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ごあいさつ

本日は「旧三商大OB男声合唱団交歓演奏会」にご来場賜り厚く御礼中し上げます。

今回で第 9回 目の演奏会となります。第 1回演奏会より16年が経過しております。

私ども三つの大学は、三商大 (東京商科大学 大阪商科大学 神戸商業大学 )と 呼ばれ

た旧制大学の頃からつながりが深かったのですが、新制大学になった後も学生サークルの

交流が盛んにおこなわれました。なかでも、男声合唱団は一橋大学コール メルクール、

大阪市立大学グリークラブ、神戸大学グリークラプの三つが1953年から「旧三商大交

歓演奏会」を東京 大阪 神戸の順で開催してきました。

その学生たちを中心に、卒業後も男声合唱を楽しむために作ったのが、現在のOB合唱

団に発展しました。今では、団員は三大学出身者に限らず、様々な方が加わっています。

ご覧いただくとお分かりいただけると思いますが、年齢だけは確実に増えて行っており

ます。しかし、歌声と歌心は青春そのもの、人生経験ではほかの団にも負けるものではあ

りません。東京 大阪 神戸と離れてはいますが、合同練習も重ねてきました。

そんな合唱団ですが、心を込めて歌い、皆様を魅了できたらこの上ない幸せであります。

どうぞ、最後までごゆっくりお楽しみください。

2019年 10月 5日

マキュリー グリー クラブ

南澪会合唱団

六甲男声合唱団

第 8回交歓演奏会 (2017年 10月 )合同演奏「男声合唱の楽しみJ 大阪国際交流センター 大ホール



プログラム

フォーレ作曲 レクイエム」より/編曲 吉岡弘行
指揮 :永井 宏/ピアノ伴奏 :中 野マリ

作詩 :尾崎左永子/作曲 :佐藤 員

造揮 :官内 泰/ピアノ伴奏 :石幸千照

指揮 :井上和雄

言司:JOE DARION//曲 :MITCH LEIGH

男声合唱編曲 :福永陽一郎

①MAN OF LA MANCHA～ ラ 。マンチャの男

②DULCINEA～ グルシネア

③LITTLE BIRD,LITTLE BIRD―可愛い/1ヽ 鳥よ

④THE IMPOSSIBLE DREAM～ 見果てぬ夢

指揮 :平林 陽/ピァノ伴奏 :島崎央子/打楽器 :山縣雅志
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日Dフ ォーレのレクイエムのこと

この曲は日本では大規模な混声合唱と大編成のオーケストラで演奏されることが多いのですが、フォーレが書い

た合唱は混声ではなく、ポーイソプラノと成人男子による男声合唱です。この山が完成した後、フォーレは楽譜の出

版社から一般に演奏されやすいように混声に編曲しオーケストラも編成を大きくするよう強く勧められましたが断

りました。現在使われている混芦合唱やオーケストラの楽譜は、後年フォーレの弟子と言われる人たちの手によって

編曲されたものです。フォーレがこの曲で女声やオーケストラの高音楽器を避けたのは、高音による華やかな表現を

嫌い、低音の温かみがある音色を望んでいたからです。そのことは、以下にご紹介するこのレクイエムの成立に関わ

るフォーレの言葉から推淑」できます。

フォーレはこのレクイエムを書いていた1880年代後半に相次いで両親を亡くしました。そのためにこの曲は

両親の死を悼んだものと思われがちですが、フォーレはそれを否定し、「このレクイエムは、誰のために書いたという
ことはありません。敢えて言えば私の楽しみのために書いたのです」と述べています。また、この曲には死の恐怖の表

現が少なく、レクイエムらしくない、という当時の批判に答えて次のように述べています。「この曲を死の子守歌のよ

うだという人がいますが、これは私が死について感じるままを書いたものです。私にとって死は苦しみではなく、憧
れと幸せに満ちた来世に向けて解放されることなのです。確かにこの曲は伝統からは外れています。私は長い間教会
のオルガニストとして多くの葬式に立ち会ってきましたが、もうあのような儀式には飽きました。もっと何か違うこ

