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この夏の小布施・野尻湖公演で、東京バッハ合唱団

のコンサートに初めて参加させていただきました。た

くさんの幸せと気付きに溢れた、忘れえぬ 4 日間を終

えて帰宅いたしましたが、ここではこの 4 日間に限ら

ず、昨年はじめてご縁をいただいて以来、一歩一歩深

まっていった、「日本語でバッハを歌う」ことに関する

私の理解のあゆみについて振り返りながら、初参加の

感想とさせていただきたいと思います。 

*  *  * 

昨年はまだ酷暑の残る季節の土曜日に、荻窪教会の

会議室で初めて大村恵美子先生はじめ合唱団皆様とお

めにかかりました。このときの私の理解は「さまざま

な選択肢がありうる中で、日本語でバッハを歌うこと

を選んでいらっしゃる団体だ」というじつに浅いもの

でした。お話を伺うなかで、讃美歌が日本語で歌われ

るように、カンタータも日本語で歌われるべき、との

趣旨を伺い、なるほど信仰のための音楽なのだから「日

本語になっていることの利点」は大きいと共感しまし

たが、今にして思えばたいへん記号的な理解にとどま

っていたと言わざるを得ません。 

そののち数回、合唱の音取り練習にオーボエ 1 本で

賛助させていただきました。訳詞の響きを耳にし、歌

詞と曲想が実に分かちがたく結びついていることを体

感するようになり、あわせて昨今の月報を幾冊も送っ

ていただき、そこに記されている訳詞の推敲課程につ

いて拝読するうち、日本語化という作業は、単なる単

語の置き換え作業ではなく、ほとんど作品の一つの姿

を創り出している、真正面からの創作活動なのだとい

うことに気づいてゆきました。そしてこの高度きわま

る「現代日本にバッハ作品を着地させる創作作業」の

ために、大村先生は、遠くは万葉集から近くは芭蕉に

いたる日本の言語芸術の拡がりに遊ばれ、深く味わっ

ていらっしゃることを知るにつけ、訳詞の一語一語が

宝石のように見えるようになってゆきました。 

ちょうどその頃、野尻湖での賛助出演にむけ、オー

ケストラ楽譜を拝借しました。合唱団所蔵のパート譜

には細かな演奏指示が几帳面に加筆されていて、これ

をみるにつけいよいよ緊張が高まりました。というの

もそれらの指示は、われわれモダン楽器を扱う者が入

口とすることが多いリヒターやリリングの音源とは明

らかに異なる部分が幾つもあり、これはまさしく、カ

ンタータを現代日本に着地させるため、大村先生が格

闘された足跡にほかならないからです。この作品につ

いて、大村先生はバッハの真意をどこにご覧になって

いるか、演奏者としてこれを忠実に読み解かねばなり

ません。本来なら演奏者の裁量に任せられる部分が多

いはずのバロックの楽譜を前に、これほど緊張したの

は殆ど初めての体験で、今回のメンバーで話し合いを

重ねながら「日本語で演奏されるバッハのための音作

り」に取組みました。 

そして、本番直前の土曜日・月曜日のオケ合唱合わ

せを迎えます。われわれは初日は午前から荻窪のスタ

ジオに入り最終確認を重ね、われわれなりに最善を尽

くした状態で臨みましたが、合唱・オルガン・器楽の

tutti が最初に響き渡った BWV147-10 の衝撃は忘れら

れません。そこには半世紀にわたり「日本語でバッハ

を歌い続けてきた」一つの合唱団の個性が輝いていた

からです。私たちがウィーンフィルを聴いてウィーン

フィルの個性に惹かれるように、このコラールには東

京バッハ合唱団の確かな個性が輝いていて、その美し

さと、なによりその迫力に深く心が動かされ、鳥肌が

たちました。皆さんとのこの公演を何としても成功さ 
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せたい、との想いをいよいよ強くしたひと時でした。 

この練習から数日とおかず、1 日目の小布施ミュー

ジアム、3 日目の野尻湖神山教会でのコンサートを迎

えるわけですが、それぞれの会場で、ふたたび･みたび、

今度は「日本語のバッハを聴く（聴き続けてきた？）

方々」に囲まれ、魂が揺さぶられました。心をひとつ

にしてくださる協力者の方々、真正面から傾聴してく

ださるお客様がつくりだす会場の柔らかな雰囲気は格

別というほかなく、これは合唱団が長きにわたり誠実

に積み上げてきた演奏活動の反映に違いありません。

作品を愛し歌う人と耳を傾ける人、この日この時この

作品に、まさに一期一会の関係を成就させつづける、

なんと幸せな演奏活動を続けていらっしゃるのか、と

舌を巻くばかりでした。 

*  *  * 

最初のコンサートを経て私はいま、「日本語で歌う

バッハ」の大きな木を見あげている気持ちです。57 年

前に播いたその種は、踏みつけられたり鳥に食べられ

ることもなく、岩の上やイバラの下に落ちる事もなく、

こんなにも豊かな土に根を拡げ、枝を伸ばし、葉を茂

らせ、幹を太らせ、いまや百倍の実をむすび、鳥や獣

が憩う大木に育っています。その美しき営みの一端に、

今こうしてご縁をいただき、加わらせていただけるよ

うになった幸運に、深く感謝しております。 

次は 12 月、2 つの教会での《クリスマス・オラトリ

オ》の伴奏を担当させていただきます。編成も今回よ

りずっと大きく、練習回数も数倍に増やし準備してま

いります。どうぞよろしくお願いいたします。 

大村恵美子先生、そして東京バッハ合唱団の皆様に

深い感謝を込めて（2019.8.7） 
 

*）ARS は、室内楽演奏団体 Collegium ARmonia Superiore 

Japan（コレギウム･アルモニア･スペリオーレ･ジャパン）

の略称。本年 12 月のクリスマス教会コンサートでも協

演が決まっている。 

 

