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ごあいさつ
本日は寒さ厳しい折、Ensemble14 第２０回の記念す
べき演奏会に足をお運びくださいまして誠に有難うご
ざいます。
私が音楽大学・大学院での音楽家への修業時代に出
会った J. S. バッハの教会カンタータは、その後自分の
学びの、演奏活動の柱となり、そのお蔭で私は日本基
督教団霊南坂教会において受洗に導かれ、今から１４
年前にこの Ensemble14 という得難い演奏団体の指導
者になるという幸運に恵まれました。数々の合唱イベ
ントがことごとく土・日曜・祭日に行われます為に、
日曜日の礼拝にほとんど顔を出す事が出来なくなった
今も、「お前は音楽を通して神を賛美し続けなさい・・・」
と言われているのだと都合よく理解させて頂きまして、
不心得者・クリスマスクリスチャンとしてかろうじて献金のみで母教会とのつながりを続け
ております。しかしこの身勝手な信仰をバックボーンにさせて頂いているお蔭で、本当に多
くの合唱愛好者の皆様と宗教曲の演奏会を数多くご一緒させて頂いております。
そんな中で、長く演奏活動をしている者達であれば、たとえアマチュアであっても音大と
いう関所を通らずとも、合唱だけでなくソロを人前で歌う事が許されて良いのではないかと
いう思いに至り、この Ensemble14 でそのスタイルを実験的に続けて参りました。バッハと
同じ年に生まれた、やはりバロック期の大家ヘンデルの名作「メサイア」では、序曲に続く
冒頭のテナーのアリアの初演の歌い手は町の肉屋の親爺さんだったとか・・・
これからも Ensemble14 は、一流の器楽演奏家集団である Millennium Bach Ensemble のサ
ポートを得ながら、カンタータ・ミサ・受難曲・オラトリオの、合唱曲だけでなく可能な限
り多くのソロ曲も共に学ぶことを通して、聴衆の皆様の耳に、心により届く演奏を心掛けて
参りたいと思います。是非次の演奏会では、“ あなた ” もその一員としてステージに立たれま
お待ち致しております。

Grußworte

せんか！？

Ensemble14 指揮者
辻 秀幸
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本日はお忙しい中、私たち Ensemble14（アンサンブル ･ フィアツェン）の演奏会に足
をお運びいただき、誠にありがとうございます。団員一同、心より御礼申し上げます。
Ensemble14 は、1998 年 8 月に、バッハの『マタイ受難曲』の第２コーラスを歌おうと
の呼びかけに応じて誕生したアマチュア合唱団です。以来教会カンタータを中心に、一貫
してバッハの声楽作品を歌い続けてきました。
活動をはじめて早くも 15 年目に入り、演奏会も今回で 20 回を数えます。私は団ができ
て間もない頃から活動している団員のひとりですが、いつの間にかそんなにも年数がたっ
たことに、改めて驚きと少しばかりの感慨を覚えています。
発足当初は、バッハの名前は知っていても歌ったことはないというメンバーがほとんど
で（私もそのひとりです）、辻先生の楽しいご指導で、もしかすると笑っている時間の方が
長いかもしれない練習をとりあえず真面目に重ね、練習後には、なぜかよく卓球→飲み会
というコースで過ごしていたのも懐かしい思い出です。そんな感じで始まった団でしたが、
次第にバッハの音楽の美しさ、素晴らしさに魅せられ、また元よりバッハが好きな人の入
団も増え、今はすっかりバッハ大好き合唱団に成長しました。もっとも、大好きになった
からと言ってバッハの難しさは変わらず、むしろ歌うほどにその難しさが増すようなとこ
ろもありますが、それをも含めてバッハの魅力、奥深さなのだと感じさせられ続けています。
年 数 が た ち、 団 員 も 増 え て い け ば、 ど ん な 団 で も 変 わ っ て い く 部 分 は あ り ま す。
Ensemble14 ももちろんそうですが、辻先生の懐の深いご指導のもと、楽しく真面目に練
習に取り組み、少しでも良い音楽を作ろうとする団員の姿勢は、15 年前から変わらない部
分であり、これからも変わることなく活動していきたいと思います。
今回は、20 回という節目の演奏会でもあり、華やかで規模の大きいカンタータ 21 番を
含む３曲を採り上げます。独唱曲も含め全曲を団員が演奏いたします。練習の成果を発揮
すべく、精一杯演奏したいと思います。
最後になりましたが、笑いに溢れた練習のうちに、真摯で活き活きとした音楽作りへと
私たちを導いてくださいます指揮者の辻秀幸先生、バッハ演奏のスペシャリスト揃いで、
いつも素晴らしい音楽で合唱を支えてくださるミレニウム・バッハ・アンサンブルの皆様、

Grußworte

練習でどんな要求にも応えてサポートしてくださる練習ピアニストの田城章子先生、そし
て今回のソリストオーディションで審査員を務めてくださいましたアルトの志田理早先生
に、深く感謝申し上げます。

Ensemble14 代表
室橋 明美

20. Konzert

作曲

ヨハン・ゼバスティアン・バッハ

Johann Sebastian Bach (1685-1750)
カンタータ 第 137 番
「主を賛美しなさい、力強き栄光の王を」

>>Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren<<, BWV 137
(2) 改田 晶子, Alt

