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東京バッハ合唱団 特別演奏会 

［無聴衆・オンライン］ 
 
  

J. S. Bach 
［日本語演奏］ 

カンタータ第 110番 《喜び 笑い あふれ》 
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 2488 

 

 
 

＜演奏＞ 

室内楽●ＡＲＳ有志 

オルガン●中澤未帆 

合唱/斉唱●東京バッハ合唱団 

訳詞/指揮●大村恵美子 
 

 
●杉並区新しい芸術鑑賞様式助成事業 

●後援・杉並区 
 

■収録：2020年 12月 5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 

■東京バッハ合唱団 YouTubeチャンネル： 
www.youtube.com/channel/UCz1rA9bMSTZUO

NZWxuuB5mQ 

■主催：東京バッハ合唱団 

mail: office@bachchor-tokyo.jp  

ホームページ：http://bachchor-tokyo.jp/ 

 

＜プログラム目次＞ 

・オンライン演奏会  実施方法の考え方……ｐ2 
・訳詞と解説 ……………………………ｐ2‐ｐ6 

・演奏者プロフィール…………………………ｐ7 

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 J.S.

バッハ作品を専門に演奏する合唱団です（1962 年設

立）。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。 
 
・なぜ、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、

マルティーン・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、新型コロナウィル

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

ための苦肉の策として、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。そのバラ

バラの素材を編集し、再構成しようとするものです。 
 
・全体のコンセプトは、以下のとおり： 

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。 

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。 
 
・なお今回は、出演をご予定いただいたテノール独唱

の平良栄一氏が、ご体調不良のため休演され、急遽、

団員が代演します。ご諒承ねがいます。 

  

2020/12/19より、YouTubeにて公開予定 

チャンネル（短縮 URL）：pr1.work/1/bct 

http://www.youtube.com/channel/UCz1rA9bMSTZUONZWxuuB5mQ
http://www.youtube.com/channel/UCz1rA9bMSTZUONZWxuuB5mQ
http://bachchor-tokyo.jp/
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＜以下、ドキュメントとして再録しました＞ 

実施方法の考え方 
―出演ならびに制作にあたる皆さま― 

2020年 11月 6日 

・当企画は、下記 3点を満たす最適解を目指します。 

①感染予防（実効ありとされる対策を順守し、感染予

防には万全を期す） 

②演奏の質（本来の曲のなかでの脈絡を意識しつつ、

練習成果を十二分に実現し、音楽を愉しむ。） 

③配信画面（助成対象。奏者間の距離、防護など見た

目の評価も加味しつつ、画面を構成し、再編集する) 
 