 野尻湖合宿、参加の皆さんからのご寄稿  

以下、事務局への到着順に掲載させて頂きます。多くの

方々からお寄せいただき、また、たっぷりと思いの丈をご披

露くださいました。今号は「野尻湖合宿、小布施・野尻湖コン

サートツアー」特集増ページ特大号でお届けします。 

 

野尻湖合宿を終えて 

久保庭 重夫（団員：バス） 

今年も盛り沢山の内容でしたが、良かったところ、

疑問に思うところ、それぞれありました。 

良かったのは、鏡さんのボイトレです。本来は１対

１でやるのが一番効果あるのですが、人数が多くて時

間の制約もあり 2、3 人を一緒にしたのはやむを得ない

所でした。鏡さんのクリアーでまっすぐ聞き手に届く

あの発声を学べるかと期待したのですが、まああんな

短時間では無理ですね。これからも指導いただきたい

所です。 

小布施と神山教会と 2 箇所でのコンサートは結構大

変でした。神山教会コンサートは長年の恒例となって

きましたが、今回は、例年よりまばらな観客の多くが

外国人で、休憩後はそれも少なくなってしまいました。

あの情緒ある木造りの教会で歌うのは、気分は良いの

ですが、あの少ない観客に我々の日本語の演奏を届け

る意味はあるのだろうか、と思ってしまいます。小布

施町近隣は文化程度が高くて、バッハの音楽にも興味

を持って聴いてくれる方々が、チケットを買ってまで

来てくれるのでやる意味はあると思います。小布施公

演がなければ、まあ神山教会もありかも知れませんが。 

ＡＲＳとのコラボ、チェロ独奏は最高でした。これ

からも継続してコラボできたら良いのではと思います。

最後にテナーの方々の献身的な仕事、ありがとうござ

いました。（2019.8.5） 

 

野尻湖合宿に参加して 

白井 昭子（団員：アルト） 

 酷暑の東京に戻ってしまうと、野尻湖合宿がなんだ

か遠い出来事のような気がしてきます。でも思い返し

てみると、あの素晴らしい絵画に囲まれた美術館ホー

ルでのコンサートも、今年はＡＲＳさんのアンサンブ

ルの演奏付きで、聴きにいらした聴衆の皆さんも喜ん

でくださいましたが、私たちにとっても、本当にうれ

しい演奏会でしたね。 

そして小布施を終えて出かけて行った野尻湖は、素

晴らしい夕焼けで迎えてくれ、オーナーが替られたと

伺っていたので、どうかしら？ と案じていたのですが、

いつもと同じように気持ちよく迎えてくださり、食事

も毎食美味しく、特に朝には大粒のブルーベリーがた

くさん出てきたのも嬉しいことでした。 

合宿の中身も今年は、中日にワークショップがなか

ったので、ちょっと寂しい気もしたのですが、お蔭で

ゆとりができ、各パートが鏡先生に少人数で発声を見

■「野尻湖は，素晴らしい夕焼けで迎えてくれ……」（初日の夕方） 

（p.2-6 の写真は，特記ない場合，すべて B 千葉光雄氏撮影） 
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ていただき、あとの自由時間はパート練習をしたり、

ボートに乗ったりと、本当にゆったりと充実した気分

で過ごせたことでした。 

恒例の神山教会での演奏も、多くのお客様が来てく

ださり小布施と同様に良い演奏でしたね。特に、椿周

(つばき･あまね)さんという中学生のチェロの方が、疲

れも厭わずにすばらしい演奏 をしてくださった姿に

は教えられ励まされた思いで、疲れてきていた私も最

後まで歌い続けることができて本当に感謝でした。 

大村先生はもっとお疲れだったことと思います。楽

しい合宿をありがとうございました。（2019.8.9） 

 

