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　皆様ようこそお越しくださいました！これから指揮をさせ
て頂く予定の辻秀幸です！２度目の東京オリンピック開催
も決まり、招致委員の皆さんの見事なプレゼンに感動さ
れた方 も々多かったのではないでしょうか！？
　私は９月の初めに、学生時代にバッハ・
カンタータの手解きを受けた小林道夫先生
と親しくお話する機会を持たせて頂きまし
た！　先生は我々を指導・指揮してくださ
る際に、山ほどの「金言・暴言」を優し
い笑顔と共に投げ掛けて来ます！「生きて
るついでに音楽しないで！」「音を殺さない
で。音を生かすのが我々の仕事なんだから」

「人は音楽を平気で裏切るけれど、音楽
は人を裏切らない」「あなたの受難のアリアはイエスがガ
ムテープで十字架に張り付けられてるみたいなんだよなぁ」

「素晴らしい音だ！　後は頭と心だ！」「君達のは、幅広
い音程と豊かなリズムだね」「超一流の音楽家と言われる
方々は人間としても皆さん超一流の方々ばかりでしたよ」
等々・・・

　そんな言葉を浴びて育った私ですから、Ensemble14
の面々にも、時に酷い言葉をギャグに交えて少々弱気に発
してみたりするのですが、哀しいかな「倍返し」に遭った
りするのです！　小林先生に対して我々が何故反論する言

葉を持てないのか！　それは先生がその事
を人生の中で全て実践しておられるのを目
の当りにしているからであると同時に、その
忠告の例えが実に鋭く的を得たものである
からです！　つまり私が倍返しに遭うのは、
私がそういう人間で無いことを 14 のメン
バーは熟知しているからですが、しかし尚
且つ私にお付き合いくださり、こうして幸せ
なステージに立たせてくれるのです！　本当

にメンバーには心から感謝しております！　
　さぁ！　今日の本番では楽譜通りの音と言葉で、しっか
りと俺のブレないテンポに付いて来てくれっ！！　勿論これ
からもズゥーッとね！！　　　ｗｉｔｈ　ＬＯＶＥ！！

Ensemble14 指揮者
辻 秀幸

ごあいさつ

　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。
　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したが（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、次第にバッハの音楽の美しさ、素晴らしさに魅せられ
ていきました。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。
　今回の演目はカンタータを４曲、独唱曲も含め全曲を
団員が演奏いたします。どのカンタータも知名度は特に高
いとは言えませんが、それぞれに魅力的です。お聴きくだ
さる皆様にも、バッハの音楽の多彩さを感じていただける
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、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
くださいましたチェロ奏者の田崎瑞博先生に、深く感謝申
し上げます。

Ensemble14 代表
室橋 明美
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	 指揮		 辻	秀幸

	 管弦楽		 Millennium	Bach	Ensemble

	 声楽		 Ensemble14

 後援  日本合唱指揮者協会

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 9 番「私たちのもとに救いが来るのは」
Kantate	»Es	ist	das	Heil	uns	kommen	her«,	BWV	9

(�)	大内	良太郎 ,	Bass　(�)	長澤	哲 ,	Tenor　(4)	下平	泰裕 ,	Bass

(5) 佐藤	かおり ,	Sopran	/	Jesse	Astalos,	Alt　(6)	木下	剛 ,	Bass	

カンタータ 第 176 番「頑なで臆病なものが」
Kantate	»Es	ist	ein	trotzig	und	verzagt	Ding«,	BWV	176

(�)	中神	康一 ,	Alt　(�)	椿山	芳 ,	Sopran　(4)	菅野	松佐登 ,	Bass　(5)	冨樫	典子 ,	Alt

〜	Pause	/	休	憩	〜

カンタータ 第 115 番「備えなさい、私の霊よ」
	Kantate	»Mache	dich,	mein	Geist,	bereit«,	BWV	115

(�)	小田	奈穂子 ,	Alt　(�)	武内	崇史 ,	Bass　(4)	室橋	明美 ,	Sopran　(5)	中西	隆紀 ,	Tenor

カンタータ 第 67 番「記憶にとどめていなさい、イエス・キリストを」
Kantate	»Halt	im	Gedächtnis	Jesum	Christ«,	BWV	67

(�)	室橋	義明 ,	Tenor　(�)	山形	可奈子 ,	Alt　(5) 小田	奈穂子 ,	Alt　(6)	武内	崇史 ,	Bass

Programm

Pr
og

ra
m

m �01� 年 10 月 �0 日 (日 )	14 時	開演		/		津田ホール

BWV:	Bach-Werke-Verzeichnis ( バッハ作品総目録番号 )
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　ヨハン・ゼバスティアン・バッハ（Johann Sebastian
Bach）は 1685 年に生まれ、1750 年に没したドイツの作
曲家です。イギリスでイタリアオペラをたくさん書いて成功し
たドイツ人ヘンデル(1685 〜 1759)はバッハと同年生まれ、
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、バッハは終生
ドイツを離れることがありませんでした。ドイツ中部、宗教
改革のルターゆかりの地アイゼナハで生まれたバッハは、
18 歳でヴァイマール宮廷ヴァイオリン奏者として職業音楽
家の道を歩み始めます。その後アルンシュタット、ミュール
ハウゼンの教会オルガニスト、ヴァイマールの宮廷音楽家、
ケーテンの宮廷音楽家を経て、1723 年ライプツィヒのカン
トルに就任しました。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
主要教会にて毎週日曜の礼拝音楽を演奏すること、ライプ
ツィヒ市の祝典行事（参事会就任式など）にて音楽を演
奏すること、教会学校にてラテン語を教えることでした。バッ

ハは 65 歳で死ぬまでこの
職に留まりました。
　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。時代が
バロックから古典派へと移ろ
うという流れの中で、バッハ
は古い伝統的な表現様式を
守ったために、バッハの死後、特に彼の声楽作品は世の
中からほとんど忘れ去られます。しかし 1829 年、20 歳の
メンデルスゾーンによって「マタイ受難曲」BWV244 が蘇
演されたことをきっかけに、ドイツ民族主義（とロマン主義）
とあいまって、バッハが再評価されることとなりました。

