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Messe in h-Moll

ミサ曲 ロ短調 in 横浜＆ライプツィヒ

横浜合唱協会第70回定期演奏会
創立50周年記念

2020/2/29（土）

主催:横浜合唱協会

： 柳嶋 耕太
： 中山 美紀
： 鈴木美登里
： 小川 明子
： 谷口 洋介
： 青山 貴
：
： 横浜合唱協会

指 揮
ソプラ ノⅠ
ソプラ ノⅡ
ア ル ト
テ ノ ー ル
バ ス
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合 唱

学生券予約 @YCS1970_Bach

:2,000円
:1,500円
: 500円

＜全席指定＞
指定席券
当日座席引換券 (前売のみ)
学生券（下記URLより要予約・当日渡し)

※当日座席引換券:当日ホールエントランスにて指定席券と
交換のうえ入場下さい。席はお選びいただけません。
※未就学児童の入場はご遠慮下さい。

14:00 開演（13:20 開場）

■お問合せ:横浜合唱協会（ふじい）/Tel:045-894-3031
http://www.ycs.gr.jp /E-mail:ycs.ensoukai＠gmail.com

■チケットぴあ（指定席券のみ）:https://t.pia.jp /0570-02-9999 /Pコード:166-742



Yokohama Choral Society  J.S.Bach Messe in h-Moll BWV232 
指揮：柳嶋耕太 Kota Yanagishima 
2011 年に渡独。マンハイム音楽・表現芸術大

学指揮科合唱専攻を経て、ザール音楽大学指

揮科合唱指揮専攻を卒業。2013 年度ドイツ

連邦教育研究省奨学生。学内や地域での合唱

指導で研鑽を重ね、2015 年にはドイツ若手

指揮者の登竜門であるドイツ音楽評議会・指

揮者フォーラム研究員に日本人として初め

て選出され、同時に Carus 出版より"Bach 

vocal"賞を授与される。以来、ベルリン放送

合唱団、北ドイツ放送合唱団、ザールブリュ

ッケン室内合唱団をはじめとするドイツ国内各地の著名プロ／セミプ

ロ合唱団を指揮。合唱指揮をゲオルク・グリュン、指揮を上岡敏之の各

氏に師事。2017 年 10 月に完全帰国。Vocalconsort initium、室内合唱

団 vox alius、Chor OBANDES、東京ユヴェントス・フィルハーモニー

合唱団、こだいら合唱団など多数の合唱団で音楽監督、常任指揮者を務

める。帰国直後からの指導を経て、2018 年 6 月より横浜合唱協会指揮

者に正式就任。 

 

管弦楽：オルケストル・アヴァン=ギャルド L’orchestre d’avant-garde 
オルケストル・アヴァン=ギャルド

は、これまで合唱団 「マヨラ・カ

ナームス東京」（音楽監督・渡辺祐

介）と共演を重ね、宗教合唱曲の演

奏に高い評価を受けてきたオーケ

ストラが発展的に組織された、若

い世代によるプロフェッショナル

のオリジナル楽器オーケストラで

ある。ヘンデル「メサイア」、モーツァルト「レクイエム」など得意と

する宗教合唱曲の名曲に加え、ベートーヴェンの交響曲・協奏曲全曲演

奏を当面の目標に掲げている。日本ではベートーヴェンや彼以降の作曲

家の管弦楽作品がオリジナル楽器で演奏される機会は少なく、それ自体

まだ「アヴァン=ギャルド avant-garde」な試みだが、その現状を打ち

破りたいという意志もこの名に込められている。 

 

合唱：横浜合唱協会 Yokohama Choral Society  
横浜合唱協会は、J.S.バッハ声楽作品の本格的な演奏を目指して、1970

年に発足したアマチュア合唱団です。これまで、指揮者の八尋和美氏、

山神健志氏をはじめ充実した指導陣の下で、バッハを中心に、シュッツ、

メンデルスゾーン、ブラームスなどバロックからロマン派のドイツの合

唱音楽を主に演奏活動を行ってきました。一昨年 10 月にはドイツ・ラ

イプツィヒで活動するアミチ・ムジケ・ライプツィヒを横浜に迎えて交

流演奏会を行いました。創立 50周年にあたる 2020 年には、5 度目のド

イツ演奏旅行を計画しており、その際にはアミチ・ムジケと、今回演奏

するバッハのミサ曲・ロ短調等を合同で演奏する予定です。 

 

 

横浜みなとみらいホール 

 