とをやりたかつたのです。J

長年カトリック教会に奉職したフォーレですが、数多くの声楽曲やピアノ曲を残しているものの、いわゆる宗教山
はほんの数曲しか書いていません。このことは L記のフォーレの言葉と考え合わせると彼が教会とは一定の距離を

置いていたことを窺わせます。この山がレクイエムの文言を使いな力'ら も、人が誰でも願う・死後の幸せな世界への

旅立ち'を 、宗教儀式の形に捉われずに、素朴な憧れを込めて書いたのもそのためかもしれません。

(永丼 宏 記)

「みちのくをふたわけざまに そびえたまふ 蔵Iの山の雲の中に立つJ 茂吉

もともと「蔵工」は混声合唱山です。1961年度文部省主lE第 16回芸術祭合

唱部門参加作品として、ニッポン放送の依頼を受けて作曲されました。その後半

世紀を経て、京者陽 声合唱団創立50周年の記念演奏会のため、男声合唱曲とし

て新しく編出され、2014年 3月 8日 、同団によって京都コンサートホールで

初演されています。50余年まえ 高校生であった頃、混声合唱のための組曲「蔵

王Jが多くの合唱団でよく演奏されていたのを私は記憶しています。どの曲も覚

えやすく、Fp象に残る名曲だったためであると思います。「蔵工讃歌」、「どっこ

沼J、「吹雪Jな ど、山の風景を描いた曲だけでなく、「投げよう林檎をJと いう若々

しく軽快な曲もあれば、「おはなし」「雪むすめJの ように、民話の宝庫である東北
の特色を生かした山もあり、変化に富んだ構成になっています。佐藤具(1938
年生まれ)は、混声合唱のための組山「旅Jや混声合唱のためのカンタータ「上の

歌」中でも「上の歌J終曲の「大地讃頌Jは、特に広く知られています。その他、交響

山や室内楽、器楽曲、童謡など、現在も旺盛に作曲活動を続けています。作詞の尾

崎た永子(1927年生まれ)は、歌人、随筆家として多くの著書があり、現在も住

まいのある鎌倉で「源氏物語Jを 原文で声に出して読む勉強会を続けるなど、活動
は盛んです。

この演奏会の準備活動として、現地をいちど見ておきたいと思い立ち、この7月 、東京と大阪の合唱団有志で山形

蔵王を訪ねました。温泉につかり、どっこ沼へ寄ったり、冒頭の歌碑の立つ蔵王山頂にも登ったりと、実際の風景を自

分たちの目で見てきました。帰った後も、一緒に行けなかった団員のために、スライドや動画を使いな力
'ら 報告会も

行いました。曲中で歌われる風景を、皆様にもぜひ感じてはしいと思っています.

春、夏、秋、冬と四季の蔵王の情景を存分に歌い上げたこの曲を本日 皆様にお送りできることを楽しみにしてます。

(官内 泰 記)
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田Dデュオーパの「荘厳ミサ
作山者デュオーパやその「荘厳ミサJについての歴史上の詳細についてはあまり知られていませんが、ネットで調

