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ハーバ ー ド0京都大学 グリ
ジ ヨイ ン ト・ コ ンサ ー
)

学 百周年 記念会 館

賛助出演

萩ホール
合唱団「萩 」

Welcome to our concert
本 日はようこそお越 しくだ さいま した。あ りが とうございます。
両校 OBの コラボレーシ ョンも今年で 24年 日とな ります。これまで、
日米交互に京都、東京、ボス トン、ニユーヨー ク、長崎、ハ ワイ等で
コンサー トを行なつてまい りま したが、 このたび初めて仙台にて開催
する機会に意まれました。たいへん嬉 しく存 じてお ります。
コンサー トに先立ち、両校メンパー・ 家族そろつて東北大学災害科

継

学国際llI究 所で先生のお話を何ったあ と、大震災の記憶 もいまだ新 し
い近郊の地にお邪躍 して、 自らの耳 と日でその真実を確かめてまい り
ま した。私たちもこの 日の記憶 を胸に刻んでそれぞれのふるさとに持

聰

ち帰 り、長 く語 り伝えたい と存 じます。
このコンサー トは当初か ら「日米 こころのハーモニ刊
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L申 しあげます。
公演にご助力いただいたすべての皆様に厚 く御イ

■主催 京都大学グリー クラブ OB会・Ⅱ鑽唸rd

C.lee aub 4111・

n・

l Chorus E後 援 河北新報社

■ 京都 大学 グ リー ク ラ ブにつ いて

■ハーバー ド グリークラ ブについて

創設は 1966年 .70年 安裸前夜、キャンパスが不
穏な空気に包まれていたころ 純粋に音楽の楽 しみ

日本ではまだ幕末の混fL期 1858年 の斜設。もっと
―バー ド大学はアメリカ合衆国独立よりも一
も ′ヽ

だけを求める学生たちによつて設立された男声合唱
団です。
・ グリークラブが 世
ち ようとその ころハーバー ド
一
の
界 日演突旅行 道すが ら日本に立ち寄りました。
当時の
「 I本 の大学合嘔団は数 と声量を頼んで大きな
音楽を■ることが主流で したので バーバー ドの演

LI紀 以上 早くに建学 されているので、大学の歴史に

奏はカルチャーシ ョックで した。KGC制 設メンバー
たち も雷に打たれたように感銘を受け できたばか
りのクラブの進むべき道を見出 していま した。
こうして東大タリーは パ レス トリーナ バ ッタヽ
ハイ ドンなど、当Pr日 本の男芦合唱団には思い もよ
らない レパー トリーにHkり 組む ことになるのです。
その ころ著 には「グリーに入 つてアメ リカヘ行
̀室
こうJと い う紙吉きが
してあ りま した。当時は海外ヘ

行 くな ど 夢のまた夢の時rヽ .資 金や受け皿な ど
何の裏付けもないスローガンで したが いつかその
うち実現するか もしれない 団員たちは滉然 とそう
思っていま した。その「アメリカJと はすなわち「ハ
ーパー ド」に他な らず その性憬はその後 も脈 々と
後輩たちに受け継がれていきま した。
創設か ら四半世r・Lが 過ぎようとするころ ハーバ
ー ド留学中の OBの 尽力により 両校 OBの 対話が
始まつて、1990年 春 初めてのジョイン ト コンサ
ー トが大阪、東京で開lLさ オ
tま した。そ して 92年
にはハーバー ド側のlllき により 第 2」 コンサー ト
を行 うべ く 京大 OBが ボス トン、ケンブ リッジを
訪岡する連び とな り 25年 前 部室におげられた途
方もないスローガンはついに成 tし ま した。
I‐

交流はその後 も続けられ このたびの‖1台 で 9回
LIを 迎えます。彼 らとの交流で得た ものは、 150年
の歴史に表付けられたクラブとFIじ 音楽的価値観を
共有する喜びで した。 これが東大グリークラブの血
肉とな り OB ttrF動 の原動力になっているのは紛
れ もあ りません。
すべてはあの 枚のfli普 きが原点だったのです。

藤 田正 浩
京都大学グリークラブ 1974年 度指
揮 者 .ル ネ サ ンス か ら現 代 まで
数 々の合唱を経験 .08会 では 第
3回 (東 京 京都 )第 6回 (米 国 )、
第 7回 (長 崎 )、 第 8回 (ハ ワイ)の
ハーバー ドとのジョイント、上海 コン
サート等で指揮 。
指揮

