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メッセージ

大阪シンフォニッククヮイア創立35周年記念演奏会「モーツアルト

／ミサ曲ハ短調（大ミサ）」が盛大に開催されますことを心よりお祝い申

し上げます。

大阪シンフォニッククヮイアは、ベートーヴェンの「第九交響曲」を演

奏する枚方フロイデ合唱団として発足された後、クラシックの名曲・大曲

が演奏できる団体に発展してこられたとお聞きしておりますまた、35年

にわたり大阪の音楽文化の振興に寄与してこられた皆様のご熱意とご

努力に対し深く敬意を表します

本日ご出演の皆様には、日ごろの鍛錬の成果を存分に発揮され、会

場にお越しのお客様とともに大きな感動に包まれる実り多い演奏会に

なることを期待しています二

大阪府知事　松井一郎

ごあいさつ

本日は、大阪シンフォニッククヮイア（OSC）創立35周年記念演奏会にご来場頂き、真に有難く団員
一同心よりお礼申し上げますこの記念の演奏会を、湯浅卓雄先生の指揮、そして充実の演奏陣・ホー

ルで開催できること、私たちの誇りでありますこれも偏に多くの皆様方に聴いて頂けるからこそ為せるも

のと感謝の気持ちで一杯です。

OSCは、1979年発足以来、当初の「第九」中心に加えて、時には日本初演という貴重な経験を二度も

味わいました。音楽は星の数ほど産み出されており、我々が知らない埋もれた名曲を採り上げ多くの皆

様にその良さを知って頂くという一面も、OSCは併せ持っています。他ならぬ湯浅先生の教えの実践で

あります。

本日演奏のモーツアルト「ミサ曲ハ短調」は、モーツアルトの手で完成されていない曲ですが、変化に

富んだ力強くもあり、実に美しい曲でもあります。二重コーラスの曲が何曲か散りばめられており、混声8

パートが織り成すモーツアルトの見事な音楽構成を如何に歌唱表現できるか、存分にご鑑賞下さい。

さて、この演奏会の次は、フォーレ「レクイエム」に挑戦します。現在の枚方練習会場に加えて大阪市

内に御堂筋会場を新たに開設し、これらを合同して取り組みま、丸35周年を機に更なる発展を目指し決

断致しました。2月から練習を開始し、5月運休明けまで募集を行なっていま一丸この機会にOSCの合唱

の輪にお入り頂き、マエストロの音楽創りへのご参加、心よりご案内申し上げま一丸

では、本日のご来場に重ねてお礼申し上はモーツアルトの音楽を存分にお楽しみ下さい。

2015年1月25日

大阪シンフォニッククヮイア

団長　　　岡副　大
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プロフィール

湯浅　卓雄ゆあきたくおT。ku。Yu。Sa　　　　　指揮

現在、最も国際的な活躍が目覚しい日本人指揮者の一人である湯浅卓雄は、大阪
に生まれ、高校卒業と同時にアメリカに留学。シンシナティ大学音楽院作曲理論科を

経て、ウィーン国立音楽大学指揮科でハンス・スワロフスキー、フランコ・フェラーラ、
イーゴリ・マルケヴイツチ、ロヴロ・フォン・マタチッチに師事。

1976年ウィーン・トンキュンストラー管弦楽団を指揮してデビュー。1979年フイテ

ルベルク国際指揮者コンクールに入賞するが、その際オーケストラが独自に特別賞を

授与したことが話題となり、ワルシャワ国立フィル、ポーランド国立放送交響楽団など
の定期演奏会に度々登場するなど欧州各地で着実に実績を重ねる一万、1984年
から5年間群馬交響楽団指揮者も務めた。

1989年から1994年までBBCスコットランド交響楽団首席客演指揮者、1997年

から2005年まで英国・アルスター管弦楽団首席客演指揮者を務める一方、ロンドン
・フィル、ロイヤル・リヴァプール・フィルをはじめとする英国の主要オーケストラや、ロイ

ヤル・フランダース・フィル、オスロ・フィル、ラハティ響、ベルリン響、ザグレブフィル、シ

ドニー響、ニュージーランド響などに度々客演。最近の主な公演としては、フランス国
立管弦楽団、デ）ユツセル・フィルハーモニー管弦楽団、ボルト国立交響楽団、オーフ
ス交響楽団との共演などが挙げられる。

海外での充実した活動に加え、日本国内にも度々帰国し、各主要オーケストラと共演
を重ねている。

湯浅卓雄の演奏はBBCをはじめとする世界各国の放送などにおいても度々紹介さ
れているが、EMIとの2枚のCDに加え、1996年からは、世界有数の流通量を誇る『ナ

クツス』と専属契約を結び、次々とリリースされるCDは注目を集めると同時に高い評
価を獲得している。とりわけ、「日本作曲家選輯」では中心的な役割を担っている。
2007年井植文化賞文化芸術部門受賞。

