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プログラム

第1部

カンタータ「イエスよ、我が喜び」  Jesu, meine Freude , BuxWV��

指揮：佐々⽊幹雄 / オルガン：藤⽥淑⼦ / フルートⅠ：三好芙美⼦ / フルートⅡ：藤村久美⼦

第2部 宮古⾼校⾳楽部ステージ

指揮/佐藤由梨

バロック⾳楽の愉しみ

ポップスの彩り

明⽇があるさ

⾒上げてごらん夜の星を

愛は勝つ

A Whole New World

指揮/佐藤由梨 ピアノ/藤⽥淑⼦

作詞・作曲：KAN /  編曲：⻑⾕部雅彦

作詞：⻘島幸男 / 作曲：中村⼋⼤ / 編曲：横⼭潤⼦

作詞：T. Rice / 作曲：A. Menken / 編曲 : E. Jojeski

作詞：永六輔 / 作曲：いずみたく / 編曲：信⻑貴富

第3部

―休憩―

第4部 宮澤賢治の世界

序詞 / 海だべがど 

宮澤賢治の詩によるソング・アルバム「岩⼿軽便鉄道の⼀⽉」より

詩：宮澤賢治 / 作曲：林光

⾳楽物語「⿅踊りのはじまり」
―混声合唱・フルート・ピアノと語りによる―

原作：宮澤賢治 / 作曲：⻑澤勝俊 / 構成：中江隆介

指揮：佐々⽊幹雄 / ピアノ：藤⽥淑⼦ / フルート：藤村久美⼦ 

作詞：J. Franck / 作曲：D. Buxtehude

星めぐりの歌 作詩・作曲：宮澤賢治 / 編曲：加藤學

クラリネット：菅原翔⼦ / 語り：宮本正⼦

スライド出典：⽇本の童話名作選「⿅踊りのはじまり」
たかしたかこ・絵 偕成社(1994)

Jubilate Deo
Mundi Renovatio

切⼿のないおくりもの

⽣きる

願い ―震災をのりこえて―

作曲：X. Sarasola

作曲：G. Orban

作詞・作曲：財津和夫 編曲：まついえつこ

作詞：⾕川俊太郎 作曲：新実徳英

作詞：⼩原孝 作曲：樹原涼⼦
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指揮者紹介

岩⼿県⽴⽔沢⾼校、岩⼿⼤学教育学部卒業、同⼤学院修了(⾳楽教育)。
声楽、合唱指揮及び宗教⾳楽を佐々⽊正利、指揮法を故佐藤功太郎、故中村伸⼀郎の各⽒に師事。第3回
仙台バッハ・アカデミーの指揮マスタークラス（講師:H.リリング)を修了。現在、熊友会ヴォーカル・ア
ンサンブルのメンバー、盛岡バッハ・カンタータ・フェラインのコンサートマスター、アンサンブル・コ

ン・フォーコ指揮者。奥州市⽴常盤⼩学校教諭。

佐々⽊幹雄

佐藤由梨

秋⽥県秋⽥市出⾝。⼭形⼤学教育学部⽣涯教育課程⾳楽⽂化コース卒業。

声楽を⼩野真⼸、藤野祐⼀、野尻弘⼦の各⽒に師事する。YCMオペラ本公演にて「コジ・ファン・トウッ
テ」ドラベッラ役。アトリオン⾳楽ホール・コンサートオペラ合唱等に参加。

現在、岩⼿県⽴宮古⾼等学校教諭。

伴奏者紹介

藤⽥淑⼦

三好芙美⼦

⻘森明星短期⼤学⾳楽専攻科卒業。これまでにピアノを浅野繁、加茂洋⼦、⼩暮千佳⼦各⽒に、フルート

を浪岡敬三、野崎千賀⼦各⽒に師事。⾳楽教室講師を経て、現在は宮古市内でピアノ教室、こどものため

の⾳楽ひろば主宰、演奏活動等を⾏っている。宮古笛の会会員。

藤村久美⼦

菅原翔⼦

ピアノ・オルガン

フルート

フルート

クラリネット

宮古市出⾝。宮古商業⾼校吹奏楽部にてフルートを始める。フルートを野崎千賀⼦⽒に師事。1995年より
宮古吹奏楽団員、宮古笛の会会員として活動を始め、現在に⾄る。

岩⼿県奥州市⽣まれ。12歳のとき中学校の吹奏楽部に⼊部し、クラリネットを始める。
⾼校、⼤学と吹奏楽を続け、現在は宮古吹奏楽団に所属し、演奏活動を楽しんでいる。

ヤマハアカデミー(現ヤマハ⾳楽院)卒業。これまで⼩笠原洋⼦、斎藤優美⼦、⾚城真理、⼤久保和歌⼦各
⽒に師事。ヤマハ⾳楽教室講師を経て、現在ヤマハ⼤⼈のピアノ教室、ピアノ教室を主宰。宮古⼥声コー