画期的だった夏の合宿 

小海 基（団員：テノール） 

小布施から始まった、今回の野尻湖合宿は、東京バ

ッハ合唱団にとって画期的な回となったように思いま

す。まず何よりもＡＲＳの皆さんと田尻明葉さんの伴

奏の参加で、実に充実したカンタータ演奏ができたこ

とです。きびきびと、前へ前へとテンポを進めながら

も良く歌うその演奏に、合唱も挑発を受けて、とても

若々しいカンタータ演奏になったと思います。BWV188

《わが堅き望み》はコンチェルトのシンフォニア付き

ですし、BWV79《神は わが光 盾》も太鼓付きと、いつ

になくバラエティー豊かなカンタータの世界が広がっ

たと思います。小布施ミュージアムは、小布施の町中

の人が育てている芸術の中心地という感じで、今年の

展示絵画も素敵でしたが、こうした演奏する側も、聴

く側も、どちらも受け身ではなく芸術の発信者である

ような所でこそ、バッハのカンタータ演奏は大きく花

開いていくのだろうと思わされました。団員による中

日の「ミニコンサート」も、思いがけなく充実した「大

コンサート」となり、これもまたうれしいことでした。 

前から私は発言していることですが、日本語でバッ

ハのカンタータを上演することは、演奏する人も聞き

手も同時に巻き込まれていく、「蜷川シェクスピア」上

演や「東北弁シェクスピア」上演みたいなものである

べきだと思うのです。なるほど本場ドイツの聖トマス

教会合唱団や聖十字架合唱団のカンタータも「本場物」

としてあって良いのですが、それだけじゃない。バッ

ハのような稀有な世界的作曲家のカンタータという代

表作は、ちょうど「カレー」が発祥こそインドかも知

れないけれど、世界中、日本全国各地に「名産地」が

あるようなものであるべきだと思うのです。その中で

オリジナルにこだわるバッハコレギウムジャパンみた

いな演奏もあっていいし、東京バッハのようなその土

地や精神に「受肉化」したバッハの志向もあるべきだ

と思うのです。何気なく入った人が、バッハのカンタ

ータの世界に巻き込まれて衝撃を受ける、それもブリ

ューゲルの絵じゃないですけれど、聖書の世界がパレ

スチナでなく、オランダの当時の風景の中で身近に展

開されるような衝撃、それこそが「日本語上演」の醍

醐味だと思っています。今回皆で野尻湖の食堂で 5 月

の定演のＤＶＤを観ながら、日本語がずいぶん聞き取

りやすかったことに改めて驚かされました。日本語な

らではの表現、聴衆に「内容を届ける」演奏というも

のが少しずつ身についてきたことを感じました。 

テナー担当の合宿でしたが、目まぐるしくタイムス

ケジュールが変更される中で、林貞敬さんと松尾浩之

さんにほとんど全部担っていただいて、良い合宿にな

りました。（2019.8.11） 

 

2声の対話のユーモア 

椿 周（ＡＲＳメンバー：チェロ） 

大村恵美子先生、今回は、貴重な機会をいただき、

本当にありがとうございました。カンタータの通奏低

音ばかりでなく、ソロ演奏の機会をいただいたり、お

食事の時には、先生方が毎回呼んでくださって、いろ

いろなお話をきかせてくださったり、たいへん勉強に

なりました。ものすごく自分が成長できた合宿でした。

本当にありがとうございました。 

さて、芭蕉の俳句の感想を宿題にいただきましたが、

実はぼくは学校でまだ俳句を習っていません。古文は

やっとこれからで、まことに恥ずかしながらまだ芭蕉

の俳句は一つも見たことがありませんでした。 

そこで僕は、自宅にあった松尾芭蕉の漫画を 1 冊よ

みました。そのおかげで、いくつかの句の意味は分か

るようになったのですが、まだ意味の分からない句が

沢山ありますし、ほかにどんな句があるのか、想像も

つきません。このような状態なので、大村先生の『芭

蕉句七十選』について何か意見申し上げるのはとても

難しいです。 

そんな僕でも、初めて見た俳句ですが、36 番がとて

も気に入りました。「蕎麦はまだ 花でもてなす山路か

な」という句です。この句は、そばの花が一面に咲い

ていると理解することもできますが、芭蕉さんの気持

ちも読み取ることができます。蕎麦の花を歌っている

■ 3 日目午前の全体練習（湖畔のマリンハウス） 
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のに、芭蕉さんの「お腹がすいた」という気持ちも読

み取ることができる、なんともユーモアの感じられる

俳句で、おもしろいと思いました。 

ユーモアといえば、僕の知っている範囲の音楽では、

2 声が対話し音楽を進めていく作品（たとえば、この

間演奏させていただいた J.S.Bach 無伴奏チェロ組曲

第 3 番のアルマンド）にも、少し通ずるところがある

感じがします。 

12 月にまた皆さんとご一緒できることを楽しみに

しております。まだまだ暑い日が続きますが、お体に

気を付けてお過ごしください。（2019.8.11） 

 

野尻湖合宿「ミニコンサート」報告 

荒井 せつ子（団員：ソプラノ） 

合宿 2 日目（8 月 2 日）、午後 7 時から野尻湖湖畔の

レイクハウスでいつにもまして多彩なプログラムで恒

例のミニコンサートが開かれました。常連出演者に加

えて今年は初参加の松尾浩之さん、オーケストラのＡ

ＲＳのメンバー5 人が加わり、日頃の鍛錬の腕を披露

してくださいました。 

 

