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今夏のプログラム、みごとな奮闘ぶり
創立記念日 ～ 小布施 ～ 野尻湖
大村 恵美子（主宰者）
この夏は、異常気象のまっただ中にあって、どんな
に大きな影響を受けるのかと、覚悟はしていたにもか
かわらず、東京にはさしたる襲来もなく（被災地域の
方々には、本当に申し訳ない話ですが）、例年に比べて
一層多忙になったスケジュールは、みごとに完了して、
8 月 6 日～24 日の夏休みに入ることができました。
当、8・9 月合併号では、写真を多くとり入れて、超
多忙だった、この期間の合唱団の奮闘ぶりをお伝えし
ようと思います。
■6/30，創立 56 周年感謝コンサート練習風景（荻窪教会）
．
（写真は団
員･千葉光雄さん．以降，特に記述のない場合，すべて同氏撮影）

●合唱団創立 56 周年感謝、バザーと演奏と懇親会
6 月 30 日（土）13：30－15：30、荻窪教会
◆バザー：合唱団の財務状況を好転させるため、数
人の後援会員方、団員その他からバザーのために集め
られた多種類の献品、新刊ご著書の委託販売等、にぎ
やかな店開きとなり、この日を合唱団の枠をひろげて
一般公開としたので、お客様の来訪も多くあって、短
期間の企画としては望外にも 76,280 円の純益となり
ました。
◆コンサート：1 か月半前の、第 116 回定期演奏会
（5 月 12 日、武蔵野市民文化会館）で好評を得たカン
タータ 4 曲（BWV178,176,177,1）の抜粋再演。
演奏：東京バッハ合唱団（指揮・大村恵美子）、ア
ンサンブル（Ob 桜井哲雄、Vn 中川典子、VC 岡山ひか
り）、ピアノ・宮野尾史子。
特別出演：ヴァイオリン独奏・西川豪（J.S.バッハ
《無伴奏ヴァイオリンソナタ 第 1 番》BWV1001）
◆懇親会：荻窪教会・龍口奈里子副牧師の、愛情あ
ふれるお祝いとお励ましのお言葉に始まり、数人のお
客様（団友・後援会員他）の、今後の発展へのさらな
るご希望を、ありがたく受けとめました。

■同上、ヴォランティア･アンサンブルの皆さん（右から VC 岡山ひかり
さん、Vn 中川典子さん、Ob 桜井哲雄さん）

■特別出演の西川 豪さん．バッハ《無伴奏ヴァイオリンのためのソナ
タ》を披露．今秋には，同曲を含むリサイタルが予定されている．

西川 豪
ヴァイオリン･リサイタル
日時＝2018 年 9 月 21 日［金］
19 時開演
会場＝東京文化会館小ホール
・バッハ：無伴奏ソナタ第 1
番 ト短調 BWV1001
・ベートーヴェン：ソナタ第 7
番 ハ短調 op.30-2
・フランク：ソナタ イ長調

月報 8 月/9 月合併号 CONTENTS
・今夏のプログラム、みごとな奮闘ぶり（大村恵美子）
［つづき］「小布施公演」/ 公民館ＷＳは 3 年目……p.2
神山教会コンサート / クリスマス公演に向けて…p.3