(3) 室橋 明美 , Sopran / 木下 剛, Bass

(4) 室橋 義明, Tenor

カンタータ 第 38 番
「深き苦しみの淵より 私はあなたへ向けて叫びます」

>>Aus tiefer Not schrei ich zu dir<<, BWV 38
(2) 濱口 可奈子, Alt

(3) 中西 隆紀 , Tenor

(4) 子井野 真貴子, Sopran

(5) 子井野 真貴子, Sopran / 小田 奈穂子, Alt / 大内 良太郎, Bass

〜 Pause / 休 憩 〜
カンタータ 第 21 番
「私には多くの憂いがありました」

>>Ich hatte viel Bekümmernis<<, BWV 21
(3) 菅野 総子, Sopran

(4), (5) 中西 隆紀 , Tenor

(6) 室橋 明美 , Sopran / 中神 康一 , Alt / 菅野 松佐登 , Tenor / 三浦 貴博 , Bass
(7) 河野 優子, Sopran / 木下 剛, Bass

(8) 佐藤 かおり, Sopran / 下平 泰裕 , Bass

Programm

(9) 湊 佳代 , Sopran / 橋元 正美 , Alt / 武内 崇史 , Bass

指揮

(10) 室橋 義明, Tenor

辻 秀幸

管弦楽 Millennium Bach Ensemble
声楽
後援		
Ensemble14

Ensemble14
日本合唱指揮者協会
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Programm

ヨハン・ゼバスティアン・バッハ（Johann Sebastian

にて毎週日曜の礼拝音楽を演奏すること、ライプツィ

Bach）は 1685 年に生まれ、1750 年に没したドイツの

ヒ市の祝典行事（参事会就任式など）にて音楽を演奏

作曲家です。イギリスでイタリアオペラをたくさん書

すること、教会学校にてラテン語を教えることでした。

いて成功したドイツ人ヘンデル（1685 〜 1759）はバッ

バッハは 65 歳で死ぬまでこの職に留まりました。

ハと同年生まれ、徳川吉宗（1684 〜 1751）はバッハ
とほぼ同年代を生きています。
ヘンデルが国際的に活躍したのに対して、バッハは

バッハは生前オルガニストとしての評価が極めて高
かったのですが、作曲家としては同時代のテレマン、
ハッセあるいはヘンデルの陰に隠れていました。時代

終生ドイツを離れることがありませんでした。ドイツ中

がバロックから古典派へと移ろうという流れの中で、

部、宗教改革のルターゆかりの地アイゼナハで生まれ

バッハは古い伝統的な表現様式を守ったために、バッ

たバッハは、18 歳でヴァイマール宮廷ヴァイオリン奏

ハの死後、特に彼の声楽作品は世の中からほとんど忘

者として職業音楽家の道を歩み始めます。その後アル

れ去られます。しかし 1829 年、20 歳のメンデルスゾー

ンシュタット、ミュールハウゼンの教会オルガニスト、

ンによって「マタイ受難曲」BWV244 が蘇演されたこ

ヴァイマールの宮廷音楽家、ケーテンの宮廷音楽家を

とをきっかけに、ドイツ民族主義（とロマン主義）と

経て、1723 年ライプツィヒのカントルに就任しました。

あいまって、バッハが再評価されることとなりました。

カントルの仕事は聖トーマス教会学校の合唱団を指導
し、この合唱団を率いてライプツィヒにある主要教会

（初出：Ensemble14 第 7 回演奏会プログラム（2003）
文：中神 康一）
聖トーマス教会

Johann Sebastian Bach

( ドイツ・ライプツィヒ )

現代のライプツィヒ市中心部を東方上
空から臨む。聖トーマス教会なども見
える。(2008)
Foto: Martin Geisler( 左 ),
Dirk Goldhahn( 上 ),
CC-BY-SA, von Wikipedia
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バッハについて

>>Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren<<, BWV 137
三位一体の祝日後第 12 日曜日のためのカンタータ <Kantate zum 12. Sonntag nach Trinitatis>
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カンタータ 第 137 番 「主を賛美しなさい、力強き栄光の王を」

歌詞 : Joachim Neander 作のコラール <Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren> による

楽曲解説

第3曲

オーボエを伴ったソプラノとバスの二重唱。

曲の出だしこそコラール旋律を主題としたカノンに

カンタータ第 137 番「主を賛美しなさい、力強き栄

なっていますが、次第に旋律の自由度が増していき

光の王を」は、バッハが 40 歳のとき、1725 年 8 月

ます。「どれほど多くの苦しみの中で」という言葉で

19 日ライプツィヒで初演されました。バッハがライプ

は、半音階を用いることで苦しみを表現しています。

ツィヒに赴任した 3 年目のことで、毎週のようにカン

第4曲

タータを量産していた時期です。

トランペットを伴ったテノールのアリア。テ

ノールの歌うメロディは完全にコラール旋律から離

当日の礼拝では、ガリラヤ湖に行ったイエスが、耳

れたものになっていますが、その替わりにトランペッ

が聞こえず舌の回らない人を治す聖書の逸話（マルコ 7

トが高らかにコラールを奏でます。細かい 16 分音符

章 ,31-37 節）が朗読されました。本カンタータはコラー

の連なりで歌われるフレーズは「天から愛を滝のご

ル・カンタータですが、バッハは原曲コラールの全て

とく降らせる」イメージを表しているのでしょうか。

の歌詞を、そのまま楽曲に利用するという選択をしま

第5曲

した。そのため、他のカンタータのように自由詩や聖

トランペット 3 管と合わせて 7 声部によるコ

ラール合唱。華々しく、壮大に主を讃えます。

句を用いたり、レチタティーヴォを挿入したりして場
面や情景を転換することができず、作曲上は大きな制
約が加わりました。そこでバッハは曲ごとに作曲様式
を変えることで、コラール各節のつながりに変化を与
えながら、ひとつのカンタータにまとめ上げています。
第1曲

トランペット 3 管にオーボエ、ティンパニも

加わる華々しい合唱曲。喜びとともに主の栄光を賛
美します。
第2曲

独奏ヴァイオリンを伴ったアルトのアリア。

シンプルなコラール旋律をヴァイオリンが鷲のゆっ
たりとした羽ばたきのような音形で先導します。

歌詞対訳

BWV 137

※ 歌詞および対訳中の太字部分は、既存コラールの歌詞が用いられている箇所です。
1. Chor

１．合唱

Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren,

主を賛美しなさい、力強き栄光の王を、

Meine geliebete Seele, das ist mein Begehren.

