Ensemble14

ごあいさつ
本日はようこそお越し下さいました！
バッハの教会カンタータを中心として活動を続けてきたアンサンブル１４も、はや２７回
目の演奏会を迎えるに至りました。一年に一回以上、ほぼ二年に三回のペースで回を重
ねてきたからこその数字ではありますが、本当に嬉しい限りです。
第２回以降全ての公演にお付き合い下さったミレニウム・バッハ・アンサンブルの皆様の
お支え在ってのことではありますが、私の音楽家人生にこれ程までに「学びの時」を与え
続けて下さっていること、メンバーを始め本日ご出演の皆様、舞台裏を支えて下さる様々
な関わりを持たれた方々、元メンバー、休団中の方々に、そして何より本日会場にお越し
下さったお客様に心から感謝申し上げます。
働き盛りのジェネレーションの者達中心のこのグループが、大バッハとじっくり関わって
共に音楽して下さる事の尊さを思います。そして自らの不勉強を恥じる日も少なくありま
せん。しかしながら最近に至っては「共に音を作り続ける喜びこそがバッハの音楽を奏す
ること」なんであろうという言い訳混じりの結論を持つに至りました。本日もそんな我々
の幸せな時のお裾分けをプログラムの最後までお楽しみ頂ければ幸甚です。
くだらない雑事に気を回す暇があったらバッハしながら日々を送りたい・・・そんな思
いにさせて下さる「音楽の父」生誕３３３年の今年（特に意味は無いけど三位一体ぽいで
しょ？）、改めて感謝しつつバッハはされなかったであろう「指揮」をさせて頂きます。

Ensemble14 指揮者
辻 秀幸
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27. Konzert

本日は、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。
今年の 8 月に、当団は創立 20 周年を迎えます。私はほぼ創立当初から所属しており、あっ
という間に過ぎた ･･･ とまでは申しませんが、いつの間にかそんなに年数がたっていたこと、
その間の団の移り変わりを思い返しますと、やはりなかなかに感慨深いものがあります。
そして、指揮者の辻先生をはじめ、練習ピアニストの田城先生、オーケストラの皆様の
お力添えで、ここまで活動を続けてこられましたことに改めて感謝いたしますとともに、こ
の先もできる限り、楽しい仲間とバッハの素晴らしい音楽を演奏していきたいと感じており
ます。
本日の演目は、カンタータ 3 曲と控え目ではありますが、それぞれに魅力的で充実した
内容の曲揃いです。182 番は、18 年前の第 2 回演奏会で演奏して以来の再演となります。
例によって、聴くと素晴らしいのに、歌うのはとても難しいバッハに苦戦しつつも、私達な
りに懸命に、各カンタータの練習に取り組んできたつもりです。練習の成果を発揮すべく、
合唱・独唱とも、精一杯演奏させて頂きます。終演までごゆっくりお聴き頂ければ幸いです。
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
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、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、練習で献身的にサポー
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高群輝夫先生に、深く感謝申し上げます。
Ensemble14 代表
室橋 明美
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Programm
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 39 番「飢えた人々にパンを裂き与えなさい」
Kantate "Brich dem Hungrigen dein Brot", BWV 39
(2) 菅野 松佐登 Bsss (3) 湊 佳代 Alt (4) 大内 良太郎 Bass (5) 室橋 明美 Sopran (6) 柿原 紀子 Alt

カンタータ 第 101 番「私たちから取り去ってください、主よ、誠なる神よ」
Kantate "Nimm von uns, Herr, du treuer Gott", BWV 101
(2) 室橋 義明 Tenor
(5) 長澤 哲 Tenor

(3) 佐藤 かおり Sopran (4) 武井 康史 Bass
(6) 子井野 真貴子 Sopran, 小田 奈穂子 Alt

Pause / 休 憩
カンタータ 第 182 番「天の王よ、おいでください」
Kantate "Himmelskönig, sei willkommen", BWV 182
(3) 武内 崇史 Bass (4) 木下 剛 Bass (5) 寺崎 淳子 Alt

(6) 遠藤 貴之 Tenor

BWV: Bach-Werke-Verzeichnis ( バッハ作品総目録番号 )

指揮

辻 秀幸

管弦楽 Millennium Bach Ensemble
声楽 Ensemble14
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楽曲解説・歌詞対訳

楽曲解説：中西

隆紀

歌詞対訳：室橋

明美

カンタータ 第 39 番「飢えた人々にパンを裂き与えなさい」

Kantate "Brich dem Hungrigen dein Brot", BWV 39
三位一体の祝日後第 1 日曜日のためのカンタータ
バッハのカンタータの魅力は一言で言えばその多様性に

