
 

 
東京バッハ合唱団 特別演奏会 

［無聴衆・オンライン・無料］ 
BACH-CHOR, TOKYO： ONLINE CONCERT ― Performance in Japanese Version translated by OHMURA EMIKO 

 
 
 

J. S. Bach 
［日本語演奏］ 

 

Unser Mund sei voll Lachens BWV 110 
 

《クリスマス･オラトリオ》 Ｉ･II･Ⅲ 
Weihnachts-Oratorium 1.-3.Teil; BWV 248 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■収録：2020年 12月 5 日、6日   ■会場：日本キリスト教団荻窪教会   ■制作技術：㈲パラビジョン 
 

●杉並区新しい芸術鑑賞様式助成事業   ●後援・杉並区 
 

主催（問い合わせ）：東京バッハ合唱団 ［HP］http://bachchor-tokyo.jp/ 

Tel：03-3290-5731  E-mail: office@bachchor-tokyo.jp 
 

 

●YouTube チャンネル：www.youtube.com/channel/UCz1rA9bMSTZUONZWxuuB5mQ                   ●挿画：ピエロ･デラ･フランチェスカ「キリスト降誕」(部分)  ●背景：荻窪教会礼拝堂（撮影･千葉光雄） 

 

テノール●平良栄一（アリアと福音史家） 
TAIRA EIICHI, ｔｅｎｏｒ （ａｒｉａ ａｎｄ ｒｅｃｈｉｔａｔｉｖｏ） 

室内楽●ＡＲＳ有志 
Ｖｏｌｕｎｔａｒｙ Ｍｅｍｂｅｒｓ ｏｆ ＡＲＳ, ｏｒｃｈｅｓｔｒａ 

フルート 2、オーボエ（/ダモーレ）2 

ファゴット、トランペット 3、ティンパニ 

ヴァイオリン 2+1、ヴィオラ、チェロ 2、コントラバス 

オルガン●中澤未帆 
NAKAZAWA MIHO, ｏｒｇａｎ 

合唱/斉唱●東京バッハ合唱団 
BACH-CHOR，TOKYO, ｃｈｏｒｕｓ 

 

指揮/訳詞●大村恵美子 
OHMURA EMIKO，ｃｏｎｄｕｃｔｉｎｇ ａｎｄ ｔｒａｎｓｌａｔｉｏｎ 

 

■YouTubeにて12月19日より公開（予定） ■東京バッハ合唱団チャンネル（短縮URL）： pr1.work/1/bct  （公開日の確定は当チャンネルまたはHP等でご案内）  



     