私の愛する魂よ、それが私の望みなのです。

Kommet zu Hauf,

（賛美の）群れに加わりなさい、

Psalter und Harfen, wach auf!

プサルテリウム * と竪琴よ、目覚めなさい！

Lasset die Musicam hören!

楽の音を聞かせるのです。

		

* 中世の西洋で用いられた撥弦楽器。

		
共鳴箱に 20 本前後の弦を張り渡し、指などで弾いて演奏した。

Ensemble14

２．アリア（アルト）

Lobe den Herren, der alles so herrlich regieret,

主を賛美しなさい、すべてのものをみごとに治め、

Der dich auf Adelers Fittichen sicher geführet,

あなたを鷲の翼に乗せて安全に導く方を。

Der dich erhält,

その方はあなたを支え、

Wie es dir selber gefällt;

あなたが望むようにしてくださるのです。

Hast du nicht dieses verspüret?

あなたはそのことを感じたことがないのですか？

3. Arie (Duett: Sopran und Bass)

３．アリア（ソプラノとバスの二重唱）

Lobe den Herren, der künstlich und fein dich bereitet,

主を賛美しなさい、芸術的に、かつ精緻にあなたを造り上げ、

Der dir Gesundheit verliehen, dich freundlich geleitet;

あなたに健康を与え、あなたを親しく導く方を。

In wieviel Not

どれほど多くの苦しみの中で

Hat nicht der gnädige Gott

恵み深き神は

Über dir Flügel gebreitet!

あなたの上に翼を広げてくださっていたことでしょう！

4. Arie (Tenor)

４．アリア（テノール）

Lobe den Herren,

主を賛美しなさい、

der deinen Stand sichtbar gesegnet,		 あなたの居場所を目にも明らかに祝福し、
天から愛を滝のごとくに降らせる方を。

Denke dran,

考えてごらんなさい、

Was der Allmächtige kann,

全能の神のなさることを。

Der dir mit Liebe begegnet.

神はあなたに愛を持って遇してくださるのです。

5. Choral

５．コラール

Lobe den Herren, was in mir ist, lobe den Namen!

主を賛美しなさい、私の内にあるものよ、御名を賛美しなさい！

Alles, was Odem hat, lobe mit Abrahams Samen!

すべて、息をするものは、アブラハムの子孫と共に賛美しなさい！

Er ist dein Licht,

主はあなたの光、

Seele, vergiß es ja nicht;

魂よ、それを決して忘れてはいけません。

Lobende, schließe mit Amen!

賛美し、アーメンの言葉によって締めくくりなさい！

BWV 137

Der aus dem Himmel mit Strömen der Liebe geregnet;

J. S. バッハの墓

ライプツィヒ・聖トーマス教会内の祭壇。
床には J. S. バッハの墓がある。

20. Konzert
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2. Arie (Alt)

カンタータ 第 38 番「深き苦しみの淵より 私はあなたへ向けて叫びます」
三位一体の祝日後第 21 日曜日のためのカンタータ
歌詞 : 作者不詳

カンタータ第 38 番「深き苦しみの淵より私はあなた
に向けて叫びます」はバッハが 39 歳のとき、1724 年
10 月 29 日ライプツィヒで初演されました。バッハが
ライプツィヒに赴任して 2 年目のことで、毎週のよう
にカンタータを量産していた時期です。
当日の礼拝ではヨハネによる福音書 4 章 ,47-54 節が
朗読されました。瀕死の息子を助けるよう、役人に頼
まれたイエスが「息子は生きる」と告げると、その息
子が快癒したという逸話です。本カンタータはルター
が作詞・作曲したコラールを素材として、各曲が組み
立てられたコラール・カンタータです。そのコラール
は旧約聖書の詩編第 130 編を題材としています。
通奏低音を伴奏とする合唱曲。ルターのコラー

ルをソプラノが歌い、下の合唱 3 パートは、ポリフォ
ニー旋律の歌い出しが原則としてコラールメロディ
になっていて、比較的に形式の整った曲です。ソプ
ラノが「苦しみ」と歌うところでは他 3 パートも声
をそろえ、続く「叫びます」はその 3 パートが高音
で歌い、悲痛な響きがします。
第2曲

<Kantate zum 21. Sonntag nach Trinitatis>

Martin Luther 作のコラール <Aus tiefer Not schrei ich zu dir > による

楽曲解説

第1曲
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>>Aus tiefer Not schrei ich zu dir<<, BWV 38

アルトのレチタティーヴォ。イエスの恵みだ

けに慰めがある、と始まるのですが、前曲最終節の

問いかけを受けて、神の前に歩み出る不安が曲の前
面に出てきます。
第3曲

オーボエを伴うテノールのアリア。イエスの

言葉が奇跡を起こした聖書の逸話に符合するように、
このアリアでは苦悩のただ中にイエスの慰めの言葉
を聞きます。
「私は聞く」というテノールの音形をオー
ボエが曲の冒頭から繰り返すのは、イエスの言葉を
聞く喜びを表しているかのようです。
第4曲

