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プログラム

ご挨拶
本日は、私どものコンサートにおいで下さいました事、心から感謝申し上げます。今年は第27回ということで、
「３０周

Opening

友だちはいいもんだ

編曲:相澤直人 (1978-）

年もできればいいなぁ」
と胸膨らませながら取り組んでいるわけですが、
そうして続けていけるのも、
応援して下さる皆様
のおかげだと、改めて感謝申し上げます。
さて、今年も、
＜ワンステージを共に歌おう＞企画を継続しています。始めた時には、
どのようになっていくかという
不安を伴っていた想いも、
人が集まれば、
一つ力が生まれるのは事実で、
今年も安心して前進することが出来ています。

アンサンブル
の楽しみ

また、三重大学合唱団さん、ensemble tuttiさんにも、今年初めてご出演いただきます。
沢山の方々が、
≪ＥＳＴ≫と、
演奏を通して関わっていただき、
音楽を分かち合うことが出来れば、
どんなに素晴らしい
を持ち始めると思っています。
この取り組みが、
その一端となりますように。
そして、今日、一つの
『しあわせのかたち』
が、
会場の皆様と共に産まれ出ますよう、心から演奏をいたします。
ごゆっくりお聴きくださいませ。

ヴォーカルアンサンブル
《ＥＳＴ》
代表

作曲：G. Gabrieli（1557-1612）

神に向かって喜べ

G．
ガブリエリ

Ensam i dunkla skogarnas famn
暗い森の中での孤独

また、
今年も企画ステージにおいて、
当団のピアニストである中村文保先生と共に演奏できます事、
感謝申し上げます。

ことでしょう。
音楽の文化を、
演奏し、
お互いを聴きあい、
そして語り合う。
この三つがそろって、
やっと文化としての広がり

Jubilate Deo

愛と結婚
の物語

J．
シベリウス

雪

作曲：山下

山のあなた

作曲：上田真樹 (1976-）

知るや君

作曲：相澤直人（1978-）

加（1987-）

Lay a Garland

作曲：R.L. Pearsall (1795-1856）

This Marriage

作曲：E.Whitacre（1970-）

花輪を置きなさい

長島 あかね

作曲：J．Sibelius (1865-1957）

R.L. ピアソル

この結婚が

E．
ウィテカー

“Epithalame”
Ⅰ.Ouvrons les Portes de lʼAmour
“祝婚歌”より
Ⅰ．愛の扉を開こう

作曲： A．
Jolivet (1905-1974）
A．
ジョリヴェ

Intermission

ヴォーカルアンサンブル
《EST》
は、毎年、定期コンサートを一番大きなイベントとしつつ、様々な活動や選曲をみんな
で計画し、私と共に歩んでくれています。
もう27年目。時の流れは速いものです。
今年は、
元気な高校生3人を始め、
たくさんの新メンバーをお迎えして若返り、
明るくポジティブに歌ってくれています。
第2回東京国際合唱コンクールや、第72回全日本合唱コンクール中部支部大会でたくさんのものを吸収して、本日を

合唱で蘇る
唄たち

仲間に恵まれること、愛を育むこと、人生を謳歌すること、何より平和な世であることが大切ではないでしょうか。
その
願いをギュッと詰め込んで1曲1曲を大事に演奏し、最後のステージではたくさんのユース・ワンステージメンバー

Welcome

からもぜひぜひお仲間になって頂ければこんな嬉しいことはございません。
では開演です。
ごゆっくりお楽しみください。
そしてお気軽に感想をお寄せください。

ヴォーカルアンサンブル
《ＥＳＴ》
音楽監督

向井

正雄

６．獅子舞

作曲：間宮芳生 (1929-）

ルパン三世のテーマ

編曲：信長貴富（1971-）

ここから始まる (ensemble tutti)

作曲: 北川昇

おんがく (三重大学合唱団

指揮：橋爪星乃歌)

作曲：木下牧子（1956-）

言葉は

指揮：松下和彦)