・会場スペースに限界がある。いわゆる「3 密」回避

と、出演者人数、出入の動き、経過時間等の課題を解

決するため、苦肉の策ではあるが、楽曲の規模や様態

によって各曲を分割、並べ替えて演奏・録画する、収

録後あらためて、本来の曲順に編集し直す、という手

段を選択しました。 
 
・収録本番（12/5）のタイムスケジュールは、独唱者、

合唱団、器楽奏者のパートごとの、登壇・上演・退場

（来場・滞在・帰宅）が、なるべく時差をもって進行

するようにスケジュールを組みました。その上で、編

成の規模や類別を基準に、演奏のブロック分けと上演

順をさだめました。録画カメラの位置取りの時間節約

にもなります。 
 
・原則として、収録本番は各楽曲とも「リハーサル－

本番」をそれぞれに繰り返しつつ進行することとしま

した。リハ 1, 2回での本番収録を想定していますが、

時間の余裕は充分に確保しました。本番当日もふくめ、

おおよそ 1時間ごとに休憩をとりました。 
 
・オケ合わせ・リハーサル（11/21, 28）は、上記の収

録本番のスケジュールを前提に、ほぼ同じ流れで計画

されました。両日のリハーサルでの不具合や弱点を改

善しつつ、本番に臨みます。 
 
・12/6 は日曜日であり（会場は礼拝堂）、設営・会場

づくり、その他準備を考えると、使用可能時間の実質

は限られます。したがって、万一の場合に備えての予

備日とし、極力、前日までに完了を目指します。 
 
・各位は、タイムスケジュールによって、来場/待機か

ら出演、終了までの時間をお読み取りいただき、会場

の「3 密」回避等にご配慮ください。なお、各日、受

付にて「健康状態申告書」の記入と検温のご協力をお

願いする予定ですので、ご了承ください。当団の感染

対策は、下記ガイドラインに拠っています： 

http://bachchor-tokyo.jp/temp/matsuo/doc/BCT-GuideLin

e_Covid-19.pdf 
 

 
＜訳詞＞（大村恵美子） 
 

１．合唱 

喜び 笑い あふれ 

口は 讃美に 満つ  

主 いま 大いなる みわざ なせり 
（詩編 126：2-3） 

２．アリア（テノール） 

心よ 思いよ 

いでゆき 舞いのぼれ 

届け み空に 

神の いま 果たせる みわざを 思え 

み子 人と なりて 

われらを 神の子と なしぬ 
 
３．レチタティーヴォ（バス） 

たぐいなき 主よ 

なれと なが み名 貴(とうと)し 

みわざは そを 示す 
（エレミヤ 10：6） 

４．アリア（アルト） 

いかなれば なれは 

われらを 求むるや 

主の 呪(のろ)いし もの 

黄泉(よみ)に ありし とき 

愛もて 世継ぎと 

呼びなしたまえり  
 
５．二重唱（ソプラノ／テノール） 

栄えは いと 高き 神に 

地に 平和 

民に 喜び あれや 
（ルカ 2：14） 

カンタータ第 110番 《喜び 笑い あふれ》 

Unser Mund sei voll Lachens BWV110 

 

http://bachchor-tokyo.jp/temp/matsuo/doc/BCT-GuideLine_Covid-19.pdf
http://bachchor-tokyo.jp/temp/matsuo/doc/BCT-GuideLine_Covid-19.pdf
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６．アリア（バス） 

目覚めよ 血潮よ 手よ 足よ 

喜びの 歌 うたえ 

神の めでたもう 調べを 

また 緒琴の音(ね) もて 

ほめ歌に 和せよ 

心も たまも 浮きたつ 調べを 
 
７．コラール 

アレルヤ たたえよ 

心の かぎり 歌えよ 

主は いま なしたもう  

とわの 喜びの みわざ 

(カスパル・フューガー，1592) 

 

＜解説＞ 
初演： 1725年 12月 25日、ライプツィヒ． 

用途： 降誕節第 1祝日(12月 25日)  