歌詞：Rudolstadt 詩華撰による
奏低音もしだいに機運を盛り上げて、やがて「飢えた人々

あると私は思うのだが、今回の演奏会も極めて個性的なカ

に、あなたのパンを裂き与えなさい」という合唱を導き出す。

ンタータ３曲の組合せとなった。十分期待していただいて

合唱はまるで諭すように聴く者に訴えかけるが、続くテノー

良いと思う。作曲された時期や用途（どの主日のために作

ルから始まる美しいフーガとなる部分は、聴衆がこの諭しを

曲されたか）の異なるカンタータが並べて演奏されるなど

もう一度胸に刻むためにあるかのようだ。そして、フーガが

ということを、作曲者自身は考えたこともなかっただろうし、

終わると再び最初の諭しのメロディーが繰り返される。

まして後の世にこうして演奏会として聴くことができるなんて

ここで曲は一段落し、「裸の人を見たならば・・」という

想像もしなかっただろう。だが、これから演奏する３曲を聴

２番目の部分では曲想が大きく変化する。この部分は短い

いていただくと、バッハのカンタータが祈りの音楽であるだ

が、やがて次なる転機が訪れ、テンポを速めて３番目の部

けでなく、素晴らしいエンターテインメントだということを感

分「そうすれば、あなたの光が朝焼けのように現れて、
・・」

じとっていただけると思う。

が来る。このメロディーは長調に転調され、「主の栄光が、

まず最初の 39 番であるが、雄大な構想の冒頭合唱を

あなたを御許に引き寄せるでしょう」と歌われて、この長大

持つ、知る人ぞ知る名曲と言って良いカンタータだ。バッ

な冒頭合唱を締めくくる。長いが、変化に富んでいて聴く

ハがライプチヒのカントール（教会音楽家）になって４年

者を飽きさせない。以後のアリアなどを聴いても、このカン

目にあたる 1726 年 6 月 23 日（三位一体節後第１日曜

タータがバッハの円熟期の作品であることが分かる。

日）に初演された。（以前には、ザルツブルグを追われた

２つのレチタティーヴォの内、第２曲のバスのレチタティー

プロテスタント難民をライプチヒが迎え入れたことを記念し

ヴォは通奏低音を伴奏とするセッコ・レチタティーヴォであ

て 1732 年に初演されたとの説があったが、現在では否定

るのに対し、第６曲のアルトのそれでは弦合奏の伴奏が付

されている。
）バッハはカントール着任後最初の３年間は精

く。第３曲のアルトのアリアはオブリガート楽器としてオー

力的にカンタータを作り続けたが、1726 年の 2 月以降約

ボエとバイオリンが伴奏する。伴奏楽器の奏でるメロディー

３ヵ月間カンタータを作曲せず、親戚のヨハン・ルードヴィッ

は優しさに満ち、地上での苦しみを忘れさせてくれるかの

ヒ・バッハの作品を礼拝で上演した。その年の昇天祭（5

ようだ。アルトはそれに乗って「この世で祝福の種をまき、

月 30 日）から自作の上演を再開するが、それからしばらく

天国でそれを刈り入れること」の幸せを歌う。

の間、この 39 番を始め何曲かのカンタータはルードヴィッ

次の第４曲からは第２部となっているので、福音朗読、

ヒの影響を受け、「ルードルシュタット詩華撰」を台本にし

牧師の説教の後に演奏されたのであろう。このアリアは他

ている。この台本は冒頭に旧約聖書、中心に新約聖書、

の２曲と違い、通奏低音だけの伴奏で、聴いていて身の引

最後にコラールを配し、その間をレチタティーヴォとアリア

き締まるような感覚を覚える。「善い行いと施しとを忘れて

でつなぐというシンメトリカル（対称的）な構成をとっている。

はいけません。」と歌うバスはキリストを象徴しており、曲は

このカンタータの場合、第 1 曲では旧約聖書の『イザヤ書』

アリオーソとアリアの中間という印象を受ける。

58 章にある
「飢えた人々に、
あなたのパンを裂き与えなさい」

続く第５曲はソプラノのアリア。２つのフルートがユニゾン

で始まる部分が、また第４曲では新約聖書の『ヘブライ人

でオブリガート伴奏をする。第３曲のアリアと同じく二つの

への手紙』から歌詞が取られている。また、第２曲から第

部分からなるが、ダ・カーポ形式ではない。最初に「至

６曲までは、新約聖書の聖句による第４曲アリアを中心に

高なる方よ」と呼びかけるソプラノの高い声が、フルートの

対称形に配置されている。

ピュアな音色とよくマッチしている。

冒頭合唱は歌詞の１行１行からその内容にふさわしい楽

終曲は作者不詳のコラール「大いに喜べ、おお、わが

曲部分を作っていくというモテット形式で作曲されており、

魂よ」で知られた旋律による単純な四声のコラールとなっ

大きく３つの部分から成る。まずその出だしの部分が印象

ている。

的だ。３拍子のリズムで和音がフルート、オーボエ、弦の
順に受け継がれていくのは、パンを分かち与える様を表し
ているのだろうか。これが形を変えながら１３回繰り返さ
れたあと、フルート、オーボエが掛け合いで動き出し、通
5

Ensemble14

Erster Teil

第1部

1. Chor

１．合唱

Brich dem Hungrigen dein Brot

飢えた人々に、あなたのパンを裂き与えなさい

und die, so im Elend sind, führe ins Haus!