比べるとおいクラブか もしれませんが それに して
もすでに 155年 の歴史があ ります。
その レパー トリーは、ルネサンスの宗教山や世俗
FIに 始ま リ バ ロック ロマン派を経て現￨ヽ 11ま で
の広範囲に及びます。剣設当時はラブソングやフオ
ークソングな どllい ,■ をバ ンジヨーに乗せて歌つて
央 しむグループだった ようですが 20世 紀に入つ
・ デイヴィソン博■の
て 初代指拘[者 アーチボル ド
指導で西洋古典帝楽を追求する姿勢が明確 とな り
今日の レパー トリーの基礎が回められま した。
ボス トン交響楽団 との共演をは じめ として 積極
的な対外渤 ljも その頃に始まり、1921年 にはフラン
ス政市のl171き によリ アメリカの大学合唱 ■として
は初めてヨーロッパ演奏旅行を果た しま した。 この
時の演癸に触発 されてプーランクな どフランスの若
きF山 家たちがバーバー ド グリークラブに ltを 寄
■らは今日なおハーパー ドの大 LJな レパー ト
せ、そオ
リー として歌い継がれています。
・フ ォープス博士の頃、
第 3代 指打者のエ リオ ッ ト
へ
世界各地 の演秦 行活動は さらに活発にな り
lFf・

1961年 には日本をは じめ とする束アジア、64年 には
北来、さらに 67年 には lⅢ 界一月を果た しました。こ
のとき立ち● った 日本での演奏が東大グリークラブ
に大きな影響を与えた ことは左にも触れま した。
フォープス‖十は第 1回 、第 2回 のジョイン トで
クク トを振 られ、東大グリークラブに とつて も忘れ
得ぬ恩人のひ とりです。
ハーバー ド・ グリークラブの卒業生は ,米 各地
に広が り それぞれIL会 の重要なボツションについ
ています。今日も全米か ら集結 したメンパーたちが
伝 tの バーモニーを聞かせて くれます。
i・

指揮

D"Frederic H Ford

1961年 7月 ハーバード グリークラブ東アジア潰実旅

行の折 学生指揮者として仙合に来演.翌 年海軍に入
隊 佐世保基地に 3年 間駐留.退 役後バージエア大
学などを歴任して音楽史、楽理の教鞭をとる傍ら合唱
指揮者を務める。その後 16年 余
高校音楽教諭 .
ハーバー ドで修 士 (芸 III学 )ニ ュ
ーコークリ
1立 大学で修士 (芸 術学 )
ならびに博士 (音 楽史務 得.教 職
退任後 はコンサルタント、講師、伴
奏者などを務める。
53年 ぶ りの仙台再 訪を大いに喜
びとしている。

エ ール交 換
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KGC Stage京 都大学グリークラブ OB会
■ ビク トリアの 2つ のモテ ッ ト
Tenebmeractaestrar(地 上は暗門となりぬ)
εαlrde"r fr cac7js(あ めに喜び)

Tomas L V ctona(c15481611)

F MendeLschn(■ 809■ 847)

■メンデルス ソー ン男声合唱曲 よ り
Dσ FrI ling″ α″t ″araυ 50″ (書 は嵐とともに

)

京都大学 グ リー クラブ OB会 への書 き下 ろ し作 品初演

■京 のわ らべ 唄 に よる組 歌『 遊 び をせ ん とや』
〜男声合唱 フルー ト 打楽器のために〜
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Guest Stage 賛助出演 合唱団「萩」
青葉城恋唄
Beα υ u′ 7Vα
̀l」

星間船―作詞 さとう宗幸 lT曲 岡崎光治編曲
奈良橘陽子 伊藤 アキラ作詞 タケカワユ キ ヒデ作曲
岡崎光治編由

"e

遠 くへ行きた い
走る海
太陽のひとりごと
風のようにうたが流れて いた
しゃんがら祭 り

Joint Stage

永
吉野

六輔作詞
弘+詞

中村 八大作曲

岡峙光治編曲

広瀬量平141由

同時光治編曲

尾崎亜美4F詞

乍白

岡崎光治編由

小田和正4T詞 作由
スズキ ベキ lF詩

岡崎光治編曲
岡崎光治作由

合同演奏 京都 大 学 グ リー クラブ OB会
Harvard Glee Clllbム ]ュ mrd Chol■ ls
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17b,cα rftas(慈 しみと愛のあるところ)
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Charle Gounod(1818‑1893)
[ric Whitacre (b19フ 0)
O a Gjeilo(b1978)
Randa‖ Tい ompson(18991984)