作曲：信長貴富 (1971-）

(三重大学合唱団

混声合唱組曲「IN TERRA PAX-地に平和を-」
１．知った
合同ステージ
２．OH MY SOLDIER
３．
花をさがす少女
４．
ほうけた母の子守歌
5．IN TERRA PAX 地に平和を (ピアノ：中村文保)

ユース・ワンステージ
メンバーとの

編曲：若林千春 (1961-）
編曲:若松正司（1928－2009）

合唱のための“12のインヴェンション”より

今回のコンサートのサブタイトルである
『しあわせのかたち』。
これは人によって様々にあることでしょうが、やはり、

コンサートが終われば新しいメンバーをお迎えして、次に向かいます。
ヨーロッパへの夢も広がります。
お客様の中

アカペラによる“２つの熊本民謡”より

２．
おてもやん

迎えました。3週間後には、第72回全日本合唱コンクール全国大会が待っています。

（お・と・な・か・ま）
と共に平和の尊さを歌い上げたいと思っています。

となりのトトロ (オープニング ギター：藤井聡)

(1983-）

作曲：荻久保和明（1953-）

ステージ 解 説
アンサンブルの楽しみ
第１ステージは
「アンサンブルの楽しみ」
と題して、古今東西の珠玉の作品を年代順にお届けする。
まず最初はルネ
サンスからバロックへの橋渡しをしたイタリアの作曲家ジョヴァンニ・ガブリエリのモテット
「Jublate Deo」
だ。彼はヴェネ
ツィアの聖マルコ大聖堂のオルガニストを務め、
大聖堂の構造を利用した多重合唱を得意とした。
この作品も８声が
有機的に絡み合い、神への賛美を高らかに歌い上げている。
続いて演奏する
「Ensam i dunkla skogarnas famn」
は、
フィンランドの国民楽派の作曲家シベリウスが23才の時に
作曲した小品である。北欧の夜の森を踊りながら歩いているような、
４分の６拍子の幻想的な美しい作品だ。
続く２曲はどれも東京国際合唱コンクールの課題曲として今年生まれたばかりの作品である。
「雪」
は明治・大正期の
詩人山村暮鳥の児童向けの詩に、
《ＥＳＴ》
が依嘱作品でお世話になった山下祐加さんが作曲した作品だ。
雪にはしゃぐ
子ども達の姿が目に浮かぶような軽やかな小品である。
「 山のあなた」は誰もが知る上田敏の翻訳詩に若手作曲家
上田真樹が作曲した作品で、幸せをどこまでも追い求める人の心を美しい旋律に乗せてしっとりと歌っている。

愛と結婚の物語
第２ステージは
「愛と結婚の物語」
と題して、愛の喜びと苦しみ・結婚について歌った日本とヨーロッパ・アメリカの
無伴奏作品をお届けする。
まず最初は自ら指揮者として合唱団を主宰しながら新しい作品を次々生み出している
作曲家相澤直人の
「知るや君」
だ。詩は島崎藤村の詩集「若菜集」
から取られている。
まだ恋を知らない淡い乙女心を
琴にたとえ、
ロマンあふれる曲調に仕上げている。
２曲目の
「Lay a garland」
は1７世紀初めに創作されたイギリスの演劇「乙女の悲劇」第２幕第１場のために書かれた
有名な詩に、
ロバート・ルーカス・ピアサルが作曲した作品だ。
ピアサルはシューベルトやロッシーニと同時代のアマチュア
作曲家で、
婚約者に裏切られた乙女の悲しみを美しい旋律に乗せて切々と表現している。
３曲目の
「This Marriage」
はアメリカの現代作曲家エリック・ウィテカーが結婚７周年の記念日に妻に贈った作品で
ある。詩は13世紀のペルシアの詩人ルーミーの詩を英訳して用いている。結婚の幸福が永遠に続くことを祈るような
穏やかな曲調だ。
最後は20世紀のフランスの作曲家アンドレ・ジョリベの
「EpithalameよりⅠ．
愛の扉を開こう」
だ。
ジョリベは1905年生まれ
で、
前衛的な作品からCM音楽まで幅広い作風で知られる。
フランス６人組に代表される新古典主義に対抗して1936年
にオリビエ・メシアンやダニエル・ルシュールらと音楽グループ
「若きフランス
（ジュヌ・フランス）」
を結成し、12音技法や
多彩なリズムを駆使した呪術的とも言える原始民族風のエネルギーを感じさせる作品を多く手がけた。
この作品は結婚
20周年を記念して妻に贈った作品で、
「12人の声楽オーケストラのために」
という副題が付いている。