原詞： 台本全体はレームス（G.Chr.Lehms 1684-1717）の詞によるが，

神の子誕生の福音書記事（ルカ 2：1-14）からは，天使の合唱（2：14）

がとり入れられるだけで，あとは旧約聖書から2か所，神の大いなる

わざの讃美が主題となり，冒頭合唱曲の，スケールの大きい管弦楽

組曲第 4 番からの転用をはじめ，終始，広大無辺の雰囲気に支配さ

れる． 

編成： 独唱ＳＡＴＢ（今回の上演では，各声部を合唱団員による斉唱

で代行），合唱，トランペット 3，ティンパニ，フルート 2，オーボエ 3，

オーボエ・ダモーレ，オーボエ･ダカッチャ，弦合奏，通奏低音 
 
1．合唱 

 《管弦楽組曲》第 4番 BWV1069の序曲に合唱を組み入

れたもの．前・後奏の 2分の 2拍子の緩徐部分はオー

ケストラだけで枠組みをつくり，中間部の速い 8分の

9 拍子で，合唱が「笑いはわれらの口に満ち」（詩編

126：2）という聖句をそのまま，哄笑がとめどもなく

溢れ出すように，全声部にひろがりわたる． 
 
2．アリア（テノール） 

  2 本のフルートと通奏低音が前・後奏でたっぷりと

流れ，テノールが，神の子の地上での誕生というみわ

ざを受けて，天空に届くまで，心よ舞い昇れ，と歌う． 
 
3．レチタティーヴォ（バス） 

  短い 5小節のレチタティーヴォ．弦合奏をともなっ

て，エレミヤの聖句をそのまま示す． 
 
4．アリア（アルト） 

  オーボエ・ダモーレをオブリガート（独唱旋律を引

き立てる助奏パート）楽器として，アルトが，信じが

たいほどに深い神の愛で世継ぎとされた人間の感動を，

ゆったりと歌う． 
 
5．二重唱（ソプラノ／テノール） 

  ここだけが，クリスマスを端的に表現する曲で，《マ

ニフィカト》初稿（1723年）BWV243aから編曲されて

いる．オルガンと通奏低音のみの伴奏で，ソプラノと

テノールの 2つの旋律が，かけ合うように，有名な「グ

ローリア」（天使の讃美，ルカ 2：14）をくりひろげる． 
 
6．アリア（バス） 

  4 つあるうちの最後のアリアは，凱旋歌のように心

を引き立てるバスと，トランペット，オーボエ 2本，

オーボエ･ダカッチャ，弦合奏･通奏低音の力強いオー

ケストラとで，この日の喜びを華々しく表現する． 
 
7．コラール 

  フューガー作「われらキリストの徒」（Kaspar Füger 

„Wir Christenleut“ 1592)の第 5節．第 6曲のオーケ

ストラにフルート 2本も加わって，単純な 4声体コラ

ールだが，〈アレルヤ〉で始まる歓喜をもって全曲が締

めくくられる．《クリスマス･オラトリオ》第 3部の終

り，第 35曲にも用いられているコラールで，親しみ深

い． 
（ＣＤ選集『バッハ・カンタータ 50曲選』No.33 の解説より転載） 

 

初演： 1734年 12月 25 日、ライプツィヒ 

用途： 降誕節第 1祝日（12月 25日） 

原詞： 歌詞作者不詳 （新約聖書「ルカによる福音書」引用，自由詩

ピカンダー？ コラール引用） 

編成： 独唱ＳＡＴＢ（今回の上演では，各声部を合唱団員による斉唱

で代行），合唱，トランペット 3，ティンパニ，フルート 2，オーボエ 2，

オーボエ・ダモーレ，弦合奏，通奏低音． 
 
1．合唱 

喜べや このよき日を いざともに 

ほめたたえよ この日成したまいし 大みわざを 

捨てよ 嘆き 悲しみを  

声高く たたえよや 

ささげん 妙なる歌を 

み名を われら ほめたたえん 
 
2．福音史家（テノール） 

その頃， 

世の人びと 戸籍につかすべき 詔(みことのり) 

カイザル･アウグストより出ず． 

さればみな おのが故郷(ふるさと)に 帰りゆきぬ． 

戸籍につかんと ヨセフ， 

すでにはらめる 許婚の妻マリアと  

ガリラヤの ナザレを出でて， 

ダビデの町 ユダヤのべツレヘムにいたる． 

そは 彼，ダビデのいえすじ また血筋なればなり． 

ここにおるほどに マリア 月満ちたり． 

《クリスマス･オラトリオ》 第Ⅰ部 

〈喜べや このよき日を〉 
Jauchzet, frohlocket BWV 248/I  

 第Ⅰ部 
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（ルカ 2：1，3‐6） 
3．レチタティーヴォ（アルト） 

