


つくば・水戸フィルハーモニー合唱団第47回演奏会

ハイドン作曲　オラトリオ「天地創造」

主催 つくばフィルハーモニー合唱団

共催 水　戸フィルハーモニー合唱団

後援 茨城県 茨城県教育委員会
 つくば市 つくば市教育委員会
 土浦市 土浦市教育委員会

PROGRAM プログラム

2016年6月18日（土）18:30開場 19:00開演
つくば市ノバホール

ボロディン 「中央アジアの草原にて」
休 憩 　

 ハイドン 「天地創造」
 独唱者、合唱、管弦楽のためのオラトリオ　Hob.XXI:2

     〈　第1部　〉
１ 序奏  1日目  混沌たる天地の出現
２ 合唱    神の霊が水の上にただよっていた
３ 合唱付きアリア（ウリエル）  地獄の亡霊たちは消え去り、新しい世界が生まれた
４ 合唱付きソプラノ独唱（ガブリエル） 
   2日目  喜ばしげな天使たちは
５ アリア（ラファエル） 3日目  大波は逆巻き、泡立つ波となってうねり
６ アリア（ガブリエル）   今や野の新緑が
７ 合唱    琴の調べを喜び歌い
８ 三重唱と合唱  4日目  天は、神の栄光と御わざを語り

     〈　第2部　〉
９ 三重唱と合唱  5日目  主の御力は大いなり
10 アリア（ウリエル） 6日目  威厳と気高さをそなえ
11 合唱    大いなる御わざは完成された
12 三重唱    おお主よ、すべてが御身を敬い仰ぐ
13 合唱    妙なる御業を、うたもてたたえん

     〈　第3部　〉
14 序奏    甘き響きに目覚め
15 合唱付き二重唱（アダム・エヴァ） おお主なる神よ、天と地は
16 二重唱（アダム・エヴァ）  やさしき妻よ、おまえのそばにいれば
17 四重唱と合唱    うたいまつらん、すべての声よ
     御業は讃むべきかな

つくば・水戸フィルハーモニー合唱団メンバー
（パート別・五十音順）

〈音楽・運営スタッフ〉

◆ソプラノ◆
青柳恵美子
秋澤　聖子
伊東　久子
小野　敬子
小野　真緒
北口たか子
小松　昌代
佐藤あゆみ
佐藤はづみ
椎名　和子
関　　佑子
大道寺　緑
富家　成子
仲田ちよ子
野口　道子
古山　明子
皆葉　律子
山下　亮江
山野邊靜子
山本　郁子

◆アルト◆
安相　直子
猪川　真弓
上田　昌子
大内久仁枝
小野　悦子
尾張　直美
加藤三和子
木下　信子
京谷　泰子
清野　治子
久保由紀子
後藤　敦子
五葉　幸子
島田冨喜子

鈴木　和子
関　由美子
立原　君枝
田中　秀子
綱川　洋子
角田　和子
利根川静江
芳賀　洋子
長谷川典子
深谷　和子
松川　春香
水野　孝子
山中　知子

◆テノール◆
位高　　優
佐藤　　勉
下平　貴志
高橋　宏治
野本誠一郎

◆ バ ス ◆
浅川　雅志
糸賀　淳晃
大山毅一郎
斉藤　信夫
根本　善弘
橋本　挙暁
廣木　眞琴
福田　　正
松本　俊成
水野　陽允

顧問 長谷部一男
運営委員長 佐藤　　勉
練習助手 五葉　幸子
 関　　佑子
 山下　亮江
 小松崎裕子
練習ピアニスト 太田　裕子
 小松澤恭子
 水村香代子
 吉田　優子

企画室長 河原井忠男
事務局 糸賀　淳晃
 富家　成子
 仲田ちよ子
 長谷川典子
 水村香代子
アーカイブ 福田　　正
コーディネート 佐々木紀夫
編曲 大内　悟志
衣裳 後藤　裕子