また、貧困の内にある人々を、家の中に入れてやりなさい！

So du einen nacket siehest, so kleide ihn

裸の人を見たならば、その人に服を着せてやり

und entzeuch dich nicht von deinem Fleisch.

そしてあなたの同胞から逃げてはなりません。

Alsdenn wird dein Licht herfürbrechen

そうすれば、あなたの光が朝焼けのように現れて、

                                     wie die Morgenröte,
und deine Besserung wird schnell wachsen,

あなたはすみやかに癒され、

und deine Gerechtigkeit wird für dir hergehen,

そしてあなたの正義があなたを先導し、

und die Herrlichkeit des Herrn wird

主の栄光が、あなたを御許（みもと）に引き寄せるでしょう。

                                           dich zu sich nehmen.
（『イザヤ書』58 章 7 節～ 8 節）

2. Rezitativ (Bass)

２．レチタティーヴォ（バス）

Der reiche Gott wirft seinen Überfluss auf uns,

豊かな神は、あり余るものを私たちの上に与え、

die wir ohn ihn auch nicht den Odem haben.

私たちは、それらなしには息さえもできません。

Sein ist es, was wir sind; er gibt nur den Genuss,

私たちは神のものです。神は喜びだけを与えてくださいます。

doch nicht, dass uns allein

しかし、神の宝によって元気づけられるのは、

nur seine Schätze laben.

私たちだけではないのです。

Sie sind der Probestein,

その宝は試金石であり、

wodurch er macht bekannt,

それによって神は知らしめるのです。

dass er der Armut auch die Notdurft ausgespendet,

神は、貧しい人々にも生きるに必要なものを授けたのだと、

als er mit milder Hand,

神がその慈悲深い御手で

was jener nötig ist, uns reichlich zugewendet.

その人たちに必要なものを、私たちに豊かに与えた時に。

Wir sollen ihm für sein gelehntes Gut

私たちは、神より貸し与えられた宝に対して

die Zinse nicht in seine Scheuren bringen;

利子を神の倉に納めるべきではありません。

Barmherzigkeit, die auf dem Nächsten ruht,

隣人にかけるあわれみこそが

kann mehr als alle Gab ihm an das Herze dringen.

どんな捧げ物にもまして、神の心に届き得るのです。

3. Arie (Alt)

３．アリア（アルト）

Seinem Schöpfer noch auf Erden

自分の創造主に、地上にあるうちに

nur im Schatten ähnlich werden,

ただ影だけでも似てくることは、

ist im Vorschmack selig sein.

来るべき幸せの先触れでありましょう。

Sein Erbarmen nachzuahmen,

神のあわれみを真似ることは、

streuet hier des Segens Samen,

この世で祝福の種をまき

den wir dorten bringen ein.

天国でそれを刈り入れることなのです。

Zweiter Teil

第2部

4. Arie (Bass)

４．アリア（バス）

Wohlzutun und mitzuteilen vergesset nicht;

善い行いと施しとを忘れてはいけません。

denn solche Opfer gefallen Gott wohl.

そのような捧げ物を、神はお喜びになるのですから。
（『ヘブライ人への手紙』13 章 16 節）
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5. Arie (Sopran)

５．アリア（ソプラノ）

Höchster, was ich habe,

至高なる方よ、私が持っているのは

ist nur deine Gabe.

ただあなたからの贈り物のみです。

Wenn vor deinem Angesicht

あなたの御顔の前で

ich schon mit dem meinen

私が自分のものをたずさえて

dankbar wollt erscheinen,

感謝をあらわそうとしても

willt du doch kein Opfer nicht.

あなたはどんな捧げ物も望まれないでしょう。

6. Rezitativ (Alt)

６．レチタティーヴォ（アルト）

Wie soll ich dir, o Herr, denn sattsamlich vergelten,

私はどのようにして、おお主よ、あなたに十分に報いることが
できるのでしょうか、

was du an Leib und Seel mir hast zugut getan?

あなたが私の肉体と魂のためにしてくださったことに対して。

Ja, was ich noch empfang, und solches gar nicht selten, そうです、私はいまだに受け取り、それが決してまれなことではないのに
weil ich mich jede Stund noch deiner rühmen kann? 私はどんな時にもなおいっそう、あなたを賞賛することができるでしょうか？
Ich hab nichts als den Geist, dir eigen zu ergeben,

私には、あなたに捧げる霊のほかに何もなく、

dem Nächsten die Begierd, dass ich ihm dienstbar werd, 隣人に対し、その人たちに尽くしたいと強く願い、
der Armut, was du mir gegönnt in diesem Leben,

貧しい人々に、あなたが私にこの人生でくださったものを
（分かち与え）
、

und, wenn es dir gefällt, den schwachen Leib der Erd. そして、あなたの御心によって、弱い肉体を土へと帰すだけなのです。
Ich bringe, was ich kann, Herr lass es dir behagen,

私は、
自分に持てるだけのものを捧げます、
主よ、
それらがあなたを喜ばせ、

dass ich, was du versprichst,

私が、あなたが約束してくださったものを、いつの日か得られますように。

                              auch einst davon mög tragen.