いまや 花婿 来たらん 

ダビデの 裔(すえ)なる  

世の なぐさめ 

救いは 生まれん 

ヤコブの 星 輝き  

いま 射しいでぬ 

いざ シオン はらえや 涙を 

なが 幸 あらわる 
 
4．アリア（アルト） 

備えよ シオン まごころ もて 

うるわしき 主は なが もとに いまや 来たらん 

なが 面は  

この日 げに 輝かん 

いざ 花婿を 迎えよ 
 
5．コラール 

いかに 迎えん  

いかに まみえん 

世の 望みなる  

心の 主よ 

おお イェス 来たり 

ともし火 もて  

行くべき 道を  

示したまえ 
（パウル・ゲールハルト，旋律ハンス・レオ・ハスラー） 

6．福音史家（テノール）  

マリア 初児(ういご)を生み， 

布につつみて まぶねに臥させたり． 

そは 所なかりし故なり．  
                    （ルカ 2：7） 

7．コラール（ソプラノ）とレチタティーヴォ（バス） 

主は 地に 来たれり 

主の 給いし 愛を  

讃(たとう)る すべ ありや 

貧しき さまにて 

ああ ひとの 苦しみを  

主は 憐れみたもう 

われらを いつくしみ 

神の子 来ませり  

なれらが 救いの 主 

ゆたかに 生かしめんとて 

人と なりて 生まれたもう 

キリエライス！  
（マルティーン・ルター） 

8．アリア（バス） 

大いなる 主よ 君よ 

いとしき 救い主  

なれは なみ(蔑)したもう 地の栄え 

世を ささえ  

ほまれ 栄え つくるものは 

かたき しとねに 眠りたもう 
 
9．コラール 

いとしき み子 イェス 

われを なが 憩いの  

宮と なしたまえ  

とわに 住みたまえ 
（マルティーン・ルター） 

＜第 1部の聴きどころ＞ 

ティンパニによってクリスマス物語の開幕が告げられ、木管に導

かれて 3本のトランペットがファンファーレを畳み掛けます。この出だ

しの躍動を聞くためにのみ、この《クリスマス・オラトリオ》を聴きにい

らっしゃる方があるくらいの名曲中の名曲。これを聞かないでは年

が越せない、と。 

第 1部の初演は、1734年のクリスマス（12月25日）でしたが、ここ

で語られ、歌われる出来事が史実として地上でおこったのは、2000

年以上も前のことです。バッハの音楽のすごさは、彼の現在からは

1700 年の昔に想像をはせて、作曲者自身がキリスト降誕の場景に

肉薄しているだけでなく、さらに 300 年後のわれわれをも、その現場

に立ち会わせてしまうことです。 

初演： 1734年 12月 26 日、ライプツィヒ 

用途： 降誕節第 2祝日（12月 26日） 

原詞： 歌詞作者不詳 （第 1部と同じ） 

編成： 独唱ＳＡＴＢ（今回の上演では，各声部を合唱団員による斉唱

で代行），合唱，フルート 2，オーボエ 2，オーボエ・ダカッチャ，弦合

奏，通奏低音 
 
10．シンフォニア 
 

11．福音史家（テノール） 

この地に野宿して 夜  

群れを守りおる 牧人らのありしが， 

見よ，あまつみ使い来たり，栄光 あたりに満ちたれば，

いたくおそる． 
（ルカ 2：8-9） 

12．コラール 

きよらの あけぼの  

光を はなて 

牧人 おそるな  

み使い 告ぐるを 

この みどり児 こそ  

われらが よろこび 

悪魔を やぶる  

平和の 主なり 
（ヨーハン・リスト，旋律ヨーハン・ショープ） 

 

《クリスマス・オラトリオ》 第Ⅱ部 

〈この地に 野宿して 夜 群れを守り〉 
Und es waren Hirten in derselben Gegend  

BWV 248/II  
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13．福音史家（テノール･ソプラノ） 

テノール 

み使い かれらに言う： 

ソプラノ 

おそるな，みよ，大いなる喜びを 

われ なんじらに告げん．  

きょう ダビデの町に なんじらの救い主 

キリスト 生まれたまえり． 
（ルカ 2：10-11） 

14．レチタティーヴォ（バス） 

み神は アブラハムに  

昔 約せしことを  

いま 成したもう 

ひとりの 牧人  

世に 先立ちて  

誓いの みわざの  

成しとげられしを  

告げ知らさる なり 
 
15．アリア（テノール） 

牧人らよ 行けやゆけ 

ためらわず行きて まみえよ 

やさしき み子に 

ゆきて よろこび 心 たのしめ 

いざ たのしめ いざ心 

ゆきて よろこび 心 たのしめ 
 
16．レチタティーヴォ（ソプラノ） 

みどり児は 布につつまれ, 馬槽(まぶね)に臥しおら

ん．そを なれらは見ん．      
 （ルカ 2：12） 

17．コラール 

いぶせき うまやに  

光 満ちみちて 

いと きよき み子の  

憩いたもうを 見よ 
（パウル・ゲールハルト，旋律マルティーン・ルター） 

18．レチタティーヴォ（バス） 

されば ゆけ 牧人よ 

とうとき み子  

粗(あら)き まぶねに 

臥したまえるを 見よ 

声 あわせ  

やさしき 歌を うたえ 

憩いたもう  

み子の かたえに 
 

19．アリア（アルト） 

眠れ いとしき み子よ  憩え 

めざめて 栄え うけよ 

さわやかに  

目覚めよや 

われらも よろこばん 
 
20．福音史家（テノール） 

たちまち み使いらに 

天の軍勢 加わり， 

ほめたたえ 言う： 
（ルカ 2：13） 

21．合唱 

栄(は)え あれ み神に 

地には 平和，主の 民に 
（ルカ 2：14） 

22．レチタティーヴォ（バス） 

この日 成しとげられし ことを 

み使いら 歌う 

されば われらも  

ともに 歌い 喜ばん 
 
23．コラール 

み使いと ともに  

われら ほめ歌わん 

待ちにし 客人(まろうど)  