■ ビク トリアの 2つ のモテ ッ ト

京都大学グ リークラブ OB会 のための書 き下ろし作品初演

■京のわらべ嗅による組歌『遊びをせんとや』

スペ イン生まれのビク トリアは 17歳 でローマに
留学 し、その地で活躍 しま したが 晩年スベ インに
戻 リ マ ドリー ドの修道院の楽長 オルガニス トと
して生涯を終えま した。熱心な聖職者で 当時 とし
て珍 しく世俗山を 1111も 普かす 宗教山の =山 1に 専
念 したルネサンス・7Jを べ表する 'II家 の一人です。
″
■mあ燿
α″ 92′ (地 上は暗闇 とな り詢
ビク トリアの最 高傑作 のひ とつ と言われている
「I・ 週rll聖 務山集Jは 585年 出版)の 1山 .キ リス ト
が十字架に架け られた時に天地は暗円になった とい
う受難の場面を謝いた件品で キ リス トの悲痛な言
葉が日 的です。 しか し終 J=音 は明るい長調の和音
いが成就 した女略感や死後の誕の救済が嗜木
で 贖'象
■
ているように思われます。
さオ
し ょた″力 あ '(あ めに喜切
前山での救済が成就 し 魂たちの天で憩 う喜びが
ラテ ン語のイン トネーション エコーで効果1'に 表
tて います.
現 さオ
以上 21h、 失われたすべての■を偲んで歌います。

〜男声合唱、 フルー ト +T楽 器のために 〜
わ らべ 嗅は手ま り 鬼遊び お手工な ど遊びの唄、
自然現象、年中行事にちなんだ歌な どあ りますが
いて も京 のわ らべ 唄は洗練 された歌詞 旋往が特徴
です。 この紅歌 は、fr r木 を迷想 させ るウ ッ ドプ ロ
ック 和笛 の ようなフルー ト そ して今様 「遊びを
せん とやJの ベー スソロで始ま り、5つ のイヽ表的な京
のわ らべ 唄を男声合嘔で歌 い 最後 に「女ひ とりJ
の本歌取 りで、「京都左京区百万遍、歌に憑かオ
■た男
が 」で締め くくる とい うIVI成 とな つています。
現役 グ リーが初演 した 「虫めづる珈[君 」 とこの 11
を並 べてみ る とrn白 い共通点 に気がつきます。■に
tた 噸 君J 歌に憑かれた「男Jど ち らも、世
憑かオ
I一
らす る と、 そんな ことに夢中にな つて どな
般か
・
いすんIIaん 変わ っ とるな と思われ る京大生 そ
して我 々 自身の象徴の ようになえてな りません。
なお 「百万通Jと は 私たちが現役1絆 代に遊び を
せん とりF徊 した大学近辺の 界艇で、 もともと百万遍
智恩十 とい うお+の 名 il力 ヽ11来 です。

鑓 びをせん とや」
後自河法皇がま とめた今様集 探 廂秘抄Jの 中で最
も有名な歌です。
「四方の景色 (よ ものけ しき)J
「祇回の二軒茶曰 や 「歌の中口口 が出て くる京ら
しい■なll l情 のうかがえる手Vtl歌 の秀作です.
「雪や こん こ」
平安持へ起源で、唱歌「言」の元になった歌です.
「雪花散 り用劉
伝続の番のするわ らべ嗅の秀作です。
￨は (や しょうめ)」
̀iい
浄+■ 宗本lrtt寺 ′、陛蓮如■人の作 といわれる子守唄
で、室町時イ
ヽの京の rrの 様子が まわれています。
「丸竹夷 (ま るたけえびつ 」
子供に京の大西の通 りを覚えさせるための欧です。
「女ひ とり」
デ ュークエ イセス「にはんの うた」の京都編.
なお 本歌は「恋に疲れたおんなJで した。

ロ メ ンデ ル ス ソー ン男 声 合 唱 由 よ り
ドイツ バ ンブルクの裕福な家庭に生まれたメン
デルゾーンは、幼少の頃か ら音楽11オ 能を発揮、 10
■で作画を始め 20オ でバ ッパのマタイ受難Iめ レ
lF l● 奏を蛉r4し た天才です。彼の lF品 は、伝統IJな
ヨーロッパ音楽に基礎を置きなが ら そこか らあふ
■出る美 しいメロデ ィーが特徴です.
オ

励 力 認″コ
政コ(書 は嵐とともに)
'α
角笛 の晋 きを思わせ ̀勲
る「だか ら日覚め よJの フ レ
"′

ーズに、 ヨー ロ ッパの厳 しく寒い冬が終わ り 待 ち
焦が,tた 春 の 訪れ の喜びがあふれて い ます。春は,
生の季 節.束 北複興 の願いを重ね ます。
なお 原山は作品 712と い うビア ノ伴奏付歌 山￨で
すが 本 卜￨は 無伴奏男声合 IIttllh版 を使用 します。