 合唱 つくば・水戸フィルハーモニー合唱団
 管弦楽 東京ロイヤルフィルハーモニー管弦楽団
 コンサートマスター 平澤　仁

 指揮 佐藤　宏之
 合唱指揮 佐藤あけみ

 ナヴィゲイト 渡部　智也

 ソプラノ 國光ともこ  （ガブリエル・エヴァ）
 アルト 小松崎裕子  
 テノール 松原　　陸  （ウリエル）
 バス 薮内　俊弥  （ラファエル・アダム）



PROGRAM NOTE　曲目解説

合唱指揮

佐藤あけみ

さとう・あけみ 東京都出身。武蔵野音楽大学声楽科を卒業。1978～80年イタリア国立パルマ音楽
院声楽科に留学。小田清、中澤桂、アンジェロ・ベルタッキの各氏に師事。オペラ「フィガロの結婚」「ドン・
ジョヴァンニ」「魔笛」などをレパートリーとする。
　茨城オペラ10周年記念オペラ「夕鶴」のオーディション選考の結果つう役を得、好演。その結果ＮＨＫ
のＴＶ番組でも“つうのアリア”で出演。
　リサイタルは東京、茨城、イタリアで行った。つくばフィルハーモニー合唱団常任指揮者はじめ、多くの
合唱団を指導。ソリストとして「レクイエム」「マタイ受難曲」「メサイア」「第九」「ロ短調ミサ」などをオー
ケストラと共演した。合唱団の演奏旅行でドイツ、スペイン、イタリア、プラハのジュネス音楽祭で日本歌
曲を歌うなど国際交流にも貢献している。土浦短期大学、中国内蒙古大学で学生を指導。子供たちにオ
ペラの楽しさを知ってもらう為、今秋はオペラ「おこんじょうるり」を茨城県内の小・中学校で公演予定。

ソプラノ

國光ともこ

くにみつ・ともこ 武蔵野音楽大学卒業、愛知県立芸術大学大学院修了。新国立劇場オペラ研修所を
経て、文化庁芸術家在外派遣研修員としてイタリアへ留学。第16回F・チレア国際声楽コンクール第2位、
第12回日本モーツァルト音楽コンクール第1位、日本モーツァルト音楽大賞2005、第3回東京音楽コン
クール第2位、岐阜県民栄誉賞、岐阜県芸術文化奨励等受賞。新国立劇場に於いて《オルフェオとエウリ
ディーチェ》《フィガロの結婚》《ペレアスとメリザンド》《ばらの騎士》《タンホイザー》などに出演するほ
か、調布市民オペラ《椿姫》タイトルロールをつとめるなどオペラの舞台で活躍。また、読響定期／メンデ
ルスゾーン《交響曲第2番“賛歌”》をはじめ、バッハ《マタイ受難曲》《ヨハネ受難曲》《ロ短調ミサ》、ヘン
デル《メサイア》、モーツァルト《レクイエム》、ベートーヴェン《第九》《ミサ・ソレムニス》、メンデルスゾー
ン《聖パウロ》、ヴェルディ《レクイエム》、フォーレ《レクイエム》、ブラームス《ドイツ・レクイエム》、マー
ラー《千人の交響曲》、オルフ《カルミナ・ブラーナ》など、交響曲やオラトリオのソリストとして在京主要
オーケストラと共演。その他、NHK-FM「名曲リサイタル」、国体開会式において国歌独唱をつとめるなど
各分野で積極的に活動している。二期会会員

テノール

松原　陸

まつばら・りく 東京藝術大学音楽学部声楽科卒業。今春、同大学院音楽研究科修士課程声楽専
攻オペラ研究分野を修了。修了時に宗次德二賞、武藤舞賞の両賞を受賞。英国王立音楽院(Royal 
Academy of Music)修士課程に給付金付き特待生として合格し、今夏から進学予定。オペラでは第60
回藝大大学院オペラ定期公演、モーツァルト《コシ・ファン・トゥッテ（指揮:高関健、演出:粟國淳》フェラン
ド役でオペラデビュー。同演目を文化庁文化推進特別事業として上演し、新国立劇場オペラパレスに出
演。その他に、グノー《ロメオとジュリエット》ロメオ役、ヴェルディ《ナブッコ》アブダッロ役で出演。また、
ベートーベン《第九》《合唱幻想曲》なかにし礼氏の作詞による《日本語第九》バッハ《ヨハネ受難曲》《 ロ
短調ミサ》《クリスマスオラトリオ》ヘンデル《メサイア(第64回藝大メサイア他》ハイドン《テレジアミサ》
《ネルソンミサ》モーツァルト《戴冠ミサ(第25回藝大附属高等学校定期演奏会他》《ニ長調ミサ》《ト長調
ミサ》シューベルト《変ホ長調ミサ》ブルックナー《3番ミサ》シャルパンティエ《真夜中のミサ》郡司敦《春
のはな》《夏のしずく》上田益《レクイエム》等にテノールソリストとして出演。その他、数々の演奏会に多
数ゲスト出演している若手テノールである。