ラスの指導も⾏っている。
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曲⽬解説
バロック⾳楽の愉しみ
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　この曲名、どこかで聞き覚えはありませんか？そうです。私たち宮古木曜会合唱団では何度か(近いところでは
2013年３月の第３０回演奏会)取り上げているモテットと同名です。しかしこれまで演奏してきたのは超有名な音楽
家J. S. バッハ先生のモテットで、５声部の合唱(と通奏低音)のみという編成で、シンメトリーな配置による１１曲から
成るものでした。ちなみに、「モテット」というのは、宗教的な歌詞をもつ声楽曲一般を指す言葉です。
　今日お届けするのは、そのバッハ先生が若い頃に憧れて４００kmも離れたバルト海に面した町リューベックまで４
週間の休暇をもらってその演奏を聴きに行ったという音楽家、ディートリヒ・ブクステフーデ先生が作曲した、同名の
コラールなのです。ちなみに、バッハ先生は勤務先に断りもせず滞在を続け、職場に戻ったのはなんと１６週間後だっ
たそうです！お二人とも、なんと魅力的な先生方なのでしょう！！
　バッハ作曲のモテットは早くから出版されていたこともあり、また編成が大きくないこともあり、１９世紀の早い時期
から演奏される機会が多かったようですが、ブクステフーデ作曲の方はあまり聴く機会がありません。編成が次のよ
うに特徴的なのも理由かと思います。

【編成】
声楽：ソプラノ１、ソプラノ２、バスの３声部。合唱のみでなく独唱もあります。
　　　（本日は、ソプラノ２をアルトが担当し、バスにテノールも加わり、独唱はパート・ソロ（１つのパートの全
員で歌う）で演奏します。
器楽：ヴァイオリン１、ヴァイオリン２、ファゴット、通奏低音。
　　　（本日は、２つのヴァイオリンを２つのフルートが、ファゴット及び通奏低音をオルガンが担当します。）

　冒頭は『ソナタ』(器楽のみによる楽曲)で始まります。短いながら３部構成となっており、フーガ(4/4拍子)で始ま
り、Grave(2/2拍子)のゆったりとしたホモフォニー、そしてAllegro(4/4拍子)のフーガと変化していきます。
　続いて器楽伴奏付きでコラール（賛美歌）の第１番の歌詞が三声体で歌われます(4/4拍子)。「イエスこそが私の
喜び、あなた以外に求めるものはありません」と喜びを歌います。各節の間に短い間奏が挟まれ、最後にはリトルネッ
ロ（繰り返し出てくる旋律）が演奏されます。
　次はコラールの第２番の歌詞がソプラノのアリアとして歌われます(4/4拍子)。「何が襲ってこようとも、あなたのも
とにいて私は守られているのです」と確信を歌います。旋律はコラール旋律に基づきながらも自由に曲付けされてい
ます。最後は再び前曲と同じリトルネッロが演奏されます。
　コラール第３番はバスのアリアとして歌われます。3/4拍子に変化し、「恐怖や地獄など物ともせず、私は全き安ら
ぎの中にいるのです」と何物にも負けない意思を歌います。最後は、前曲とは違ったリトルネッロが演奏されます。
　コラール第４番は、前曲を受けて3/4拍子のまま３部合唱で、「この世の全ての宝物よ、去れ。私は慰めであり喜び
であるイエスを離しません」と決意を歌います。最後は全曲と同じリトルネッロが演奏されます。
　続いて、6/8拍子となりコラール第５番、「罪よ、虚飾よ、自堕落な生活よ、眠り込んでしまえ」と自分を律するかのよ
うに説きます。「gute Nacht」の歌詞らしく、ソプラノ独唱と通奏低音のみで進みます。最後にエコーのようなリトルネ
ッロが続きます。
　最後はコラール第５番が、１番に回帰したような音楽で歌われて「イエスこそが私の喜びなのです」と締めくくられ
ます。
 
　バッハ先生の同名のモテットと、似通っている点が多々あります。ですから、記録はありませんが、バッハ先生は若
い頃、リューベックの街でこのモテットをきっと聴き、印象付けられたのではないかと私は思うのです。あまり演奏され
る機会の少ない作品と思いますので、じっくりとお楽しみください。