7. Choral

７．コラール

Selig sind, die aus Erbarmen

幸いです、あわれみの心から

Sich annehmen fremder Not,

他人の苦しみを自分のこととして受け入れ、

Sind mitleidig mit den Armen,

貧しい人々と共に苦悩し、

Bitten treulich für sie Gott.

彼らのために、誠実に神に請い願う人たちは。

Die behülflich sind mit Rat,

助言をして力になり、

Auch, wo möglich, mit der Tat,

また、できる時には行いをもって助ける人たちは、

Werden wieder Hülf empfangen

自分もまた助けを受け、

Und Barmherzigkeit erlangen.

あわれみを得ることでしょう。
                
（David Denicke 作のコラール
≪ Kommt, lasst euch den Herren lehren ≫ 第 6 節）

※歌詞および対訳中の太字で斜体の部分は、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 ) の歌詞が用いられている箇所です。
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カンタータ 第 101番「私たちから取り去ってください、主よ、誠なる神よ」

Kantate "Nimm von uns, Herr, du treuer Gott", BWV 101
三位一体の祝日後第 10 日曜日のためのカンタータ

歌詞：作者不詳

Martin Moller 作のコラール ≪ Nimm von uns, Herr, du treuer Gott ≫ による

このカンタータは 1724 年 8 月 13 日（三位一体節後第

手が居たのだろうか。前奏と後奏では胸が高鳴るようなテ

10 日曜日）にライプチヒで初演された。バッハが一連のコ

クニックを聴かせ、またテノールの歌うドラマティックな音楽

ラールカンタータを作曲していた時期で、このカンタータも

に絡んで、それを引き立たせる。

Ｍ．モラーのコラール
「私たちから取り去ってください、主よ、
誠なる神よ」をベースに作られている。このコラールは 16

づいて作曲されている。このうち第３曲ソプラノ、第５曲テ

世紀にペストがドイツを襲った際に悔い改めの祈りとして作

ノールのレチタティーヴォでは、コラール旋律の各行と、レ

られたもので、当日の朗読福音書である『ルカ伝』19 章

チタティーヴォによる語りの部分が交互に現れる形になって

41 ～ 48 節（エルサレム破壊の預言と、神殿からの商人

いる。コラール旋律はテノールに比べてソプラノの曲の方が

たちの追放）と呼応している。コラールのメロディーは「天

かなりアレンジされている。

にましますわれらの父よ」の歌詞で知られる厳粛なもので、

第４曲のバスのアリアでは最初にコラール第４節から「な

第２曲のアリアを除いて、いたるところでこのメロディーが

ぜあなたはそんなにも怒ろうとするのですか？」と歌われる

聴かれる。

が、曲の出だしから２本のオーボエが、まさに「激情の炎」

冒頭合唱で木管楽器と弦楽器により奏でられる音楽は実

を表すような演奏を繰り広げる。バスの歌唱もアダージョの

に陰鬱な雰囲気で始まる。39 番でも述べたが、バッハの

コラール旋律に続いて、ヴィヴァーチェとなって激しいメロ

カンタータは最初の出だしの部分が極めて印象的であるこ

ディーを歌い続ける。特に「Eifers Flammen（激情の炎）」

とが多い。バッハがあたかもそこに心血を注いでいるかのよ

の部分は激しいメリスマとなる。途中、
「ああ、どうか罰す

うに感じられ、その音の響きに強く心惹かれる。それにして

ることをやめて」と歌う所では哀願するようになり、最後の

もこの冒頭合唱は古めかしいようでもあり、前衛的でもある、

所ではオーボエの演奏をバックに「Geduld（寛大）」を長

いわく言い難い雰囲気を持っている。実際、
この合唱を歌っ

く伸ばすのが印象的だ。

てみると、最初すごく取っ付きにくいのだが、何と言うか噛

第６曲はソプラノとアルトの二重唱であるが、まず前奏部

めば噛むほど味が出るというか、しだいにその魅力に嵌まっ

の美しさに魅せられる。フルートとオーボエ・ダ・カッチャ

ていくのである。歌われる歌詞はコラール第１節で、ソプラ

が互いに入れ替わりながら、シチリアーノ風のメロディーと

ノパートが定旋律を受け持つ。曲全体を通じて「悔い改め

コラールのメロディを合奏していく。二重唱にもコラール旋

の祈り」の気持ちが実によく表現されている。

律が織り込まれる。しみじみとした実に美しい二重唱曲だ。

続いて始まるテノールのアリアでは、このカンタータの中
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この後の第３曲～第７曲はコラール第３節～第７節に基

そして、終曲は第７節の歌詞で、単純な四声のコラール

で唯一、くだんのコラール旋律が使われていない。しかし、

が歌われる。「幸せな最期の時を与えてください。私たち

歌詞の内容はコラール第２節に基づき、曲の雰囲気もコ

が永遠にあなたのそばにいられるように。」と歌う合唱は、

ラール旋律に似通っている。特筆すべきは、魅力的な伴奏

冒頭合唱の切迫した雰囲気に比べると、救いを見出した人

のバイオリン・ソロだろう。当時楽団の中にバイオリンの名

の穏やかさが感じられるものとなっている。

27. Konzert
1. Chor

１．合唱

Nimm von uns, Herr, du treuer Gott,

私たちから取り去ってください、主よ、誠なる神よ、

Die schwere Straf und große Not,

重い罰と、大きな苦しみを。

Die wir mit Sünden ohne Zahl

それらは、私たちが犯した無数の罪により

Verdienet haben allzumal.