合唱で蘇る唄たち
第３ステージは
「合唱で蘇る唄たち」
と題して、
誰もが知っている曲を、
工夫を凝らした名編曲でお届けする。
まず最初
はジブリアニメの名作
「となりのトトロ」
の主題歌だ。
アニメは1988年に公開されたが、
30年以上たった今でも人気が高い。
随所に見られる若林千春の凝りに凝ったひと味違う編曲を楽しんで欲しい。
２曲目は熊本県民謡「おてもやん」
だ。
『お「ても」
やん
（女性の名前）』
と醜男の夫を面白おかしく歌ったお座敷歌で
ある。
1935年に歌手赤坂小梅がレコード化し、
一躍全国に広がった。
若松正司の編曲は原曲の良さを生かしつつ、
軽快
でユーモラスな作品に仕上げている。
３曲目は山梨県西八代郡市川三郷町（旧六郷町）山田地区に伝わる県の無形文化財「山田の神楽獅子」
の音楽を
元に、間宮芳生が作曲した
「合唱のための“12のインヴェンション”より６．獅子舞」
だ。笛や太鼓などの旋律は
「口譜」
と
呼ばれる擬音化された口承で代々伝えられてきた。
間宮は
「口譜」
と囃子詞を巧みに絡ませて新しい作品として再構成
している。
最後はTVアニメ･シリーズや映画で人気の高い
「ルパン三世のテーマ」
である。TVシリーズが始まったのは1971年
だが、第１シリーズの制作にはあの宮崎駿と高畑勲が関わっていた。1977年のTV第２シリーズから大野雄二作曲の
有名なテーマが使われるようになるが、
当初はインストゥルメンタル版で途中から歌詞が入ったヴォーカル版に変わった。
信長貴富の編曲はインスト版を巧みに取り込みつつ全体として男のロマンを感じさせる曲調に仕上げている。

ユース・ワンステージメンバーとの合同ステージ
混声合唱組曲「IN TERRA PAX -地に平和を」
は、詩人鶴見正夫がベトナム戦争の頃書いた詩に荻久保和明が
1985年に作曲した合唱曲「太郎は知った」
を元に、戦争と平和をテーマにした組曲を企図して1990年に同じコンビに
よってつくられた作品だ。当初は中学生のために混声三部で書かれ月刊誌「教育音楽（中学校版）」
に発表されたが、
出版に際し混声四部に改められた。詩は全曲鶴見の書き下ろしである。戦後45年がたち戦争も風化しつつあった時期
に、戦争を知らない若者や少年少女にこそ改めて
「戦争と平和」
について考えてもらいたいという問題意識で書かれて
いる。鶴見は各曲について、
「知った」はベースとなった詩「太郎は知った」の改作、
「OH MY SOLDIER」は戦争で
散った世界中の無数の若者へのレクイエム、
「花をさがす少女」
は美しい花に命への愛を託し一瞬にしてそれを奪い
とる戦争の無惨さを表し、
「ほうけた母の子守歌」
は消え去ることのない怒りと怨念をうたい、
「IN TERRA PAX」
はこの
地球に生きるものすべての命のための歌である、
と述べている。
また作曲の荻久保は
「歌もピアノもリズムもすべて旋律
でできているような曲」
を目指してつくったと述べている。
この曲集は90年代には中学・高校のコンクール自由曲として
一世を風靡した。戦後74年、戦争を知らない世代が大半となりつつある今、改めてこの作品を通して平和を考えること
は意義があることではないかと思う。
ちなみに
「IN TERRA PAX」
はミサ通常文の栄光の讃歌
「Gloria」
の冒頭
「Gloria
in excelsis Deo. Et in terra pax hominibus bonae voluntatis」
（天のいと高きところには神に栄光、地には善意の
人に平和あれ）
から取られている。
文責：野田 肇

