月報

で きま した 。ア ンコ ール （全 会衆 とコ ラー ルを

第 460 号

東京バッハ合唱団

2000 年 11 月

〒156-0055 東京都世田谷区船橋 5-17-21-101
Tel:03-3290-5731 Fax:03-3290-5732
E-mail:bachchortokyo@aol.com
http://www2.tky.3Web.ne.jp/~bach/chor/

アンメ牧師ご夫妻歓迎特別演奏会
加藤 剛男（団員）
敬愛してやまないグンドルフ・アンメ牧師とバー
バラ夫人が 3 度目の来日をされました。
アンメ牧師は、東京バッハ合唱団の過去 4 回にわ
たるドイツ演奏旅行で、受け入れ側の中心としてご
尽力いただいたベルリン‐ケペニック、聖ラウレン
ティウス教会元牧師で、このたびはドイツ東アジア
ミッション副代表という要職での来日でした。
この春、ご長男ヨハンネス氏を天に送られ（42 歳）
、
悲しみのなかにいらっしゃる先生ご夫妻に、私たち
は去る 5 月 14 日の定期演奏会を追悼の気持ちをこめ
てささげました。
ご夫妻滞在中の 9 月 9 日（土）
、ご夫妻をを少しで
もお慰めできればとの思いで、特別演奏会が開かれ
ました。今年の夏はことのほか暑く、当日も猛暑の
中でした。教会の階段で、アンメ牧師に再会しまし
た。ケペニックでお会いした先生そのままで、少年
のように表情はいきいきしており、お互いに抱き合
ってご挨拶いたしました。
会場となった世田谷中央教会、安藤能成牧師の行
き届いた司会で演奏会が進められました。カンター
タ 106 番はバッハが 22 歳のときの作品、小ミサ曲ト
長調は 54 歳のときの作品。まさにバッハの生涯をた
どるものでした。ご夫妻にお聴きいただくことを考
え、それぞれ原語で演奏されました。
内山亜希さんのピアノにより、カンタータ冒頭の
＜ソナティーナ＞が演奏されはじめると、会場は一
瞬のうちに、厳粛さと深遠さと魂の安らぎとに包ま
れました。106 番全体を象徴するような演奏であり、
バッハの「死」に対する考え方・信念を予見する音
楽でした。合唱で“Gottes Zeit”を歌い出しますと、
アンメ牧師は深くうなずいておられました。アルト
のアリアでは、ご夫妻とも涙を流し、天を仰いでお
られました。バスのアリオーゾで“im Paradies”が
23 回くりかえし歌われますが、ここではアンメ牧師
の表情が、にっこりほほ笑んでおられました。
2 曲目の小ミサ曲は、バッハの信仰を壮大に歌い上げ
るもので、大建築物のような構成で生命力のある音
楽ですが、ひとつひとつ心をこめて演奏することが