ソプラノのレチタティーヴォ。前曲の「不安

な怖れる心」という言葉がそのまま情景となって曲
が始まります。通奏低音がコラール旋律を演奏して
いるその上に不安定な和音を重ねます。「どうやっ
て ?」という言葉を境に語る主体が入れ替わり、歌は
「神を信頼しなさい」と力強く告げます。
第5曲

ソプラノ、アルト、バスによる三重唱。前奏

の旋律が、後に「どんなにか早く、慰めの朝は現れ
ることでしょう」という歌詞の部分に出てくること
から、主の救いを信じる気持ちが本曲の主題になっ
ていることがわかります。
第6曲

ルターのコラールをそのまま 4 声で歌うコラー

ル合唱。神はイスラエルをすべての罪から救うと歌っ
て、カンタータを締めくくります。

BWV 38

歌詞対訳
1. Chor

１．合唱

Aus tiefer Not schrei ich zu dir,

深き苦しみの淵より 私はあなたへ向けて叫びます

Herr Gott, erhör mein Rufen;

主なる神よ、私の呼びかけを聞き入れてください。

Dein gnädig Ohr neig her zu mir

あなたの恵み深き耳を私の方へと傾け

Und meiner Bitt sie öffne!

私の願いを聞くために開いてください！

Denn so du willt das sehen an,

もしあなたが

Was Sünd und Unrecht ist getan,

罪と不正の行いに目を留められるなら、

Wer kann, Herr, vor dir bleiben?

一体誰が、主よ、御前にとどまることができるでしょうか？
[第1節]

2. Rezitativ (Alt)

２．レチタティーヴォ（アルト）

In Jesu Gnade wird allein

ただイエスの恵みの内にのみ

der Trost vor uns und die Vergebung sein,

私たちの慰めと赦しはあるでしょう。

weil durch des Satans Trug und List

サタンの欺きと策略によって、

der Menschen ganzes Leben

人間の一生涯は

Ensemble14

神の前ではおぞましい罪であるのですから。

Was könnte nun

いったい、何事が成し得るでしょう？

die Geistesfreudigkeit zu unserm Beten geben,

私たちの祈りに対して霊の喜びを与えることなど

wo Jesu Geist und Wort nicht neue Wunder tun?

もし、イエスの霊と御言葉が新たな奇跡を行うことがなければ。

3. Arie (Tenor)

３．アリア（テノール）

Ich höre mitten in den Leiden

私は苦悩のただ中で聞くのです

ein Trostwort, so mein Jesus spricht.

慰めの言葉、私のイエスが語る言葉を。
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vor Gott ein Sündengreuel ist.

Drum, o geängstigtes Gemüte,		 それゆえ、不安な怖れる心よ、
vertraue deines Gottes Güte,		 あなたの神の慈しみを信頼しなさい
sein Wort besteht und fehlet nicht,		 その御言葉は確かに在り続け、誤ることなく、
sein Trost wird niemals von dir scheiden!		 その慰めは決してあなたから離れることはないのだから！
4. Rezitativ (Sopran)

４．レチタティーヴォ（ソプラノ）

Ach! daß mein Glaube noch so schwach,

ああ！私の信仰がいまだこれほど弱いとは、

und daß ich mein Vertrauen

私は自分の信頼を

auf feuchtem Grunde muß erbauen!

湿った土台の上に築いているに違いありません！

Wie ofte müssen neue Zeichen

いったい何度、新しい御徴（みしるし）が

mein Herz erweichen!

私の心を和らげてくださっていることでしょう！

Wie? kennst du deinen Helfer nicht,

どうやって？あなたは自分の助け主を知らないのですか？

der nur ein einzig Trostwort spricht,

その方がたった一つでも慰めの言葉を口にすれば、

und gleich erscheint,

たちまち現れるのです、

eh deine Schwachheit es vermeint,

あなたの弱さが思い違いをする間もなく、

die Rettungsstunde.

救いの時が。

Vertraue nur der Allmachtshand

ただ 神の全能の手と、

BWV 38

und seiner Wahrheit Munde!		 真理を語る口を信頼しなさい！
5. Arie (Terzett: Sopran, Alt und Bass)

５．アリア（ソプラノ、アルト、バスの三重唱）

Wenn meine Trübsal als mit Ketten

私の苦難があたかも鎖のように

ein Unglück an dem andern hält,

不幸をまた別の不幸へと繋げていったとしても、

so wird mich doch mein Heil erretten,

私の救いが、必ず私を助け出し、

daß alles plötzlich von mir fällt.

すべての不幸は私から突然去り、倒れ落ちるでしょう。

Wie bald erscheint des Trostes Morgen

どんなにか早く、慰めの朝は現れることでしょう

auf diese Nacht der Not und Sorgen!

この苦しみと不安の夜が明けた後には！

6. Choral

６．コラール

Ob bei uns ist der Sünden viel,

たとえ 私たちのもとに多くの罪があっても、

Bei Gott ist viel mehr Gnade;

神のもとには より多くの恵みがあるのです。

Sein Hand zu helfen hat kein Ziel,

神の助けの手には限りがなく、

Wie groß auch sei der Schade.

どれほど傷が大きくても助けてくださいます。

Er ist allein der gute Hirt,

神こそ唯一の善き羊飼いであり、

Der Israel erlösen wird

イスラエルを救ってくださる方なのです

Aus seinen Sünden allen.