ゲ ストプロフィー ル
三重大学合唱団
三重大学合唱団は、三重県を中心に活動する学生合唱団です。当団は

いつでも団員募集中です！三重県の大学生の皆さん、一緒に歌いませんか？

オープニングには、
『おんがく』
と
『言葉は』
をお届けします。
「音楽と言葉」

という、合唱に大切な要素をテーマに据えています。当たり前のように社会
に溢れる
「音楽と言葉」
ですが、遥かな時間・様々な手を経て今、私たち

のそばにあります。三重大学合唱団の奏でる音楽を、
どうぞお楽しみください。
なお、2月28日(金)には、私達の定期
演奏会が開催されます。詳細は、挟み込みのチラシをご覧ください。

e ns e m ble t u t t i
私たちは、合唱を通じて知り合った同年代で作ったグループで、
その名も

ensemble tutti！あるイベントの出演団体を探していた一人のメンバーが

「合唱を一緒に発表してくれないか」
と、かつてや今の合唱仲間に声を

かけたのが始まりです。全員が大学生で、今は県外の大学に通っている

メンバーや他県から三重県に下宿しているメンバーもいますが、三重県

での合唱活動の経験があるという共通点があります。
数少ない本番とこの

メンバーで歌えることを楽しみに、三重で活動しています。練習では、すべてのメンバーが他県や他の合唱団に所属

していることで刺激が多いです。今日は本番の機会を与えてくださった会場にいる皆様に感謝して精一杯歌います!

プロフィー ル

ヴォーカルアンサンブル《 E ST 》
1992年三重県津市にて結成。
ルネサンス時代から現代までの合唱音楽

三重大学教育学部卒業。
これまでに Erdei Péter 氏、Fritz ter Wey 氏、黒岩 英臣氏、

を演奏し、定期コンサートの開催や国内外のイベントに参加する他、
ＣＤを

本山秀毅氏の指揮法クラスを受講。ヴォーカルアンサンブル《 EST 》を創立 (1992) し、

リリース。海外では、2001年「第７回マルクトオーバードルフ国際室内合唱

これまでに 8 か国で演奏研鑽を積み、数々の賞に導く。マルクトオーバードルフ国際室内

合唱コンペティション
（2001 ドイツ）
にて“現代音楽解釈における最優秀指揮者賞”を、
アレッツォ

音楽監督・指揮

mance at an international level”を受賞。2003年「第15回ヨーロッパ

国際ポリフォニックコンペティション
（2006 イタリア）
において“最優秀指揮者賞”を、
東京国際

カンタート」(スペイン)に参加し、JanYngwe氏の指導を受ける。2006年「第54回国際ポリフォニックコンテスト･イン･

続けるやちまた混声合唱団の結成（1993）
に当たり、現在まで常任指揮者を務める。公募

にてグランプリ
（総合１位）
・聴衆賞・自由部門1位を受賞し、翌年2010年には、
「 第22回ヨーロピアングランプリコン

合唱コンクール(2019 日本)において“最優秀指揮者賞”を受賞。
オーケストラとの共演を

向井正雄

コンクール」
（ドイツ）
にて、“Achievement Level II -very good perfor

合唱団を指揮し、
カーネギーホール
（ニューヨーク）
の音楽祭に出演
（2017 アメリカ）
。名古屋

大学医学部混声合唱団音楽アドヴァイザー
（2015）
を務める。これまでに多くの合唱団の

客演指揮者、合唱講師、
コンクール審査員を務め、
コーラスワークショップを主宰するなど、

合唱音楽の普及に努めている。宝塚国際室内合唱コンクール委員会理事。
日本合唱指揮者協会会員。
２１世紀の合唱

を考える会＝合唱人集団「音楽樹」会員。三重県立松阪工業高校教諭、同合唱部顧問。
セントヨゼフ女子学園合唱部

講師。三銀ふるさと三重文化賞(2001)、中日教育賞(2006)、伊勢市民文化賞(2006)、
ミネルバ賞(2012)、三重テレビ
大賞 (2016)を受賞。

アレッツオ」(イタリア)にて、
ポリフォニー部門1位受賞。2009年「第38回フロリレージュ国際合唱コンクール」(フランス)