指揮

佐藤　宏之

さとう・ひろゆき 東京ロイヤルフィルハーモニー管弦楽団常任指揮者・声楽家（二期会会員）
武蔵野音楽大学（器楽科）卒業。ホルン奏者として演奏活動。
バルカン地方音楽研究のためブルガリアに滞在中声楽家を指向する。
イタリア国立パルマ音楽院声楽科留学。声楽をスカラ座トレーナー、アンジェロ・ベルタッキ氏に師事。

●声楽家として
帰国リサイタルは各誌で好評。ソプラノの中沢桂、作曲家の故團伊玖磨の各氏と共に中国瀋陽音大客
員教授として数回に亘り中国滞在。
筑波大学(医)橋口講師監修の下、運動生理学の観点からの「佐藤式ベルカント発声法」を開発。

●最近の舞台 
 2010年、宮城道雄を記念して行われた交声曲“日蓮”のソリストとしてのバリトン演奏は絶賛され、歌い
手としての幅を広げている。
 2012年、南イタリア・ナポリより演奏会のゲストとして招聘され、イタリア近代歌曲を歌う。アジアでは
大連（中国）やクアラルンプール（マレーシア）などで歌う。

●指揮者として 
・ 合唱指揮の郡司博、新星日響楽団長の榑松三郎両氏の推薦により指揮法を佐藤功太郎氏に師事。 
 群馬交響楽団にて指揮者の修行。新星日響＝現東フィル、神奈川フィルなどを指揮。
・ プラハにおける「ジュネス国際音楽祭指揮者」として欧州デビュー（外務省日本国際交流基金派遣）
・ ドホナーニ管弦楽団より招聘され、ブタペストのリスト音楽院ホールにおいて、オルフ作曲「カルミナ・
ブラーナ」を指揮。
・ 以来「残響の魔術師」と呼ばれている。
・ ダブリンに招聘され「メサイア」初演260年記念演奏会を指揮。
・ 1983年につくばフィルハーモニー合唱団を創設し、世界的大型合唱作品、オペラなどに取り組む。
・ 2015年12月、福島県民文化センターに於ける「第九」を指揮。

・ボロディン作曲「中央アジアの草原にて」　作品紹介
1880年当時のロシア皇帝でアジアのいくつかの地域をロシアへ併合することに成功し
ていたアレクサンドル2世の即位25周年祝賀行事のために企画された活人画の伴奏音
楽として作曲された。
初演は同年サンクトペテルブルクにおいてリムスキー=コルサコフの指揮で行われた。こ
の曲の内容についてボロディン自身が次のように説明している。「荒涼とした中央アジア
の草原の静けさの中から平和なロシアの歌が聞こえてくる。やがて遠くから馬とラクダの
足音に交じって東洋風のメランコリックな旋律も聞こえてくる。
アジアの隊商の群れがロシア兵に護衛されながら果てしない砂漠の中を平和に進む。
ロシアの歌とアジアの旋律が溶け合って不思議なハーモニーを作りやがて静かな草原
の中に消えていく」

　　アレクサンドル・ボロディン（1833～1887）
アレクサンドル・ボロディンは1833年、サンクトペテルブルクの貴族の私生児として生ま
れ、音楽も含め幅広くすぐれた教育を受けた。大学の医学部を卒業後は医者として働き
ながら化学の研究に没頭しのちに「ボロディン反応」と呼ばれる反応を発見している。
音楽は28歳で、のちに妻となるピアニストとの出会いによってその世界により広く触れ
るようになり、30歳の時後年「ロシア五人組」のリーダーになるバラキレフを知り本格的
に作曲法を学び始めた。医者そして化学者として多忙な日々の中での音楽活動を日曜
大工ならぬ「日曜作曲家」と自ら称していた。作風は力強い叙事詩的性格と豊かな和声
が特色で代表作は「歌劇イーゴリ公」（劇中の「ダッタン人の踊り」が特に有名）「中央ア
ジアの草原にて」「弦楽四重奏曲第2番」などである。

・ハイドン作曲　オラトリオ「天地創造」　作品紹介
30年近くに亘って音楽的庇護を受けたエステルハージ家を1790年に辞したハイドン
はその後二度におよぶイギリス訪問中の作品や演奏活動が大成功を収めた。その二度
目の訪問からウィーンへ戻った翌年の1796年からオラトリオ「天地創造」の創作に取り
組んだ。