そのすべての罪から。
[第5節]

20. Konzert

三位一体の祝日後第３日曜日のためのカンタータ		

<Kantate zum 3. Sonntag nach Trinitatis>
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カンタータ 第 21 番「私には多くの憂いがありました」
>>Ich hatte viel Bekümmernis<<, BWV 21
歌詞 : Salomo Franck 作？

楽曲解説
カンタータ第 21 番「私には多くの憂いがありました」
はバッハが 28 歳のとき、1713 年 10 月 8 日にヴァイ
マールで執り行われた追悼礼拝で初演されました。初
演当時、本カンタータは全 6 曲でしたが、1714 年 6 月
に同地で再演されたときに、今日の 11 曲になりました。
その後も何度か再演され、その都度、独唱がソプラノ
かテノールかなど、異なる演奏形態がとられています。
当日の礼拝では聖書の中から、神にとってひとりの
罪人が悔い改めることは、100 匹の羊のうちの 1 匹あ
るいは銀貨 10 枚のうちの 1 枚をなくして、再び見つけ
た時の喜びと同じであると喩える逸話（ルカ 15 章 ,1-10
節）が朗読されました。本カンタータは二部構成となっ
ていますが、バッハが演奏した時は第 6 曲の後に牧師
の説教が入りました。
第1曲

オーボエ、弦楽器、通奏低音によるシンフォ

ニア。複雑な不協和音を多用しながら、深い憂いを
静かに表現した曲です。
第2曲

オーボエをオブリガートに付けた合唱曲。曲

前半は「私の心には多くの憂いがありました」とい
う歌詞を大きなフーガの流れに乗せて展開します。
曲の後半では「（魂を）元気づける」という言葉に呼
応して、躍動感のある音楽となります。
第3曲

オーボエを伴ったソプラノのアリア。不協和

音が続き、半音で進む溜息のようなフレーズによっ
て、苦悩に満ちた不安が表現されています。
第4曲

弦楽器を伴うテノールのレチタティーヴォ。

前曲で歌われた不安をそのままに絶望的な心情を歌
いますが、そうした中で鳴り続ける弦楽器の響きは、
イエスによる救いを暗示しているのでしょうか。

BWV 21

第5曲

弦楽器を伴うテノールのアリア。曲の出だし

の弦楽器のメロディや歌の出だしは、涙の小川の表
面がゆらゆらと波立つような動きを見せます。中間
部の「傷つける」という言葉では、嵐で波が岸にた
たきつけるような細かい音符のつながりが出てきま
す。この曲では、まだ何も希望が見えていません。
第6曲

オーボエをオブリガートとして、弦楽器も伴

奏に参加する合唱曲。絶望の暗闇の中に光が差し込

Ensemble14

むように、「何を悲しむのですか」という問いかけで
曲は始まります。次の「落ち着かない」という言葉
に呼応して、音楽が少し騒がしくなります。「神を待
ち望みなさい」という言葉の後に、「あの方の御顔こ
そが私の救い（だから）」というフーガが確信に満ち
た形で歌われて、第一部が終わります。
第7曲

ソプラノとバスのレチタティーヴォ。弦楽器

を伴います。イエスと魂が対話しますが、魂の呼び
かけにイエスがひとつひとつ答えているのにも関わ
らず、魂はあたかもそれに気づいていないかのよう
です。弦楽器は、しかし、イエスの言葉を光で包み
こむような和音を終始奏でます。
第8曲

通奏低音のみが伴奏するソプラノとバスのデュ

エット。イエスと魂の言葉のすれ違いが強調されて
いるようにも見え、
「あなたは私を憎んでいます」「私
はあなたを愛している」というやり取りはオペラに
でも出てきそうです。その一方で、最後の部分では、
魂の「来てください」に、イエスは「恵み」という
言葉を細かい音符で重ねて答えるなど、イエスによ
る救いがふたつの声部の調和となって表現され、魂
の嘆きが癒されていくのを予感させます。
第9曲

オーボエ、弦楽器、トロンボーンが伴奏する

合唱曲。曲は前半でテノールが不安げにコラールを
歌いますが、後半のソプラノのコラールでは「神に
見捨てられたのだと… 考えてはいけません」と言葉
が確信に変わっています。他 3 パートの合唱はそう
したコラールに寄り添うように「満ち足りなさい」
と呼びかける形になっています。
第 10 曲

チェロとオルガンからなる通奏低音とテノー

ルによるアリア。シンプルな楽器構成による舞曲の
リズムに乗せて、主の救いを高らかな勝利の宣言の
ように歌い上げます。
第 11 曲

トロンボーンにティンパニを加えオーボエ、

弦楽器、通奏低音が伴奏する合唱曲。今や、前曲に
わずかに残っていた憂いに関する言葉は全て消え去
り、主を讃える大掛かりなフーガが展開されます。
最後はアーメンとアレルヤの声を上げて、曲は華々
しく閉じられます。

第一部

1. Sinfonia

１．シンフォニア

2. Chor
Ich hatte viel Bekümmernis in meinem Herzen;
aber deine Tröstungen erquicken meine Seele.

２．合唱
私の心には多くの憂いがありました。
しかし あなたの慰めが私の魂を元気づけてくださるのです。
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歌詞対訳
Erster Teil

（『詩編』第 94 編 19 節）

3. Arie (Sopran)
Seufzer, Tränen, Kummer, Not,
ängstlichs Sehnen, Furcht und Tod
nagen mein beklemmtes Herz,
ich empfinde Jammer, Schmerz.

３．アリア（ソプラノ）
ため息、涙、悩み、苦しみ、
不安げな憧れ、怖れ、そして死が
この締めつけられた心をさいなみ、
私は悲しみと痛みを感じるのです。

4. Rezitativ (Tenor)
Wie hast du dich, mein Gott,
in meiner Not,
in meiner Furcht und Zagen
denn ganz von mir gewandt?
Ach! kennst du nicht dein Kind?
Ach! hörst du nicht das Klagen
von denen, die dir sind
mit Bund und Treu verwandt?
Du warest meine Lust
und bist mir grausam worden:
Ich suche dich an allen Orten;
ich ruf und schrei dir nach,
allein: mein Weh und Ach
scheint itzt, als sei es dir ganz unbewußt.