クール」(ブルガリア)に出場した。2012年「第20回受賞者記念合唱祭」(フランス)に招待され、4都市の大聖堂で単独
ツアーを行った。2015年「第63回ポリフォニックコンテスト･イン･アレッツオ」(イタリア)にて、混声部門1位・ロマン派

部門1位・近現代部門1位を受賞した。国内では、
「宝塚国際室内合唱コンクール」
にて19回の金賞（グランプリ3回）、
全日本合唱コンクール全国大会にて、
９回の金賞（文部科学大臣賞３回）
を受賞。本年は、
「 第2回東京国際合唱

コンクール」
にて、室内部門金賞・混声部門金賞・最優秀課題曲演奏賞を受賞。
また、3週間後に開催される第72回

全日本合唱コンクール全国大会への切符を手にしている。津市文化奨励賞('97)、三銀ふるさと三重文化賞 ('01)、
三重文化大賞 ('05)、東海テレビ文化大賞('15)を受賞。

メンバ ー
ヴォーカルアンサンブル
《EST》

愛知県立芸術大学音楽学部卒業。同大学大学院音楽研究科修了。
リスト音楽院サマー

セミナーにて、
Ｋ・アンドラーシュ氏のクラスを受講。藤堂宣子、猪野純雄、兼重直文、
宇都宮淑子、
ボト・レヘル各氏に師事。
これまでにアレクサンダー・セメツキー、河合優子

各氏のレッスンを受ける。ʼ９１～ʼ０１年、三重高等学校音楽科非常勤講師、ʼ９６～ʼ０２年、
愛知県立芸術大学非常勤講師を務める。ʼ８８年よりソロリサイタル８回、
ジョイントリサイ

タル３回、
オーケストラ共演５回、
ワルシャワ国立管弦楽団首席奏者、
スロバキア弦楽四重

中村文保

ピアニスト

奏団と共演。
他、
多数コンサートに出演。
ピアノデュオ“ＬｕＬｉ
ｅｎ”、
ピアノトリオ“Ｔｒ
ｉ
ｏＡＲｉＡ”

で活動中。

1976年、三重県伊勢市生まれ。三重大学教育学部音楽科を経て、2001年、同大学大学院

修了。2004年～2011年、皇学館大学の非常勤講師。1999年、2005年、2006年、
ウィーン

ソプラノ

加藤 裕子

金山 絵梨香

アルト

尾辻 奈生子

岡野 喜子

野中 華枝

林 慧実

テナー

青木 友弥

飯野 浩之

ベース

青山 慧音

浅尾 拓朗

第3位。2010年、第16回みえ音楽コンクールピアノ部門デュオBコース第3位。2011年、

ソプラノ

アルト

2012年、2019年にジョイントコンサートを伊勢、奈良、津で行う。
また、室内楽や、器楽・

長島あかね
音楽トレーナー

声楽・合唱などの伴奏で活動中。
ピアノを故大久保洋子、南川房子、杉山哲雄、兼重直文、

高瀬瑛子の各氏に、声楽を碓井士郎、弓場徹、波多野均の各氏に師事。現在、三重大学

長島 あかね
中村 敬子
野田 肇

佐藤 有吾

向井 公子

濱崎 省吾

田村 昌宏

＊川波 悦子

佐藤 綾

中北 詩織

三浦 真弓

田中 花奈

村上 かなえ

常住 光子

伊藤 大佑

伊藤 竜也

杉浦 明夫

菅生 和範

伊藤 栄輔

岡村 智博

五賀 寛之

黒田 葵

小林 万紀

吉村 裕美子

木村 那津子

垣見 亜彩子 ＊加藤 由佳

宮本 将志

常住 信教

村上 健登

土井 誠

矢地 祐輔

＊藤井 聡

＊吉村 友宏
佐久間 和人

細川 卓哉

ユース・ワンステージメンバー

国際夏期音楽ゼミナールに参加、
Ｖ・トイフルマイヤー氏のマスタークラスを受講し推薦
演奏会に出演。1993年、第31回三重県文化祭器楽コンクールピアノ部門高校以上の部