報いとして全て受け続けてきたものです。

Behüt für Krieg und teurer Zeit,

お守りください、戦争と犠牲多き時から、

Für Seuchen, Feur und großem Leid.

病と火災、そして大きな苦難から。
（第 1 節）

2. Arie (Tenor)

２．アリア（テノール）

Handle nicht nach deinen Rechten

あなたの正義に基づいて

mit uns bösen Sündenknechten,

悪しき罪のしもべたる私たちを裁かないでください、

lass das Schwert der Feinde ruhn!

敵の剣を収めさせてください！

Höchster, höre unser Flehen,

至高なる方よ、私たちの嘆願を聞いてください、

dass wir nicht durch sündlich Tun,

私たちが罪深い行いによって

wie Jerusalem vergehen!

エルサレムのように滅びてしまわないように！

3. Rezitativ und Choral (Sopran)

３．レチタティーヴォとコラール（ソプラノ）

Ach! Herr Gott, durch die Treue dein

ああ！主なる神よ、あなたの誠によって

wird unser Land in Fried und Ruhe sein.

私たちの国は、平和で安らかになることでしょう。

Wenn uns ein Unglückswetter droht,

災いの嵐が私たちをおびやかす時には、

so rufen wir,

私たちは呼びかけます、

barmherzger Gott, zu dir

あわれみ深い神よ、あなたへと向けて、

in solcher Not:

そのような苦しみの中で。

Mit Trost und Rettung uns erschein!

慰めと救いとをもって、私たちに姿を現してください！

Du kannst dem feindlichen Zerstören

あなたは敵による破壊を

durch deine Macht und Hülfe wehren.

その力と助けによって防ぎ止めることができるのです。

Beweis an uns deine große Gnad,

私たちにあなたの大いなる恵みを示し、

Und straf uns nicht auf frischer Tat,

私たちの新たな（罪の）行いを罰しないでください。

wenn unsre Füße wanken wollten

もしも私たちの足が今にもよろめき

und wir aus Schwachheit straucheln sollten.

私たちが弱さからつまずきそうな時には。

Wohn uns mit deiner Güte bei

あなたの慈しみをもって私たちのそばにとどまり、

und gib, dass wir

そして私たちに、

nur nach dem Guten streben,

ただ善きことのみを追い求めさせ、

damit allhier

それによってこの世にいる時にも

und auch in jenem Leben

そして天国での暮らしにおいても

Dein Zorn und Grimm fern von uns sei!

あなたの怒りと憤りが私たちから遠くありますように！
（第 3 節）

9

Ensemble14

4. Arie (Bass)

４．アリア（バス）

Warum willst du so zornig sein?

なぜあなたはそんなにも怒ろうとするのですか？

Es schlagen deines Eifers Flammen

あなたの激情の炎は

schon über unserm Haupt zusammen.

すでに私たちの頭上に襲いかかっているのです。

Ach, stelle doch die Strafen ein

ああ、どうか罰することをやめて、

und trag aus väterlicher Huld

父としての慈しみによって、

mit unserm schwachen Fleisch Geduld!

私たちの肉の弱さに寛大であってください！
（第 4 節）

5. Rezitativ und Choral (Tenor)

５．レチタティーヴォとコラール（テノール）

Die Sünd hat uns verderbet sehr.

罪が私たちをひどく堕落させたのです。

So müssen auch die Frömmsten sagen

どんなに敬虔な人々でも、そう言って

und mit betränten Augen klagen:

涙にぬれた目で嘆くに違いありません。

Der Teufel plagt uns noch viel mehr.

悪魔は私たちをよりいっそう苦しめます。

Ja, dieser böse Geist,

そうです、この悪しき霊、

der schon von Anbeginn ein Mörder heißt,

すでに初めから人殺しと呼ばれていたものは、

sucht uns um unser Heil zu bringen

私たちの救いを奪おうとし、

und als ein Löwe zu verschlingen.

獅子のように私たちを飲み込もうとするのです。

Die Welt, auch unser Fleisch und Blut

この世と、私たちの肉と血もまた、

Uns allezeit verführen tut.

私たちを常に罪へと誘います。

Wir treffen hier auf dieser schmalen Bahn

私たちは、この細い道の上で、

sehr viele Hindernis im Guten an.

善行を妨げる、とても多くの障害に出合うのです。

Solch Elend kennst du, Herr, allein:

このような苦しみを、主よ、あなただけが知っています。

hilf, Helfer, hilf uns Schwachen,

助けてください、助け主よ、私たちの弱さを助けてください、

du kannst uns stärker machen!

