ミサ 4 番（コラール・ミサ）」 指揮：山神健志　Organ：奥山初枝 　先唱：福井良太郎

□ 第17回定期演奏会　2009. 11.  7　第一生命ホール
良寛・貞心尼 詩　千原 英喜 作曲　混声合唱とピアノのための 「良寛相聞」 指揮： ひだかよしお Piano：奥山初枝
F. P. Schubert 「ミサ曲第6番変ホ長調D950」 指揮：山神健志　オーケストラ：横浜シンフォニエッタ

 Sop :坂井田真実子　Alt：岩田真奈　Ten. I：与儀 功　Ten. II：高柳 圭　Bas：押川浩士

□ 第18回定期演奏会　2010. 11. 23　第一生命ホール
信長 貴富編曲　混声合唱とピアノのための 「近代日本名歌抄」 指揮：山神健志 Piano：安次嶺景子
J. Brahms　ワルツ集 「愛の歌」全18曲 指揮：池田龍亮　Piano：安次嶺景子／服部真由子
J. Haydn 「ミサ曲第7番ハ長調（パウケン・メッセ）」 指揮：山神健志 Piano：安次嶺景子
 Sop：名倉亜矢子　Counterten：望月寛之　Ten：及川豊　Bas：小田川哲也

□ 第19回定期演奏会　2011. 11.  3　第一生命ホール
「ドイツ・オペラ合唱曲集」　（ワーグナー 「タンホイザー」より 「大行進曲と合唱」 「巡礼の合唱」、
　　　　　　　　　　　　　「ローエングリン」より 「婚礼の合唱」、フロトー 「マルタ」より 「農民たちの合唱」） 指揮：山神健志 Piano：安次嶺景子
高野 喜久雄作詩　髙田 三郎作曲　混声合唱組曲 「水のいのち」 指揮 ： 浮橋敬一 Piano：安次嶺景子
W.A.Mozart 「ミサ曲ハ長調（戴冠ミサ）」 K.317 指揮 ： 山神健志 Organ：山口綾規
 Sop：坂井田真実子　Alt：岩田真奈　Ten：中嶋克彦　Bas：押川浩士

□ 第20回定期演奏会　2012. 11. 18　すみだトリフォニーホール（大ホール）
林 望作詩　上田 真樹作曲　混声合唱とピアノのための組曲 「鎮魂の賦」 指揮：日髙好男 Piano：安次嶺景子
J. Brahms 「Ein Deutsches Requiem Op.45」 指揮 ： 山神健志　オーケストラ：健友会管弦楽団

Sop：坂井田真実子　Bariton：成田眞　合唱参加：慶應義塾大学混声合唱団楽友会 有志

□ 第1回カジュアルコンサート　1994. 6. 11　紀尾井町松田ホール

□ 第2回カジュアルコンサート　1995.11. 11　紀尾井町松田ホール

□ 第3回カジュアルコンサート　1997. 6. 14　紀尾井町松田ホール

□ 東京都合唱祭出演
第41回（ʼ86.  6. 29）～第65回（ʼ10.  7. 24）　ゆうぽうと簡易保険ホール
第66回は東日本大震災により開催中止、第67回（ʼ12.  7. 21）～第68回（ʼ13.  7.  6）　新宿文化センター　27年連続出場



□ グループ・インテグラル出演
第16回（'89.  1. 29）、第17回（'90.  1. 14）、第19回（'92.  1. 19）、第20回（'93.  3. 20）

□ めぐろ童謡コンサート出演　目黒区公会堂ホール／めぐろパーシモンホール
（'98. 11. 29）、（'00. 10.  1）、（'01. 10. 14）、（'02. 10. 13）、（'03. 11. 24）、（'04. 11. 28）、（'05. 10. 23）、（'07. 11. 24）、（'09.  9. 27）

□ 上野の森コーラスパーク出演　東京文化会館大ホール
（'99. 11.  6）、（'01.  9.  9）、（'03.  8. 16）

□ Internationales Chorkonzart　2007.  1.  6　ウィーン楽友協会大ホール
J.S. Bach 「Kantate Nr.131」 より 指揮 ： 福井良太郎　 Piano ： 安次嶺景子
岩河 三郎 作詞構成・作曲　混声合唱組曲 「富山に伝わる三つの民謡」より 指揮 ： 日髙好男 Piano ： 安次嶺景子