これはイギリス訪問中にヘンデルなどのオラトリオという音楽形式に出会ったことが大
きく影響しているといわれる。エステルハージ家の管弦楽は20名程度の小さな楽団で
あったが当時ロンドンで絶大な人気を誇っていたオラトリオは管弦楽、合唱を合わせた
総数が1,000人に及ぶこともありその演奏効果にハイドン自身が圧倒されたことは想像
に難くなく、また強力な創作動機にもなり得た。
それを証明するかのようにこの作品は当時としては異例なことに誰からの注文でもなく
作曲家自身の興味だけで作曲が開始され1798年に完成し、公開初演はその翌年
ウィーンで行われ大成功を収めた。

つくばフィルハーモニー合唱団 元団員　杉本幹夫

バス

薮内　俊弥

やぶうち・としや 東京藝術大学音楽学部声楽科卒業。同大学院修士課程独唱科修了。
第12回日仏声楽コンクール第二位入賞。第23回奏楽堂日本歌曲コンクール第二位。第51回朝日新聞社
主催「藝大メサイア」バスソリストでデビュー。その後「第九」（小林研一郎指揮、日本フィル）、モーツァル
ト、フォーレ、ドニゼッティ、スッペ「レクイエム」、デュリュフレ「レクイエム」（飯守泰次郎指揮、東京シティ
フィル）、ドヴォルザーク「スタバト・マーテル」、オルフ「カルミナ・ブラーナ」、バッハ「ヨハネ受難曲」、「マ
タイ受難曲」、「ロ短調ミサ」、「教会カンタータ」等のソリストを務める。
オペラでは、藝大大学院定期オペラ公演モーツァルト「ドン・ジョヴァンニ」マゼットでデビュー。その後、
東京室内歌劇場、新国立劇場などで幅広く演じている。2011年、ルーマニア国立コンスタンツァ歌劇場
に於いて、「ランメルモールのルチア」エンリーコ役でゲスト出演し、ヨーロッパデビュー。中国西安人民
劇院、北京人民劇院にて、ドン・ジョヴァンニを演じ、好評を博す。二期会会員。日本演奏連盟、日本声楽ア
カデミー各会員。

アルト

小松崎裕子

こまつざき・ゆうこ 茨城県立水戸第三高等学校音楽科ピアノ専攻卒業。音楽全般を学ぶ中で声楽の魅
力に惹かれ、東京音楽大学音楽学部音楽教育科へ進学。声楽を野村陽子氏に師事。大学卒業演奏会に
出演。
その後、佐藤宏之氏と出会い、同氏のもとで現在も研鑽に励んでいる。これまで、モーツァルト作曲オペ
ラ「魔笛」クナーベ役でオペラデビュー。魔法使いの弟子コンサートに多数回出演し、メゾソプラノからソ
プラノまで幅広い曲を歌い、レパートリーを増やしている。

ナヴィゲイト

渡部　智也

わたなべ・ともや 会津若松市出身。国立音楽大学声楽科卒業、メディアアーツ尚美ディプロマコース
修了、武蔵野音楽大学大学院修了。在学中より岸本力氏よりロシア音楽を学ぶ。ロシア国立チャイコフス
キー記念モスクワ音楽院研究科にてロシア音楽を研修する。声楽を岩渕嘉瑩、岸本力、Ａ・ヴァラシーラ、
Ｙ・ニキーチナの各氏に、指揮法を永井宏氏に師事。二期会、日本・ロシア音楽家協会、二期会ロシア東
欧オペラ研究会、二期会ロシア歌曲研究会各会員。認定NPO法人「おんがくの共同作業場」副代表。桐朋
学園大学音楽学部非常勤講師