あなたは私たちを強くすることができるのですから！

Ach, lass uns dir befohlen sein!

ああ、私たちはこの身をあなたにゆだねましょう！
（第 5 節）

6. Arie (Duett : Sopran und Alt)

６．アリア（ソプラノとアルトの二重唱）

Gedenk an Jesu bittern Tod!

思い起こしてください、イエスの辛い死のことを！

Nimm, Vater, deines Sohnes Schmerzen

受け止めてください、父なる方よ、あなたの子の苦しみと

und seiner Wunden Pein zu Herzen!

彼の傷の痛みとを、御心に！

Die sind ja für die ganze Welt

それらは、まさにこの世全てのための

Die Zahlung und das Lösegeld;

代価であり、そして贖（あがな）いなのです。

erzeig auch mir zu aller Zeit,

私にも、いかなる時にも示してください、

barmherzger Gott, Barmherzigkeit!

あわれみ深い神よ、その慈しみを！

Ich seufze stets in meiner Not:

私はいつも自分の苦しみの中でうめいています。

Gedenk an Jesu bittern Tod!

思い起こしてください、イエスの辛い死のことを！
（第 6 節）

7. Choral

７．コラール

Leit uns mit deiner rechten Hand

あなたの右の御手で私たちを導き、

Und segne unser Stadt und Land;

そして私たちの町と国を祝福してください。

Gib uns allzeit dein heilges Wort,

私たちにいつもあなたの聖なる御言葉を与え、

Behüt fürs Teufels List und Mord;

悪魔の策略と殺戮から護ってください。

Verleih ein selges Stündelein,

幸せな最期の時を与えてください

Auf dass wir ewig bei dir sein.

私たちが永遠にあなたのそばにいられるように。
（第 7 節）
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27. Konzert

写真：ライプチヒ 聖トーマス教会

写真：ライプチヒ 聖トーマス教会

1649 年

2013 年
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カンタータ 第182 番「天の王よ、おいでください」

Kantate "Himmelskönig, sei willkommen", BWV 182
棕櫚（しゅろ）の日曜日のためのカンタータ

前半ステージの２曲のカンタータが、バッハのライプチヒ

葉はバスが受け持つ。それを受けた第４曲のアリアも引き

時代の作品であったのに対して、このカンタータはワイマー

続きバスによって歌われる。優雅な舞曲風のリズムに乗っ

ル時代の作品である。初演は 1714 年 3 月 25 日の棕櫚

て神の大いなる愛をおおらかに歌う。

の日曜日（復活祭の前週）で、バッハがワイマールに来て

第５曲のアルトのアリアは一転神秘的なフルートの音色

7 年目であった。バッハはこの 3 月から楽師長に昇進し、

で始まる。私には「里の秋」といったイメージが浮かぶこ

カンタータ作曲の職務を負った。その第 1 作がこの 182

のメロディーは、救い主のみもとにひれ伏すさまを描写して

番なのだ。バッハは次の赴任地であるケーテンに行くまで

いるのだろう。中間部ではアンダンテとなり、「肉体と生命

の 間 に、12 番、172 番、21 番、61 番、18 番など 20

と持てるもの全てを今こそ王に捧げなさい。」と歌われる。

曲近いカンタータを残している。ここでの経験が、宗派上

いわゆる完全ダ・カーポ形式の長大なアリアだ。

の理由から教会カンタータを作曲しなかったケーテン時代
を経て、1723 年以降ライプチヒで花開くのである。
バッハはワイマール時代にヴィヴァルディなどのイタリア音
楽を学んだが、このカンタータもイタリアの協奏曲形式の

第６曲のテノールのアリアは極めて内省的な雰囲気を
持っている。通好みの渋い曲という感じで、通奏低音の
みの伴奏、中でも乾いたチェロの音が実に効果的である。
「Kreuzige!（十字架にかけろ！）」の激しさや、最後の部