中神 康一
（初出：第 7 回演奏会プログラム（2003））

バッハについて

　カンタータとは「歌う」を意味するラテン語およびイタリ
ア語のカンターレ (cantare) から派生した用語で、器楽伴
奏付の声楽作品の一種です。17 世紀頃のイタリアでは、
オペラと並ぶ重要な世俗声楽曲でしたが、バッハが生きて
いた 18 世紀ドイツでは、プロテスタント教会のミサ ( 礼拝 )
で主に演奏されていました。
　カンタータの形式は作曲家、目的によって異なりますが、
バッハは自身が所属するプロテスタント教会のミサにおいて、
当時のドイツ人なら誰でも耳に覚えのある旋律をもつコラー
ル ( 讃美歌 ) を、カンタータに組み合わせる事にこだわった
と言われています。本日演奏されるカンタータ 4 作品の最
終曲は、いずれもコラールによって締めくくられます。
　本日の演奏会はコンサート形式ですから、カンタータは
楽譜の順番通り、曲間には小休止があるのみで、続けて演
奏いたします。また、カンタータの演奏すべき時節などは考
慮していません。
　しかし、現代でも作曲当時と同様に教会のミサで演奏さ
れる場合には、演奏効果や内容を踏まえた形で曲間に牧師
による説教が入ります。右上の表は、 6 つのカンタータから
構成されるクリスマスオラトリオの第 1 部の演奏例です。教

会のミサでは、演奏曲は牧師の意向が優先され、演奏され
るべき時期やミサに参列する信徒への説教の内容と合う楽
曲が、カンタータに限らず、ミサ曲やモテットなどから選曲
されます。したがって、クリスマスの時期に、例えば 4 月の
復活祭を祝福するカンタータが選ばれることはありません。 

下平 泰裕
( 参考 : マタイ教会 ミサ次第、

2010 年 12 月 25 日、ドイツ・ミュンヘン）

カンタータについて

J.S
.	B
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クリスマスオラトリオ 第 1カンタータ演奏例 / 一部略
オープニング　1 曲目の演奏

諸連絡と最初の挨拶
讃美歌 36 番「踊れ、わが心」斉唱

祈り/ 全員での斉唱 - キリエ・グローリア / 信仰宣言
1,2,3,4 曲目を演奏

説教 1
5 曲目 ( コラール ) を演奏

説教 2
6,7,8 曲目を演奏

説教 3
9 曲目 ( コラール ) を演奏

讃美歌 27 番「神を賛美しなさい、キリスト者たちよ」斉唱
聖餐 / 祝福

讃美歌 44 番「いざ歌え、いざ祝え」斉唱
クロージング　1 曲目の演奏

写真 : バッハ像
(ドイツ・ライプツィヒ)
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「私たちのもとに救いが来るのは」»Es	ist	das	Heil	uns	kommen	her«
    三位一体の祝日後第６日曜日のためのカンタータ　　<Kantate	zum	6.	Sonntag	nach	Trinitatis>

歌詞 : 作者不詳 / Paul	Speratus	作のコラール »Es	ist	das	Heil	uns	kommen	her« による

　　楽曲解説
カンタータ第 9 番「私たちのもとに救いが来るのは」は

1732 年 7 月 20 日ライプツィヒにて初演されました。当日
の礼拝の聖書朗読では、律法学者を引き合いにして、義
のあり方について述べたイエスの言葉が読まれました（マタ
イ5 章 20-26 節）。本カンタータは単一のコラールを素材
にして作曲されたコラール・カンタータですが、原曲コラー
ルでは全 14 節のうち 12 節にわたって律法の意義が歌わ
れています。律法という抽象的な概念を説明するため、本
カンタータではバスのレチタティーヴォに多くの言葉が割か
れることになりました。
第 1 曲　フルートとオーボエを伴った合唱曲。フルートと

オーボエが互いに寄り添うように掛け合うのは、信仰を
通じた神と人との関係を表現しているかのようです。「十
分に」という歌詞に呼応して、合唱は短い音符を繰り返し、
仲介者イエスが人のために全てを十分に行うさまを強調
しています。

第 2 曲　通奏低音のみを伴ったバスのレチタティーヴォ。
原曲コラールの流れに従い、律法を守ることのできない
人間の弱さが歌われます。

第 3 曲　ヴァイオリンを伴うテノールのアリア。前曲のレチ
タティーヴォを受けて、救いのない絶望的な感情が歌わ

れます。歌は「深く沈む」という歌詞に合わせて高音か
ら低音へ沈むように下がるフレーズを見せます。ヴァイオ
リンが高音に上がろうとして上がりきらない音形を続ける
点について、シュヴァイツァーは「再び起き上がろうとす
る努力」であると述べています。

第 4 曲　通奏低音のみを伴ったバスのレチタティーヴォ。
前曲の絶望的な情景から一転して、律法を成就させるべ
くイエスが到来したことを伝え、信仰が救いをもたらすと
歌われます。

第 5 曲　フルートとオーボエを伴うソプラノとアルトのデュ
エット。前曲に続き、本曲でも信仰の大切さが歌われま
す。下から上へ主を見上げるような上行の音形が多用さ
れています。歌やフルートの細かい音符を連ねたフレーズ
は信仰・救いを象徴するかのようです。