作曲者 藤原 義久

門野 満里

東 京褻術 大学音 楽学音F作 山科
を卒業 した後tパ リ国立高等音
楽院で作曲 を学ぶ。現在 山形
大学名誉教授.
主要作 品はオベ ラ「ピエ トロの
息子 J カ ンター タ itヽ のちの
樹 J、 ヴァイオ リンの為の
室内楽の為の「プ ロアルテの餐宴 J

(フ ルート
)

大阪芸術大学演奏学科卒業 卒業時 に学科賞受賞.
同大学院修士課程修 7.関 西新人演奏会 ヤマ′ヽ管
楽器演奏会等 出演.2002年 ハ ンガ リー 国際音楽セ ミ
ナー マス ター クラス修 7.フ ルー トを星島明朗
大友太郎 山本恭平 金 昌国の各氏 に師事.現 在
大阪チ ェンバーオーケス トラメンバー。関西 を中心
に演奏活動中.

「シャコンスJ
な ど多数。
また 合唱曲 と しては天台寺門宗総本 山園城寺声明
による男声合唱 味 華懺法J 男芦合llSの ための「四
つの祈 りの歌」があ り、これ らは当 OB会 も直接演奏
のご指導 をいただいた。 ツプラ ノ独唱 男声合唱、
フルー ト マ リンパ の為 の『 虫めづ る姫君』 (『 堤中
納言物語』 よ り)ま 京都大学 グ リー クラブが初演.

山崎 智里 (バ ーカッション)
山形大学教育学部卒業.愛 知県立芸術大学大学院昔
楽学部打楽器専攻首席卒業.第 一 回中部打楽器新人
演奏会第一位.2006年 「Mar mba nternat onal
oompet t oo n t nzJで セ ミ ファイナル出場。

音楽教育 を藤原義久 マ リンバ をロバー ト ヴァン
サイス 神谷百子 打楽器 を岡田知之 今村三 明の
各氏 に師事.

4

■ O Dο

ィテ ュー トの指4者 在任中 当地の聖歌隊を国際11
にも評価の高い合鳴団に育成 し 1935年 には NYの
ラジオンテ ィ・ ミュージックホールに招かれて 1

"rne Jeslf
。 abrlste

(あ あ主イエス キリス ト)
メルキオール・ フランク (15731636)は 教会モテ
ットをた くさん残 しています。これ もそのひとつで、
ルネサンス様式のモテ ットに,こ られる対lr法 を忠実
に￢.り ながら さらに初期バロック期の和メi1/1色 彩
をたつぶり力1え た作,■ です。

■ Dα e"ο

週
lに わた り l F16回 の演奏を こな したのです。 ド
「●
ーソンll品 はス トレー トで強烈なまでに個性n, 思
わす可lき 込まれて しまう音楽です。
■ 動 c8α rcaralreげ KOshjkj rsた
(饉 島力唄)
ハーバー ド グリークラブ 1961年 日本ツアーの歓
迎 レセツションで披露 された11で す。その rtlで 楽計
が指↑者エ リオ ット フォープスにll早 され 以来
ハーバー ド グリークラブは折にふれてこれを演突

carjidus

"frrep″
(悪魔は言葉万みに忍び寄る)

オルバー ン ジユルシュは現代バ ンガリー合唱音楽
の件11家 で 年教 1,、 1[俗 山 ともに多 くの lt品 があ
ります。そのI風 は 伝統様式に現代的な和1音 やジ
ャズを とり込んだ り、 ときにはユーモラスな、 とき

しています。

にはグロテ スクな主人公を,場 させた りもします。
略 魔…』は短いなが ら極めて意欲的なlF品 .悪 魔

日 Ⅳ わoI S力 α″ 四 eD● カリ =わ c Dr●ηた2
=力
Sα ″ο′2
僻 い どれ水夫はいかにせん〉
老帆船が飾 をあげてま さに海に出 ようとしたそ
の とき、11夜 の酒か らいまだ理めや らぬ船乗 りが一

の狡猾 邪悪な手 口とイエスの不動の徳性 とが ドラ
マテ ィックに対比 されています。勝rlす るのはイエ
スですが、音楽的には悪魔の方を中.さ に して面白 く
劇￨￨に 展開 していきます。

■たこ
人.船 長 と来組員が頭を抱えます.歌 い継がオ
のシーシャンテ イ
働歌の一種)、 その源 こそ夕1

■ ROυ ″dAroundAわ ο″,α ttο ο″

られていませんが、1800年 代は じめにはすでに米国
の北大地方で歌われていま した。
はて どうした ものか と乗Flt員 があれ これ知恵

(ぐ るつと森をひ とまわ り)

1600年 代初めのイギ リスをべ表する件饉:家 トーマ
ス モー リーの軽快なマ ドリガル.,t型 ￨￨な :1園 諄
が 主題です。若者が森を/1.い ていると岩い娘に出会
います.す る と娘はお L品 な 言葉 と調子のいい節 」
して 恋人にぶ られたことをllyく ので した.