入場料＝4000 円（全席自由）
チケット＝03-3552-3831
（パシフィック・コンサー
ト・マネジメント）

・次回（第 117 回）、次々回（第 118 回）公演予告…p.4
・ドレスデンのヴァルブレヒト夫妻からのお便り…p.4

1

●小布施音楽祭プレイベント「東京バッハ合唱団
小布施公演」
今年の 5 月初め、長野市在住の桜井悦子様（長野県
小布施町の、江戸時代から続く老菓子舗のご一族、後
援会員）よりご連絡があり、
「毎年夏の野尻湖に、東京
バッハ合唱団のコンサートを聴きに行き、とても感動
しています。今年にでも、その前後に小布施にもお立
ち寄りいただき、同様のコンサートをお願いできない
でしょうか」とのお申し出があり、その後、団員数名
が出張して、桜井様がお声を掛けてくださった小布施
ミュージアムの館長さん、町議会議長さん、小布施音
楽祭の実行委員の方々と相談し、合宿初日の 8 月 2 日
に、野尻湖神山教会（8 月 4 日）と同じ曲目（BWV1 と
BWV4）での「小布施公演」が、急遽、決定しました。
桜井様は、6 月 30 日のバザーにも、有名な栗菓子を
たくさんご献品くださいました。
8 月 2 日（木）14：00 開演、小布施町立おぶせミュ
ージアム・中島千波館、第 1 展示室
曲目：カンタータ第 1 番（BWV1）抜粋，カンタータ
第 4 番（BWV4）全曲
演奏：東京バッハ合唱団（指揮・大村恵美子）、ソプ
ラノ独唱・光野孝子、アンサンブル（Vn 中川典子、VC
岡山ひかり）、ピアノ・宮野尾史子
桜井様はじめ、小布施町の多くの有力者の方々の素
晴らしいチームワークで、小布施音楽祭のプレイベン
トと位置づけられ、文化の香高いこの魅力的な町で、
バッハにもよく感応をあらわしてくださる 100 名を超
えるお客様に喜んでいただけました。
出演者総数 28 名（指揮、S 独唱、Vn、VC、pf、S：6
名、A：6 名、T：5 名、B：6 名）が、13 時からのリハ
ーサル目指して現地集合。かなりタイトな時間割でし
たので、次には個人的にもゆっくりと時間をとって再
訪したいと、団員も口々に言いかわし、今後の交流の、
記念すべき始まりの日となりました。

■8/2，小布施公演での演奏風景．展示室のコーナーを用いて，観客の
方々と同じフロアで歌いました．
（写真提供:小布施ミュージアム）

■曲と曲のあいだに，光野さんの指導で，カンタータに登場したコラー
ルを覚えていただく試み．ご覧のとおりの満席でした．（写真：団員･
千葉光雄さん）

●野尻湖合宿、8 月 2 日（木）～5 日（日）
公民館でのＷＳ“日本語でバッハ”は 3 年目
こんな前景気に始まった合宿ですが、幸いにも野尻
湖は、地元住人の意志により相変わらず俗化の気配な
く、東京の酷暑を忘れさせる朝夕で待っていてくれま
した。
1 昨年から始まって 3 年目に入った信濃町公民館野
尻湖支館でのワークショップ（ＷＳ）も、コラールカ
ンタータ BWV1 のテーマソング〈あしたに輝く たえな
る星よ〉の数節に、大村健二解説と進行、光野孝子指
導（Vn 中川、Piano 宮野尾）で親しみました。
8 月 3 日（金）18：30 開始、信濃町公民館野尻湖支
館
一般からの参加者：16 名（内、3 回連続 7 名、2 回
1 名、初回 8 名）
ＷＳ参加者の中に、ロンドンから夏休みで、野尻湖
の別荘に滞在中の Meg（Marguerite）Tong さんが、ア
ルトのパートの一員として、飛び入りで合唱に加わら
れました。初見でカンタータ 1 番の複雑な冒頭合唱ま
で、正確な日本語歌詞で歌われたのには驚きました。
オックスフォード大学でバッハのカンタータを専攻中
とのこと。翌日の、公演にも参加ＯＫとなりました。

■小布施カ ラーた
っぷりの小 布施公
演チラシ．音楽祭実
行委員会の 手で作
られました．
当日の配布 用に合
唱団からお 送りし
たプログラムは，
ほ
ぼ全数（110 部）が
捌けました．
ご当地
の動員力（文化度）
に脱帽です．
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●国際村・神山教会での“湖畔でバッハ”
8 月 4 日（土）16：00‐17：30、神山教会（国際村・
野尻湖協会ＮＬＡ内オーディトリアム）
曲目：
・カンタータ第 1 番（BWV 1）《あしたに輝く たえ
なる星よ》（第 1,3,6 曲）
・チェンバロ独奏：スカルラッティ、クープラン（演
奏・宮野尾史子）
・カンタータ第 4 番（BWV 4）《キリスト 死につな
がれしが》（全曲）
演奏：東京バッハ合唱団（指揮・大村恵美子）、ソプ
ラノ独唱・光野孝子、Vn 中川典子、ピアノ伴奏・宮野
尾史子。
出演者総数：33 名（指揮、S 独唱、pf、Vn、S：8 名、
A：9 名、T：5 名、B：7 名）
演奏後ただちに帰京する人、翌 5 日朝、まっすぐ帰
京する人、近くに足をのばす人、とそれぞれに、満ち
足りた日々の思いに包まれながら、約 20 日間（8/6‐
8/24）の夏休みに入ってゆきました。