現在、東京襲術大学、演奏芸術センター教授。

日本センチュリー交響楽団Jap。nCenturySymphonyOrchestra

～あなたの夢、音にのせて～

日本センチュリー交響楽団（旧大阪センチュリー交響楽団）は、1989年
に活動を開始し、初代常任指揮者ウリエル・セがレ（現名誉指揮者）の指

揮により第1回定期演奏会を行った。2011年4月に名称を日本センチュリ
ー交響楽団に変更し、小泉和裕音楽監督、沼尻竜典首席客演指揮者の

もと新たなスタートを切った。2014年4月から飯森範親が首席指揮者、ア
ラン・デ）バエフが首席客演指揮者として就任し、楽団は創立25周年を迎
えた。

大阪での定期演奏会をはじめ、近年ではさまざまな地域でも特別演奏
会を行っている。また、青少年のためのオーケストラ体感コンサートの開催

∴∴ �∵薯鞠∴∴∵一言 
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や、センチュリー・ユースオーケストラの指導や運営など教育プログラムにも力を入れている。
演奏を通して多くの人びとの心に明るい夢が広がることを願い、新しい時代のオーケストラとして発展を目指してい

る。

大阪シンフォニッククヮイア　osakaSymphonicChoir

大阪シンフォニッククヮイアは、ベートーヴェンの「第九交

響曲」を演奏するアマチュア混声合唱団として1979年7
月、『枚方フロイデ合唱団』の名称で枚方、寝屋川地域を
中心に発足。1995年9月、大阪シンフォニッククヮイアと

改称（以下、OSCと略記）。
立派な指導者に恵まれ、毎週の練習日（水曜夜クラス・

金曜昼クラス）に、発声法の基本から綿密な指導を受け、
演奏技術のレベルアップを目指している。OSCは創立当
初からオーケストラと共演する大規模な合唱曲に取り組む
ことを基本とし、ベートーヴェンの「第九交響曲」をはじめ、
ミサ曲、レクイエム、オラド）才など、主に古典曲を取り上げ
てきたが、現代曲や埋もれた素晴らしい曲にも積極的に取
り組み、称賛を得ている。
現在、合唱団員は175名、枚方・寝屋川を中心に大阪

府下や京都府からも集まっている。
なお、今年の創立35周年を節目として更に発展、充実

した合唱団を目指し、これまで枚方市内で夜の水曜クラ
スと昼の金曜クラスの2クラス制で練習していたが、それ
に加えて大阪市内の地下鉄本町にある御堂会館（南御
堂）で夜の木曜クラスを開設することとした。次回、フォー
レ作曲の「レクイエム」の公演を多くの団員構成で成功さ
せたいと期待している。

．臣基経：∴ 　mJ五°－ ��1禽　　－ 
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プロフィール

安井陽子　やすいようこYokoYasui　　　　　　　　　　ソプラノ

卓越した超絶技巧と品格溢れる音楽性で聴衆を魅了するコロラトウーラ・ソプラノ。
桐朋学園大学卒業。同大学研究科、二期会オペラ研修所マスタークラスを経て文化
庁在外研修員として渡壊し、ウィーン国立音楽大学研究課程修了。渡填中クラーゲン
フルト市立劇場にてへンツェ『若き貴族』イーダで欧州デビュー。その他『魔笛』夜の女
王等を演じ、いずれも現地で高い評価を得た。帰国後の’08年、国内での本格的デビ
ューとなった二期会『ナクツス島のアリアドネ』にて高度なテクニックが要求されるツェ

ルビネックで成功を収め、一躍注目を集める。『魔笛』夜の女王は新国立劇場、日生劇

場、東京二期会等で高い評価を得ており、近年でば11年新国立劇場『ばらの騎士』
ゾフィー、’13年日生劇場『フィデリオ』マルツゴ）－ネ等に出演。
コンサートでも国内主要オーケストラや著名指揮者らとの共演で大きな信頼を得てお

り、殊に宗教曲、オラトリオの分野で定評がある。二期会会員。

林美智子　はやしみちこ　MichikoHayashi　　　　　メゾソプラノ

東京音楽大学卒業。桐朋学園大学研究科、二期会オペラスタジオ、新国立劇場オ
ペラ研修所第1期修了。文化庁派遣芸術家在外研修員としてミュンヘンに留学。2003

年国際ミトロプーロス声楽コンクール最高位入賞。第5回ホテルオークラ音楽賞受賞。
二期会、新国立劇場を中心に多彩な役柄を演じ好評を博す。2009年の佐渡裕プロデ
ュースオペラ「カルメン」ではタイトル・ロールで新たなカルメン像を創り絶賛された。こ