プログラム（敬称略） 

① 小海基（Ten 独唱）、風岡和子（P 伴奏） 

・谷川俊太郎／木下牧子「春に」  

・やなせたかし／木下牧子「ロマンチストの豚」 

② 松尾浩之（Vn 独奏）、田尻明葉（P 伴奏） 

・ザイツ「協奏曲第 2 番第 3 楽章」 

③ 松尾茂春（編曲／別和声） 

・「小さいひつじが」（讃美歌 21-200）：団員有志（合

唱）、松尾文子（P 伴奏） 

・「きらきら星変奏曲・続編」：新妻由加（Org、録音

CD による特別遠隔参加） 

④ ＡＲＳメンバー（室内楽） 

・モーツァルト協奏曲：井上薫子（Vn）、海野真央（Va） 

・アルビノーニ「2 本のオーボエとオーケストラのた

めの協奏曲」：井上薫子、海野真央、椿周（VC）、椿奏

重（Ob）、椿高明（Ob）  

⑤ 室田ファミリー・メドレー 

・モーツァルト「ケルビーノ「恋とはどんなものかし

ら」：室田千晶（Sop と P） 

・バッハ「わが暗き思いを照らしたまえ」（『クリスマ 

ス・オラトリオ』第 5 部から）：室田悟（B）、室田千晶 

（P 伴奏）  

⑥ 川合満里子（Sop）、田尻明葉（P 伴奏） 

・ミュージカル漫談 ・「アヴェマリア」 

⑦ 久保庭茂夫（B）・石井百合子（Sop）二重唱 

・モーツァルト「ドン・ジョバンニ」より 

⑧ 合唱とフルート 

・混声合唱「モスクワ郊外」、男声合唱「夏の思い出」、

「海―その愛」（Fl 助奏付）：加藤剛男・宮城幸義・久

保庭茂夫・白井昭子・荒井せつ子（Chor）、風岡和子（P）、

白井均（Cond/Fl） 

・フルート二重奏（白井均 Fl、風岡和子 Fl）  

 

演奏後に、先生がご準備くださった参加賞（和柄の

てぬぐい、ハンカチ）は、この合宿に独唱と声楽指導

とで参加してくださった鏡先生、ピアノ演奏と練習伴

奏とを担当してくださった田尻明葉さん、初参加で初

出演のＡＲＳの 5 人のメンバー、同じく初参加の団

員・松尾浩之さん、同じく団員の川合満里子さんには

最多出演者賞（ミニコンサート開催以来、毎年出演）

として、それぞれ差し上げました。 

 暑さがことのほか厳しかった今年の合宿で特筆すべ

きことは、何といってもテノールの鏡先生が参加なさ

って、各パートを小人数に分けての歌唱指導をしてく

ださったことです。演奏会では心のこもった歌唱で聴

衆と団員を魅了してくださいました。またＡＲＳメン

バーの参加により、お若い 3 人の弦楽器の生き生きと

した演奏と、息のあった椿さんご夫妻のオーボエが加

わって、小布施でも神山教会でも、いちだんと格調高

い演奏ができたことです。 

なかでも椿家の次男、14 歳の周（あまね）君の無伴

奏チェロ組曲独奏は、初めの 1 音を聞いた瞬間に聴衆

の皆さんがハッと顔を上げられるのが分かりました。

これからも東京バッハ合唱団との演奏の機会を増やし

て、長いお付き合いをして頂きたいとしみじみ思いま

した。 

 このように、多才で有能で感性豊かな方々とともに

この合宿に参加できたことをつくづく幸せに思いまし

た。（2019.8.11） 

 
■ＡＲＳ，左から椿奏重・椿高明・椿周・海野真央・井上薫子のみなさん．

（ミニコンサート．2 日目の晩・マリンハウス） 

■これぞ「野尻湖の夏」（3 日目の朝，B 本田茂樹氏撮影） 
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野尻湖合宿 初参加の感想 

田尻 明葉（オルガニスト・伴奏者） 

野尻湖合宿、はじめて参加させていただきました。 

普段の練習では得ることのできない経験の連続で、と

ても有意義で楽しい時間でした。 

環境の整ったホールや、大きくて立派なオルガンが

あるところで演奏するバッハもちろん素晴らしいけれ

ど、人々の集まる場所に音楽があって、それをそこに

いるみんなで共有するというのは、これもまたバッハ

のあるべき姿なのだなと思いました。 

練習以外での、毎日の食事、ミニコンサートでは、

普段は会話をしたことがなかった団員のみなさまの博

識さや、多彩な一面にも触れ、こういうことの一つ一

つも東京バッハ合唱団の音色の豊かさを作っているの

だと感じました。 

この後も行事が続きますが、どの曲も大事に丁寧に

勉強していけたらと思います。今後ともどうぞよろし

くお願いいたします。（2019.8.14） 

 