第 6 曲　通奏低音のみを伴ったバスのレチタティーヴォ。
神が人に喜びを与える時がいずれ来るが、その時がいつ
かはわからない、しかし、信ずるべきだと歌います。

第 7 曲　4 声体のコラール。前曲で示された「時」がわ
からなくても、不安に思わず、信仰を持ち続けなさいと歌
います。「否」という言葉の和音が印象的です。

9
BW

V
	9

BWV

　＜現在のドイツに於けるクラシック・教会音楽について＞

　毎週日曜のミサの参加者の多くは高齢者が占め、白髪が目立ちます。若者
は教会に足を運ぶ機会も少なく、クラシックよりもロックがポピュラーなのは日
本と同様です。世界的に名の知られたバイエルン放送響のチケットは売切れに
なるのも早いですが、それ以外の団体はチケットを販売し、公演を成功させ
る為に工夫をしています。例えば、知られたクリスマス音楽のオーケストラ公
演を設定したり、映画音楽の伴奏を生演奏する等。その中で日本との大きな
違いは、教会音楽が「根付いて」いて、生演奏に触れる機会も多く、クラシッ
ク音楽家も生活収入を得られる機会が多い点が挙げられるでしょう。
　日本のテレビ局が初詣の様子を放映するのと同様に、ドイツの放送では新
年や復活祭、クリスマス等の節目の日に、ニュース番組で主要な教会での礼
拝の様子が流されます。また、日ごろは教会に足を運ばない若者も、日本の
神社参りのような感覚で礼拝に行くことも多いようです。

下平 泰裕

写真 : ミヒャエル教会のミサ開始直前の様子。
祭壇前には合唱団が椅子に座り待機する。

(2013 年 5 月、ドイツ・ミュンヘン )
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1. Chor １．合唱
Es ist das Heil uns kommen her 私たちのもとに救いが来るのは
Von Gnad’ und lauter Güte; 恵みと、ただ慈しみによってです。
Die Werk’ die helfen nimmermehr, 行いは決して助けにはならず、
Sie mögen nicht behüten; 守ってくれることもないでしょう。
Der Glaub’ sieht Jesum Christum an, 信仰がイエス・キリストを見つめるのです。
Der hat g‘nug für uns all getan, 私たち皆のために全てを十分に行い、
Er ist der Mittler worden. 仲介者となられた方を。

［第 1 節］

2. Rezitativ (Bass)	 ２．レチタティーヴォ（バス） 
Gott	gab	uns	ein	Gesetz,	doch	waren	wir	zu	schwach,	 神は私たちに律法をお与えになりましたが、私たちは弱すぎて
daß	wir	es	hätten	halten	können.	 それを守ることができませんでした。
Wir	gingen	nur	den	Sünden	nach,	 私たちは、ただ罪に従うばかりで、
kein	Mensch	war	fromm	zu	nennen;	 誰ひとり、敬虔と言える者はいません。
der	Geist	blieb	an	dem	Fleische	kleben	 霊は肉体にしがみついたままで、
und	wagte	nicht	zu	widerstreben.	 それに逆らうこともできません。
Wir	sollten	im	Gesetze	gehn	 私たちは律法の内に歩み、
und	dort	als	wie	in	einem	Spiegel	sehn,	 そこで、鏡を覗くように見るべきなのです
wie	unsere	Natur	unartig	sei:	 私たちの本性が、どれほど不道徳であるかを。
und	dennoch	blieben	wir	dabei.	 しかしなお、私たちは変わらぬままでいます。
Aus	eigner	Kraft	war	niemand	fähig,	 自分の力では、誰も
der	Sünden	Unart	zu	verlassen,	 罪なる悪行を捨て去ることはできなかったのです
er	möcht’	auch	alle	Kraft	zusammenfassen.	 たとえ、その全ての力をもってしても。

3. Arie (Tenor)	 ３．アリア（テノール）
Wir	waren	schon	zu	tief	gesunken,	 私たちはすでに深く沈んでしまい、
der	Abgrund	schluckt	uns	völlig	ein,	 底知れぬ深淵が私たちをすっかり飲み込んでしまいました。
	 die	Tiefe	drohte	schon	den	Tod,	 	 この深みはもはや死の寸前まで差し迫り、
	 und	dennoch	konnt	in	solcher	Not	 	 このような苦しみの中では
	 uns	keine	Hand	behülflich	sein.	 	 助けとなる手など決してありはしないのです。

4. Rezitativ (Bass)	 ４．レチタティーヴォ（バス）
Doch	mußte	das	Gesetz	erfüllet	werden;	 しかし、律法は成就されなければなりません。
deswegen	kam	das	Heil	der	Erden,	 そのために、この世の救いとして、
des	Höchsten	Sohn,	der	hat	es	selbst	erfüllt	 いと高き方の子は来られ、みずから律法を成就させ、
und	seines	Vaters	Zorn	gestillt.	 父の怒りを鎮められたのです。
Durch	sein	unschuldig	Sterben	 自身の罪無き死によって
ließ	er	uns	Hülf’	erwerben;	 その方は、私たちに救いを得させてくださったのです。
wer	nun	demselben	traut,	 いまや、この方こそを信じる人、
wer	auf	sein	Leiden	baut,	 この方の受難を礎とする人は、
der	gehet	nicht	verloren.	 見捨てられることはありません。
Der	Himmel	ist	vor	den	erkoren,	 天国は選ばれた人のためにあるのです
der	wahren	Glauben	mit	sich	bringt	 真の信仰をもち、
und	fest	um	Jesu	Armen	schlingt.	 しっかりとイエスの腕にしがみついている人のために。

BW
V

	9

歌詞対訳 ※歌詞および対訳中の太字部分は、バッハが作曲した当時、既に教会で一般的に
歌われていたコラール ( 讃美歌 ) の歌詞と旋律が用いられている箇所です。
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5. Arie (Duett: Sopran und Alt)	 ５．アリア（ソプラノとアルトの二重唱）
Herr,	du	siehst	statt	guter	Werke	 主よ、あなたが目をとめられるのは善い行いではなく
auf	des	Herzens	Glaubensstärke,	 心の信仰の強さです。
nur	den	Glauben	nimmst	du	an.	 ただ信仰だけを、あなたは受け入れられるのです。
	 Nur	der	Glaube	macht	gerecht,	 	 ただ信仰だけが正義をなし、
	 alles	andre	scheint	zu	schlecht,	 	 他のものはすべて、私たちを助けるには
 als	daß	es	uns	helfen	kann.	 	 あまりにも無価値に思えます。