４．レチタティーヴォ（テノール）
どうしてあなたは、私の神よ、
苦しみ
怖れおののいている私に
すっかり背を向けてしまわれたのですか？
ああ！自分の子が分からないのですか？
ああ！あの嘆きが聞こえないのですか？
あなたと
契約と信義で結ばれた人々の嘆きが。
あなたは私の喜びでしたのに
私に冷酷な方となられてしまいました。
私はいたるところで あなたを探し求め、
あなたへ向けて呼びかけ、叫んでいます、
けれども、私の悲しみと嘆きの声にも
今や、あなたは全く気づいておられないように見えます。

BWV 21

5. Arie (Tenor)
５．アリア（テノール）
Bäche von gesalznen Zähren,
塩辛い涙の川が、
Fluten rauschen stets einher.
絶え間なく溢れ、音を立てて流れ落ちます。
Sturm und Wellen mich versehren,		 嵐と波が私を傷つけ、
und dies trübsalsvolle Meer		 この苦難に満ちた海は
will mir Geist und Leben schwächen,		 私の霊と命を弱めようとし、
Mast und Anker wollen brechen,		 帆柱と錨は今にも折れそうです。
hier versink ich in den Grund,		 ここで 私は水底へと沈み
dort seh in der Hölle Schlund.		 そこで 地獄の深淵を見るのです。
6. Chor
６．合唱
Was betrübst du dich, meine Seele,
何を悲しむのですか？私の魂よ、
und bist so unruhig in mir?
なぜそんなに落ち着かないのですか？私の内で。
Harre auf Gott!
神を待ち望みなさい！
Denn ich werde ihm noch danken,
私はなおも、神に感謝するのですから
daß er meines Angesichtes Hülfe und mein Gott ist.
あの方の御顔こそが私の救いであり、
			あの方が私の神であることに。
（『詩編』第 42 編 12 節）

20. Konzert

第二部

7. Rezitativ(Sopran und Bass) Dialog – Seele, Jesus

７．レチタティーヴォ（ソプラノとバス） 魂とイエスの対話

Ach Jesu, meine Ruh,

ああ イエス、私の安らぎ、

mein Licht, wo bleibest du?

私の光よ、あなたはどこにいらっしゃるのですか？

O Seele sieh! Ich bin bei dir.
Bei mir?

私のそばに？

Hier ist ja lauter Nacht.

ここは真っ暗闇でしかありません。

Ich bin dein treuer Freund,

私はあなたの誠実な友、

der auch im Dunkeln wacht,

暗闇の中でも見張っている、

wo lauter Schalken sind.

悪者ばかりがいるところでは。

Brich doch mit deinem Glanz und Licht des Trostes ein!

ならば、どうかあなたの慰めの輝きと光で差し照らしてください！

Die Stunde kömmet schon,

時はすぐに来る、

da deines Kampfes Kron

あなたの戦いの栄冠が

dir wird ein süßes Labsal sein.

あなたの甘い慰めとなる時が。

8. Arie (Duett: Sopran und Bass)

８．アリア（ソプラノとバスの二重唱）

Komm, mein Jesu, und erquicke

来てください、私のイエスよ、元気づけてください、

Ja, ich komme und erquicke
und erfreu mit deinem Blicke!
dich mit meinem Gnadenblicke.
Diese Seele,
Deine Seele,
die soll sterben
die soll leben
und nicht leben
und nicht sterben.
und in ihrer Unglückshöhle
Hier aus dieser Wunden Höhle
ganz verderben.
sollst du erben
Ich muß stets in Kummer schweben.
Heil durch diesen Saft der Reben.
Ja, ach ja, ich bin verloren;
Nein, ach nein, du bist erkoren;
nein, ach nein, du hassest mich!
ja, ach ja, ich liebe dich.

BWV 21

おお 魂よ、見なさい！私はあなたのそばにいる。

Ach Jesu, durchsüße mir Seele und Herze!
Entweichet, ihr Sorgen, verschwinde, du Schmerze!
Komm, mein Jesu, und erquicke
Ja, ich komme und erquicke
mich mit deinem Gnadenblicke!
dich mit meinem Gnadenblicke.

Ensemble14

そう、私は行って、元気づける
そしてあなたの眼差しで喜ばせてください！
あなたを、私の恵みの眼差しで。
この魂は
あなたの魂は
死んでしまい、
生きて
生きることはないでしょう、
死ぬことはないだろう。
そしてこの不幸の洞穴で
この開いた傷口から
すっかり滅びてしまうでしょう。
あなたは受け継ぐだろう
私はずっと苦しみの中を漂わなければならないのです。
救いを、このぶどう酒によって。
ああ、そうです、私は見捨てられたのです。
いや、そうではない、あなたは選ばれたのだ。
いいえ、いいえ、あなたは私を憎んでいます！
ああ、そうではない、私はあなたを愛している。
ああ、イエスよ、私の魂と心の奥底まで心地良くしてください！
逃げ去れ、不安よ、消えろ、痛みよ！
来てください、私のイエスよ、そして元気づけてください
そう、私は行って、元気づける
私を、あなたの恵みの眼差しで！
あなたを、私の恵みの眼差しで！
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Zweiter Teil

９．合唱

Sei nun wieder zufrieden, meine Seele,

さあ、再び満ち足りなさい、私の魂よ、

denn der Herr tut dir Guts.