団員 (*はパートリーダー)

テナー

非常勤講師。
後進の指導にあたりながら、
コンサート活動を行っている。

ベース

青山 智加

加藤 かな歩

松本 真実

水谷 祐子

出口 絵梨佳

小嶺 綾乃

玉木 希実

橋爪 星乃歌

兵頭 潤香

平川 亜美

松下 和花名

池田 なお美

伊藤 心

江谷 望

小笠原 弥紅

河村 美乃里

木本 奈由紀

福田 笑歌

藤田 詩乃

水谷 秀美

三橋 想

小出 あさひ
井澤 泰紀

水野 茉美子

澤藤 由佳

篠谷 晴香

清水 悠貴

中西 真優

大野 直杜

河村 実紀

久野 高暉

馬場 拓海

日比 太智

川口 拓途

常 裕輔

髙田 啓貴

松田 文華

松下 和彦

宮本 将志

村上 諒太

大河内 祐人

小川 輝晃

梶本 蓮

西村 亮杜

練習ピアニスト 阪倉 春佳

山路 なつみ

松田 紗代子

藤井 裕也

山口 郷彬

松本 悠花

東川 玲菜

団員募集中

～ 本 場 ヨ ーロッパ へ！～

私たちは、
ヨーロッパで催される国際コンクールへの出場＆ヨーロッパ公演を目指します！
《EST》
はこれまで8か国で演奏し、
ドイツ、
イタリア、
フランス、
ブルガリアの国際コンクールで研鑽を
積んできました。私たちと一緒に音楽の本場を体験しませんか？！

♪ 高校生以上ならどなたでも。遠距離でもＯＫです。
♪ 個人ヴォイストレーニング制度あり。
♪ ヤング世代への補助制度あり。
♪ 練習日 : 主に日曜日１4～１8時

♪ 場所 : 主に清泉幼稚園（近鉄津新町駅から徒歩５分）
♪ 団費：月 3,500 円
（学生 2,000 円）

練習見学は
いつでもお気軽に♪

第28回
コンサート企画！

ワンステージメンバー募集

第28回コンサートでは、
ワンステージメンバーと共に、

フォーレのレクイエムと佐藤賢太郎の
『前へ』
を、

オーケストラで歌い上げたいと計画しています。
ぜひ、
ご一緒していただける方々を募集します。
詳しくは、挟み込みのフライヤー
（チラシ）
を
ご覧ください。

今後の予定
２０１9年
♪１１月２４日 全日本合唱コンクール全国大会
♪１2月1４日 伊勢日赤病院ゆずりは祭参加
２０20年
♪ 1月26日 植村茂先生追悼コンサート参加
♪ 2月 2日 三重県合唱アンサンブルコンテスト出場
♪ 3月 8日 津市民文化祭
♪ 6月 21日 三重県合唱祭
♪ 8月 9日 三重県合唱コンクール
♪ 11月 8日 第２8回ヴォーカルアンサンブル
《EST》
コンサート

協賛(敬称略・順不同)
虹の夢津 〒514-0062 津市観音寺町152番地 059-225-5001 ４口
学園前いのうえ矯正歯科クリニック 〒631-0036 奈良市学園北1丁目8-8 サンライトビル3階
株式会社山紀建設 他
・・・・・２口以上・・・・・
町田ピアノ調律所 〒510-0254 鈴鹿市寺家1-26-31 059-386-4019
原田 一雄
長島 寛 他
当団ホームページ
お問い合わせ
０９０－１８６０－９５４１（平日９時～１５時）または
当団ホームページhttp://www.vocal-ensemble-est.net/index.html
当団FBページhttps://www.facebook.com/vocalensembleEST
Twitterアカウント︓@ensemble_est

0742-40-2378

当団FaceBookページ

Twitterアカウント