6. Rezitativ (Bass) ６．レチタティーヴォ（バス）
Wenn	wir	die	Sünd’	aus	dem	Gesetz	erkennen,	 私たちが律法によって罪を知る時、
so	schlägt	es	das	Gewissen	nieder;	 良心は打ちのめされます。
doch	ist	das	unser	Trost	zu	nennen,	 しかし、私たちの慰めは
daß	wir	im	Evangelio	 福音書によれば、
gleich	wieder	froh	 私たちはすぐにまた、心楽しくなり、
und	freudig	werden:	 喜ぶようになるのだということであり、
dies	stärket	unsern	Glauben	wieder.	 このことが、私たちの信仰を再び強くするのです。
Drauf	hoffen	wir	der	Zeit,	 私たちはその時を待ち望みます
die	Gottes	Gütigkeit	 神の慈悲深さが
uns	zugesaget	hat,	 私たちに約束してくださったその時を。
doch	aber	auch	aus	weisem	Rat	 しかしながら、思慮深い御心によって
die	Stunde	uns	verschwiegen.	 その時は、私たちには隠されているのです。
Jedoch,	wir	lassen	uns	begnügen;	 それでも、私たちは満ち足りています。
er	weiß	es,	wenn	es	nötig	ist,	 神はご存知です、いつそれが必要なのかを、
und	brauchet	keine	List	an	uns:	 そして、何の策も私たちに求めてはおられません。
Wir	dürfen	auf	ihn	bauen	 私たちは神を礎とし、
und	ihm	allein	vertrauen.	 神だけを信頼していればよいのです。

7. Choral ７．コラール
Ob sich’s anließ, als wollt’ er nicht, たとえ神が望まれないかのように見えても、
Laß dich es nicht erschrecken, あなたはおびえることはありません。
Denn wo er ist am besten mit, なぜなら、神は最良の時に現れてくださいますが、
Da will er’s nicht entdecken; その時を明らかにしようとされないからです。
Sein Wort laß dir gewisser sein, 神の御言葉を、あなたにとって確かなものとしなさい
Und ob dein Herz spräch’ lauter Nein, そして、あなたの心が否と言うばかりだとしても、
So laß doch dir nicht grauen. あなたは、やはり怖れることはないのです。

［第 1� 節］

BW
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写真上 : バッハについての、祭壇横の説明書き
「27 年間、彼はいつもこの場所で聖体拝領を受けた。
1949 年より、トーマス教会内の墓にて永眠する。」( 一部訳 )

写真左 : トーマス教会内部、正
面の祭壇。祭壇前にはバッハ
の墓がある。第 2 次世界大戦
で旧埋葬地が空爆で破壊され
た為、移設された。
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1. Chor	 １．合唱
Es	ist	ein	trotzig	und	verzagt	Ding	 頑なで臆病なものが
um	aller	Menschen	Herze.	 全ての人々の心を取り囲んでいるのです。

（『エレミア書』	第 17章 9 節）

2. Rezitativ (Alt)	 ２．レチタティーヴォ（アルト）
Ich	meine,	recht	verzagt,	 私は思うのです、ニコデモはひどく怖れていたので、
daß	Nikodemus	sich	bei	Tage	nicht,	 日のある間ではなく
bei	Nacht	zu	Jesu	wagt.	 夜に意を決してイエスのもとに行ったのだと。
Die	Sonne	mußte	dort	bei	Josua	so	lange	stille	stehn,	 太陽は、ヨシュアの戦いの時にはずっと、
so	lange,	bis	der	Sieg	vollkommen	war	geschehn;	 完全な勝利が訪れるまでずっと、天にとどまったのです。
hier	aber	wünschet	Nikodem:		 ですが、ここではニコデモはこう望むのです。
	 　　　　O	säh	ich	sie	zu	Rüste	gehn!	 	 　　　　　　　　　　「ああ、日が暮れれば！」

「頑なで臆病なものが」»Es	ist	ein	trotzig	und	verzagt	Ding«
    三位一体の祝日のためのカンタータ　　<Kantate	zum	Trinitatisfest>

歌詞 : Christiane	Marianne	von	Ziegler 作

　　楽曲解説
カンタータ第 176 番「頑なで臆病なものが」は 1725

年の三位一体主日である5 月 27 日にライプツィヒにて初演
されました。当日の礼拝では、ファリサイ派のニコデモが
夜イエスのもとを訪ねて問答する聖書の箇所（ヨハネ 3 章
1-15 節）が朗読されました。
第 1 曲　合唱曲。オーボエが合唱パートをなぞります。曲

の冒頭でポリフォニックな合唱に「頑なで」という言葉が
出てくると、そのたびに弦が強情につっぱったような音形
を奏でます。曲が進むにつれて「全て」という言葉が長
く連なった音符で特徴的に響きます。

第 2 曲　通奏低音のみを伴ったアルトのレチタティーヴォ。
ニコデモがイエスを訪ねたのが昼ではなく夜だったことを
問題視し、戦いのさなか、神に祈って太陽を天上に留め
たヨシュア（ヨシュア 10 章 12-14 節）をニコデモと対比
させます。

第 3 曲　弦楽器を伴ったソプラノのアリア。前曲で日暮れ
を待ち望んだニコデモが、イエスに会いに行く途中の歌
であるとシュヴァイツァーは解釈しています。舞曲ガヴォッ
トのリズムに乗って、イエスと会うのを心待ちにして、うき
うきと踊るような気持ちが表れています。

第 4 曲　通奏低音のみを伴ったバスのレチタティーヴォ。
ニコデモがイエスに会って不安を打ち明けます。後半、

バスが “weil alle”「皆（見捨てられはしないの）ですから」
と歌うと、通奏低音も同じ音形を模倣し、誰もが（信じ
さえすれば救われる）という点を強調します。