■ Der Ca″ g

こた0

zυ

を絞 ります。酢いが醒あるまで救令ボー トに寝か し
ておいた らどうや。そうや、ボー トのFを 抜いてび
■に してやればええ.い やいや い板のり1水
しよ濡オ
日につつこんでぶ っといホー スで洗ったれ.い っ
そ ロープで足か ら￨:る し̲Lげ たら な ど妙案続出.

en

ちなみに か く言う周 りの連中だって まるきりし
らふ とは限 らないのですがね.

0

(愛 する人に至る

ロマンlrk作 曲家 ヨバネス・ プラームスの リー トの
合嘔版.著 者は高まる気持ちを押えきれぬまま も
どか しく夜の明けるのを待っています。これから恋

Bernard E Kreger(レ ノ)
ニュー ヨー ク生まれ.4歳 よ リピア ノを始める。 ■

″tlこ さらわれた恋人を取 り戻 しに行こうというので
す.い かにもブラームスらしい豊涸なハーモニーに

レー ス バ レル夫人に師事。ジ ェ リアー ド音楽院 ピ
ア ンコースにも学ぶ.高 校在学 中 NYタ イムズ主催
コンクールな どに入賞する一方 合唱の伴奏 に手 を
染める.ハ ーバー ドに入学 し いまも ピアニス トを
務 め るグ リー クラ ブとの 半世 紀 に及 ぶ縁 が結 ばれ
「進学後 は ロバー ト
る。 ク リー プラ ン ド大学医学者
シ ョウ指揮 ク リー プラ ン ド交響楽団合唱団 に所属.
ハー バー ド グ リー クラブお よび同事業生合唱団 と
共 に世界各地 に演奏旅行 多数.8回 目の来 日に して
仙台初訪 問.
内科医 専門は疫学 ボス トン大学医学部教授.
ハーバー ド グ リー クラブ財団理事.

満ちたIllで 合唱がうたう若者の綿 々たる恋慕の j
が みずみず しく抒情的な ピアノ伴奏でさらに深あ
l・

られています。
■ Jes● s四″ked ttlsこ onesome V● jreノ
(イ エスはこの無人の谷を歩んだ)

ドー ソン (13891990)は アフ リカ系
アメ リカン音楽 の教授 作山家 トロンボーン奏者、
ウ ィリアム

合唱指椰者です。ア ラバマlllタ スキーギ

インステ
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■青葉城 恋唄

■合唱団「萩Jに ういて

仙台の美 しい情景 と切ない恋竹 を経 つた星問船
氏の詞に‖1台 在住のシンガーソングライター・ さ
とう宗幸さんがIIを つ けま した。1978年 に発売 され
るや 100万 枚を超える全国 ヒッ トとな りま した。こ
の面に悽れて大北大に来た・f生 も多か つたのです。

2011年 5月 20日 (金 )に カーネギーホール
にて開催予定だつた 「日米合唱祭」 に出波すべ
く 2010年 6月 発足の混声合唱団。岡崎光治先生
の音 楽 に魅せ られ その ご指導 を0い ています。
東 日本人震災に一 時は渡米 を断念 しかけま した

■ Beau」 fu!Name
l,7,年 、い1際 児童年のテーマツングとして作 ら
れ バン ド ゴダイゴ"の ヒッ ト曲にな りま した。
作詞はな良橋陽子さん (英 語詞)と い饉 アキラさん
(日 本語詞).件 山1の タケカワユキヒデさんは岡崎
先生 ともI12交 があ り 料フ1■ 手のマルチ人l.lと か。

「軟うことは生ぎをいることの● という被
が、
L」

「日米合唱チャ
災地からの声に決意 を新たに し、
リティコンサー トJと なつた同コンサー トにて、
2400名 o NY市 民に感銘 を与えま した。帰園後
も 仙苔 東京、 い0き tと 各地t演 奏活動を
ヽ
ます。今年 8月 には スペインの支倉
行 つてし
上
常長 陸の地 と言われるコリア デル リオ市
か らサ ンタマリア合唱団 とハポン (日 本)姓 の

■遠くへ 行きたい
NInt総 合テ レビのパラエテ ィーショー「夢であい
ま しょう」の「今月の欧」 として 1962̀Fに 作 られ、
ジェリー藤,も さんが歌つて 1 こ出ま した。哀愁に拙
ちたこの昭詢1の 名山は 日本国内に ととまらず、￨ロ
ソ連、東欧、北欧 中束な どで もヒッ トしま した。