いまし 来たれりと 
（パウル・ゲールハルト，旋律マルティーン・ルター） 

 

＜第 2部の聴きどころ＞ 

バロックの時代に、器楽だけの楽曲を「シンフォニア」と呼びました。

第 1 部のラッパと太鼓は退場し、木管楽器群と弦合奏が呼びかけあ

うパストラーレ（牧歌）です。夜の荒野で羊の番をする羊飼いたちに、

天使が現われて、その後の 2000年に影響することになる一大事件

を告げる舞台が整い、強烈な光がさします。 

天使の合唱（第 21曲）は、われわれが《ロ短調ミサ曲》でも歌った

グローリア「いと高きところには栄光、神にあれ、地には平和、み心

に適う人にあれ」であったにもかかわらず、その同じ地域（中東）が、

今この時に、凄惨な対立の舞台になっていることも、その「影響」の

一端なのでしょうか？ 第 2 部のキーワードは光です。 

 

初演： 1734年 12月 27 日、ライプツィヒ 

用途： 降誕節第 3祝日（12月 27日） 

原詞： 歌詞作者不詳 （第 1部と同じ） 

編成： 独唱ＳＡＴＢ（今回の上演では，各声部を合唱団員による斉唱

で代行），合唱，トランペット 3，ティンパニ，フルート 2，オーボエ 2，

オーボエ・ダモーレ，弦合奏，通奏低音 
 
24．合唱 

あまつ 君よ 聞きたまえ この響きを 

嘉(よみ)したまえ くもれる 歌をも 

なが シオン 主を ほめまつる とき 

聞きたまえ 喜びの ほめ歌を 

《クリスマス・オラトリオ》 第Ⅲ部 

〈あまつ君よ 聞きたまえ〉 
Herrscher des Himmels, erhöre das Lallen 

BWV 248/III 



6 

 

いま われら みまえに ささぐ 

われらが 幸 成りたれば 
 
25．福音史家（テノール） 

み使いら 去りて 天にゆきしとき 

牧人ら たがいに語る．                   
（ルカ 2：15） 

26．合唱 

いざや めざさん べツレヘム 

ゆきて 起これる ことを 見ん,  

主の われらに 告げし ことを   
          （ルカ 2：15） 

27．レチタティーヴォ（バス） 

主は その 民を  

解き放ち たまいぬ 

援けは シオンより 出でぬ 

苦しみは 終わりぬ 

見よ，いま 牧人らに  

この こと あらわる 
 
28．コラール 

主は 成したまえり  

愛の みわざを 

主の民 こぞりて  

とわに 謝しまつる  

キリエライス！ 
（マルティーン・ルター） 

29．二重唱（ソプラノ･バス） 

主よ なが 慈(いつく)しみ 憐れみは 

われらを 慰め 解き放ちたもう 

主の 深き み恵み  

主の 奇しき み心は 

新たにすなり  

み父の まことを 
 
30．福音史家（テノール） 

彼ら ゆきて， 

マリアとヨセフと まぶねに臥す みどりごに  

たずね会う． 

これを見て，彼らは みどり児につきて  

み使いの語りしことを 告げたれば， 

聞くもの みな 牧人の語りしことに 驚きたり． 

マリアは これら すべてをば 心に とどめおきぬ．  
  （ルカ 2：16-19） 

31．アリア（アルト） 

秘めよ わが魂 この 奇しき わざ 

なが まことの うちに 

み神の みわざの この 不思議を 

強き 力とし  

弱き 歩み ささえよ 
 
32．レチタティーヴォ（アルト） 

しかり わが 魂よ まもらん 

喜び あふるる  

この ときに 

受けし たまものをば 
 
33．コラール 

み言葉を まもり  

われは  

励まん 

主と ともに あらん 

かなたにて 受くるは 

またき  

よろこび  

とわの いのち 
（パウル・ゲールハルト） 

34．福音史家（テノール） 

牧人ら帰りぬ，ほめ歌いつつ． 

すべて み使いの語りしごとく  

見聞きしたればなり． 
（ルカ 2：20） 

35．コラール 

よろこべ み神は 

いまこそ 

人と なり 生まれたまいぬ 

われらが  

主 キリスト 

ダビデの 町より いでたもう 
（クリストフ・ルンゲ） 

24．合唱 （反復演奏） 

 