蝉しぐれの中「希望はみもとに憩う」 

風岡 和子（団員：アルト） 

山べに向かいてわれ 目をあぐ 

助けはいずかたより きたるや 

（詩編 121 編-1） 

森閑とした教会の中、聞こえるのはかまびすしい蝉

しぐれ。外では真夏の太陽の下、湖での遊びに興じた

り芝生でくつろぐ人々。そこへオーボエの愛らしい旋

律が前奏を奏で始める。バッハというのはどうしてこ

うものっけから人の心をつかむメロディーを思いつく

のか。まんまとバッハの策略にはまり、テノールの美

しい歌声とそれに寄り添う器楽の伴奏に引きこまれて

いく。 
 

わが 堅き 望み 

まことなる 神に あり， 

希望は みもとに 憩う． 

みな 砕け 落つとも  

信実(まこと) 信仰 失すとも， 

主こそ いと 善き 神 

（カンタータ第 188 番第 2 曲テノール・アリア、大村恵美子訳詞） 
 

ところで中間部の曲想が変わるところの歌詞だが、

同じような、しかし結論は全く違う別の歌を思い出す

のは私だけだろうか。別の歌とはエディット･ピアフの

「愛の讃歌」の冒頭である。日本に流布している“あ

なたのもえる手で、云々”は原詩の意味を伝えていな

い。その冒頭とは「もしも蒼空が崩れ落ち、地が割れ

ようとも」、その先は「あなたが愛してくれるなら、私

は気にしない」……と、こうなるわけで、歌謡曲。し

かし〈みな砕け 落つとも 信仰失すとも〉……、その

先に歌われるのは、さすがバッハ〈主こそ いと善き神〉

である。格調の高さは抜群で、有無を言わさず納得さ

せられる。でも「愛の讃歌」の軟弱さも捨てがたい。 

さて話を元に戻すと、このアリアに先がけて奏され

るのがシンフォニア（BWV188/1）だ。今回はピアノコ

ンチェルト風となったが、そのアンチ･バロックな感じ

が、古色蒼然とした木造の教会に妙にマッチして不思

議な空間を作り出していた。この曲には、バッハの音

楽語法がいくつもちりばめられているのに改めて気づ

かされた。アッと思わせる音の跳躍や半音階、旋律や

リズムを際立たせるアウフタクトやタイやシンコペー

ションの多用、2 度を含む不協和音とその解決、際立

つ減７の和音、転調の巧みさ、終結へ向かうカデンツ

ァの緊張、意表をつく和音の進行（来年生誕 250 年を

迎えるどこぞの楽聖とは大した違いだ）、違う楽器同士

の会話（いみじくも、これを打ち上げの席で指摘した

のは未来のカザルスくん［p.3、椿周「声の対話のユー

モア」参照：編集部］）、など。 

かくして野尻湖合宿は無事に終わった。50 年前の大

学生よろしく、同じ釜の飯を食べ、練習に明け暮れ、

畳の和室に雑魚寝した。今となっては懐かしい。極め

つきのオマケは夜の湖畔の詠唱「誰も寝てはならぬ」

と「春の夢」であった。（2019.8.14） 

 

終了報告 

野尻湖 2019（合宿と公演） 

■小布施公演、8 月 1 日（木）14：00 開演 

会場：おぶせミュージアム･中島千波館 

  主催：小布施音楽祭実行委員会、同上館 

チケット：1000 円（入館料込み）  

■野尻湖公演、8 月 3 日（土）15：00 開演  

会場：野尻湖国際村･神山教会（Auditorium,NLA） 

  主催：東京バッハ合唱団 

協力：野尻湖協会(NLA)、協賛：野尻レイクサイドホテル 

＜プログラム＞ 

・カンタータ第 109番《われは信ず わが主よ》1,3,5,6 

・カンタータ第 166番《いずこへ 主よ 行きたもう》1,3,6 

・カンタータ第 188番《わが堅き望み》1,2,5,6 

・チェロ独奏：無伴奏組曲第 3番 BWV1009より 1,2 

・カンタータ第 79番《神は わが光 盾》1,3,5,6 

・みんで歌いましょう：コラール BWV147/10 

＜演奏者＞ 

独唱：鏡貴之（テノール、合宿声楽指導） 

ピアノ：田尻明葉（合宿練習伴奏） 

  室内楽：井上薫子 Vn・海野真央 Va・椿周 VC・椿奏重 Ob 

・椿高明 Ob（以上 ARS メンバー） 

太鼓（BWV79）：室田千晶（団員） 

  指揮：大村恵美子（合宿練習指導、訳詞） 

＜参加団員＞S:6 名、A:8 名、T:6 名、B:8 名（計 28 名） 

＜入場者＞小布施公演：約 70 名、野尻湖公演：約 50 名 
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野尻湖の空に手を広げ 