影響を強く受けている。楽曲全体が華やかで垢抜けた感じ

分で「Weh（苦痛）」と叫ぶように伸ばすのが印象的である。

がするので、
聴いていても
（歌っても）心地よく、
その辺がバッ

第７曲の合唱は前曲の雰囲気を引き継いでテノールパー

ハのカンタータの中でも人気がある所以だろう。

トから歌い出し、それにバスパートとアルトパートが加わっ

カンタータの冒頭、弦のピチカートで導かれた独奏バイ

ていく。コラールはＰ．シュトックマンのコラール「イエスの

オリンが優雅なメロディーを奏でる。このメロディーはすぐ

苦悩、痛み、死」であり、やがてソプラノパートにより定

にフルートに引き継がれるが、弦のピチカートがとてもおしゃ

旋律が歌われる。その後もコラールの各行ごとに主にテノー

れで、フルートの透明な高音がそれによく映える。音楽は

ルパートが歌い出し、各パートが順次加わる形で歌われて

ロバに乗ってエルサレムに入るイエスの柔和な歩みを表して

いく。このカンタータの３曲ある合唱曲の中で唯一内省的

いる。バイオリンとフルートの会話がしばらく続いた後、最

な雰囲気を持つが、各行の歌い出し部分の新鮮さと、
「天

後にピチカートは弓奏になるが、この最後の部分の合奏と

国での居場所を私たちにお与えください。」と歌う最後の部

しての盛り上がりが魅力的で、何度聴いても胸にジーンと

分の収束の仕方がみごとである。

来る。初期のカンタータの中にはこの 182 番のように、合

そして、すぐにフルートの音に導かれて終曲の合奏が始

唱ではなく、器楽曲（シンフォニア）で始まるカンタータが

まると、その清澄なメロディーに思わずニコッとしたくなる。

少なからずある。ワイマール時代の曲でも 18 番、12 番な

「さあ、喜びのサレムへと行きましょう！」と歌う合唱には

どはシンフォニアで始まるカンタータだが、いずれも一聴の

一点の曇りもないようだが、やがて来るキリストの受難を暗

価値ある名曲だ。

示する「愛と苦しみの中を！」の「Leiden（苦しみ）」に、

続く第２曲は入城するイエスを歓迎する群衆の合唱だ。

晴天が俄かに掻き曇ったかのような、それでいて魅力的な

ＡＢＡのダ・カーポ形式で書かれ、Ａの部分は「天の王よ、

和音が付けられている。こうしたところもこのカンタータの

どうぞおいでください」のフーガで始まる。皆で主を迎える

魅力の一つだ。曲は第２曲と同じダ・カーポ形式で、短調

ワクワクした気持ちがよく出ている。中間部（Ｂ）は内省的

の中間部を挟んで再び微笑ましい音楽が戻ってくる。

な歌詞を反映して短調となるが、やがて楽しげなＡの部分
が戻ってくる。
第３曲は旧約聖書の『詩編』がレチタティーヴォとして
歌われる。「見なさい、私は来ている。」というのはキリスト
が自らの来臨を告げているのであり、ここでもキリストの言
12

歌詞：Salomo Franck 作

バッハはこのカンタータをライプチヒに移ってから再演し
ている。ライプチヒでは受難節にはカンタータの演奏が行
われなかったので、期間中唯一の例外であったマリアのお
告げの祝日に演奏した。1724 年 3 月 25 日のことであった。

27. Konzert
1. Sonata

１．ソナタ

2. Chor
Himmelskönig, sei willkommen,
lass auch uns dein Zion sein!
Komm herein!
Du hast uns das Herz genommen.

２．合唱
天の王よ、どうぞおいでください
私たちもまた、あなたのシオンとならせてください！
お入りください！
あなたは私たちの心を受け取ってくださったのです。

3. Rezitativ (Bass)
Siehe, ich komme;
im Buch ist von mir geschrieben.
Deinen Willen, mein Gott, tu ich gerne.

３．レチタティーヴォ（バス）
見なさい、私は来ている。
書物には私のことが記されている。
あなたの御意志を、私の神よ、私は喜んで行います。

4. Arie (Bass)
Starkes Lieben,
das dich, großer Gottessohn,
von dem Thron
deiner Herrlichkeit getrieben!
Dass du dich zum Heil der Welt
als ein Opfer fürgestellt,
dass du dich mit Blut verschrieben!

４．アリア（バス）
強い愛、
大いなる神の子よ、
それがあなたを
栄光の玉座から駆り立てたのです。
あなたはこの世の救いとなるために
自らを犠牲とし、
血と共にその身を捧げられたのです！

5. Arie (Alt)
Leget euch dem Heiland unter,
Herzen, die ihr christlich seid!
Tragt ein unbeflecktes Kleid
eures Glaubens ihm entgegen;
Leib und Leben und Vermögen
sei dem König itzt geweiht.

５．アリア（アルト）
救い主のもとにひれ伏しなさい、
キリストの教えを信じる心よ！
信仰のけがれなき衣を身にまとい
キリストに向かい合いなさい。
肉体と生命と持てるもの全てを
今こそ王に捧げなさい。

6. Arie (Tenor)
Jesu, lass durch Wohl und Weh
mich auch mit dir ziehen!
Schreit die Welt nur “Kreuzige!“,
so lass mich nicht fliehen,
Herr, vor deinem Kreuzpanier,
Kron und Palmen find ich hier.

６．アリア（テノール）
イエスよ、幸福な時も不幸な時も
私もあなたと共に連れて行ってください！
この世がただ「十字架にかけろ！」と叫んでも
私が逃げ出すことのないようにしてください、
主よ、あなたの十字の御旗の前から。
私はここで王冠と勝利の棕櫚
（しゅろ）
の葉を見出すのです。

7. Choral
Jesu, deine Passion
Ist mir lauter Freude,
Deine Wunden, Kron und Hohn
Meines Herzens Weide;
Meine Seel auf Rosen geht,
Wenn ich dran gedenke.
In dem Himmel eine Stätt
Uns deswegen schenke.