第 5 曲　オーボエを伴ったアルトのアリア。前曲でニコデ
モが救いを信じるに至り、元気を出しなさいと呼びかけま
す。アルト、オーボエ、通奏低音の 3 つの声部、3 拍子、
さらには3 本のオーボエがひとつの旋律を演奏することな
ど、本曲に現れる「3」という数字はどれも三位一体を
象徴し、歌詞の上でも三位一体が讃えられています。

第 6 曲　4 声体のコラールで父と子と聖霊を讃えます。

BWV

BW
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歌詞対訳

176

写真 : トーマス教会の後方上部に設置された、オーケストラ
や合唱の為の演奏場所。ミサ等の参加者からはパイプオル
ガンと演奏者の一部、指揮者の後姿が見える程度である。
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3. Arie (Sopran)	 ３．アリア（ソプラノ）
Dein	sonst	hell	beliebter	Schein	 あなたのいつもの明るく慕わしい輝きは
soll	vor	mich	umnebelt	sein,	 私の前では曇ってしまうことでしょう。
weil	ich	nach	dem	Meister	frage,	 なぜなら私は師を訪ねるのに、
denn	ich	scheue	mich	bei	Tage.	 日のある間を避けようとしているのですから。
Niemand	kann	die	Wunder	tun,	 誰も奇跡を行うことはできません
denn	sein	Allmacht	und	sein	Wesen,	 師の全能の力の他には。
scheint,	ist	göttlich	auserlesen,	 あの方の人格が神によって選ばれ、
Gottes	Geist	muß	auf	ihm	ruhn.	 神の霊が、あの方の上にあるに違いないのです。

4. Rezitativ (Bass)	 ４．レチタティーヴォ（バス）
So	wundre	dich,	o	Meister,	nicht,	 どうかいぶかしく思わないでください、おお師よ、
warum	ich	dich	bei	Nacht	ausfrage!	 なぜ私が、あなたを夜に訪ねるのかと！
Ich	fürchte,	daß	bei	Tage	 私は怖れているのです、日のある間は、
mein	Ohnmacht	nicht	bestehen	kann.	 私の無力さが持ちこたえられないのではないかと。
Doch	tröst	ich	mich,	du	nimmst	mein	Herz	und	Geist	 しかし、私は自分を安心させます、あなたは私の心と霊を
zum	Leben	auf	und	an,	 生へと受け入れてくださるだろうと。
weil	alle,	die	nur	an	dich	glauben,	nicht	verloren	werden.	 あなただけを信じる人は皆、見捨てられはしないのですから。

5. Arie (Alt)	 ５．アリア（アルト）
Ermuntert	euch,	furchtsam	und	schüchterne	Sinne,	 勇気を出しなさい、臆病な、自信のない心よ、
erholet	euch,	höret,	was	Jesus	verspricht:	 立ち直り、聞きなさい、イエスが約束してくださることを、
daß	ich	durch	den	Glauben	den	Himmel	gewinne.	 私は信仰によって天国を勝ち得るのだということを。
Wenn	die	Verheißung	erfüllend	geschicht,	 この約束が果たされる時、
werd	ich	dort	oben	 私は天上で
mit	Danken	und	Loben	 感謝と賛美と共に
Vater,	Sohn	und	Heilgen	Geist	 父であり子であり、そして聖霊である、
preisen,	der	dreieinig	heißt.	 三位一体なる方をほめたたえるでしょう。

6. Choral	 ６．コラール
Auf daß wir also allzugleich こうして私たちが皆一緒に
Zur Himmelspforten dringen 天の門へとたどり着き、
Und dermaleinst in deinem Reich そしていつの日かあなたの国で
Ohn alles Ende singen, 決して終わることなく歌えますように。
Daß du alleine König seist, あなたこそ唯一の王、
Hoch über alle Götter, あらゆる神々の上に高く在り、
Gott Vater, Sohn und Heilger Geist, 父なる神にして子であり、聖霊であり、
Der Frommen Schutz und Retter, 敬虔な人々を護り、救ってくださる方、
Ein Wesen, drei Personen. 一つにして、三位（さんみ）である方、と。

［Paul	Gerhardt 作のコラール　»Was	alle	Weisheit	in	der	Welt« 第 8 節］
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115 「備えなさい、私の霊よ」	 »Mache	dich,	mein	Geist,	bereit«
三位一体の祝日後第 �� 日曜日のためのカンタータ　<Kantate	zum	��.	Sonntag	nach	Trinitatis>

歌詞 : 作者不詳	/	Johann	Burchard	Freystein 作のコラール »Mache	dich,	mein	Geist,	bereit« による

　　楽曲解説
カンタータ第 115 番「備えなさい、私の霊よ」は 1724

年 11 月 5 日ライプツィヒにて初演されました。当日、礼拝
の聖書朗読では、王が家来の借金を帳消しにした喩えを
用いて、一人一人が心から兄弟を赦すよう諭したイエスの
言葉（マタイ18 章 23-35 節）が読まれました。本カンター
タは単一のコラールを素材にして作曲されたコラール・カン
タータです。本カンタータは聖書とは内容の上で、直接の
つながりはありません。
第 1 曲　トランペット、フルート、オーボエを伴った合唱曲。

ヴァイオリンとヴィオラが同じ旋律を奏でています。合唱が
「サタンの策略は、多くの敬虔な人々を（罠にかけようと
しているのですから）」と歌い、何に備えるのかを明示す
ると、ヴァイオリン・ヴィオラはまるで正体を暴かれたサ
タンのように激しい動きを見せます。