＜東京バッハ合唱団のオンライン演奏会について＞ 

●東京バッハ合唱団は、日本で最初に結成された（1962 年）J.S.バッハ作

品専門の合唱団です。創立以来、国内では主宰者・大村恵美子の日本

語訳詞での上演を原則としています。 
 

●何故、日本語演奏か？ われわれが日本語を母語としているからです。

バッハのほとんどの宗教合唱曲は、母語での上演を前提に作曲されたこと

をご存知でしょうか。バッハは、聖書をドイツ語に訳した故国の先人、マル

ティン・ルターの思想と音楽観とをその精神の背景に置いています。聖書

を母語で読み、母語で自由に讃美歌（コラール）を歌うことは宗教改革の

柱の一つでしたが、バッハのカンタータやオラトリオ作品は、その聖書とコ

ラールとを歌詞と旋律の拠りどころとしています。日本語によってこれらを

歌うことは、バッハの理想を、ここ日本で実践することに他なりません。 
 

●このたびのオンライン演奏会は、新型コロナウイルス感染拡大のために

中止となった「東京バッハ合唱団第 119 回定期演奏会」の代替企画です。

さいわいにも杉並区の助成と後援を得て開催が可能になりました。収録に

あたっては、演奏者の密と時間の停滞を避けるため、楽曲の演奏順、出演

者の配置等に、大幅かつ大胆な工夫を凝らしました。その全体のコンセプ

トは、以下のとおりです。 
 

①無聴衆。演奏するわれわれが、純粋にアンサンブルを楽しむ。 

②礼拝音楽としてのバッハ作品の、本来に立ち戻る。 

③礼拝堂の全空間を、「楽器」として意味づける。 

④祭壇の上の「明かり採り」（換気のダクト機能を兼ねている）、ここを象

徴的に天への通路と見なす（当チラシのオモテ面参照）。 

⑤「空気」（音楽の響きと流れ、換気）、「息」（声楽と管楽器、マスクとシ

ールド）、そして「霊」（プネウマ）。 

⑥換気装置や防護の施策を、音楽の妨害物としない（楽器のパーツ、

アンサンブルの仲間）。 

⑦換気で結ばれる近隣住民、通行人が耳を澄ます。 

⑧もちろん、感染防止対策は万全に。 

⑨録画のカメラは、上記①から⑧を、自然に写し撮れる位置取り。 
 

上の項目の意図をいくつかでも実現できれば、配信の画面は、クリスマ

スの喜びに満たされるはずです。お楽しみいただければ幸いです。 

＜曲目の紹介と訳詞＞ 

東京バッハ合唱団の公式サイトをご参照ください。 

［ＨＰ］ http://bachchor-tokyo.jp/ 

＜演奏者プロフィール＞ 

●平良栄一（テノール） 

武蔵野音楽大学卒業．1970 年からローマ，サンタ・チェ

チーリア音楽院，終了後ミラノで学ぶ．1975 年ジュネー

ヴ国際音楽コンクール銅賞受賞．帰国後，藤原歌劇団

公演｢秘密の結婚｣のパオリーノ役でデビュー，数多くの

オペラに出演．一方モーツァルト｢レクィエム｣等，宗教分

野でも定評がある．1998 年より海外派遣研修員として 1 年間ヨーロッパに

留学，バーゼル音楽院の演奏会に出演．東京バッハ合唱団公演でも「クリ

スマス･オラトリオ」（1994，99，2004 年）を始め、カンタータ作品などで出演

を重ねる．沖縄タイムス芸術選奨・奨励賞，大賞受賞．毎日学生音楽コン

クール，日本音楽コンクール，奏楽堂日本歌曲コンクール審査員等歴任．

現在，武蔵野音楽大学教授，武蔵野音楽協会会員，藤原歌劇団団員，

毎日学生コンクール諮問委員． 
 

●ＡＲＳ有志（室内楽） 

コレギウム･アルモニア･スペリオーレ･ジャパン（略称ＡＲＳ）．2018 年に誕

生した演奏家のための“研鑽団体（Collegium）”．経験豊富な演奏愛好家

と音楽専攻を目指す学生を対象に，緊密なアンサンブルによる“よりよき響

き（ARmonia Superiore）”の追及を目的とし，マスタークラスや演奏会実践

形式での研鑽を実施している．2019 年 8 月，同楽団より 5 人のメンバーが

当合唱団の小布施・野尻湖コンサートツアーに同行，同 12 月の都内 2 教

会クリスマス教会コンサートでも協演．今回は有志メンバーで参加する． 

フルート：高角健志, 麦田真秀人 

オーボエ（/ダモーレ）：椿 高明, 椿 奏重 

トランペット：福島悠介, 山崎 隼, 廣田菜摘 

ファゴット：鈴木麻子    ティンパニ：松村 優 

第 1ヴァイオリン：海野真央, 河合 洋 

第 2ヴァイオリン：清水詠美子    ヴィオラ：宮本征和 

チェロ：椿 周, 戸ヶ崎裕太    コントラバス：佐瀬祥平 
 

●中澤未帆（オルガン） 

洗足学園音楽大学音楽・音響デザインコースを経てオ

ルガンコース卒業．オランダ，フランス，スペイン，スウェ

ーデンなどヨーロッパ各国でのアカデミー，マスタークラ

スに参加し研鑽を積む．ソロでの演奏や，オーケストラ，

吹奏楽団との共演など幅広い演奏活動をおこなってい

る．これまでにオルガンを荻野由美子，早島万紀子，徳岡めぐみ各氏に，

チェンバロを岡田龍之介氏に師事．現在，洗足学園音楽大学演奏補助要

員．日本オルガニスト協会，日本オルガン研究会会員．2019 年 3 月より東

京バッハ合唱団練習伴奏者に加わる． 
 

●東京バッハ合唱団（合唱） 

教会カンタータを中心にバッハの作品のみ

を演奏し，研究する団体として 1962年大村

恵美子の呼びかけで組織された．都内で

の定期演奏会（100 回超）や各地の教会等

での多数の特別公演を，主に大村恵美子

の指揮で行っている．国内では日本語上演を原則とするが，ドイツを中心

に海外巡演も 5 回を数える．2 年後には創立 60 周年を迎える． 
 

●大村恵美子（指揮/訳詞） 

東京バッハ合唱団主宰者/指揮者．東京藝術大学楽理

科および作曲科卒業．フランス，ストラスブール大学と同

音楽院に留学．在学中よりバッハのカンタータ演奏を志

し，1962 年帰国とともに合唱団設立．すでにバッハ宗教

合唱作品のほぼ全曲の上演用訳詞を完成，順次刊行中

（「バッハ･カンタータ日本語版楽譜選集」当合唱団出版局刊，既刊 81

曲），多くは自らの指揮で上演している．著書・訳書多数．電子書籍版『バ

ッハの音楽的宇宙』（丸善出版）を本年 6 月に刊行した． 

＜東京バッハ合唱団 次回公演予定＞ 

第 120 回定期演奏会 

［日時］ 2021 年 6 月 5 日（土） 午後 2 時開演 

［会場］ 川口総合文化センター・リリア音楽ホール 

［曲目（日本語上演）］ 

・カンタータ第 113 番《イェス 高き宝》 

・カンタータ第 93 番《ただ主に依り頼み》 

・カンタータ第 78 番《イェス わが心を》 

・カンタータ第 184 番《待ち望みたる 喜びの光》 

［演奏］ 

独唱 S：光野孝子  A：谷地畝晶子  T：(未定)  B：山本悠尋 

オーケストラ：ＡＲＳ  オルガン：田尻明葉  指揮：大村恵美子 

（チケット情報他、詳細は準備中） 

＜バッハを日本語で、お歌いになりませんか＞ 

●練習日・会場……土曜日、月曜日。どちらへの練習参加もご自由です。 

［土曜日］＝15:30‐17:30、日本キリスト教団・荻窪教会 

（JR/地下鉄荻窪駅南口から徒歩 8 分、杉並区荻窪 4-2-10） 

［月曜日］＝18:30‐20:30、目白聖公会 

（JR 目白駅下車、目白通りを西へ徒歩 5 分、新宿区下落合 3-19-4） 

・年明けの練習は、1/9（土）、1/11（月）から。上掲、第 120 回定期演奏

会曲目。楽譜は練習場でお求めください（ご自宅への送付も可）。 

・現在は臨時体制での練習を行っていますので、日程･会場等の変更

があり得ます。見学は事前にご連絡ください。ＨＰに詳細。 

●会費……団費 6000 円/月額 （児童・学生は無料、30 歳未満は半額） 

●問い合わせ……東京バッハ合唱団事務局  

メール：office@bachchor-tokyo.jp   電話：03-3290-5731  