れまでにチョン・ミョシフン、パーヴオ・ヤルヴイなど国内外の指揮者と主要オーケスト
ラと共演を重ねる。オペラ界のトップアーティストが揃う「NHKニューイヤーオペラコ
ンサート」には2005年から連続出演。CDは、「赤と黒」「地球はマルイぜ一武満徹：S

ONGS」「ベル・エクサンド）ックー林美智子ベル・エポック歌曲集」をリリース。

オフィシャル・ホームページ　http：／／www．michikohayashi．com／

吉田浩之　よしだひろゆき　HiroyukiYoshida　　　　　　テノール

瑞々しく伸びやかな美声と叙情性豊かな表現力で聴衆を魅了し、高い評価を受け
ている我が国期待のl）リコ・レツジェーロ・テノール。《こうもり》アルフレード役でオペラ
・デビュー、以来、新国立劇場《ド）スタンとイゾルデ〉《フィデリオか《ニュルンベルクの

マイスタージンガー》《オテロ》《道化師）、日生劇場《魔笛〉《ルルか、びわ湖ホール《サロ

メかなど数々の公演に出演。ミサ曲、オラトリオ等のソリストとしても卓越した歌唱に定

評があり、小澤征爾、大野和土、チョン・ミョシフン、クリスティアン・アルミンク等の指
揮のもと、国内外のオーケストラと共演している。国立音楽大学声楽科卒業。東京襲
術大学大学院オペラ科修了。二期会オペラスタジオを優秀賞で修了。1990年、モーツ
アルト没後200年記念国際モーツアルト声楽コンコルソ本選入賞。翌1991年、文化

庁派遣芸術家在外研修員としてローマに留学。1997年には第25回ジロー・オペラ賞
新人賞受賞。東京蛮術大学音楽学部声楽科教授。福井県敦賀市出身。

三原剛　みはらつよし　TsuyoshiMihara バリトン

大阪芸術大学卒業。1991年第22回日伊声楽コンコルソ金賞受賞。
1992年第61回日本音楽コンクール第1位、同時に増沢賞、福沢賞、木下賞、松下賞
を受賞。翌93年には、第4回五島記念文化賞オペラ新人賞を受賞し、後に五島記念
文化財団奨学生としてドイツのケルンに留学する。以後、国内外においで）サイクル活
動やオペラ、オーケストラとの共演など意欲的な活動を展開。2006年へンツェのオ
ペラ「午後の曳航」で、ザルツブルク音楽祭、フィルハーモニー（ベルリン）、オーデイト

リウム（トリノ）に出演するなど目覚しい活躍が続いている。バッハ、ヘンデルなど、バロ
ック期の宗教音楽を中心に、古典派、ロマン派、近代・現代作品へと着実にそのレパ
ートリーを拡げている。他に、第9回新・波の会日本歌曲コンクール第1位及び四家文

子特別賞、第7回グローバル東敦子賞、平成17年度大阪文化祭賞などを受賞。
大阪芸術大学演奏学科教授。
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「三つの行進曲」K．408

モーツアルトは多くの舞踏のための音楽と共に14曲の行進曲を作曲しました。‘‘ハ短調

大ミサ”と同じ1782年に作曲されたK．408のNo．．1，No．2，N0．3で、3曲ともハ長調の行進

曲です。実際に行進をするための伴奏ではなく、オーケストラの演奏を楽しむ芸術性を
備えた作品です。14曲の行進曲以外にも、モーツアルトば‘フィガロの結婚”、“コジフ

ァントウツナ，、“後宮よりの逃走，，、，，魔笛‘‘などオペラの中でも多くの行進曲を使用して
います。

「アヴェ・ヴェルム・コルブス」K．618

“Ave Verum Corpus”は日本でも良く知られていますが、世界中の合唱愛好家に好ま

れ、演奏会のプログラムとしても度々演奏される曲です。1791年6月17日の作曲です。

カトリック教会の典礼で用いられる「聖体讃美歌」で、46小節の短い作品で静けさの中
に心に油みる名曲となっています。

「サンタ・マリア・マーテル・デイ」K．273

モーツアルトは多くの宗教曲を作曲していますが、典礼に使われる宗教曲の中で
‘‘Gradua1，，はこの「ヘ長調」の一曲のみです。「グラデュアル」は聖書の中の「使徒の

手紙」の朗読の後で歌われる賛美歌です。1777年9月9日に作品としての記録がつけられ
ています。ちなみにマリア生誕祭は9月8日に行われ、マリア生誕祭の典礼のために作曲