第 2 曲　オーボエを伴ったアルトのアリア。魂が眠たげな
ので、目覚めなさいと呼びかける歌です。眠気を表すよう

な妖しげな響きが随所に現れますが、アルトは「永遠の
死の眠りに覆い尽くされる」とおどろおどろしく歌って脅し
ます。

第 3 曲　通奏低音のみを伴ったバスのレチタティーヴォ。
サタンの計略にはまらないよう呼びかけます。

第 4 曲　フルートとヴィオロンチェロ・ピッコロを伴ったソ
プラノのアリア。目覚め、祈りなさいと歌います。ソプラノ
が繰り返す「祈りなさい」というフレーズは、そのゆった
りと音の下がる様が、神の前にひれ伏すようです。

第 5 曲　通奏低音のみを伴ったテノールのレチタティー
ヴォ。主が祈りに応えると歌います。曲の最後は主が軽
やかに歩みを進めるイメージなのでしょうか。

第 6 曲　4 声体コラール。バスの特徴的な動きは前曲を
受けて、救い主の足取りをすぐそこに感じさせるような期
待に満ちています。目覚めて祈りましょう、と本カンター
タを締めくくります。

1. Chor	 １．合唱
Mache dich, mein Geist, bereit, 備えなさい、私の霊よ、
Wache, fleh und bete, 目を覚まして、願い、祈っていなさい、
Daß dich nicht die böse Zeit あなたのもとに 悪い時が
Unverhofft betrete; 予期せず訪れることがないように。
Denn es ist なぜなら
Satans List サタンの策略は
Über viele Frommen 多くの敬虔な人々を
Zur Versuchung kommen. 誘惑の罠にかけようとしているのですから。

［第 1 節］

2. Arie (Alt)	 ２．アリア（アルト）
Ach	schläfrige	Seele,	wie?	ruhest	du	noch?	 ああ、眠たげな魂よ、どうしたのです？まだ休むのですか？
Ermuntre	dich	doch!	 さあ、目を覚ましなさい！
	 Es	möchte	die	Strafe	dich	plötzlich	erwecken	 	 刑罰は、あなたを突然呼び起こそうとし、
	 und,	wo	du	nicht	wachest,	 	 そして、もしあなたが目を覚ましていなければ、
	 im	Schlafe	des	ewigen	Todes	bedecken.	 	 永遠の死の眠りに覆い尽くされてしまうでしょう。

BW
V

	1
15

BWV

歌詞対訳



21ste Konzert

11

3. Rezitativ (Bass)	 ３．レチタティーヴォ（バス）
Gott,	so	vor	deine	Seele	wacht,	 神は、あなたの魂のために目覚めていてくださる方は、
hat	Abscheu	an	der	Sünden	Nacht;	 罪の夜を忌み嫌っておられました。
er	sendet	dir	sein	Gnadenlicht,	 神はあなたに自分の恵みの光をお送りになり、
und	will	vor	diese	Gaben,	 そして溢れんばかりに豊かに約束された
die	er	so	reichlich	dir	verspricht,	 これらの贈り物のために、
nur	offne	Geistesaugen	haben.	 ひたすらに霊の眼を開けていてくださるのです。
Des	Satans	List	ist	ohne	Grund,	 サタンの策略は、理由もなく
die	Sünder	zu	bestricken,	 罪人を惑わそうとします。
brichst	du	nun	selbst	den	Gnadenbund,	 あなたが今、自ら恵みの契約を破るなら、
wirst	du	die	Hülfe	nie	erblicken.	 救いを見ることは決してないでしょう。
Die	ganze	Welt	und	ihre	Glieder	 この世の全てとそこに属する者たちは、
sind	nichts	als	falsche	Brüder;	 偽りの兄弟でしかありません。
doch	macht	dein	Fleisch	und	Blut	hiebei	 ですが、あなたの肉と血はそれらにすり寄り、
sich	lauter	Schmeichelei.	 媚びへつらってばかりいるのです。

4. Arie (Sopran)	 ４．アリア（ソプラノ）
Bete aber auch dabei 祈りなさい、そのような時にも
Mitten in dem Wachen. しっかりと目を覚ましたままで。
	 Bitte	bei	der	großen	Schuld	 	 請い願いなさい、大きな咎のゆえに、
	 deinen	Richter	um	Geduld,	 	 あなたの裁き主に、忍耐を。
	 soll	er	dich	von	Sünden	frei	 	 その方はあなたを罪から解き放ち、
	 und	gereinigt	machen.	 	 清めてくださるのです。

［第 7 節］

5. Rezitativ (Tenor)	 ５．レチタティーヴォ（テノール）
Er	sehnet	sich	nach	unserm	Schreien,	 主は私たちの叫びを切に望まれ、
er	neigt	sein	gnädig	Ohr	hierauf;	 恵み深い耳を私たちの上に傾けてくださいます。
wenn	Feinde	sich	auf	unsern	Schaden	freuen,	 敵が私たちの損傷を心待ちにする時、
so	siegen	wir	in	seiner	Kraft	 私たちは神の御力のうちに勝利するのです。
indem	sein	Sohn,	indem	wir	beten,	 神の子が、私たちの祈りを通じて
uns	Mut	und	Kräfte	schafft,	 私たちに勇気と力をもたらし、
und	will	als	Helfer	zu	uns	treten.	 助け主として私たちに歩み寄ってくださることで。

6. Choral	 ６．コラール
Drum so laßt uns immerdar ですから、私たちは常に
Wachen, flehen, beten, 目を覚まして、願い、祈っていましょう
Weil die Angst, Not und Gefahr 不安、苦しみ、そして危険が
Immer näher treten; いっそう近くに迫っているのですから。
Denn die Zeit なぜなら、来るべき時は
Ist nicht weit, 遠い先のことではないからです
Da uns Gott wird richten, 神が私たちを裁き、
Und die Welt vernichten. この世を滅ぼす、その時は。

［第 10 節］
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67 「記憶にとどめていなさい、イエス・キリストを」
»Halt	im	Gedächtnis	Jesum	Christ«