合唱）を歌い終わったとき、バッハがご夫妻の心に
深く語りかけてくださっていることを感じました。
まことに、感動的なひとときでした。

■アンコールは、会衆とともにコラールを合唱

演奏のあとで、アンメ牧師より次のようなメッセ
ージが会場の方々に語られました。
「今日の演奏会の美しい音楽を、このままドイツへ
もって帰りたい思いですが、大村先生からのご依頼
により、ここでご挨拶させていただきます。
指揮者と東京バッハ合唱団の皆さまに、心から御
礼を申しあげます。私ども夫婦は、ドイツ東アジア
ミッションの副代表として、３週間日本に滞在いた
します。来週は、嵐山で、日本と韓国とドイツにお
けるキリスト教の状況を勉強し、今いちばん大事な
問題として＜平和と正義＞について、キリスト教が
どう関わるかを学びます。
今年は、バッハが亡くなってから 250 年という記
念の年ですが、このような年に、私たちが東京でバ
ッハ合唱団の演奏を聴くということは大変うれしい
ことです。私は、来日のたびに合唱団の演奏を聴か
せていただいております。合唱団は、今までに４回
ドイツで演奏をしておられますが、そのたびに私は
合唱団と同行し、演奏のお世話をすることができま
した。アイゼナハのゲオルク教会は、J.S.バッハが
洗礼を受けた教会ですが、そこでも２度演奏いたし
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ました。テューリンゲンの小さな村も一緒にバス旅
行をしました。ライプツィヒのトマス教会（バッハ
が音楽監督をした教会ですが）でも演奏いたしまし
た。
バッハは作曲するさい、いつも、Soli Deo Gloria
（ただ神の栄光のために）と記しました。バッハの
生涯は、非常に苦難に満ちたものでした。両親を幼
いときに亡くし、兄の家で育てられました。今日演
奏された２曲をとおしても、彼の重い人生が表現さ
れております。バッハは第５の福音書記者と言われ
ています。バッハが経験した人生のさまざまな苦悩、
苦難、心配。しかし、それにもかかわらず、バッハ
は、わが主は見ていたもう、と歌っています。私た
ちが苦難の人生を歩むときに、バッハから学ぶこと
は多いと思います。バッハの音楽は、私たちが神へ
の道を歩む〈橋〉と言うことができます。
皆さまが、これからも良い日々を過ごされますよ
うに。また大村先生と合唱団の皆さまが、ふたたび
ベルリンに来られるように願っています。私どもケ
ペニックの自宅のドアは、いつも皆さまのために開
いています。神さまの恵みが、皆さまのうえにあり
ますように。」
お誕生日の花束を東京バッハ合唱団から渡された
あと、さらに次のように御礼を述べられました。
「花束をありがとうございました。今年は、長男が
亡くなるという、悲しいことを経験いたしました。
今日のコンサートは、まことに私どもにとりまして
は、慰めに満ちたものであり、重要なものでありま
した。
悲しいことばかりではなく、同時にうれしいこと
もあります。今日は、わたしの 72 歳の誕生日です。
だんだんと人間は歳をとるものです。実は、６週間
前までは、夫婦で日本に来られるかどうかわかりま
せんでした。妻が手術をしたからです。2,３週間前
に医師の許可がでました。日本に来て、皆さまに大
歓迎されましたので、妻も健康いっぱいの身に戻っ
ております。今日は本当にありがとうございまし
た。」
また、当日同行された同ミッションのラモット牧
師は、
「世界中にバッハを歌う合唱団が数多くありま
すが、今日のように、ひとことひとことドイツ人に
よく分かるドイツ語で歌われたのは非常にめずらし
い」と語られました。
演奏会終了後、アンメ牧師ご夫妻、ラモット牧師
ご夫妻、南吉衛牧師（信濃町教会）
、大村先生ご夫妻、
後援会員、団員総勢 38 名の方々と、近くの香港飲茶

専門店で、歓迎懇親会が開かれました。
懇親会にて
右からラモット、南、アンメ（こちら向き）の各牧師、隣りバーバラ夫人

ご夫妻と旧交をあたため、多くの団員から過去４
回のドイツ演奏旅行のさいに、ご夫妻が合唱団のた
めになしてくださったお世話に対する感謝、バッハ
の原点に触れた経験、ベルリンの壁を越えるときの
あの独特な緊張感、ドイツ文化に触れた経験等語り
合いがなされました。
なごやかなうちに、アンメ牧師のご指導で
〈Halleluja Amen〉と〈Gute Nacht, schlafe wohl,
Gott hält die Wacht, gute Nacht!〉が全員の輪唱
で歌われ、ご夫妻の健康とご活躍を心から願うひと
ときでした。

クリスマス･オラトリオを一緒に歌いませんか！
臨時団員募集
東京バッハ合唱団では、1962 年の創立以来、毎年の
ようにバッハの“クリスマス･オラトリオ”を演奏しています。
ヨーロッパでは、これがクリスマス音楽として各地で演奏
されますが、日本ではまだまだ数えるほどです。
今年も 12 月 10 日（日）午後 4 時より上野、石橋メモリ
アルホールで、オラトリオの後半第 4 部～第 6 部を演奏
します。皆さんも、この名曲を一緒に歌いませんか。昨
年にひきつづき、バッハの“クリスマス･オラトリオ”演奏参
加の臨時団員を募集いたします。東京バッハ合唱団に
過去在籍された方々、この際“クリスマス･オラトリオ”を体
験してみたい方々、どなたでも歓迎いたします。
参加条件：
①2000 年 10 月～12 月の練習に極力出席する。
②オケ合わせ 12 月 7 日（木）、9 日（土）各 18 時～21 時、
演奏会当日ゲネプロ 12 月 10 日（日）13 時～15 時、本
番 16 時～18 時に出席する。
③参加費 20,000 円（練習費用、チケット 3 枚分含む）を
負担する。
練習会場：
目白会場（毎週月曜日）18:30～20:30、JR 目白駅下車
徒歩 5 分、目白聖公会。
世田谷会場（毎週土曜日）15:30～17:30、新玉川線桜
新町駅下車徒歩 3 分、世田谷中央教会。
問合せ：
- 2 - Tel.03-3704-0886（加藤剛男）
Tel.0471-88-1673（山下広之）