降りそそぐ光を集めて 

本田 茂樹（団員：バス） 

今年の野尻湖合宿は、私にとって久々の参加でした。

また、ミュージアムの絵画に囲まれてバッハのカンタ

ータを歌ったのは、初めての経験でした。小布施は花

の街。小布施では、花を愛する 70 人ほどの聴衆の優し

い笑顔に包まれて歌うことができました。 

音楽は人間の孤独な感情に結びつき、音楽的体験は、

常に生の深いところで自分を鼓舞するというきわめて

個人的なものであると思います。日常的な日々の生活、

世俗のものを信仰心と共に大切にしたバッハのカンタ

ータは、内面に抱えている聴衆のなんらかの宗教的思

いとともに、会場の中で絵画と美しくピトレスクに溶

け合い、まるで小布施の美しい花の希望の蕾が、我々

の歌うバッハの魂と共に遠くを見つめているようで、

まさに絵画に囲まれたこの風景空間に相応しいもので

した。そこでバッハの魂は、指揮者の精神がアインザ

ッツし、天高く振り上げる手のタクトにのって、我々

と一緒にいる聴衆とともに純粋な力を持って顕れ、小

布施の聴衆の穏やかな笑顔の中に、感情がともにある

ことを感じました。 

また、野尻湖協会（NLA）協力の下、毎年開催され

ている野尻湖国際村神山教会でのコンサートは、陽射

しが強く、皆汗だくでの教会演奏でしたが、暑い最中

聴きに来て頂いた外国の方から、終演時“Bravo!”と

の掛け声があり、また、立ち話で感想をお聞きしたご

夫婦から“Fantastic!”との感想を頂きました。私の

滞在したホテルは、団員の皆さんとは別だったのです

が、昨年の我々のコンサートに来て頂いたオーナーの

テッドさんや国際村に住んでいるＩＴディレクターの

ステファンさんからも「昨年のコンサートは良かっ

た！今回も成功おめでとう！」との言葉を頂きました。 

野尻湖国際村で外国の方の前で歌うというのは、無

表情の聴衆とは異なり、直截簡明、ストレートにお互

いの感情がはっきり分かり合えて嬉しかったです。晴

れやかな笑顔で野尻湖の青く透き通る空に手を広げ、

降りそそぐ暑い光を集めて、天高く振る大村先生の手

のタクトに合わせ、皆と明日の熱風に乗せて、煌びや

かな、神への感謝の音楽、カンタータ 79 番《神はわが

光 盾》を合唱した風景が今でも残像のように心に残っ

ています。明るく荘厳な曲の響きの中で、それはまさ

に、大村先生のいつも仰る、聴衆というそれぞれが異

なる立場にいる「他者とともに生きる喜び」をバッハ

の響きを通して、笑顔で共有し味わうという貴重な時

間でした。 

合宿では、「酔って暗い夜道の自転車にはくれぐれ

も気をつけてね！」と送り出してくれた預言者＝妻の

言葉通り、初日から自転車で怪我をしてしまい、団員

の皆様はじめ、室内楽ＡＲＳの方にも手当てをして頂

きました。また普段あまり会話をしたことのない方か

らも「大丈夫ですか？」と労わりの声をかけて頂き、

その家族的温かさに、ある方に「音楽に携わっている

方は、優しい方が多いですね」と、お話ししたら「み

んな事件性のあるものに興味を持っているのですよ」

と言われガッテン致しました。聞くところによると過

去には、犬にお尻を噛まれた方もいたそうです。何は

ともあれ、事件性のあるものをきっかけに合宿を通じ

ていろいろな方とコミュニケーションを取れたことが

意図せざる結果として良かったです。 

外国の方から「日本語は美しい」としばしば耳にし

ますが、我々が歌うバッハ・カンタータ訳詞の言葉、

その全てには、バッハとともに“Pro Patria”、私たち

の世界、社会、隣人のために真理を追求する強い意志

が宿っているのを感じます。大村先生の魅力的な言葉

でバッハを歌うことができ、また夏の日のひと時を皆

様とともに過ごせたのは、大きな収穫でした。この場

をお借りして、先生はじめ皆様に感謝致します。有難

うございました。（2019.8.15） 

 

２０１９年の野尻湖合宿      

髙野 京子（団員：アルト） 

 「ああ、今年も又合宿に参加出来た」と心の中で、

思わず自分にかたりかけた。夕方の涼しい風に迎えら

れ車窓から、野尻湖のさざ波を見つめ、ほっと一息。 

 朝早く、あわただしく出発。小布施のコンサートも

無事終えたというのに、野尻湖に来て、やっと落ちつ

くとはなんだろう。水辺のやすらぎか、懐かしさの感

動か、それとも、少しづつ変われども、でも変わらぬ

自然の景色か。 

 今年で 44 回目［これは神山教会コンサートの数。合

宿の回数はこれを上回る］の野尻湖合宿との事、そん

なになる？ と思いつつ、私もかなりの回数参加してい

るので、あたりまえと思っていた事に気づかされた。 

 毎年、いろいろなドラマが展開され、何年に何と言

うことは、はっきり思い出せないが、ここ数年前から

過去に思いを馳せる事が増えた。年を経て、だんだん

出来なくなって来た自分を思いつつ、若い頃は、毎年■神山教会でのリハーサルを終えて．前列左より，大村恵美子先生，鏡

貴之先生，器楽 ARS のみなさん（p.4 写真参照），田尻明葉さん（ピアノ）， 

ボーデル氏（右端）[不在の B 千葉光雄氏は，正面ギャラリーにて撮影中] 
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早起きして、自転車で野尻湖を一周した事、坂があり、