～「中央アジアの草原にて」に寄せる想い～
指揮者 佐藤宏之

　私が初めて欧州に降り立ったのは25歳の頃。高校生当時、世界史の授業中に「歴史
の交差点、バルカン半島に住んでみたい」と想ったのだ。それは、その後のミラノスカラ
座トレーナーとの生涯に渡る親交、声楽家としての演奏活動、通算 20年に渡るイタリア
滞在、航空会社での音楽活動や指揮活動、欧州でのオーケストラ指揮活動、斎藤環･精
神科医との「佐藤式ベルカント発声法」による呼吸器系筋肉訓練によるMedical Trial
「声楽療法」へと発展、まさに人生の旅の始まりとなった。
　当時は飛行機「北極回りで19時間」「南回りで34時間」という時代、それでも「早く
なったナー」などと言っていたものであった。しかし、私は敢えてその前の前の時代の「ナ
ホトカ航路」を選択。横浜から船に乗り、当時のソ連をシベリア鉄道でモスクワ、レニング
ラードで、街や美術館を見ながらヘルシンキに抜ける約 10日間の旅、欧州までの距離
感を感じながら。その際、ハバロフスクからモスクワまでに間のフライトが、まさに「中央
アジアの草原」上空。私は何かある度にあの光景を思い出す。　
　本日は先ず日本を飛び立ち、草原地帯を抜け、欧州までの距離感を想い、そこで培っ
た「天地創造」に思いを馳せ、「地球・大地に感謝する演奏会に！」と考えております。

台本は旧約聖書の「創世記」「詩篇」、ミルトンの「失楽園」をもとにした英語の台本を当時
ウィーンにおける音楽家の幅広い支援者であったゴットフリート・ファン・スヴィーテン男
爵がドイツ語訳した。（スヴィーテン男爵はモーツァルト晩年の数少ない理解者の一人で
ありその姿は映画「アマデウス」の中でも描かれている）
なお「オラトリオ」とは宗教的内容をもつ長い物語を独唱・合唱・管弦楽のために劇風に
構成した作品（大辞林第三版）であり、ハイドンの「天地創造」はひと言で言えば神の栄
光への賛歌である。

　　フランツ・ヨーゼフ・ハイドン（1732～1809）
「交響曲の父」と言われるフランツ・ヨーゼフ・ハイドンは1732年、現在のオーストリア東
の外れにある城下町ローラウで生まれた。1740年音楽的才能と声の良さを認められ8
歳でウィーンの寄宿舎に預けられ以後約20年間この地で研鑽を積むことになる。1750
年からの約10年間で交響曲などの作品で頭角を現し61年にはハンガリー有数の大貴
族エステルハージ家に副楽長として仕え65年楽長に昇格するとその後90年に辞するま
で同家に必要な音楽のすべてを取り仕切った。

その間エステルハージ家の外でもハイドン人気は高まり外国からの依頼による作品も
書くようになりエステルハージ家離職後1791～92年、94～95年の二度に亘るイギリス
訪問は大成功を収めるとともに新たな音楽形式オラトリオとの出会いはハイドン自身に
とっても大きな収穫となった。ウィーンに帰国後作曲した2曲のオラトリオ「天地創造」と
「四季」は晩年の最高傑作と言われている。
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　曲目解説

合唱指揮

佐藤あけみ

さとう・あけみ 東京都出身。武蔵野音楽大学声楽科を卒業。1978～80年イタリア国立パルマ音楽
院声楽科に留学。小田清、中澤桂、アンジェロ・ベルタッキの各氏に師事。オペラ「フィガロの結婚」「ドン・
ジョヴァンニ」「魔笛」などをレパートリーとする。
　茨城オペラ10周年記念オペラ「夕鶴」のオーディション選考の結果つう役を得、好演。その結果ＮＨＫ
のＴＶ番組でも“つうのアリア”で出演。
　リサイタルは東京、茨城、イタリアで行った。つくばフィルハーモニー合唱団常任指揮者はじめ、多くの
合唱団を指導。ソリストとして「レクイエム」「マタイ受難曲」「メサイア」「第九」「ロ短調ミサ」などをオー
ケストラと共演した。合唱団の演奏旅行でドイツ、スペイン、イタリア、プラハのジュネス音楽祭で日本歌
曲を歌うなど国際交流にも貢献している。土浦短期大学、中国内蒙古大学で学生を指導。子供たちにオ
ペラの楽しさを知ってもらう為、今秋はオペラ「おこんじょうるり」を茨城県内の小・中学校で公演予定。