キリスト受難劇とバッハの故郷を巡る旅
(下)

大村 恵美子
天国で生きる思いの受難劇
９月１日（金）
いよいよ受難劇を見る日。それにしては、昨日出
演のはずの時間に、ユダ役のプライジンガーが仕事
をしていたのは、と不思議でしたが、パンフレット
を見て、ひと月のうち 10 数日が劇のある日、とわか
りました。それに、主要な役はダブルキャストで、
さいわい私のホテルの主人は今日が出演日なのです。
でも、開演１時間前にも厨房や受付などを行ったり
来たりしているのは、余裕でしょうか。
「あなたがユ
ダ役を演じられるのですか？」「ええ、そうです」と
いってニッコリと笑うその天使のような笑顔。そこ
をカメラにおさめられたのはさいわいでした。

■ユダ役のアントン･プライジンガー氏

ふさわしいものとして幼児を指す各せりふの場面で
は、ほんの 2,3 歳のあどけない子どもがクローズア
ップされ、強いアクセントとなって、イェスのこと
ばが印象づけられました。
よくまとまって、これまたさわやかな感じのオー
ケストラは、終演後のステージに近寄ってみたら、
ステージの下にすっぽりと入っていたのでした。前
から 14 番目の私たちの席からは、まったく見えませ
んでした。
会場は、両横からの出入口がいくつもあって、そ
のまま流れるように 5000 人の客を直接すばやく外に
吐き出すことができます。あれこれに創造的な知恵
が感じられて、おみごとでした。
恵みのゆりかご、アイゼナハ
９月２日（土）
旅の終りは、バッハの生地アイゼナハの２泊。ミ
ュンヘンのホテル９時発、航空機、鉄道を乗りつい
で、アイゼナハのシュロスホテルに 16 時過ぎ着。
女主人に「東京バッハ合唱団一行で 1997 年に泊ま
ったのですよ」というと「覚えてますよ、ようこそ」
と歓迎されました。移動に７時間もかかって、一息
入れたいところですが、何か少しでも見ておきたい
と思って、そのままバッハハウスへ直行。このホテ
ルは、ルターハウスのとなり、小さな広場をはさん
でゲオルク教会にも面している絶好の位置なので、
ルター通りをまっすぐに、５分とかからずバッハハ
ウスに出ます。その中間、ルター通り 35 番地が、バ
ッハの本当の生家だといわれて、今も人が住んでい
るのでプレートは出ていないけれど、となりがバッ
ハ専門のみやげ店になっていました。

受難劇は、
9:30－12:30（3 時間）イェスの捕縛まで
15:00－18:00（3 時間）裁判･処刑、復活まで
いろいろな要素をとり入れた音楽劇で、音楽はモー
ツァルトによく似たスタイルで清涼な感じ。ソロも
合唱も迫力にはやや欠けても、むしろさわやかで押
しつけがましくなく好感がもてます。
ユダが大活躍をするのも、演出のひとつのねらい
か、好青年で純情な思いこみ、思い入れが、思わぬ
展開を自らに強いることになり、身のおきどころを
失って滅びてゆくという、現代にも共感をよぶ運び
なので、むしろ天使役にふさわしそうな、うちの宿
の主人の人柄にも、ピッタリでした。ユダだけでな
く、それぞれの配役が個性的な演技、また群衆の処
理も抑制がきいて立派でした。イェスが、神の国に

■J.S.バッハの生家（中央）
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フラウエン広場、バッハハウス横のバッハ像は、
別に何の飾りもなく、昔どおり静かに立っていまし
た。ここで、88 年には、ワルブレヒト家のヴィオラ
（すみれさん、当時小学生で合唱団員）とおじい様
とが、劇的な再会をされたところです。97 年にもま
たゲオルク教会での演奏の合間にみんなと来て、ケ
ルンでいただいた花束を、この像にささげたのでし
た。
今回は、まだ見ていない、西の地帯を訪ねるのが、
私の希望だったので、まずバッハ像の裏手を上がっ
て、バッハハウスの庭に面した、父アンブロジウス
がアイゼナハに出てきたころの住居、丘の上の市壁
の塔、少年バッハが学んだラテン語学校（現在はク
ロイツキルヘ）
、ルターもバッハも通ったドミニコ修
道院あと（これは新装されている）など、まわって
みました。バッハが両親、兄弟としあわせに過ごし
た 10 年間の通学路です。この 10 年間の恵みが、後
の風雪に耐えて開花、結実に至らせる、バッハの大
切なゆりかごだったのです。