   復活祭後第 1 日曜日のためのカンタータ　  <Kantate	zum	Sonntag	Quasimodogeniti>

歌詞 : 作者不詳

　　楽曲解説
カンタータ第 67 番「記憶にとどめていなさい、イエス・

キリストを」は 1724 年 4 月 16 日ライプツィヒにて初演さ
れました。復活祭後最初の日曜日のこの日、礼拝では、
復活したイエスが弟子たちのこもっている家の中に現れ、

「あなたがたに平和があるように」と述べる聖書の箇所（ヨ
ハネ 20 章 19-31 節）が朗読されました。
第 1 曲　トランペットとフルート、オーボエを伴った合唱曲。
「記憶にとどめていなさい、イエス・キリストを」という
高らかな主題の脇で、「死者の中からよみがえられた方を」
という歌詞は驚きを持った音形で歌われます。

第 2 曲　フルートとオーボエを伴うテノールのアリア。イエ
スの復活を受けて、望みが見えながらも、不安が断ち切
れない様子が歌われます。

第 3 曲　通奏低音のみを伴ったアルトのレチタティーヴォ。
全体的に不安定な和音が使われており、イエスを頼りに
しつつも、自らに危険が迫っていることへの焦りのような
ものが曲を支配しています。

第 4 曲　4 声体のコラール。前曲で言及された「賛美の歌」

です。栄光の日がやって来て、「アレルヤ !」と叫ぶので
すが、そこには敵の存在も見え隠れしています。

第 5 曲　通奏低音のみを伴ったアルトのレチタティーヴォ。
不安な気持ちがぶり返し、不協和音が目立つ中で、「平
安の君」を待ち望みます。

第 6 曲　バスのアリア。フルート、オーボエ、弦楽器が伴
奏し、ソプラノ、アルト、テノールの合唱が入ります。シュヴァ
イツァーは曲の出だしや合唱部分の速いパッセージは「騒
ぎのモティーフ」で、バスの歌うゆったりした音形は「厳
かさの表象」であると述べています。バスの歌詞は聖書
にある復活したイエスの言葉です。戦いと平和の場面が
交互に登場しますが、最後はバスがイエスの言葉を繰り
返し、平和の訪れを予感させます。本曲は後年ミサ曲イ
長調 BWV234 に転用されています。

第7曲　4声体のコラール。「平和の君」に呼びかけますが、
「苦しみ」という言葉も使われています。その中から「叫
ぶ」必然性がある信者の様子が垣間見え、苦悩の中で
救いを求める本カンタータを締めくくる象徴的なコラール
と言えます。

1. Chor	 １．合唱
Halt	im	Gedächtnis	Jesum	Christ,	 記憶にとどめていなさい、イエス・キリストを
der	auferstanden	ist	von	den	Toten.	 死者の中からよみがえられた方を。

（『テモテへの手紙二』第 � 章 8 節）

2. Arie (Tenor)	 ２．アリア（テノール）
Mein	Jesus	ist	erstanden,	 私のイエスはよみがえられました
allein,	was	schreckt	mich	noch?	 それなのに、何が私をいまだに恐れさせるのでしょう？
Mein	Glaube	kennt	des	Heilands	Sieg,	 私の信仰は救い主の勝利を知っています
doch	fühlt	mein	Herze	Streit	und	Krieg,	 けれども、私の心は争いと戦いを感じているのです
mein	Heil,	erscheine	doch!	 私の救いよ、どうか姿を現してください！

3. Rezitativ (Alt)	 ３．レチタティーヴォ（アルト）
Mein	Jesu,	heißest	du	des	Todes	Gift	 私のイエスよ、あなたは死にとっての毒
und	eine	Pestilenz	der	Hölle:	 そして地獄にとっての疫病である方です。
ach,	daß	mich	noch	Gefahr	und	Schrecken	trifft!	 ああ、いまだ私を危険と恐怖が襲っています！
Du	legtest	selbst	auf	unsre	Zungen	 あなたは、みずから私たちの舌に
ein	Loblied,	welches	wir	gesungen:	 賛美の歌を置いてくださり、私たちはそれを歌ったのです。
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4. Choral	 ４．コラール 
Erschienen ist der herrlich Tag, 栄光の日が訪れました
Dran sich niemand gnug freuen mag: 誰ひとり、その喜びを味わい尽くすことはできないでしょう。
Christ, unser Herr, heut triumphiert, キリスト、私たちの主は今日勝利をおさめ、
All sein Feind er gefangen führt. その全ての敵を捕らえ、引き連れて行くのです。
Alleluja! アレルヤ！

［Nikolaus	Herman 作のコラール »Erschienen	ist	der	herrlich	Tag« 第 1 節］

5. Rezitativ (Alt)	 ５．レチタティーヴォ（アルト）
Doch	scheinet	fast,	 しかし、こう思ってしまいそうになるのです、
daß	mich	der	Feinde	Rest,	 敵の残りが
den	ich	zu	groß	und	allzu	schrecklich	finde,	 私にはあまりにも強大で恐ろしく感じられ、
nicht	ruhig	bleiben	läßt.	 私を心安らかにはさせておかないと。
Doch,	wenn	du	mir	den	Sieg	erworben	hast,	 ですが、あなたは私に勝利を得させてくださったのですから、
so	streite	selbst	mit	mir,	mit	deinem	Kinde.	 どうか、みずから私と共に、あなたの子と共に戦ってください。
Ja!	ja!	wir	spüren	schon	im	Glauben,	 そうです！私たちはすでに信仰の内に感じているのです
daß	du,	o	Friedefürst,	 おお、平安の君よ、あなたは
dein	Wort	und	Werk	an	uns	erfüllen	wirst.	 あなたの御言葉と御業を私たちの身に実現してくださるだろうと。