■湖水をわたる涼風と黒姫の雄(?)姿．全国の皆さん，暑いですか？

●12 月のクリスマス公演に向けて
シーズン後半の練習は、晩夏の訪れとともに、8 月 25
日（土）、27 日（月）から始まります。平常心をとり
戻し、9 月 1，8，15 日（各土）の《クリスマス・オラ
トリオ》公開練習で、荻窪教会に集う「日本語バッハ」
入門の方々を迎えます。
ところで、私たちにとっては、さらなるご依頼がも
う一つ加わりました。
11 月 3 日（土）、日本エキュメニカル協会（松山與
志雄理事長）主催の「エキュメニカルの日の集い」に、
昨年にひきつづきお招きを受け、モテット第 3 番《イ
ェス喜び》（BWV277）と第 6 番《頌めよ主を 世の民こ
ぞりて》
（BWV230）を、日本語で歌わせていただくこと
となりました（会場：国際基督教団代々木教会）。
急な課題ではありますが、誠実な応答で、私たちの
実力を高め、深める機会をいただいたことに感謝いた
しましょう。
さて、東京バッハ合唱団の今後の練習目標は、何を
おいても、12 月のクリスマス公演です。
12 月 22 日（土）14：00 開演、荻窪教会。
この公演を第 117 回定期演奏会と位置づけた経緯に
ついては、7 月号月報で、＜武蔵野市民文化会館小ホ
ール、12/15 開催予定＞の中止のお知らせとともにご
案内したとおりです。予定されていた《クリスマス・
オラトリオ》前半 3 部（全曲）は、多くのご常連が待
ちわびていた人気の演目で、かつオーケストラも大規
模編成であるにかかわらず、小ホール（客席数 425）
を選択したことに採算上の問題があり、即会場変更と
もいかず、已むを得ずの中止となったものでした。も
ともと、当公演の縮小版上演（団員の斉唱＋合唱、ヴ
ォランティア器楽アンサンブル）を、定期演奏会 1 週

■朝食前のひととき．左から B 森永毅彦さん，A 風岡孝子さん（背中）
，
主宰者，B 加藤剛男さん，ヴァイオリンの中川典子（みちこ）さん．

■8/3，野尻湖公民館でのワークショップは 3 年目を迎え，連続参加の
方々とはすっかり顔なじみとなった．今年の指導は光野孝子さん．

■8/4，神山教会でのコンサートは第 43 回目を迎えた．いつもと同じ
景色の前で開演前の記念写真．年年歳歳花相似たり……．前列の黒の
衣装は演奏者，左から Pf 宮野尾，指揮者，S 光野，Vｎ中川の面々．
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間後の教会クリスマス演奏会として計画されていた荻
窪教会が、その受け皿となってくださいました。“第
117 回定演”を欠番にしないで済んだ次第です。
このような経緯を知って、長年の同志的な奏者の
方々が友情出演を申し出てくださり、縮小版とは云い
ながら、いつの間にか豪華な演奏陣となってしまい、
幸いにもふたたび、席数の問題に気を揉んでいます。
後援会員、ご常連のみなさま、ご予定にお加えいた
だければ光栄です。どうかお楽しみに。

どうぞこれからも、ご夫妻が健康に恵まれ、ご活躍く
ださいますようにお祈りいたします。
もう中年に入った子供たち 3 人とも元気に生活してい
ます。野尻湖合宿前にこのお返事が届くことを祈りつつ。
2018 年 7 月 23 日
P.S. 次回里帰りの際は、ぜひ先生方お二人にお会い
したいと思っております。
ヴァルブレヒト 幸子