■丘の上の塔（アイゼナハ）

テューリンゲンの小さな町々

■旧ラテン語学校(アイゼナハ)

最後に、ニコライ教会と町の門を出はずれたとき、
天気雨のような空に、くっきりと、私がこれまで見
たこともなかったほど大きな虹が、半円形の雄姿を
見せました。アイゼナハと壮大な虹、この光景を忘
れることはないでしょう。

９月３日（日）
朝、もういちどアイゼナハの町に出ました。ゲオ
ルク教会正面には、守護聖人ゲオルクがドラゴンを
退治している黄金の像があったのですが、なくなっ
て台座だけになっています。おそらくバッハ像にな
るのではないでしょうか。ゲオルク像は、少しさき
の、やはりマルクト広場の駅よりの一隅、市庁舎と
宮殿の前に移動していました。
9 時 30 分、ゲオルク教会の礼拝。あまり時間がな
いので、オルガン前奏、祈祷、最初の讃美歌までで
抜け出して駅へ。私たちの２回の演奏会（88 年、97
年）では、3 階までいっぱいだったのに、今日の礼拝
は 100 人くらい、老人が多いということもなく、小
さい子ども連れの夫婦も多いようでした。
さて、96 年の下見は全部タクシーで、97 年のとき
には大型バスで、テューリンゲン遠足をした、その
全行程を、今日は、鉄道とタクシーとでなるべく効
率よくまわってみるつもりなのです。
前半は鉄道利用、
アイゼナハ 10:09 発－ミュールハウゼン 11:23 着
ミュールハウゼン 13:27 着－ワイマル 14:30 着
ワイマル 16:05 発－アルンシュタット 16:53 着
もうレストランなどに入っている時間も惜しいの
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■ミュールハウゼンの町の壁

で、朝食の残りでサンドイッチをつくり、車内で昼
食。電車もなかなか快適で、人が少ないので貸切り
のような気軽さです。
ミュールハウゼンは、駅から入ったおかげで、町の
壁が広範囲によく保存されているのがよくわかりま
した。
ワイマル はタクシーで回ってもらいましたが、ホ
テル･エレファント正面バルコニーに、等身大のバッ
ハ像が立っているのにはおどろきました。ホテル
の左側の壁に、ここにバッハが住んでいて、フリー
デマンとエマーヌエルとが生まれた、というプレー
トは以前からありましたが、ホテル･エレファントの
敷地そのものがそれだったのでしょうか。
アルンシュタットでは、マルクト広場や町中がお祭
りさわぎで、バッハ教会前でもメリーゴーラウンド
がまわっていました。かつてのバッハの住居という
のが、いまだに地図上でもはっきりしないので、町
の人にきいてみました。確信をもって教えてくれて、
その前まで案内してくれた女性がいて、広場からナ
イデック城の塔を正面にみながら南下する道の中途
の家に、張り紙がしてあって、たしかに、バッハの
住居だった、と記されています。しかし、あとで地
図とひき合わせてみたら、それはセバスティアンの
祖父クリストフ･バッハ（1654 年以降アルンシュタッ
トで活動した）の家だったようです。1987 年 DDR で
発行された《Reisen zu Bach》の地図にのっている J.S.
バッハの住居というのは、結局わからずじまいにな
りました。
鉄道利用での不便は、駅にしかタクシーが見つか
らないことで、町の中心までのつまらない道を、帰
りも駅まで歩かなければなりません。さいわいセダ
ン車とよい運転手にめぐり合わせたので（値段は変
わらないというけれど、大きなワゴン車は長く乗る
と疲れるのです）、ドルンハイム、オールドルフ、ヴ
ェヒマルと回ってもらいました。アウトバーンを一