＜第 3部の聴きどころ＞ 

ふたたび第 1 部の全楽器群がもどり、調性もニ長調に復して、こ

んどは地上から極上の「喜びの歌」が歌われます。われわれの視線

は、羊飼いとともにベツレヘムへと移動し、ついに馬小屋の飼い葉

おけの中の小さなみどり児を捉えます。爆発的な喜びこそが、この

部の主題になります。 

古代の 12 月 25 日から 27 日までの 3 日間に起こった出来事（歴

史／物語）を、バッハは3曲のカンタータ形式の音楽の中にまとめ上

げました。地上の人間の現実は、古代も、そして現代も、苛酷である

ことにおいて変わりはないのでしょうが、何が違うかといえば、クリス

マスの出来事が起こったということ、そしてバッハの《クリスマス・オ

ラトリオ》がある、ということでしょうか？ みなさん、よいクリスマス

を！  

（大村健二・団員．第 107回定期演奏会（2012年）プログラムより） 
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＜演奏者プロフィール＞ 

●テノール・エヴァンゲリスタ，アリア 

当初予定の平良栄一氏のご体調不良による休演のため，

合唱団員により代演された． 
 
●室内楽：ＡＲＳ有志 

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． 
 
●オルガン：中澤未帆 

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． 
 
●指揮/訳詞：大村恵美子 

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

を続けている．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． 
 
●合唱・斉唱：東京バッハ合唱団 

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（全 118回）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． 

 

東京バッハ合唱団 後援会員・サポーター（支援会員） 

― お仲間にお入りください ― 
 

当合唱団は後援会によって支えられています。1963年、創立

者大村恵美子の『礼拝と音楽』誌編集者時代の先輩メンバーで

あった由木康牧師（讃美歌「きよしこの夜」の訳詞者）と洋画

家の田中忠雄の両氏をはじめ、恩師の辻荘一氏と服部幸三氏、

さらに洋画家向井潤吉氏らの錚々たる顔ぶれを発起人として

スタートし、すでに半世紀以上にわたり常時 100名を越える

方々が、年間 2回ほどの定期演奏会と毎月発行の「月報」、毎

年 7月の創立記念懇親会などで結ばれ、当合唱団の様々な活動

を支援しています。 

後
援
会
員 

◇特典： 

●定期演奏会（原則として年 2回）にご招待します 

●「月報」（毎月発行）を贈呈し、お送りします 

●合唱団発行の楽譜・ＣＤ等を特別価格でお頒けします 

●主催行事（懇親会など）をご案内・ご優待します 

●通常の練習に随時の参加を歓迎します 

〔毎回の練習に出席する余裕のない方、遠隔の方、など〕 

◇会費：年額１口 12,000円 

サ
ポ
ー
タ
ー 

◇特典： 

●「月報」（毎月発行）を贈呈し、お送りします（1年間） 

●公演、行事等のご案内をご送付します 

（BWV番号に因んで、ご加入順に3ケタの会員ナンバーをお

持ちいだきます） 

◇金額ご自由 （思いついたときに、いつでも、なんどでも） 

HPで詳細をご覧いただけます http://bachchor-tokyo.jp/ 

＜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］ 

ソプラノ：光野孝子    アルト：谷地畝晶子 

テノール：鏡 貴之     バス：山本悠尋 

室内楽：ＡＲＳ（ｺﾚｷﾞｳﾑ･ｱﾙﾓﾆｱ･ｽﾍﾟﾘｵｰﾚ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ）  

オルガン：田尻明葉   

合唱：東京バッハ合唱団 

指揮：大村恵美子 

（チケット情報、他、詳細は準備中） 

 

●ご一緒に、日本語でバッハを歌いませんか？ 

・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） 

詳細はホームページで  http://bachchor-tokyo.jp/ 

 

 

 

http://bachchor-tokyo.jp/