6. Arie (Bass) und Chor	 ６．アリア（バス）と合唱
Friede	sei	mit	euch!	 あなた方に平安あれ！
	 Wohl	uns!	Jesus	hilft	uns	kämpfen	 	 なんと幸いなのでしょう！イエスは私たちの戦いを助け
	 und	die	Wut	der	Feinde	dämpfen,	 	 そして怒り狂う敵を静めてくださるのです。
	 Hölle,	Satan,	weich’!	 	 地獄よ、サタンよ、退け！
Friede	sei	mit	euch!	 あなた方に平安あれ！
	 Jesus	holet	uns	zum	Frieden,	 	 イエスは私たちを平安へと呼び寄せ、
	 und	erquicket	in	uns	Müden	 	 疲れた私たちの中で
	 Geist	und	Leib	zugleich.	 	 霊と肉体をともに元気づけてくださいます。
Friede	sei	mit	euch!	 あなた方に平安あれ！
	 O	Herr!	hilf	und	laß	gelingen,	 	 おお主よ！私たちを助け、うまく行くようにしてください、
	 durch	den	Tod	hindurchzudringen	 	 死の苦しみを押しのけ、突き抜けて
	 in	dein	Ehrenreich!	 	 あなたの栄光の国に入れるように！
Friede	sei	mit	euch!	 あなた方に平安あれ！

（『ヨハネによる福音書』第 �0 章 19 節）

7. Choral	 ７．コラール
Du Friedefürst, Herr Jesu Christ, 平安の君、主イエス・キリストよ、
Wahr’ Mensch und wahrer Gott, まことの人にして まことの神よ、
Ein starker Nothelfer du bist あなたは苦しみから救う、力強い助け主なのです
Im Leben und im Tod: 生きているときも 死ぬときにも。
Drum wir allein それゆえ、私たちはただ
Im Namen dein あなたの御名においてのみ
Zu deinem Vater schreien. あなたの父へと向けて叫ぶのです。

［Jakob	Ebert 作のコラール »Du	Friedefürst,	Herr	Jesu	Christ« 第 1 節］

楽曲解説：中神 康一　　歌詞対訳：室橋 明美

BW
V

	6
7



Ensemble14

14

■管弦楽	 Millennium Bach Ensemble　（ミレニウム・バッハ・アンサンブル）

　�000	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 �	回演奏会以降、Ensemble14	との共演が続いている。

	 ヴァイオリン I		 大西	律子 *	 ファゴット		 井上	直哉
	 ヴァイオリン II		 磯田	ひろみ	 フルート		 三枝	朝子
	 ヴィオラ		 吉田	篤	 オーボエ I		 岡	北斗
	 チェロ		 十代田	光子	 オーボエ II		 多田	敦美
	 コントラバス		 諸岡	典経	 オーボエ・ダ・カッチャ	 工藤	亜紀子
	 オルガン		 能登	伊津子	 トランペット	 奥田	敏雄
	 	 	 				 	 *	コンサートミストレス

■声楽		 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。ソリストは団内オーディショ
ンにて選出し、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。練習日は
原則毎週土曜日の午前または午後。

	 指揮者		 辻	秀幸
	 練習ピアニスト		 田城	章子
	 代表		 室橋	明美
	 副代表		 武内	崇史、小林	尚弘、柿原	紀子
	 練習指揮者		 木下	剛、小田	奈穂子、室橋	明美

■指揮		 辻	秀幸
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第 20 回演奏会

　Ensemble14 指揮者。
　幼少よりヴァイオリン・ピアノ・フルート・金管楽器・作
曲を学び、東京芸術大学声楽科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。
　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、オペラでは古典から現代に至
るまで、数多くの作品に出演し、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・指揮者として、その活動は常に注目を集めている。
　現在指導に当たっているアマチュア合唱団は１3 団体を数
える。洗足学園音楽大学客員教授、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、NHK ラジオみんなのコーラスレギュラー解説者。
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」等がある。
※	辻	秀幸　公式サイト　http://www.davide-hide.com/
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ソプラノ (Sopran) アルト (Alt) テナー (Tenor) バス (Bass)

荒井 舞
伊藤 泰子
大軒 京子
河野 優子
川村 昌子

子井野 真貴子
後藤 優花

佐藤 かおり
菅野 総子

高橋 磯美
椿山 芳

中阪 理津子
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
小林 良子
寺崎 淳子
冨樫 典子
中井 杏瞳
中神 康一

山形 可奈子
頼 甲子

笹部 雅人
佐藤 容司
長澤 哲

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

■	これまでの演奏 (抜粋 )　作曲者 : J. S. バッハ　　詳しくはホームページ (URL: 裏表紙参照 ) をご覧ください。

 写真 :	 Ensemble14	メンバーの撮影による
 表紙 :	 聖トーマス教会前の広場 (2013 年 5月 /ドイツ・ライプツィヒ )

 裏表紙 :	 ライプツィヒ市街部への流出部、アウトバーン (	同上 )

Ensemble14　第 �1	回演奏会プログラム
	 発行日：�01�	年 10	月 �0	日
	 発行者：Ensemble14
	 デザイン：下平	泰裕

©	無断転載・複製を禁じます。
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1999 年 4 月 マタイ受難曲 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）
1999 年 9 月 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）
2000 年 4 月 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）
2003 年 5 月 第 7 回演奏会 ヨハネ受難曲 BWV 245（津田ホール）
2005 年 9 月 第 10 回演奏会 マタイ受難曲 BWV 244（日本大学カザルスホール）
2010 年 7 月 第 16 回演奏会 ミサ曲ロ短調 BWV 232（紀尾井ホール）
2011 年 2 月 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）
2011 年 10 月 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）
2012 年 7 月 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）
2013 年 2 月 第 20 回演奏会 カンタータ 第 21 番、第 38 番、第 137 番（浜離宮朝日ホール）

一覧  (BWV の数字に対応。赤字がこれまでの演奏曲 )

お問い合わせ :  090-3816-2565( 小林 ) / info@ensemble14.org



www.ensemble14.org

次回　第 22 回演奏会のご案内

2014 年 6 月 1 日（日）浜離宮朝日ホール

J. S. バッハ 作曲 

カンタータ 第 84 番、第 94 番、第 102 番、第 108 番、モテット 6番