気にとばして、アイゼナハのホテルに帰りついたの
が 20 時過ぎ。
ドルンハイムでは、今日は、村をあげての盛大なバ
ッハ祭があって、バルトロメオ教会も、外国人トゥ
ーリストもまじえて大いに賑わったそうです。その
おかげか、教会はまだ開いていて、何人かのお客
を相手に、おみやげを売っていたので、私たちも、
新装成った内部を見ることができました。22 歳のバ
ッハの結婚式当日のように、晴れがましく愛らしい
教会になっていました。裏手の、ここも花におおわ
れた墓地もながめて引き上げました。たしかに近い
将来は、
「ゲーテ街道」と並ぶ「バッハ街道」のチャ
ーミングな観光スポットとなって、全世界に知れわ
たることでしょう。

■バルトロメオ教会（ドルンハイム）

オールドルフは、少年バッハが両親の死後お世話に

なった長兄の家、ミハエル学校（教会）あとの、ご
く最近再建された塔、エーレンシュタイン城の塔、
の３ヵ所をまわりました。みんなと来たときは、し
ばらく散策して、城の中まで入れましたが、タクシ
ーでは、周囲が金網で囲われていて近づけなかった
ので、小川にかかる橋など、垣間見ながら別れまし
た。この町が、最もつらかったに違いないバッハの
少年時代をしのばせられる、私にはいちばんなつか
しい感じの場所なのです。
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バッハ･カンタータ 50 曲選
出版ニュース No.7
第２集の予約申込みを受付けます
2000 年 5 月に発売となった第１集（10 冊）は、
その中に 2000 年度定期演奏会に演奏されるものが
3 曲含まれていたため、実際には、東京バッハ合唱
団が練習をはじめる年初から、必要となりました。
今後も、10 曲シリーズの中には、定期演奏会の曲
目が必ず含まれることになっていますので、年初に
出版という形がいちばん理想とされます。
第２集も、なるべく早い出版をめざして努力中で
すが、現在、事業を始めた際の投資に多くかかり、
その回収に苦労しています。第２集の予約受付けを
早く始めて、出版にこぎつけたいと思います。どう
ぞ皆様のお申込みをお待ち申しあげます。
これから初めて揃える方は、第１期分も 10 冊お
申込みの場合は、特価 13,800 円＋消費税 690 円＝
14,490 円です。
第2期
■ミハエル教会の塔（オールドルフ）

最後のヴェヒマルのバッハハウスに寄ったころは、
もうすでに暮色も濃くなり、車内からぐるぐる見た
だけになりました。97 年のときも行程の最後になっ
て、もう閉まっていたのを、アンメ先生が、ゴータ
から責任者を呼び戻してもらい、私たちのために開
けてもらったのですね。家の前で集合写真をとった
り、待っている間、近くの教会を見学したりしまし
た。
それぞれの町について、書き出したらきりもなく、
過去と今日の話が広がるのですが、膨大になるので
今は断念します。
９月４日（月）13:50 フランクフルト発
９月５日（火）8:30 成田着。
予定通りに旅は終りました。

No.11＜み神に 謝しまつらん＞BWV29
（32 頁、1500 円）
No.12＜喜びのぼれ いと高き星に＞BWV36 （56 頁、1900 円）
No.13＜与えよパンを 飢えたる者に＞BWV39（40 頁、1700 円）
No.14＜イェスをほめよ 新たの年に＞BWV41 （36 頁、1600 円）
No.15＜同じ安息日の夕べ＞ BWV42
（44 頁、1800 円）
No.16＜主は告げぬ よき行いの何なるかを＞BWV45
（36 頁、1600 円）
No.17＜いざ来たりませ 世の救い主＞BWV61（28 頁、1400 円）
No.18＜彫りきざめ この日＞BWV63
（44 頁、1800 円）
No.19＜み神はこの世を かく愛したまえり＞BWV68
（36 頁、1600 円）
No.20＜目覚めよと呼ばわる 物見の声高し＞BWV140
（52 頁、1900 円）

このうち、2001 年 5 月の第 89 回定期演奏会の上
演曲目は BWV29 と BWV140 の 2 曲、同じく 12 月の第
90 回定期演奏会では BWV36 が上演されます。
なお、今期の中には、クリスマスシーズン用のも
のが、BWV36、41、61、63 と 4 曲も含まれているの
も、ひとつの特徴です。
第 2 期 10 曲セット
予約申込みの場合：特価 15,000 円＋消費税 750 円
＝15,750 円（送料共）
（定価 16,800 円＋消費税 840 円のところ）
お申込み／お問合せ先：東京バッハ合唱団事務局
電話 03-3290-5731
FAX 03-3290-5732
E-Mail : bachchortokyo＠aol.com
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