苦しかったが楽しかった。泳げないのにボートを漕い

で、弁天島に渡った事、今は出来ない。あんな事、こ

んな事、あったよね。断片的な感動にひたり、昔を思

い出しました。 

 8月 1日（木）、小布施ミュージアムでのコンサート、

今年で 2 回目です。なんと言っても一番の違いは、Ａ

ＲＳの方々5 人のオケ付演奏会。定演とは少し気分的

にゆるやかで、ホールも周りに絵画が展示されていて

和む雰囲気です。楽器が入ると華やかさはもちろん、

前へ前へと音楽が運ばれて、歌う方ものりがよくなっ

たように思いました。演奏曲目のうち、カンタータ《神

はわが光 盾》（BWV79）は、私にとって、57 年前ソプ

ラノで歌った曲であり、今年は室田千晶さんの太鼓が

心と身体をエキサイトさせました。聴衆と共にで、

BWV147 の 10 のコラールを歌いましたが、やはり、皆、

身体の中を音楽が流れているので、自分も歌いたいと

いう思いにかられてでしょうか、喜びの笑顔で歌って

いました。大はばに予定時間を過ぎての終了です。 

 迎えのマイクロバスとそれぞれの車で野尻湖ハウス

へ。夕食時、今までの最高でしょうか、湖面に美しい

夕陽が写し出され、思わず感嘆の声。夜の練習は、大

村先生による各パートかいつまんでのレッスン、9 時

近くで終了。あとは各部屋にて、それぞれ自由に。 

 8 月 2 日（金）、ワークショップが中止となり、少し

のんびり。それぞれに早起きして散歩、テニス、サイ

クリングと朝の涼風を楽しむ。朝食後、午前、午後と

各パート別に、鏡先生の御指導で、発声や発音の練習

を見ていただく（大村先生同席）。アルトは、他のパー

トのレッスン中、部屋にて、モテットとオラトリオを

練習。自由時間には、ミニコンサートの練習で忙しい

方もあり。 

夕食後、お待ちかねのミニコンサート（ホテル隣接

のマリンハウス）。毎年この時間を、演じる側も聴く側

も楽しみにしているようです。それぞれ趣向をこらし、

日頃の研鑽の発表の場として、持てる技を御披露なさ

いました。その中で、私が、あっ、こんな分野も歌わ

れるのかと思ったのが、小海先生の木下牧子作曲によ

る 2 曲、谷川俊太郎詩「春に（『地平線のかなたへ』よ

り）」とやなせたかしの詩「ロマンチストの豚」、私も

歌った事があるので、親しみを持って聴かせていただ

きました。またＡＲＳのメンバーの演奏を目をつぶっ

て聴いているうちに、中世の貴族の家庭音楽会は、楽

士を招いて、こんな雰囲気で行われていたのかなと夢

の世界に誘われました。リラックスした楽しい時間を、

出演の皆様ありがとうございました。 

8 月 3 日（土）、いよいよ今日は、神山教会での演奏

会、少しひきしまった朝を迎えました。毎年同じ行程

であるが、不思議と軽いプレッシャーを感じる。朝の

練習後、早めのお昼をすませ、バスと車で会場へ。「お

お、あの古い木造の教会、変わらず健在」。こんな事を

考えると怒られるだろうけど、こわれそうで、壊れな

い、かといって新しく目立って直した様子もなく不思

議な建物としての存在。中央にかかっている田中忠雄

先生の絵に御挨拶。一番喜ばしき事は、ピアノが修理

されていた事。あのぼろピアノでは、田尻さんの弾か

れる BWV188 のシンフォニア、どうなることかと私でさ

え心配した事でしたが、名演奏となりました。プログ

ラムは小布施ミュージアムと同じ。お客様も徐々に増

え、盛会となりました。出番の多かった中学 2 年生の

椿周君、少し疲れ顔のようでしたが、ものの見事に無

伴奏チェロ組曲 BWV1009（第 1,2 曲）を演奏。御苦労

様でした。将来が楽しみですね。最後にお客様と共に、

BWV147 のコラールを合唱、終演となりました。 

まだ、明るい夏の夕べ、東京へ帰る人、別宿へ、野

尻湖ハウスへと、それぞれ別れを惜しみ、また東京で

と……。打ち上げ、アルコールを控えていた人も、今

日はと……。残念な事に小海先生は、何人かの方の感

想を聞かれた後、飲めずにお帰りになりました。 

その後、花火大会。そして暗闇の湖に向かって、鏡

先生の独唱に始まり、のども身体も解放されて、次か

ら次へとリクエストが出され、大合唱、まさに青春の

歌声。９時過ぎでしょうか各自解散。 

8 月 4 日（日）、今日で合宿も終わり、野尻湖ともお

別れ。一応、朝食後解散の予定でしたが、食事前に帰

られた方もおられ、それぞれの理由で、帰りに他を回

る方、行って見たい所を見学する方。10 時半にホテル

のバスで、残りの合唱団全員が、野尻湖ハウスをあと

にしました。 

長年、いつもニコニコ、なんでもＯＫと引き受けて

くださった石田様は、どうしておられるのかと思いつ

つ。（2019.8.15） 

 

小布施・野尻湖演奏会・合宿 

加藤 剛男（団員：バス） 

 今年の梅雨明けは遅く、いつ明けるのか、と危ぶん

でいましたが、7 月末から猛暑がやって来ました。 

8 月 1 日（木）ローカルな長野電鉄に乗って、途中

で団員の本田茂樹さんにお会いし、小布施駅に着いた

時には、まさに夏真っ盛りという陽ざしでした。冷房

完備の「おぶせミュージアム・中島千波館」に着きホ

ッとすると、館長の池田清人様が、心から歓迎してく

ださいました。早速、団員数名と会場の設営をし、12

時 30 分からリハーサルが始まりました。 

 小布施公演は、私どもの神山教会での演奏を数年前

から聴きにいらしておられた長野在住の後援会員、桜

井悦子様の、「ぜひ小布施でも」との熱心なご依頼に答

え、昨年から実施されるようになったものです。小布

施町は、美しい自然環境に恵まれ、人間味豊かな地域

社会を形成し、「葛飾北斎と栗の町」「歴史と文化の町」
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として全国から注目さ

