主催者挨拶

荻窪栄光教会主管牧師

井上 義実

本年も第 53 回となります荻窪栄光教会主催メサイア公演を行う
ことができ真に感謝いたします。 新型コロナウイルスの蔓延は、 今
もなお世界中を巻き込み、 全世界の人々が影響を受けています。
この病に倒れた方々を悼み、 この病に罹患された方々の癒しを祈
り、 この病と戦っておられる方々に心からの敬意を表します。 荻窪
栄光教会のメサイア公演も対応のために祈り、 思案してきました。 本年は、 杉並公会
堂での公演を取り止め、 全体規模を縮小しました。 荻窪栄光教会礼拝堂から、 聴衆
の皆様はお迎えせず、 インターネットのライブ配信で行う形を取らせていただきます。
杉並公会堂の客席に座っての毎年の公演を楽しみにして下さっている方々にお詫び
と、 ご容赦をお願いいたします。
聖書にも疫病という言葉は古くから、 繰り返し出てきます。 イスラエルの国難は、 戦
争、 疫病、 飢饉でした。 教会の歴史も、 ペスト、 コレラ、 天然痘、 スペイン風邪…
それぞれの時代のパンデミックを乗り越えてきました。 21 世紀のこの時、 かつてとは
異なった形で未曾有の事態を迎えています。 新型コロナウイルスの影響下での１年を
終えようとしていますが、 あらゆる分野で今までの在り方が見直される事態となりました。
荻窪栄光教会でも教会の基本的な活動はさまざまな制約を受けています。 その中で、
何が大切なのか、 何が本質なのかという問い直しの時であることは積極的に受け止め
ることができます。
G.F. ヘンデルが 18 世紀中葉に作曲したメサイアの主題は、 救い主イエス ・ キリス
トです。 イエス ・ キリストこそがどんな時代も、 どんな状況でも、 全てを越えて私たち
を神様の愛と恵みに導かれる御方です。 新型コロナウイルスにあえいでいるこの時期
に、 イエス ・ キリストを指し示すメサイアをお届けすることができるとは、 真に時宜に叶
ったことであります。
本年も御指導下さっています指揮者、 素晴らしい歌声と音色を響かせて下さいます
独唱者、 器楽演奏者の皆様方に心からの感謝をささげます。 当教会聖歌隊も励んで
備えています。 陰にある奉仕者の労への感謝も申し添えます。 形は違いますが、 本
年も最後まで御清聴いただき、 皆様方のクリスマス、 年末、 新しい年が、 新型コロナ
ウイルスに打ち勝って、 祝福に満ちたものとなりますように心からお祈りいたします。
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『第 53 回メサイア公演』プログラム
2020 年 12 月 13 日 （日） 18:00
荻窪栄光教会 礼拝堂

<第Ⅰ部> 救世主の出現の預言とその成就

１
２
３
４
５
６
７
８
９
１２

序曲
民よ 悩む民よ
（叙唱 テノール）
谷間は高くなり
（詠唱 テノール）
見よ 神の栄光は地にあらわれ ( 合唱）
主はかくのたもう
（叙唱 バス）
誰か堪えん その日きなば （詠唱 バス）
彼は清めん
（合唱）
おとめみごもりて
（叙唱 アルト）
良きたより告げよシオンに
（詠唱 アルトと合唱）
神のひとり子を
（合唱）

イザヤ４０ ： １－３
イザヤ４０ ： ４
イザヤ４０ ： ５
ハガイ２ ： ６，７、 マラキ３ ： １
マラキ３ ： ２
マラキ３ ： ３
イザヤ７ ： １４、 マタイ１ ： ２３
イザヤ４０ ： ９、 ６０ ： １
イザヤ９ ： ６

◇休憩 10 分間 （換気のため）
１３
１４
１５
１６
１７
１８
１９
２０
２１

田園交響曲
ある夜 羊飼いら
（叙唱 ソプラノ）
み使いそのかたわらに立ちて
ひとびとおそるな
（叙唱 ソプラノ）
たちまち み使いたち現れ （叙唱 ソプラノ）
天にはさかえ 神にあれ
（合唱）
世の人 よろこべ
（詠唱 ソプラノ）
その時 見えぬ者の目はあき ( 叙唱 アルト）
主は牧者のごとく
（詠唱 アルトとソプラノ）
そのくびきいともやすく
（合唱）