７．コラール
イエスよ、あなたの受難は
私にとって真の喜びなのです。
あなたの受けた傷、冠、そして嘲笑は
私の心の牧場なのです。
そのことを思う時、
私の魂はバラの咲く中を歩むのです。
ですからどうか天国での居場所を
私たちにお与えください。

（『詩編』40 編 8 節～ 9 節）

   
（Paul Stockmann 作のコラール
≪ Jesu Leiden, Pein und Tod ≫ 第 33 節）

8. Chor
So lasset uns gehen in Salem der Freuden!
Begleitet den König in Lieben und Leiden!
Er gehet voran
und öffnet die Bahn.

８．合唱
さあ、喜びのサレムへと行きましょう！
王に付き従って、愛と苦しみの中を！
彼は先頭に立って進み、
道を開いてくださるのです。
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辻 秀幸

■指揮

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、東京藝術大学声楽科及び
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、東京芸術大学講師、日
本合唱指揮者協会副理事長、東京都合唱連盟副理事。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/

■管弦楽

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。
各方面の第一線で活躍中の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。

ヴァイオリン I：大西 律子 *、門倉 佑希子

オルガン：能登 伊津子

ヴァイオリン II：磯田 ひろみ、上ノ山 美香

フルート I：西村 いづみ

ヴィオラ：伴野 剛、高山 愛

フルート II：三枝 朝子

チェロ：高群 輝夫

オーボエ I：岡 北斗

コントラバス：永田 由貴

オーボエ II：多田 敦美

ファゴット：井上 直哉

オーボエ・ダ・カッチャ：浅原 由香
* コンサートマスター

■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。
※ Ensemble 14 公式サイト http://www.ensemble14.org
E-Mail info@ensemble14.org
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：小林 尚弘、柿原 紀子、佐藤 容司

練習指揮者：木下 剛、小田 奈穂子、室橋 明美、長澤 哲
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27. Konzert

Ensemble 14

出演メンバー

ソプラノ (Sopran)

アルト (Alt)

テノール (Tenor)

バス (Bass)

伊藤 泰子

菅野 総子

Jesse Astalos

寺崎 淳子

遠藤 貴之

大内 良太郎

岩倉 ひろみ

中阪 理津子

上田 暁子

中井 杏瞳

隈 健一

木下 剛

大軒 京子

原田 篤子

大石 明子

中神 康一

笹部 雅人

熊倉 均

河野 優子

三上 香子

小田 奈穂子

橋元 正美

佐藤 容司

小林 尚弘

川村 昌子

湊 佳代

改田 晶子

頼 甲子

島津 欣矢

菅野 松佐登

子井野 真貴子

室橋 明美

柿原 紀子

長澤 哲

武井 康史

中西 隆紀

武内 崇史

室橋 義明

次田 章

佐藤 かおり

三浦 貴博

Ensemble 14 これまでの演奏 ( 抜粋 )

作曲者 : J. S. バッハ

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）

2000 年 9 月

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）

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）

2014 年 6 月

第 22 回演奏会 カンタータ 第 84 番、第 94 番、第 102 番、第 108 番、モテット6 番（浜離宮朝日ホール）

2015 年 2 月

第 23 回演奏会 カンタータ 第 33 番、第 43 番、第 71 番、第 74 番（紀尾井ホール）

2015 年 11 月

第 24 回演奏会 カンタータ 第 64 番、第 97 番、第 150 番、第 177 番（浜離宮朝日ホール）

2016 年 7 月

第 25 回演奏会 カンタータ 第 14 番、第 36 番、第 109 番、第 133 番（浜離宮朝日ホール）

2017 年 7 月

第 26 回演奏会 カンタータ 第 23 番、第 40 番、モテット 5 番、ミサ曲ヘ長調（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 )
1
21
41
61
81
101
121
141
161
181
201
221
241

2
22
42
62
82
102
122
142
162
182
202
222
242

3
23
43
63
83
103
123
143
163
183
203
223
243

4
24
44
64
84
104
124
144
164
184
204
224
244

5
25
45
65
85
105
125
145
165
185
205
225
245

6
26
46
66
86
106
126
146
166
186
206
226
246

7
27
47
67
87
107
127
147
167
187
207
227
247

8
28
48
68
88
108
128
148
168
188
208
228
248

9
29
49
69
89
109
129
149
169
189
209
229
249

10
30
50
70
90
110
130
150
170
190
210
230

11
31
51
71
91
111
131
151
171
191
211
231

12
32
52
72
92
112
132
152
172
192
212
232

13
33
53
73
93
113
133
153
173
193
213
233

14
34
54
74
94
114
134
154
174
194
214
234

15
35
55
75
95
115
135
155
175
195
215
235

16
36
56
76
96
116
136
156
176
196
216
236

17
37
57
77
97
117
137
157
177
197
217
237

18
38
58
78
98
118
138
158
178
198
218
238

19
39
59
79
99
119
139
159
179
199
219
239

20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
220
240
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次回

第 28 回演奏会のご案内

2019 年 1 月 27 日（日）浜離宮朝日ホール
J. S. バッハ 作曲
カンタータ 第 77 番、第 111 番、第 140 番、第 148 番

主催

Ensemble 14

後援           日本合唱指揮者協会