主があなたに善いことをしてくださるのですから。
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9. Chor

（『詩編』第 116 編 7 節）

Was helfen uns die schweren Sorgen,		 何の役に立つでしょう？ この重い不安が、
Was hilft uns unser Weh und Ach?		 何の役に立つでしょう？ 私たちの悲しみと嘆きの声が。
Was hilft es, daß wir alle Morgen		 何の役に立つでしょう？ 私たちが毎朝
Beseufzen unser Ungemach?		 自分の不幸を嘆くことが。
Wir machen unser Kreuz und Leid		 私たちは自分たちの十字架と苦悩を
Nur größer durch die Traurigkeit.		 悲しみによって、ただ大きくしているだけなのです。
Denk nicht in deiner Drangsalshitze,		 考えてはいけません、災いの炎の中で、
Daß du von Gott verlassen seist,		 自分は神に見捨てられたのだと、
Und daß Gott der im Schoße sitze,		 また、神はその膝に座る人には
Der sich mit stetem Glücke speist.		 絶えず幸運を授けているのだなどと。
Die folgend Zeit verändert viel		 時がたてば多くのものが変わり、
Und setzet jeglichem sein Ziel.		 人は誰でも、その限りが定められるのです。
[ Georg Neumark 作のコラール ≪ Wer nur den lieben Gott läßt walten ≫第 2，5 節 ]

10. Arie (Tenor)

１０．アリア（テノール）

Erfreue dich, Seele, erfreue dich, Herze,

喜びなさい、魂よ、喜びなさい、心よ、

entweiche nun, Kummer, verschwinde, du Schmerze!

逃れ去れ、悩みよ、消えろ、痛みよ！

Verwandle dich, Weinen, in lauteren Wein!		 変わりなさい、涙よ、混じりけのないぶどう酒に！
Es wird nun mein Ächzen ein Jauchzen mir sein.		 今や 私のうめきは歓喜の声となるでしょう。
Es brennet und flammet die reineste Kerze		 この上なく清い燭火が燃え輝きます
der Liebe, des Trostes in Seele und Brust,		 愛であり、魂とこの胸の慰めである燭火が。

BWV 21

weil Jesus mich tröstet mit himmlischer Lust.		 イエスが私を天上の喜びで慰めてくださるのですから。
11. Chor

１１．合唱

Das Lamm, das erwürget ist,

屠られた子羊こそ、

ist würdig zu nehmen Kraft und Reichtum und Weisheit

力、富、英知、強さ、栄光、賞賛、そして賛美を

und Stärke und Ehre und Preis und Lob.

受けるのにふさわしい方です。

Lob und Ehre und Preis und Gewalt

賛美、栄光、賞賛、そして権力が

sei unserm Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit,

私たちの神に永遠に限りなくありますように。

amen, alleluja!

アーメン、アレルヤ！
（『ヨハネの黙示録』第 5 章 12 節～ 13 節）

楽曲解説：中神 康一

歌詞対訳：室橋 明美

20. Konzert

辻 秀幸

Ensemble14 指揮者。東京藝術大学声楽科卒業、及び、同大学院独唱科修了。声楽を渡邊高之助、宗教音楽を小林
道夫、佐々木正利の各氏に師事。
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■指揮

1985 年イタリアのミラノを中心にヨーロッパへ音楽遊学。L. グゥアリーニ女史、F. タリアヴィーニ、H. リリング
らの各氏に師事。1986 年イタリアのノバラ市国際声楽コンクール入賞。同年ドイツのハイデルベルク、1988・89
年にはウィーン楽友協会大ホール、2000 年にはカイザースラウテルン、パッサウ他、数都市でベートーヴェン ” 第 9”
のソリストを務め、ヨーロッパ各地でコンサートに出演し好評を博す。国内でもドイツ・イタリア・日本歌曲を中心
に各地でユニークなリサイタル活動を展開している。オペラにも数多く出演し、その優れた演技力と歌唱は、新聞・
音楽誌上でも度々絶賛された。
宗教音楽の演奏家としての活躍は特に目覚ましく、バッハ・ヘンデル・ハイドンの宗教曲・オラトリオの演奏では、
ソリスト・エヴァンゲリストまた指揮者として、その活動は常に注目を集めている。現在指導に当たるアマチュアコー
ラスは十数団体を数える。
洗足学園音楽大学客員教授、ぐるーぷ・なーべ運営委員長、日本合唱指揮者協会理事、東京都合唱連盟理事、アン
サンブル《BWV2001》メンバー。共著に「わかって歌おう－レクイエム発音講座」、「フィガロの結婚 発音講座」等
の CD ブックがある。
※ 辻 秀幸

公式サイト

■管弦楽
		

http://www.davide-hide.com/

Millennium Bach Ensemble

（ミレニウム・バッハ・アンサンブル）

2000 年 4 月に田園調布教会で行われた「マタイ受難曲」演奏会において辻秀幸先生の呼びかけにより結成される。
各方面で活躍中の若手演奏家からなる器楽団体。第 2 回演奏会以降、Ensemble14 との共演が続いている。

Biographien

ヴァイオリン I
ヴァイオリン II
ヴィオラ		
チェロ			
コントラバス		
ファゴット		
オルガン		
オーボエ I		
オーボエ II		
トランペット I
トランペット II
トランペット III
ティンパニ		

■声楽

大西 律子 *
高橋 真二
鈴木 友紀子
豊原 さやか
諸岡 典経
井上 直哉
平野 智美
板谷 宏美
多田 敦美
平井 志郎
高丸 智子
小川 聡
井手上 達

鍋谷 里香
関口 敦子
渡邉 智生

須賀 麻里江

* コンサートミストレス

Ensemble14（アンサンブル・フィアツェン）

辻秀幸先生のもとで J. S. バッハのカンタータ等を歌うアマチュア合唱団。1998 年 8 月結成。ソリストは団内から
選出し、プロのオーケストラ（主に現代楽器）と共演する演奏スタイルで、東京周辺にて活動している。