されたものと思われます。当時、モーツアルトは21歳でした。

「ミサ曲ハ短調（大ミサ）」K．427

モーツアルトの作品の中でも「ハ短調大ミサ」と呼ばれるK427は未完成です。ミサと

して補完して演奏されるのですが、H．C．ランドン、H．エダー、A．シュミッ康などが、モ
ーツアルトの意図を推測して他の宗教曲から抜き出したセクションを加索るなどして補

完し、楽譜を出版しています。今回の演奏は、出来る限りモーツアルトの作曲憲図を反
映させたHelmut Eder（H．エダー）の監修を使用しました。Credoin u耽粗m Deum、

Etincarnatus st，Sanc餌Sのオーケストラ部分とHosannaのダブルフーガの一部を出

来る限 り原作に基づいて補完
モーツアルトは178

26日にザルツブルグ

ポルドの許しを得なし
の「ミサ」を作曲
ロを歌いました

のが目的の一つで

し‘‘Agnus Dei’’は含めなかったものです

年にかけてこの‘‘C一mOll Missa，，を作曲し、1783集9月

し＿－

（Kyrie，GloriaとSanctus）を初演しまも寵。父レオ

コンスタンツ工を父に紹介するために、自ら進んでこ

ルツブルグでの演奏ではコンスタンツェがソプラノ・ソ

しい歌手であるこ演奏によってコ ンスタンツェが

ったと思われます。Kyrieを贈

ミサを完結することになり
モーツアル葦の全作品

音楽的規模と豊かさが太
ください。

感

聯teなぎ

estではフルート、痔－ボ

アリアが歌われまず。終曲
の形を尊重し、“Benedictus’’で

り、「未完成」ではあっても壮大な
縮撥であります。今回の演奏を大いにご堪能

教



（1）本番の指揮者に直接、指導を受けているのは強みです
OSCは設立当初から主にヨーロッパ各国での演奏活動で活躍しておられる湯浅卓雄先生のご指

導を受けてきており、帰国される際には頻繁に直接の歌唱指導を受けています。曲に対する指揮
者の思いを合唱団貝が直接に受け取ることが出来るなど、本番での演奏の成果に大きな力を発揮
しています。

（2）枚方の2クラス体制に加え、第3のクラス（御堂筋会場）を新たに設けます
OSCは夜の水曜クラス（18時30分～）と昼間の金曜クラス（10時～）の2クラスを設けて、多

くの方が参加しやすい体制にしているが、この2月からは大阪市内の地下鉄「本町」に近い御堂
会館（南御堂）に木曜クラス（18時30分～）を御堂筋会場として新設することにしました。職場

帰りの方々などさらに多くの方々が気楽に参加していただけると期待しています。

（3）合栢して特別の練習と会員同士の親睦を図っています
毎年の恒例行事となりましたが、本番近くに特別練習の一つとして合宿を行っており、ご指導

の先生方も全員参加で練習曲への緻密な取り組みを進めています。最近は自然豊かな丹波篠山に
ある保養施設を会場としており、静かな環境のなかで練習に励んでいます。また、余裕ある十分
なプログラムのもとで会員同士の親睦も図られ、歌唱力の向上はもとより団の一致、団結も養わ
れています。

（4）創立35周年を迎え、新しい出発です
OSCはベートーヴェンの「第九交響曲」を演奏するアマチュア合唱団として1979年7月に「枚

方フロイデ合唱団」の名称で発足して以来、オーケストラと共漬して大規模な合唱曲に取り組む
ことを基本として今日までに至りました。この間、ミサ曲、オラトリオなどの古典曲はもちろん、

本邦初演の現代曲に取り組むなど称賛を得てきています。創立35年を記念して団員から公募した
ロゴを制作して気持ちをあらため、新しい練習会場を新設するなどして更なる発展を期したいと

しています。

（5）ひらかた市民合唱祭に参加し好評を得ています

枚方合唱協会加盟団体による合唱祭におおむね毎年参加して、参加団体では最大人数で迫力あ
る演奏を披露しています。今回は石原祐介先生指揮でモーツアルトの大ミサから「Gloria」を歌い

ましたが、開会冒頭の1番目に出演したこともあり、聴衆の方々と一緒に「枚方賛歌」を会場いっ
ぱいに響き渡らせました。

（6）「OSCm（メイト）」の活動が広がっています

大ホールでオーケストラと共演する大合唱ではなく、親しみや
すい日本語の曲などを気楽に歌って楽しみたいという方々のた
めに設けたOSC傘下の合唱団です。現在、50名程度の規模で

すが、湯浅茂子先生による和気あいあいながらも精確な歌唱指
導で参加人数も増えつつあります。最近では老人ホームや保育
園などに出張演奏会をして地域の皆様に愛され親しまれていま
す。
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