ソプラノ

國光ともこ

くにみつ・ともこ 武蔵野音楽大学卒業、愛知県立芸術大学大学院修了。新国立劇場オペラ研修所を
経て、文化庁芸術家在外派遣研修員としてイタリアへ留学。第16回F・チレア国際声楽コンクール第2位、
第12回日本モーツァルト音楽コンクール第1位、日本モーツァルト音楽大賞2005、第3回東京音楽コン
クール第2位、岐阜県民栄誉賞、岐阜県芸術文化奨励等受賞。新国立劇場に於いて《オルフェオとエウリ
ディーチェ》《フィガロの結婚》《ペレアスとメリザンド》《ばらの騎士》《タンホイザー》などに出演するほ
か、調布市民オペラ《椿姫》タイトルロールをつとめるなどオペラの舞台で活躍。また、読響定期／メンデ
ルスゾーン《交響曲第2番“賛歌”》をはじめ、バッハ《マタイ受難曲》《ヨハネ受難曲》《ロ短調ミサ》、ヘン
デル《メサイア》、モーツァルト《レクイエム》、ベートーヴェン《第九》《ミサ・ソレムニス》、メンデルスゾー
ン《聖パウロ》、ヴェルディ《レクイエム》、フォーレ《レクイエム》、ブラームス《ドイツ・レクイエム》、マー
ラー《千人の交響曲》、オルフ《カルミナ・ブラーナ》など、交響曲やオラトリオのソリストとして在京主要
オーケストラと共演。その他、NHK-FM「名曲リサイタル」、国体開会式において国歌独唱をつとめるなど
各分野で積極的に活動している。二期会会員

テノール

松原　陸

まつばら・りく 東京藝術大学音楽学部声楽科卒業。今春、同大学院音楽研究科修士課程声楽専
攻オペラ研究分野を修了。修了時に宗次德二賞、武藤舞賞の両賞を受賞。英国王立音楽院(Royal 
Academy of Music)修士課程に給付金付き特待生として合格し、今夏から進学予定。オペラでは第60
回藝大大学院オペラ定期公演、モーツァルト《コシ・ファン・トゥッテ（指揮:高関健、演出:粟國淳》フェラン
ド役でオペラデビュー。同演目を文化庁文化推進特別事業として上演し、新国立劇場オペラパレスに出
演。その他に、グノー《ロメオとジュリエット》ロメオ役、ヴェルディ《ナブッコ》アブダッロ役で出演。また、
ベートーベン《第九》《合唱幻想曲》なかにし礼氏の作詞による《日本語第九》バッハ《ヨハネ受難曲》《 ロ
短調ミサ》《クリスマスオラトリオ》ヘンデル《メサイア(第64回藝大メサイア他》ハイドン《テレジアミサ》
《ネルソンミサ》モーツァルト《戴冠ミサ(第25回藝大附属高等学校定期演奏会他》《ニ長調ミサ》《ト長調
ミサ》シューベルト《変ホ長調ミサ》ブルックナー《3番ミサ》シャルパンティエ《真夜中のミサ》郡司敦《春
のはな》《夏のしずく》上田益《レクイエム》等にテノールソリストとして出演。その他、数々の演奏会に多
数ゲスト出演している若手テノールである。

指揮

佐藤　宏之

さとう・ひろゆき 東京ロイヤルフィルハーモニー管弦楽団常任指揮者・声楽家（二期会会員）
武蔵野音楽大学（器楽科）卒業。ホルン奏者として演奏活動。
バルカン地方音楽研究のためブルガリアに滞在中声楽家を指向する。
イタリア国立パルマ音楽院声楽科留学。声楽をスカラ座トレーナー、アンジェロ・ベルタッキ氏に師事。

●声楽家として
帰国リサイタルは各誌で好評。ソプラノの中沢桂、作曲家の故團伊玖磨の各氏と共に中国瀋陽音大客
員教授として数回に亘り中国滞在。
筑波大学(医)橋口講師監修の下、運動生理学の観点からの「佐藤式ベルカント発声法」を開発。

●最近の舞台 
 2010年、宮城道雄を記念して行われた交声曲“日蓮”のソリストとしてのバリトン演奏は絶賛され、歌い
手としての幅を広げている。
 2012年、南イタリア・ナポリより演奏会のゲストとして招聘され、イタリア近代歌曲を歌う。アジアでは
大連（中国）やクアラルンプール（マレーシア）などで歌う。

●指揮者として 
・ 合唱指揮の郡司博、新星日響楽団長の榑松三郎両氏の推薦により指揮法を佐藤功太郎氏に師事。 
 群馬交響楽団にて指揮者の修行。新星日響＝現東フィル、神奈川フィルなどを指揮。
・ プラハにおける「ジュネス国際音楽祭指揮者」として欧州デビュー（外務省日本国際交流基金派遣）
・ ドホナーニ管弦楽団より招聘され、ブタペストのリスト音楽院ホールにおいて、オルフ作曲「カルミナ・
ブラーナ」を指揮。
・ 以来「残響の魔術師」と呼ばれている。
・ ダブリンに招聘され「メサイア」初演260年記念演奏会を指揮。
・ 1983年につくばフィルハーモニー合唱団を創設し、世界的大型合唱作品、オペラなどに取り組む。
・ 2015年12月、福島県民文化センターに於ける「第九」を指揮。