れ、近年は「花の町」

小布施のコンセプトを

加えた、まさに「自然

と文化の町」です。今

年は第 20 回小布施音

楽祭の一環として東京

バッハ合唱団を招いて

くださり、周到な準備

をしてくださいました。 

  約 70 名のお客様を

前にして、日本画と宇宙画のコラボレーションに囲ま

れた、気持ちが沸き立つような会場で、演奏は午後 2

時に始まりました。4 曲のカンタータは、音楽表現・

楽想の多様さに溢れるものばかりです。3 曲のカンタ

ータの前半を終え、後半の冒頭には、中学 2 年生の椿

周さんが、バッハの《無伴奏チェロ組曲》第 3 番より

No.1,2 を独奏されました。周さんの演奏は、第 1 音か

ら堂々とした演奏で、終始全聴衆を曲の中に引き入れ

ました。緩急自在、リズムの確かさ、柔らかな音色、

音楽性の豊かさに溢れた演奏で圧倒的な感動に満たさ

れたひとときでした。万雷の聴衆の拍手でした。 

プログラムの終わりに、鏡貴之先生の指導により、

カンタータ第 147 番の最終コラール（「主よ、人の望の

喜びよ」で知られる曲。小布施の方々からのリクエス

トでした）を「みんなで歌う」ワークショップが行な

われ、4 部合唱で全聴衆が歌えるまで仕上げていただ

きました。聴衆の方々も、聴くだけでなく、合唱する

喜びを味わったことでした。 

 2 日目は、宿泊滞在の野尻レイクサイドホテルで、

午前・午後とパートごとに鏡先生に発声を見ていただ

きました。準備体操に始まり、「ア・エ・イ・オ・ウ」

の口の開け方、「メリスマ」の歌い方、「フレージング」、

パートごとの声の揃え方等、ご指導いただきました。

このご指導により、野尻湖神山教会での演奏も充実し

たものになったと思っております。夜は、待ちに待っ

た「ミニコンサート」です。詳細は、荒井せつ子さん

の記事が掲載されることになっていますので、ご覧く

ださい（p.4）。 

3 日目は、今年 44 回目になる神山教会での演奏会で

す。プログラムは、小布施公演と同プログラムです。

今年も昨年に続いて、野尻湖国際村(NLA)の音楽プログ

ラム・コオーディネーターのマーク・ボーデル氏のお

世話で演奏会が開けるようになりました。 

「おぶせミュージアム」での演奏会と大きく違う点

は、真夏の昼（午後 3 時開演）に冷房がない、丸太で

出来たような教会で演奏するということです。そのた

め、窓を通して湖と緑の林が見えるなかで、聴衆も半

数以上の方々は外国人で、まさにヨーロッパで演奏し

ている環境です。今年も演奏中にひぐらしが「カナカ

ナカナ」と澄んだ声で、共に歌ってくれ、何とものど

かなひとときとなりました。自然のなかで、他の生き

物と一緒にバッハを歌えるなんて、何と幸いなことで

しょう。演奏が終わって国際村の方々と、来年も“湖

畔でバッハを”と約束してお別れしました。 

 その夜、湖畔での打ち上げの「花火大会」が終わる

と、鏡貴之先生から特別のプレゼントがありました。

湖畔で独唱してくださったのです。それは、トゥーラ

ンドットの中の「誰も寝てはならぬ」でした。澄んだ

朗々としたアリアで、感動で胸が一杯になりました。

その後期せずして、大村恵美子先生を中心として、日

本の歌・童謡・懐かしい歌・外国民謡のメドレーが始

まりました。2 つの演奏会が終り、解放感の中で、思

い切り次々と歌い続けました。歌は人を生きかえらせ

ます。大村先生がどんどん歌い出し、皆で 60 曲近く歌

いました。皆で歌った曲名、あるいは歌い出しを、大

村先生と加藤の記憶から列挙してみましたが、厖大で、

とってもスペースが足りません。「こんな折に、皆で歌

える歌集を」、という声も上がっていますので、その機

会に譲りましょう。 

3 泊 4 日の小布施・野尻湖演奏会・合宿は、一人ひ

とりの心に深く，熱く残るものでした。特にこの度の

2 つの演奏会の成功は、鏡貴之先生によるパートの質

をそろえる発声のご指導、いつも笑顔でアンサンブル

と伴奏をこなしてくださったピアニストの田尻明葉さ

んの存在、また室内楽を担当してくださったＡＲＳメ

ンバーの方々の参加のお蔭でした。ＡＲＳの方々は一

糸乱れぬ演奏で、またご自分の経費ご負担でのボラン

ティアで参加してくださるものでした。 

*  *  * 

 来年 2020 年の小布施・野尻湖演奏会の、先方のご希

望は、以下のとおりです。 
 

・野尻湖・神山教会：8 月 6 日（木）18:00 開演 

・おぶせミュージアム：8 月 8 日（土）14:00 開演 
 
なお、「ワークショップ」をどうするかは、検討課

題です。来年のプラン、日程について、今後団員の皆

さんと相談して、決めていきたいと思っております。

「小布施・野尻湖演奏会・合宿」は、夢がますます広

がっていきます。嬉しいことです。（2019.8.15） 

＜了＞ 

■両会場の対比の妙!! 左：おぶせミュージアム・第 1 展示室 ／ 右：神山教会（この 2 枚、B 本田茂樹氏撮影） 