ルカ２ ： ８
ルカ２ ： ９
ルカ２ ： １０－１１
ルカ２ ： １３
ルカ２ ： １４
ゼカリヤ９ ： ９、 １０
イザヤ３５ ： ５－６
イザヤ４０ ： １１、 マタイ１１ ： ２８－２９
マタイ１１ ： ３０

<第Ⅱ部> 救世主の受難・復活・昇天・福音の伝播
44

ハレルヤ （合唱） 黙示録１９ ： ６，１１ ： １５、 １９ ： １６

◇メッセージ
聖書 ルカによる福音書 2 章８～２０節 「天と地をつなぐ賛美」
荻窪栄光教会 主管牧師

＜クリスマス カロル＞
１ 荒野の果てに
２ きよらに星すむこよい
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井上義実

＜解説的梗概＞

た預言だけでは満足しない。現実は暗く陰惨なのである。

※本文は中田羽後の書き記した原稿に一部加筆訂正を加

敵の軍隊はユダヤの国を占領し、エルサレムの神殿は、

えたものです。

彼らの土足で踏み荒らされた。しかし、預言者はなおも

題名の「メサイア」とは、新約聖書にある “メシア”、ま

No.12 はいよいよ “メサイア” の誕生を歌うのであるが、

No.10,11 で希望を失わないように勧めている。

たはギリシャ語でいう “キリスト” のことで、「油そそがれ

作者はそれを福音書より具体的に記述せず、ここでもイ

ふえん

た者」との意である。「救世主」とは、その意味を敷衍し

ザヤの預言の言葉を使って表現している。

No.13 は一般の交響曲と同列に置くべきものではない。

たものであるが、本書の題は原書通りにした。

中間的におかれた「間奏曲」というほどものであり、ヘ

[ 第Ⅰ部 ]

ンデルがローマでクリスマスに聞いたカラブリヤ地方の牧

種々の議論がされて来たが、たぶん “メサイア” 出現以

ロディーを使用したものである。

No.2,3 では預言者が失望落胆している人民に慰めの言

弱めに」
とあるが、前の叙唱で「たちまち、御使いたち現れ」

序曲、その序曲の意味するものは何であろうか。今まで

羊者たちの吹く “ピッファロ”（バグパイプの一種）のメ

前の動揺している人心、不安な世情を表したものであろう。 No.17 は、ヘンデルにより、
「遠くから聞こえて来るように
葉を与え、No.4 では人民に「暗闇に光が」さし出ること

と歌っているので、今日では始めから強く歌うのが普通で

を期待させる。しかし、それは単なる慰めと平和ではない。 ある。
No.5 ～ 7 によれば、それは峻厳な審判をともなうのであ

No.18 の詠唱には幾通りもの版があるが、今日ではここ

る。人々は悔改めを迫られ、宗教家（祭司）はその神殿

にある形に落着いているようである。「大いなる喜び」の

を清めなければならない。

表現である。

No.8 は普通「マリアの子守歌」などによって表されてい

しかし、No.19 以下の叙唱と詠唱とは、キリストの伝道を

るシーンであるが、イエスの誕生は預言者の言葉として簡

預言者の言葉を借りて表現したもので、これはそのまま実

単に述べられている。

現した。

歩いたことの預言である。けれども人民は、希望に満ち

預言者の言った「汝が神、慰めたもう」の成就である。

No.9 はその誕生の喜びを、牧羊者たちが村々に叫んで

No.21 の後半は有名なキリストの言葉で、No.2 で最初に
な

第Ⅱ部 ]

答がキリスト昇天の型として預言されてあるのを、そのま

第Ⅱ部はキリストを指して、ヨハネの言った「世の罪を負

ま二つの合唱隊に歌わせたもので、“メサイア” の中で 5

う神の子羊」で開かれる。これは、
ミサの中の “アニュス・

声部からなっている合唱はこれだけである。

No.40 は福音が世界中に広まったのに関らず、戦争は依

デイ” に相当するもので、「神の子羊」とは世人の罪の身

むな

然としてやまず、人々はそれがいかに空しいものであるか

代わりになって犠牲（いけにえ）となる十字架のキリスト

に、気づかない。この合唱は、社会の秩序・体制・法律、

を示したものである。

No.22 ～ 26 はイザヤの預言を用いて、キリストの受難を

特にキリストの教えに反抗する一部の人々の声であり、キ

描いているが、第 I 部の No.20 にうたわれている「羊」
（こ

リストを「十字架につけよ」と叫んだ群衆の声の増幅再

てしまっている。キリストの「99 匹の羊」の話が、思い

お叱り、および審判の宣告が下される。

出されて来る。No.25 のテーマは大変有名なもので、バッ

そして、そのクライマックスは “メサイア” のクライマック

の場合は世人のこと）が No.26 では
「迷える羊となり果て」 現である。するとそれに対して、No.42 と No.43 で神の
ハもモーツァルトも用いている。