・ボロディン作曲「中央アジアの草原にて」　作品紹介
1880年当時のロシア皇帝でアジアのいくつかの地域をロシアへ併合することに成功し
ていたアレクサンドル2世の即位25周年祝賀行事のために企画された活人画の伴奏音
楽として作曲された。
初演は同年サンクトペテルブルクにおいてリムスキー=コルサコフの指揮で行われた。こ
の曲の内容についてボロディン自身が次のように説明している。「荒涼とした中央アジア
の草原の静けさの中から平和なロシアの歌が聞こえてくる。やがて遠くから馬とラクダの
足音に交じって東洋風のメランコリックな旋律も聞こえてくる。
アジアの隊商の群れがロシア兵に護衛されながら果てしない砂漠の中を平和に進む。
ロシアの歌とアジアの旋律が溶け合って不思議なハーモニーを作りやがて静かな草原
の中に消えていく」

・アレクサンドル・ボロディン（1833～1887）
アレクサンドル・ボロディンは1833年、サンクトペテルブルクの貴族の私生児として生ま
れ、音楽も含め幅広くすぐれた教育を受けた。大学の医学部を卒業後は医者として働き
ながら化学の研究に没頭しのちに「ボロディン反応」と呼ばれる反応を発見している。
音楽は28歳でその後妻となるピアニストとの出会いによってその世界により広く触れる
ようになり、30歳の時後年「ロシア五人組」のリーダーになるバラキレフを知り本格的に
作曲法を学び始めた。医者そして化学者として多忙な日々の中での音楽活動を日曜大
工ならぬ「日曜作曲家」と自ら称していた。作風は力強い叙事詩的性格と豊かな和声が
特色で代表作は「歌劇イーゴリ公」（劇中の「ダッタン人の踊り」が特に有名）、「中央アジ
アの草原にて」、「弦楽四重奏曲第2番」などである。

・ハイドン作曲　オラトリオ「天地創造」　作品紹介
30年近くに亘って音楽的庇護を受けたエステルハージ家を1790年に辞したハイドン
はその後二度におよぶイギリス訪問中の作品や演奏活動が大成功を収めた。その二度
目の訪問からウィーンへ戻った翌年の1796年からオラトリオ「天地創造」の創作に取り
組んだ。

これはイギリス訪問中にヘンデルなどのオラトリオという音楽形式に出会ったことが大
きく影響しているといわれる。エステルハージ家の管弦楽は20名程度の小さな楽団で
あったが当時ロンドンで絶大な人気を誇っていたオラトリオは管弦楽、合唱を合わせた
総数が1,000人に及ぶこともありその演奏効果にハイドン自身が圧倒されたことは想像
に難くなく、また強力な創作動機にもなり得た。
それを証明するかのようにこの作品は当時としては異例なことに誰からの注文でもなく
作曲家自身の興味だけで作曲が開始され1798年に完成し、公開初演はその翌年
ウィーンで行われ大成功を収めた。

つくばフィルハーモニー合唱団 元団員　杉本幹夫

バス

薮内　俊弥

やぶうち・としや 東京藝術大学音楽学部声楽科卒業。同大学院修士課程独唱科修了。
第12回日仏声楽コンクール第二位入賞。第23回奏楽堂日本歌曲コンクール第二位。第51回朝日新聞社
主催「藝大メサイア」バスソリストでデビュー。その後「第九」（小林研一郎指揮、日本フィル）、モーツァル
ト、フォーレ、ドニゼッティ、スッペ「レクイエム」、デュリュフレ「レクイエム」（飯守泰次郎指揮、東京シティ
フィル）、ドヴォルザーク「スタバト・マーテル」、オルフ「カルミナ・ブラーナ」、バッハ「ヨハネ受難曲」、「マ
タイ受難曲」、「ロ短調ミサ」、「教会カンタータ」等のソリストを務める。
オペラでは、藝大大学院定期オペラ公演モーツァルト「ドン・ジョヴァンニ」マゼットでデビュー。その後、
東京室内歌劇場、新国立劇場などで幅広く演じている。2011年、ルーマニア国立コンスタンツァ歌劇場
に於いて、「ランメルモールのルチア」エンリーコ役でゲスト出演し、ヨーロッパデビュー。中国西安人民
劇院、北京人民劇院にて、ドン・ジョヴァンニを演じ、好評を博す。二期会会員。日本演奏連盟、日本声楽ア
カデミー各会員。