べてみて、一番詳しく書いてあったのが「日本男声合唱史研究室」というタイトルのもとに個人が「私家版Jと称して

アップしておられるものです。信頼できるものと半」断して、そこから少し引用させてもらいますが、デュオーパは

1832年 フランスのアラスで生まれ、17歳でパリ音楽院に入学したあと古郷のアラスで男声合唱団の指揮者と

なり名声を博します。この荘厳ミサは1850年代の後半に作曲されています。そして彼は1890年 、あるいは

96年に没したということです。

日本では関西学院大学のグリークラプの指導者だった林雄―郎氏が楽譜を大手して以来、それが流布して日本の

男声合唱界では名山として知られるようになりました。

ところでこの曲はクラシックの曲としてはマイナーなものですが、合唱曲として―級品のものです。ロマン派中期

の上質なロマンに溢れた山ですが、情感が豊かであるとともに古共的な様式感覚も備えています。そのバランスが素

晴らしい名曲です。今日はセレクト版で演奏しますが、第 1曲キリエでは、「主よ憐れみ給え、キリス ト憐れみ給え

Kyrie elelson ChHste elelsonJと 、主への祈 りが穏やかではあつても情感に満ちで歌われます。第 2曲 グローリアは

冒頭のダイナミックなユニゾンから始まって、神の栄光を称えるものですが、中間部の「われらを憐れみたまえ

miserere noblsJと いう部分では重唱となって、神への願いが美しく歌われます。第3曲クレドこそミサの中核部分

で、信条告自が行われます。それは、キリス トが人々を救うために人の姿となって神の降臨した姿であること、そのキ

リス トが十字架にかけられて葬られるが、三日後に蘇ったことへの信lllが告白されるのです。つまリキリストの受難

と再生のドラマが見事な音楽とともに語られます。終曲は第4曲アニュス デイですが、我々の罪を贖って下さった

神の子羊 (ア ニュス デイ)であるイエスヘの祈りが「われらに平安を与え給えdona nObも pacemJと 穏やかに歌わ

れます。デュオーパの素晴らしい音楽が皆さまに伝わることを願って歌いたいと思います。

(井上和雄 記)

ミュージカル「ラ マンチャの男Jは、アメリカの劇作家デール ワッサーマンが、スペインはセルバンテスの名作「ド
ン キホーテ」を題材に1965年に書き上げたミュージカル作品。劇中歌は、作詞ジョー ダリオン、作曲ミッチ リー

のコンビで書き上げられ、同年、コネティカット州の劇場を最初に、ニューヨークでも上演、l・|く 間にその評辛」は高ま

り、翌1966年のトニー賞ではミュージカル作品賞、主演男優賞、演出賞、歌山賞、装置賞の5部門受賞という快挙を

成し遂げました。現在では、名作ミュージカルの定番として世界50カ 国、30以上の言語で上演されており、日本で

も二代目松本自盤(前名 :松本幸四郎)が主役を務める公演が1000回 を超えて現在も続いていることはご存知の

とおりです。2012年には故デール ワッサーマンが受賞したトニー賞のトロフイーが、故人の意思により松本幸

四郎に贈られるほど、国際的に高い評価を受けている大人気演日、それが「ラ マンチャの男」といえるでしょう。

Iラ マンチャの男(我こそドン キホーテ)】

ミュージカルは「ドン キホーテ」の作者であるセルバンテスが牢獄で即興劇を演じるところから始まります。その即興劇
の主人公キハーナが、荒れ果てた世の不正を正すため、「我こそは遍歴の騎士 ドン キホーテJと 旅に出るときに歌われる、

勇ましさに満ちた―山.

【グルシネア】
ドン キホーテは場末の居酒屋で働 く娘アルドンサを、高貴なダルシネア姫と思い込み、読士としてfLえ ることを吾う歌。

優美なラブソングです。

【小鳥よ小鳥】
グルシネア姫に宛てたドンキホーテからのラブレターを、酒場に集う男たちがアルドンサから取り上げて「こんな娘の
どこが姫なんだJと からかう場面で歌われる一山.カ リブソ(カ リブ海の音楽独特のリズム)が印象的です。

【見果てぬ夢】
ドンキホーテが騎士道を/t・ うしようとする思いを歌った劇中最大のヒット曲。「夢見ん   見果てぬ夢を。挑まん
不屈の散に。堪えん   忍び難き悲しみを。向かわん   勇者も行かぬ地へ。これぞ我力i旅。希望の星を追い求めん。
たとえ望みなく、遥かなりとも   。」
世界中の人々を勇気づけできた、究極の人生の応援歌といえるでしょう (平林 陽 記)
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