●みなとみらい駅（東急東
横線直通／みなとみらい線
下車 

「クイーンズスクエア横浜連
絡口」より徒歩 3 分 
 

●桜木町駅(JR 京浜東北
線･根岸線／横浜市営地
下鉄)下車, 

動く歩道からランドマークプラ
ザ経由で クイーンズスクエア
1 階奥 徒歩 12 分 

 
 

〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい 2-3-6 

            TEL: 045-682-2000 （ホールチケットセンター） 
 
 

ソプラノ：中山美紀 Miki Nakayama  
横浜市出身。東京藝術大学音楽学部声楽科卒業、
同大学院独唱専攻修了。学部卒業時にアカンサ

ス音楽賞及び同声会賞を受賞。第 30 回国際古楽
コンクール〈山梨〉最高位。第４回緑区新人演奏
会最優秀賞。第２回スペイン国際音楽コンクー

ル第１位。他多数入賞。主に歌曲、宗教曲のソリ
ストとして活動し、古楽から現代曲まで幅広い
レパートリーのソロを務める。メディアでは「日

本名曲アルバム」「ららら♪クラシック」等に出演。バッハ・コレギウ
ム・ジャパン声楽メンバーとして演奏会や録音に参加している。横浜市
民広間演奏会会員。 
 

ソプラノ：鈴木美登里 Midori Suzuki 
京都市立芸術大学声楽科大学院修了。兵庫県芸
術文化海外留学助成金を受けオランダに留学。

グレゴリオ聖歌からバロック期に至る古楽声楽
とアンサンブルを学ぶ。留学中より国内外の古
楽グループのソリストとしてコンサートツアー

及び録音に参加。2000 年に帰国。初期バロック
期のソロ声楽曲及びマドリガーレの研究に力を
注ぎ、コンサートや講習会など積極的な活動を

展開。主宰する声楽アンサンブル「ラ・フォンテヴェルデ」の演奏会は
各方面から高い評価を得ている。 

 

アルト：小川明子 Akiko Ogawa 
東京藝術大学卒業、同大学院修了。文化庁オペラ
研修所第 10 期修了。1992 年第 61 回日本音楽コ
ンクール声楽部門第 2 位。1993 年第 4 回奏楽堂

日本歌曲コンクール第 1 位（山田耕筰賞）。1997
年文化庁派遣芸術家在外研修員としてウィーン
に留学。 CD「日本歌曲選」「啄木とみすゞを

歌う」「からたちの花 山田耕筰歌曲集」「荒城
の月 国楽を離陸させた偉人たち」「さくら横ち

ょう 中田喜直４つの歌曲集」「早春賦 日本歌曲選２」「落葉松 アル

トとギターで紡ぐ日本の歌」「お菓子と娘 橋本國彦歌曲集」をリリー
ス。二期会会員。 

 

テノール：谷口洋介 Yosuke Taniguchi 
神奈川県横浜市出身在住。1998年よりバッハ・
コレギウム・ジャパンの主要メンバーとして国
内外の演奏会や CD 録音に参加している。1999

年、クラウディオ・モンテヴェルディ「聖母マリ
アの夕べの祈り」でソロデビュー。バロックから
古典派のレパートリーを中心に活躍、その歌唱

力表現力は高い評価を得ている。また、日本歌曲
やポピュラーソングのカバー等、クラシックの

枠にとらわれない幅広いジャンルでも演奏活動を行い、その活躍も期待

されている。声楽アンサンブル「ラ・フォンテヴェルデ」メンバー。 

 

バリトン：青山 貴 Takashi Aoyama 
東京芸術大学卒業、同大学院修了。二期会マスタ

ークラス、新国立劇場オペラ研修所修了。文化庁、
ロームの奨学金を得てボローニャ、ミラノで研
鑽を積む。「トスカ」スカルピア、「ラインの黄

金」「ワルキューレ」ヴォータン、「ジークフリ
ート」さすらい人、「セヴィリアの理髪師」フィ
ガロ等、数々のオペラに出演。コンサートにおい

ても「第九」や「メサイア」、その他宗教曲のソ
リストとして出演。第 19 回五島記念文化賞オペラ新人賞受賞。男声ユ
ニット IL DEVU のメンバーとしても活動。二期会会員。 

 

今後の演奏予定 
①第 5次ドイツ演奏旅行（ライプツィヒ、クヴェトリンブルク） 
 2020 年 9 月 19 日（土）ライプツィヒ・聖トーマス教会 
 2020 年 9 月 20 日（日）クヴェトリンブルク・マルクト教会 
②第 71回定期演奏会 
 ーcamerata academica Freiburg を迎えてー 
  2021 年 6 月 メンデルスゾーン 「エリア」 

撮影：スタッフ・テス 