アルト

小松崎裕子

こまつざき・ゆうこ 茨城県立水戸第三高等学校音楽科ピアノ専攻卒業。音楽全般を学ぶ中で声楽の魅
力に惹かれ、東京音楽大学音楽学部音楽教育科へ進学。声楽を野村陽子氏に師事。大学卒業演奏会に
出演。
その後、佐藤宏之氏と出会い、同氏のもとで現在も研鑽に励んでいる。これまで、モーツァルト作曲オペ
ラ「魔笛」クナーベ役でオペラデビュー。魔法使いの弟子コンサートに多数回出演し、メゾソプラノからソ
プラノまで幅広い曲を歌い、レパートリーを増やしている。

ナヴィゲイト

渡部　智也

わたなべ・ともや 会津若松市出身。国立音楽大学声楽科卒業、メディアアーツ尚美ディプロマコース
修了、武蔵野音楽大学大学院修了。在学中より岸本力氏よりロシア音楽を学ぶ。ロシア国立チャイコフス
キー記念モスクワ音楽院研究科にてロシア音楽を研修する。声楽を岩渕嘉瑩、岸本力、Ａ・ヴァラシーラ、
Ｙ・ニキーチナの各氏に、指揮法を永井宏氏に師事。二期会、日本・ロシア音楽家協会、二期会ロシア東
欧オペラ研究会、二期会ロシア歌曲研究会各会員。認定NPO法人「おんがくの共同作業場」副代表。桐朋
学園大学音楽学部非常勤講師

～「中央アジアの草原にて」に寄せる想い～
指揮者 佐藤宏之
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滞在、航空会社での音楽活動や指揮活動、欧州でのオーケストラ指揮活動、斎藤環･精
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ホトカ航路」を選択。横浜から船に乗り、当時のソ連をシベリア鉄道でモスクワ、レニング
ラードで、街や美術館を見ながらヘルシンキに抜ける約 10日間の旅、欧州までの距離
感を感じながら。その際、ハバロフスクからモスクワまでに間のフライトが、まさに「中央
アジアの草原」上空。私は何かある度にあの光景を思い出す。　
　本日は先ず日本を飛び立ち、草原地帯を抜け、欧州までの距離感を想い、そこで培っ
た「天地創造」に思いを馳せ、「地球・大地に感謝する演奏会に！」と考えております。

台本は旧約聖書の「創世記」「詩篇」、ミルトンの「失楽園」をもとにした英語の台本を当時
ウィーンにおける音楽家の幅広い支援者であったゴットフリート・ファン・スヴィーテン男
爵がドイツ語訳した。（スヴィーテン男爵はモーツァルト晩年の数少ない理解者の一人で
ありその姿は映画「アマデウス」の中でも描かれている）
なお「オラトリオ」とは宗教的内容をもつ長い物語を独唱・合唱・管弦楽のために劇風に
構成した作品（大辞林第三版）であり、ハイドンの「天地創造」はひと言で言えば神の栄
光への賛歌である。

・フランツ・ヨーゼフ・ハイドン（1732～1809）
「交響曲の父」と言われるフランツ・ヨーゼフ・ハイドンは1732年、現在のオーストリア東
の外れにある城下町ローラウで生まれた。1740年音楽的才能と声の良さを認められ8
歳でウィーンの寄宿舎に預けられ以後約20年間この地で研鑽を積むことになる。1750
年からの約10年間で交響曲などの作品で頭角を現し61年にはハンガリー有数の大貴
族エステルハージ家に副楽長として仕え65年楽長に昇格するとその後90年に辞するま
で同家に必要な音楽のすべてを取り仕切った。

その間エステルハージ家の外でもハイドン人気は高まり外国からの依頼による作品も
書くようになりエステルハージ家離職後1791～92年、94～95年の二度に亘るイギリス
訪問は大成功を収めるとともに新たな音楽形式オラトリオとの出会いはハイドン自身に
とっても大きな収穫となった。ウィーンに帰国後作曲した2曲のオラトリオ「天地創造」と
「四季」は晩年の最高傑作と言われている。