お便りありがとうございました。大きな喜びをもって
拝読しました。幾重にも感謝申し上げます。
バッハの音楽は、私にとっても、つねに新たに生きる
力を与えてくれるものです。目下、私は礼拝の中でオル
ガンで、コラール前奏曲《Es ist das Heil uns kommen her
（われらに救いの来たれるは）》や《Jesu, meine Freude（イ
ェス わが喜び）》を演奏しています。
こうした折に、私は、あなた方と共に、合唱団および
オーケストラの皆さまとご一緒に過ごした日々をなつか
しく思い起こします。
どうかすべての方々に、くれぐれもよろしくお伝えく
ださい。
ゲーアハルト・ヴァルブレヒト
（訳・森永毅彦）

＜次回公演予告＞
第 117 回定期演奏会
“天使と羊飼いのクリスマス”
―《クリスマス･オラトリオ》第Ⅱ部を中心に―
◆日時：2018 年 12 月 22 日（土）
、午後 2 時開演
◆会場：日本キリスト教団・荻窪教会
◆曲目：Ｊ.Ｓ.バッハ（日本語上演・大村恵美子訳詞）
・カンタータ第 28 番《頌むべきかな 年終り》
Gottlob! nun geht das Jahr Ende BWV 28
・《クリスマス･オラトリオ》より
Weihnachts-Oratorium BWV 248/II +
第Ⅱ部「この地に野宿して 夜」（全曲）
第Ⅲ部「あまつ君よ 聞きたまえこの響きを」
（抜粋）
◆演奏：
Fl 山田恵美子、Ob 土屋愛菜、Vn 中川典子
VC 岡山ひかり、KB 菅原 光、Org 田尻明葉
合唱/斉唱・東京バッハ合唱団、指揮・大村恵美子
◆入場無料：
予約者を優先、先着 100 名まで。ただし、予約は
10 月 1 日より受付けます。

［Gerhard Wallbrecht 氏は、長く新日本フィルハーモニ
ー交響楽団のヴィオラ奏者を務められ、われわれの定期演
奏会にも、長女奈々さん（Vn）と共にたびたび出演なさい
ました。末娘すみれさんは、8 歳からソプラノ団員でした］

＜次々回公演予告＞
第 118 回定期演奏会
◆日時：2019 年 5 月 18 日（土）午後 2 時開演
◆会場：府中の森芸術劇場ウィーンホール
◆曲目：Ｊ.Ｓ.バッハ（日本語上演・大村恵美子訳詞）
・カンタータ第 109 番《われは信ず わが主よ》
Ich glaube, lieber Herr, hilf meinem Unglauben BWV 109
・カンタータ第 166 番《いずこへ 主よ 行きたもう》
Wo gehest du hin BWV 166
・カンタータ第 188 番《わが堅き望み》
Ich habe meine Zuversicht BWV 188
・カンタータ第 79 番《神は わが光 盾》
Gott der Herr ist Sonn und Schild BWV 79
◆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］ 小藤洋平
［室内楽］ 東京カンタータ室内管弦楽団
［オルガン］ 草間美也子
［指揮］ 大村恵美子
◆入場券：全自由席 3500 円（発売開始 2018 年 12 月）

DRESDEN 発 :
ヴァルブレヒトご夫妻からのお便り
大村先生ご夫妻へ
お手紙と月報（1 月～7 月号）、どうも有難うございま
した。わたしたちも 7 月に入ってから、しきりとお二人
のこと、バッハ合唱団のことを思いだし、話し合ってい
たところにお便りが届いたので、たいへんうれしかった
です。これこそテレパシーですね。先生の「夢」物語も
楽しく読ませていただきました。
こちらこそ長らくごぶさたしてしまいました。月報を
読み、とても励みになりました。本当にバッハの音楽は、
どんなに小さな曲でも内容が深くて、理解しているかい
ないかが、すぐ聴き手に分かってしまうものだと日々感
じています。
［マリア教会のコーラスで、今も歌っていら
っしゃいますか？］
大村先生、およびソロの方々、合唱団員、オーケスト
ラの皆様がよく協力され、準備周到で演奏会に向かい、
最善を尽くしておられるのがよく分かり［116 定演の DVD
を贈りました］、ぜひお手本にしたいと思います。

―出演団員募集中―

4