「ハボンさんたちと祝う康長遺欧使
方々を迎え、
節 400年 記念コンサ̲卜 」を開催しました。

■走る海

指揮

ヽは「 もう帰 つてこな
「蹟きを知 らなか つた」1子 イ
い」 と知 つた思春期の若者に とつて 大人になるこ
とは苦 しみ と悲 しみに他な りません。吹雪の中をひ
たす らり1他 的にた り続ける冬の海は自分その もの、
と吉野弘さんの作詩は叫びます。

岡崎 光治

平― 中 磐城高校 東北
大卒。日本作曲家協議会
会員。仙台電子音楽協会
代表.NК 仙台放送合唱
団音楽監督.官 城県芸術
選奨 N眺 東北ら、
るさと
賞 宮城県教育文化功労賞 仙台市市政功労者表彰
などを受賞。若松紀志子、福井文彦 島岡譲 日中
信昭、 ヘルムー ト リリンクの諸氏の教 えを頂 く。
主要,計 オ ペ レッタ「きつね と魚屋 J、 混声合唱組
曲「幻の祭J ミュー ジカル 「炎の迷官J「 甦れ美 し
郷」
、「大路が辻」 ピア ンと 3台 のシンセサイザーの
ための「Phantasmagoria― ll J 富城国体のための混
声合唱 と吹奏楽による「新世紀序 山新 しい時の渚 か
らJ「 WK先 生の 肖像 Jな ど多数.と くにオ ペラ「鳴
砂」ま2011年 度 新国立劇場 地域招聘公演 に取 り上
げ られ 高 い評価 を受ける。

■ 太 陽 のひとりごと
数多 くのヒッ ト山を生んできたシンガーソングラ
イター尾崎』,X‐ さん 1977年 の作品です。波上場に
たたずむちょっと物奨げな一人の女性。そんな彼女
を波工場の成勢のいい掛け声 と明るい H差 しが包
んでいく様 子を、ボサ ノパ風のリズムに乗せて描き
ます。

■風のようにうたが流れ ていた
んがホス トをつ とめた同名テ レビ番組l
小日■
"Eさ
10〜
12月 )の テーマ曲. I日 会い も別れ
(2004年
も知 らぬままに 流れる歌を聞いていた。慰められ
て励ま されて、そ して夢を見た。"歌 は、小田さん
の 音楽が どの ように形41ら れてきたか を素直に取
います。

石垣 弘子eア ン)

■じゃんがら祭 り
じゃんが ら"は いわ き平地区の郷」:芸 能。鉦、

武蔵野音楽大学音楽学部 ピア ノ専攻卒業。今井紀
子 故 中根倅也 の各氏 に師事.イ タ リア シエナ
■ジアナ音楽院の夏期講習 に参加.東 京 仙台 を中
心 に大学や一般 の合唱団の演奏会、声楽 の リサイタ
ルの伴奏、 ミュー ジカルやモダンバ レエ、朗読 との
コラボ レー シ ョン、演劇祭な ど 各地 での様 々な コ
ンサー トや企画 に出演.

太鼓を打ち嗚 らしなが ら、新盆を迎えた家な どを訪
問 してまわる踊 り念仏です。 スズキ・ ヘキさんの前
に乗せたIYI崎 光治先生の 出1は 4 3、 2拍 子 と自
在に変わ りゆ くリズムを忠実に再現 していま九
14・
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ロ グノー「第 2ミ サ 」より

口 t7bi ca″ tas(慈 しみ と愛 の あ る と こ ろ )

グノー(131818,3)は 21歳 でローマ贅を受贅 して
ローマに留学す るな ど、キい頃か ら大才 として認め
られていたフランスのll山 家です。3年 lの ローマ留
｀レス トリーナに感銘を受けてボ リフォニ
学 時代に′
ーll湿 ,を lT究 し、オペ ラでは「ファウス トJ 宗教」
I
では 「聖セシリアの ミサJな どの素晴ら しいll.● を
lFHiし ま した。
「第ニ ミサJは 、28歳 の頃か らfFJIIを 始め 36歳
の頃完成 した と伝えられている男声合唱 とオルガン
による ミサ山です。C.lonaの 部を除きホモフォニ
ックで、言葉を大切に した シンブルで美 しいメロデ
ィーが印象的です。
" 榊 の子羊
η
'口 世の罪を除きた もう主よ.わ れ らに平
「神の 子羊
安をあたえたまえ」 と歌 う通常 ミサ‖:の 終 IЩ です。
教会では平和の賀歌 と呼ばれています。
い
e"烈 2ル C″ (主 よ赦いたまえ)
グノーのいつ くかの ミサ山において へ
Delの
"ぶ
後にIr人 されているフランスの教会独特の祈り。