スでもある �ハレルヤ� である。この曲を作った時、ヘン

あるいはダビデを、あるいはエレミヤの「型」としてたく

るのを見た」と告白している。この曲の中には、当時社

みに表現している。

交界で歌われていたバード作曲の “Nonnobis,Domine”

No.27 ～ 31 は、預言書に従って、“メサイア” の受難を、 デルは「諸天がわが前に開け、神ご自身もそこにおられ
No.32 はキリストの復活を、No.33 は彼の昇天を表した

やドイツから渡って来たコラール “Wachet auf” が織り込
まれている。

ものである。ことに No.33 は、昔、戦に勝って帰ってき
た軍隊と、城門を守る番兵との間に交わされる儀礼的問
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指揮／ 中内

出演者紹介

潔

アルト／ 田辺

東京藝術大学を卒業後、渡

いづみ

国際基督教大学人文科学科（音楽学専攻）及び、国立音楽大

独。ドイツ国立デュッセルド

学声楽学科卒業。同大学大学院オペラコース修了。
「カルメン」

ルフ音 楽 大 学を最 優 秀で

「フィガロの結婚」「コジ・ファン・トゥッテ」「魔笛」「リゴレッ

卒業し、同ソリスト・コース

ト」
「ドン・カルロ」
「ワルキューレ」
「神々の黄昏」
「アンドレア・

に進む。ドイツにおける国

シェニエ」「アドリアーナ・ルクヴルール」等のオペラの他、リゲ

家演奏家資格を取得し、同

ティ「ル・グラン・マカーブル」、カヴァッリ「ラ・カリスト」、プロ

コースを修了。オルガンを

コフィエフ「修道院での結婚」等の日本初演に主要キャストとし

秋元道 雄、廣野嗣雄、ヨハ

て出演した。宗教曲ではバッハ「マタイ受難曲」、ヘンデル「メ

ネス・ゲッフェルトの各氏に

サイア」、ロッシーニ「小荘厳ミサ曲」、メンデルスゾーン「エリ

師事。第6回シュパイヤー国

ヤ」、ドヴォルザーク「スターバト・マーテル」、デュリュフレ「レク

際オルガン・コンクール第4

イエム」等のアルト・ソロを務める。文化庁ロシアにおける日本

位。第7回ヴィースバーデン

文化フェスティバル／東京トロイカ合唱団・ロシア公演（サンクト

国際オルガンコンクール第1位。在独中より、ボン国際ベートー

ペテルブルク）にて、ラフマニノフ「晩祷」のアルト・ソロを歌っ

ヴェン週間、ヴィースバーデン国際バッハ週間、パダボーン夏季

た。丸の内合唱団、混声合唱団ショコラ他ヴォイストレーナー。

オルガン週間などに招かれてのコンサートなど、ドイツを中心に

二期会、東京室内歌劇場、東京オペラ・プロデュース会員。

各地で演奏活動を行う。帰国後はソロコンサートを始め、テレ

国際基督教大学教会（ＩＣＵ教会）会員。

ビ、FM放送出演の他、室内楽、合唱との共演も数多く行ってい

る。また2003年度よりは東京女子大学聖歌隊常任指揮者とし
クから近・現代までの室内楽曲、オーケストラ作品の演奏にも

テノール／ 小貫

員。現在、東京女子大学教授ならびに大学オルガニスト。

の95年「魔笛」タミーノ役に抜擢され、テオ・アダムと共演しデ

て、ヘンデルのメサイアをはじめとした宗教曲、ならびにバロッ

岩夫

同志社大学神学部卒業後、大阪音楽大学卒業。音大在学中

取り組んでいる。日本オルガニスト協会・日本オルガン研究会会

ビュー。この成功により翌年、ケムニッツ市立歌劇場（ドイツ）に

招聘出演し地元紙より好評を得る。文化庁オペラ研修所第11期

ソプラノ／ 髙橋

修了。98年度文化庁派遣でミラノへ留学。帰国後数々のコンクー

節子

ルで優勝・入選し、二期会、新国立劇場を中心に活躍。07／10