□ 慶應讃歌グランドコンサート出演　2008. 10. 19　NHKホール

□ 慶應義塾創立150年記念式典出演　2008. 11.  8　日吉キャンパス

□ 慶應義塾マンドリンクラブ創部100年記念コンサート出演　2010.  6. 27　サントリーホール
服部 正 作詞・作曲　竹本 員子 構成　ミュージカル・ファンタジー 「人魚姫」
 指揮 ： 山口寛　演奏 ： KMC創部100年記念オーケストラ　Sop ： 手島由紀子　Ten ： 大澤一彰　語り手 ： 紺野美沙子

□ オール楽友会ファミリーコンサート出演　2011.  7.  2　日吉キャンパス　協生館 藤原洋記念ホール
高野 喜久雄 作詩　髙田 三郎 作曲　混声合唱組曲 「水のいのち」より 指揮 ： 浮橋敬一　Piano ： 藤田まり子

□ 慶應義塾マンドリンクラブ三田会　第 1回定期演奏会出演　2012.  8. 25　東京オペラシティ「タケミツメモリアル」
F. レハール／小穴 雄一 編曲　喜歌劇 「メリー・ウィドウ」ハイライト

 指揮：小穴雄一　演奏：慶應義塾マンドリンクラブ三田会　Sop：手島由紀子　Ten：大澤一彰

□ 慶應義塾マンドリンクラブ三田会　第 2回定期演奏会出演　2013.  8. 18　東京オペラシティ「タケミツメモリアル」
F. ロウ／小穴 雄一 編曲　ミュージカル 「マイ・フェア・レディ」ハイライト

指揮：小穴雄一　演奏：慶應義塾マンドリンクラブ三田会　Sop：手島由紀子　Ten：大澤一彰

＜慶應義塾大学混声合唱団楽友会 第62回定期演奏会のお知らせ＞

日時：2013年 12月 9 日（月） 19時開演
会場：なかのZERO大ホール（中野駅南口徒歩 8 分）　全席自由1,000円（高校生以下無料）
曲目：J. S. バッハ「モテット第 6 番 BWV230」、
　　  信長貴富作曲「雲は雲のままに流れ」より、
　　  シアターピース「樹の奇・危・嬉～ピカソくんとうたおう」

◆本日のミサ曲の伴奏ではローランド クラシック・オルガン　C-200 を使用しております。



（有）梅沢印刷所

──第22回MMC定期演奏会のお知らせ──
2014年11月 3日（月・祝）午後／第一生命ホール

楽友三田会合唱団　ホームページ　http://www.keiogakuyukai.com/MMC/index.htm

Soprano

池　田　百合子
石　橋　由　紀
岩　崎　満里子
大　角　敏　子
太　田　美知子
小笠原　禮　子
小　川　晴　子
柏　瀬　充　子
亀　井　泰　子
工　藤　光　世
小　西　みはる
杉　　　美代子
杉　原　洋　子
瀬　戸　隆　子
田　村　晴　美
筑　紫　秀　子
冨　田　陽　子
濱　岡　啓　子
林　　　みつえ
平　尾　慶　子
増　山　綾　子
毛　利　庸　子
安　室　順　子
吉　武　優　子

Alto

赤　見　紘　子
粟　根　潤　子
井　尾　稔　子
稲　川　三知子
岩　松　美奈子
岡　田　加代子
岡　本　美保子
小　倉　あきひ
金　行　陽　子
河　北　美代子
川　西　万　季
桐　山　祥　子
草　野　千代子
久　保　美恵子
桑　野　晴　子
櫻　井　裕　子
佐　藤　淳　子
佐　藤　節　子
佐良土　美恵子
下　田　崇　子
寺　本　満喜子
日　髙　啓　子
福　井　美穂子
村　上　千　菊
矢　島　和　子
吉　川　純　子

Tenor

井　尾　雄　二
池　田　龍　亮
大　石　博　國
太　田　　　誠
大　竹　虎　彦
小　川　栄　一
亀　井　淳　一
工　藤　勝　史
齊　藤　栄　造
佐良土　雅　文
中小路　　　修
中　濱　鐵　志
日　髙　好　男
藤　原　隆　義
三　門　康　男
守　谷　精太郎
山　本　一　吉

Bass

池　田　　　進
市　川　　　昭
市　村　正　明
井　上　雅　雄
浮　橋　敬　一
遠　藤　琢　雄
太　田　　　武
大　橋　敏二郎
長　部　　　正
川　島　　　修
小　林　　　章
清　水　康　昭
塚　越　敏　雄
豊　岡　守　紀
中　濱　信　生
橋　本　　　曜
伴　　　博　資
舟　山　幸　夫

　楽友三田会合唱団（MMC）　