「ウ ビ・ カリタス」はカ トリック教会の 咬 唱」
のひ とつて 復活祭前の聖木腱 日の ミサで歌われる
聖歌です。交唱の間に司祭はキ リス トにならつて「ぶ
しみ と愛」の.lと して 12人 の信徒の足を洗う機式
を行います。
この ￨で はグレゴリオ聖歌原山の旋律が生か さ
れています。作山/編 lllの オラ・ イェイロは ノルウ
ェー出身 25蔵 のll山 1家 で ビアニス ト。現イ
[ニ ューヨ
ーク在t。 その作11は 米国、北欧で広 く演奏 されて
います。

r・

)

藤野

恵

(オ ル ガン)

京都大学 グ リー クラブ 70年 度指揮者 教会オルガニ
ス ト.マ ーチで送 りだ したカップルは 500組 を超 え
る。本業 は本 ブログラム編集 な ど 事業制作 .

■■ e Se● ′こ″ffaby(ァ ザラシの子守唄)
エ リック ウィテカー (1970)は ネバダ大学お
よび ジェリアー ド音楽院で学んだ米国のll皿 1家・ 情
■
揮者で、米国では合 ●ln、 吹奏東山がよく演奏 さオ
ています。ネ ッ ト上でのウ ィテカーの指いに合わせ
て個人が歌 った世 界各国か らの投●
・フアイルを合成
し、ネッ トで公開 している「2000の 欧声でつ くるバ
ーチ ャル合唱HJは 世界的な話題にな りま した。
nhe seal ЦШぉプは、2008年 にキプリング作「 ジ
ヤングルブ ックJア ニメ映画化のため 「白いアザラ
シ」物語の 冒頭の詩に作IIIし た ものですが、企
",が
「カンフーパ ングJに 変更にな ったため 映画では
使われませんで した。
「白いアザランJ物 語は 主人公の自アザラン
コテ ィックが、人間がアサランを狩るのを見てアザ
ランだけの土地を求めて旅をするというものです。
曲は ピア ノl■ 奏付の美 しい子守唄です。あたか
もrptF.lに 黒れるような 3拍 子が 眠 りについた多 く
の魂に も心地よく届きます ように心をこめて歌いま
す.

:.・

■ rara″ セrra(タ ランテラ)
作詩 の ヒ レア ベ ロックに よる と、 この 「タラ ン
テ ラ」 とは、 よ く知 られた イタ リアの 同名 の 舞踊で
はな く スペ イン ピレネー地 方に伝わ る民俗舞踊
とい うことです。 ベ ロ ックは英仏両国籍を持つ 英国
議会議員で した。 またlllオ ■たエ ッセ イス ト 詩人 で
もあ り、子 ども向けの詩 もた くさん残 しています。
この =品 か らは 業の 音 激 しい踊 り、洒場の喧
喋 そ して詩人若き 日のアバ ンチ ユー ルの記憶が
い力

もスペ インら しい香 りを件 って色鮮や力ヽこ甦
'こ
ってきます。
頻出する リズ ミカルな脚 韻 頭韻 のい
ろ どりも手伝 つて 多分 に こう した趣が 1籠 し出 され

ているので しよう。 llllえ ば こんな風です。
(詩 人はアラゴンの女宿のlE億 を語 ります)
4th・

(ピ

・ ■e

■eas that tease ln tt hlgh PyTenees"
レネーの 山奥であの蚤には閉 口したね)

tedng and■ e spreadmroF the

nw fOr

beddmg
(寝 床 ときた ら薬 をひ ろげて 及 くだけ とい う代物

さ)
鐵

tOng tang Ofttt g■ ぽ

(ギ ターの調べ が タンクラタン)

ラングル・ トンプソンは合唱作品では知 らぬ もの
なき作 Jh家 です.′ ヽ―バ ー ドで教鞭 もとっていま し
た。 当件品で も、フランメン コlFlの リズム とn!声 進
行 そ してll熱的で趣深い ピア ノ伴奏 を駆 使 して
原詩に宿る魂 を堂 々 と掟 えてみせています .
なお 「クランテラJは ハーバ ー ド グリークラブ