年二期会「魔笛」タミーノ役（実相寺昭雄演出）、11年佐渡裕プ

札幌大谷短期大学音楽科卒業。東京芸術大学声楽科卒業、

ロデュース「こうもり」アルフレード役などで喝采を浴びた。近

同大学院修了。在学中に芸大定期演奏会ハイドン「天地創造」

年では2018年「アンドレア・シェニエ」のタイトルロールや、二

のソリストに選ばれる。また芸大バッハカンタータクラブに所属

期会公演「魔弾の射手」の主役マックスなど、常に新たな境地

し、多くのカンタータを演奏、小林道夫氏の薫陶を受ける。ドイ

を開拓し続けている。コンサートでも、主要オケとの共演で高い

ツ・シュトゥットガルトで開催されたバッハ・アカデミーにソリス

評価を得ている他、テレビ・ラジオにも度々出演。2010年から毎

ト受講生として参加。国際ロータリー財団奨学生としてドイツ・

年、東京と大阪でリサイタルを開催し好評を得ている。2013年

フライブルクに留学。帰国後、日本声楽コンクールに入賞と同時

天皇皇后両陛下(当時)御親覧の舞踏会で演奏し、お言葉を賜

に田中路子賞（ドイツ語による歌唱優秀賞）を受賞。ドイツ・ラ

る他、フィレンツェではイタリア元首相夫妻主催のコンサートに

イプツィヒ聖トーマス教会にてバッハ「カンタータ第44番」のソ

招かれた。二期会会員。東京藝術大学オペラ専攻非常勤講師。

ロを演奏する他、バッハ「マタイ受難曲」、ヘンデル「メサイヤ」、

日本聖公会東京教区 聖マーガレット教会会員。

モーツァルト「レクイエム」など多くの宗教音楽ソリストをつと

める。オペラではモーツァルト「フィガロの結婚」、R.シュトラウ

ス「薔薇の騎士」などに出演。札幌と東京で継続的にドイツ歌
曲を中心としたリサイタルを開催している。声楽を藤田道子、戸

田敏子、伊原直子、Eva-Maria Hazayの各氏に師事。二期会会
員。日本キリスト教団 代々木教会会員。
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バス／ 青戸

知

合唱

荻窪栄光教会聖歌隊

東京藝術大学首席卒業。在学中に安宅賞, 松田トシ賞受賞。
同大学院修了と同時に文化庁オペラ研修所修了。文化庁派遣

芸術家在外研修員として渡伊。二期会[ワルキューレ]で大成功
を収め、ジローオペラ賞新人賞を受賞。新国立劇場開場記念

[ローエングリン],二期会[タンホイザー],新国立劇場[青ひげ公

の城],[サロメ]など数々のオペラで喝采を浴びる。コンサートに
おいてもＮ響始め多くのオーケストラと共演、サヴァリッシュ,ア
シュケナージなど世界的指揮者から信望を得、特にマーラー[さ

すらう若人の歌]では小林研一郎指揮のもと他に比肩するもの
がないと絶賛され、新国立劇場[魔笛]パパゲーノ役で出演中に

世界的オペラ演出家兼舞台美術家であるハンペ氏より[生まれ

ながらにしての舞台人]と称賛を受ける。伸びやかで張りのある
数少ないバリトン・カンタンテとして21世紀を担う活躍を続けて
いる。聖徳大学大学院博士課程論文[Ｇ.マーラーの音楽におけ

るやわらかいリズム]により博士号取得。聖徳大学音楽学部講
師。二期会会員。日本キリスト教団 青山教会会員。

オーケストラ

カペラ・コレギウム・ヴェリタス
ヴァイオリンⅠ

荒井 友美

松田

ヴァイオリンⅡ

花房 照子

林

ヴィオラ

青木 史子

安藤

チェロ

中村

コントラバス

那須野 直裕

オーボエⅠ

槙 智子

オーボエⅡ

中内 真理

チェンバロ

廣澤 麻美

典子

千夏
美佳

潤

次回公演は

202１年12月1１日（土）
杉並公会堂大ホール
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