指揮者			
練習ピアニスト
代表			
副代表			
練習指揮者		

Ensemble14

辻 秀幸
田城 章子
室橋 明美
武内 崇史、小林 尚弘、三浦 貴博、柿原 紀子
木下 剛、小田 奈穂子、室橋 明美

ソプラノ (Sopran)

アルト (Alt)

テノール (Tenor)

バス (Bass)

大軒 京子
河野 優子
川村 昌子
久我 育美
子井野 真貴子
後藤 優花
佐藤 かおり
菅野 総子
高橋 磯美
橋元 文子
原田 篤子
三上 香子
湊 佳代
室橋 明美

Jesse Astalos
上田 暁子
小田 奈穂子
改田 晶子
柿原 紀子
片山 薫
小林 愛子
竹内 望
冨樫 典子
中井 杏瞳
中神 康一
名倉 芳実
濱口 可奈子
頼 甲子

笹部 雅人
佐藤 容司
中西 隆紀
橋元 正美
室橋 義明

大内 良太郎
木下 剛
小林 尚弘
下平 泰裕
菅野 松佐登
武内 崇史
次田 章
三浦 貴博

■ Ensemble14 1998-
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メンバー
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Biographien

作曲者は、全て J. S. バッハ ( 讃美歌を除く )
1999 年 4 月
1999 年 9 月
2000 年 4 月
2000 年 9 月
2001 年 3 月
2001 年 9 月
2002 年 3 月
2002 年 9 月
2003 年 5 月
2004 年 3 月
2004 年 9 月
2005 年 9 月
2006 年 6 月
2007 年 2 月
2008 年 1 月
2008 年 11 月
2009 年 6 月
2010 年 7 月
2010 年 10 月
2011 年 2 月
2011 年 10 月
2012 年 7 月

マタイ受難曲の抜粋演奏（ピアノ伴奏）に、「マタイを歌う会」とともに出演（日本基督教団 奥沢教会）
第 1 回演奏会 カンタータ第 106 番、第 150 番、第 155 番（ルーテル市ヶ谷センター）
マタイ受難曲の全曲演奏に第 2 コーラスとして出演（日本基督教団 田園調布教会）
第 2 回演奏会 カンタータ第 131 番、第 182 番、第 196 番（神奈川県民ホール 小ホール）
第 3 回演奏会 カンタータ第 22 番、第 23 番、第 48 番（すみだトリフォニーホール 小ホール）
第 4 回演奏会 カンタータ第 1 番、第 27 番、第 140 番（川口総合文化センター リリア音楽ホール）
第 5 回演奏会 カンタータ第 36 番、第 61 番、ミサ曲ト短調（三鷹市芸術文化センター 風のホール）
第 6 回演奏会 カンタータ第 5 番、第 47 番、第 70 番（四谷区民ホール）
第 7 回演奏会 ヨハネ受難曲（津田ホール）
第 8 回演奏会 カンタータ第 17 番、第 44 番、第 139 番、モテット BWV227（三鷹市芸術文化センター 風のホール）
第 9 回演奏会 カンタータ第 4 番、第 6 番、ミサ曲ト長調（横浜みなとみらいホール 小ホール）
第 10 回演奏会 マタイ受難曲（日本大学 カザルスホール）
第 11 回演奏会 カンタータ第 8 番、第 99 番、第 105 番、第 187 番（上野学園 石橋メモリアルホール）
第 12 回演奏会 カンタータ第 10 番、サンクトゥスニ長調、マニフィカト変ホ長調 ( 上野学園 石橋メモリアルホール）
第 13 回演奏会 カンタータ第 72 番、第 104 番、第 116 番、第 144 番（津田ホール）
第 14 回演奏会 カンタータ第 12 番、第 78 番、第 147 番 （川口総合文化センター リリア音楽ホール）
第 15 回演奏会 カンタータ第 46 番、第 62 番、ミサ曲イ長調（トッパンホール）
第 16 回演奏会 ミサ曲ロ短調（紀尾井ホール）
チャリティコンサート カンタータ第 93 番、
ミサ曲ロ短調 終曲、
讃美歌 122 番、
304 番、
312 番（日本基督教団 霊南坂教会）
第 17 回演奏会 カンタータ第 37 番、第 66 番、第 93 番、第 179 番（津田ホール）
第 18 回演奏会 カンタータ第 45 番、第 80 番、第 103 番、第 180 番（第一生命ホール）
第 19 回演奏会 カンタータ第 3 番、第 96 番、第 113 番（川崎市高津市民館大ホール）
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写真撮影 : 出典記載の無い場合、Ensemble14 メンバーによる。
表紙 : 聖トーマス教会前のバッハ像 ( ドイツ・ライプツィヒ )
裏表紙 : 聖トーマス教会前の喫茶店、KANDLER( 同上 )

20. Konzert

次回演奏会のご案内
第 21 回演奏会
2013 年 10 月 20 日（日）津田ホール
J. S. バッハ作曲

カンタータ第 9 番、第 67 番、第 115 番、第 176 番

Ensemble14 では一緒に歌ってくださる方を随時募集しております。
バッハが大好きな方はもちろん、バッハが初めての方も大歓迎です。
合唱指導：		

辻 秀幸 先生

練習日：

毎週土曜日（午前または午後）

		

練習場所：		

自由が丘、武蔵小杉など

お問い合わせ：

090-3816-2565（小林）

				

info@ensemble14.org

www.ensemble14.org