1961年 の 演奏旅行で、ここ仙台で も演奏 されま した。

■京 都 大 学 グ リー ク ラ ブ OB会
志水 雅 一
西 国 主計 '68
正紀
%9
長谷川1正 雄
森田
早雲 孝信
口中 利男 '70
山崎 徳和
辻本 直彦 ,0
大木 和 夫 '71
XFr貝 康司
誠
西門 岩全 ,1
高野
西川 文章
長尾 源承 '71
花口俊一郎
濱中 英 二 '71
小田垣正則
小林 謙 ‑ 71
横山
充
横井 省吾 71
大橋 恒雄 ,2
渡邊 真 康
大岡 真行
北川 邦晴 '72
谷
信幸
加門 洋
,2
井上 一 郎
谷垣健一 郎 '72
意 ワ2
藤野
津久井信夫
IJl仁
恭
憲一 '2
平井
棟重
卓三
林
康秀 '73
一孝
森
鈴木 照男 ,3
筵井
武
池田 廣平 '73
上杉 昌也
毛涯
久 ,4
今 回 龍介
西川 誠一 '74
藤田 正浩 ,5
柳沼 昂也
裕
藤貫
河野
浩 '75
三木 善朗 '76

■Harvard Glee Club Al― m
'77

Malcolm M BЮ wn '65

'77

Francis E DonOvan

'77

8oy D Farmer.11l EdM'97

飯島喜江子
石垣 ミヤ
石丸 育子
伊藤 弘美
伊藤 ライム
岩口 敏子
小川1 信 子
川村志津子
菅野 政子
木村 淑子
久保 田恵子
小堀 信子
齋藤早百合
佐賀 慶子
佐藤美津子

David E Colall '75
David H Criesingcr '66

'78

'78

JameslM Harkless '52

'79

Joseph S Hayes,Jに

'79
'80

'60

RobertJ Henll '78
Jcrry A Hogan‐ AM'59,PhD'61

'80
'82

Keitll L Hughes '66

'82
'82

Tel℃ nce

Bernard E Kreger'59
C McCinty―

MPA'02

Dan■ y

'08
'12

R Moates '59
R Taggart Murphy '74
David R Musher '64
Thomas D Oleson '60
Warren H Pyie .55
William S Realdon '68
David A Rigney '60

'14
'15

Charles J Smilcr '67

'82

'83
'83
.84
'86

Philip S Sheldon
1Vasyl Szeremeta

'77
'84

Charles E Terry '61
David B Wellborn '81

Tenor

´dto
菅原富美子
杉原 和子
鈴木 昭子
鈴木まゆみ
高橋 弘子
鈴子
費
田子 京子
平川1 敬子
前 日千左子
松川 田鶴子
水野 純子
宮崎 頴子
山森 貴子
吉 m 秋子

'59

Frederic H Ford '60
Davidヽ̲Frank '71

'78
'78

■合 唱 団 「 測

SoPrano

Chons

赤崎 節子
浅見永理子
板橋
薫
猪俣 美穂
岡ICr 洋子
菅野 由美子
楠 真知子
工藤千鶴子
久保田純子
熊 谷 祐子
黒岩 信子
小暮はるみ
斎藤 廣子
末光 泰江
鈴木 勝江

鈴木 陽子
口中 行子
野 口 楽子
増井 淳子
山内 弥生
吉村 美 智 子
吉村 玲 子

赤崎
阿部
黒岩
小泉
境田
末光
袖山
高橋
竹井
新沼
蛇口
松川

Base

宏雄
幹男
晃一
恵一
清隆
員希
直し
正憲
稔夫
慎二
広行
周

岩井 純一
忍
榎口
人島 修三
小川 和明
小暮 義雄
清水 広行
杉 山 博昭
田 口征 一 部
水野 達 夫
宮城 卓 三
我妻 道 也

ふるさと
乍詞/高 野反之 作曲/岡 野貞―

うさぎ追 い し かの山
こぶな釣 りし かの川
夢 は今 もめ ぐりて
忘れがたき ふるさと

いかにいます 父母

志を

つ つ が無 しや

いつの 日にか

友垣

果た して
帰 らん

雨 に風 に つ け て も

山はあお きふ るさ と

思 い 出ず る

水は清き ふるさと

ふる さと

曲 目変更 の お知 らせ
Harvard Glee Club Allim.i ChOrus の曲日に一部変更があります。
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キ リス ト)

(悪 魔は言葉巧み に忍び寄る)

И/ο Oσ (ぐ るつと森をひとまわ り)
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たb en(愛 する人 に至る道)
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υO′ ●nto bene(麗 しの君)

Der εαηg
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Melchior Franck(15731636)

Gy6rgy orb6n(b1947)
Thomas Mo日 ey(15571602)
Johannes Brahms(18131897)
ltalian Folk Song

Arn Archibald■ Dav son
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(酔 いどれ水夫は いかにせん)
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W‖ iam Dawson(18991990)
Arn Robert Shaぃ ぅ A ice Parker

ν″0′ Fa″ fo belle(麗 しの君 )

古 いイタリア民.iで 若者が美 しい恋人にプ ロポーズする内容です。ハ ーバ ー ド・ グ リー クラブ初代
指揮者アーチボル ド・ デ イヴ イツンの編曲。