ディートリヒ・ブクステフーデ(Dieterich Buxtehude 1637頃〜1707)作曲
『イエスよ、我が喜び』(“Jesu, meine Freude”)

（解説：佐々木幹雄）



ポップスの彩り

♪愛は勝つ

　“心配ないからね〜”という歌詞から始まるこの曲は、今からおよそ３０年前のテレビ番組のエンデ
ィング・挿入歌に起用されたことで人気となりました。同じメロディーやリズムが繰り返し登場すること
で、つい口ずさみたくなります。作詞作曲者であるKANは敬愛するアーティストの一人であるビリー・
ジョエルの楽曲「アップタウン・ガール」を模倣して楽曲に取り入れているとか。聞き比べも楽しいも
のですね。痛みや悲しみに遭遇しても、それを受け入れ、そこからポジティブに考えていく歌詞に励ま
される一曲です。

♪A Whole New World

　1992年に公開されたディズニーの映画『アラジン』で用いられた曲です。貧しいけれど心の綺麗
なアラジンがランプの精に王子にしてもらい、王女のジャスミンと魔法の絨毯で世界中を観に行く場
面で歌われます。ジャスミンはお城の外に出たことが無く、友達は虎のラジャーだけ。アラジンと一緒
にみる世界はどれも新鮮で刺激があります。アラジンとジャスミンの掛け合いを爽快なメロディーで
表現しています。

♪⾒上げてごらん夜の星を

　坂本九が歌う名曲です。今からおよそ50年前に永六輔といずみたくが制作・公演した同名ミュー
ジカルの劇中主題歌でした。語りかけるような甘く優しいメロディーにはなじみがありますが、信長貴
富さんの編曲によって壮大なアレンジの曲になっています。合唱のみのアカペラ、ピアノの壮大な間
奏など聴きごたえのある構成をお楽しみください。星空を見上げながら歌いたくなる一曲です。

♪明⽇があるさ

　同じく坂本九が歌う名曲です。1960年代に日本テレビで放送された坂本主演のテレビバラエティ
『明日があるさ』『夢をそだてよう』の主題歌としてうたわれ、当時80万枚以上のセールスを記録して
います。自分に自信が持てずに、意中の女性に恋心を打ち明けられないにもかかわらず、前向きに
日々を過ごす男子学生の思いをコミカルに表現している曲です。数多くの歌手にカヴァーされており、
2000年代にもCMでカバーバージョンを歌ったウルフルズと、CMに出演していた吉本興業所属の
芸人によるユニットのRe:Japanとの共演で100万枚を売り上げました。”明日がある〜“という元気
になるメロディーの繰り返しは、多くの人に愛されています。ぜひ一緒に口ずさんでお聴きください。
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（解説：佐藤由梨)
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(解説：川原田隆司)



歌詞と対訳

Jesu, meine Freude, Meines Herzens Weide,
Jesu, mein Begier,
Ach wie lang, ach lange Ist dem Herzen bange
Und verlangt nach dir!
Gottes Lamm, mein Bräutigam, Außer dir soll mir 
auf Erden Nichts sonst Liebers werden.
 
Unter deinem Schirmen 
Bin ich vor den Stürmen Aller Feinde frei.
Laß den Satan wittern, Laß den Feind erbittern,
Mir steht Jesus bei.
Ob es jetzt gleich kracht und blitzt,
Ob gleich Sünd und Hölle schrecken: 
Jesus will mich decken.
 
Trotz dem alten Drachen, Trotz des Todesrachen,
Trotz der Furcht dazu!
Tobe, Welt, und springe, Ich steh hier und singe
In gar sichrer Ruh. 
Gottes Macht hält mich in acht; 
Erd und Abgrund muss verstummen, 
Ob sie noch so brummen.
 
Weg mit allen Schätzen!
Du bist mein Ergötzen, Jesu, meine Lust !
Weg ihr eitlen Ehren, Ich mag euch nicht hören,
Bleibet mir unbewusst!
Elend, Not, Kreuz, Schmach und Tod
Soll mich, ob ich viel muss leiden,
Nicht von Jesu scheiden.
 
Gute Nacht, o Wesen, Das die Welt erlesen,
Mir gefällst du nicht.
Gute Nacht, ihr Sünden, Bleibet weit dahinten,
Kommt nicht mehr ans Licht!
Gute Nacht, du Stolz und Pracht!
Dir sei ganz, du Lasterleben, Gute Nacht gegeben.
 
Weicht, ihr Trauergeister, Denn mein 
Freudenmeister,
Jesus, tritt herein.
Denen, die Gott lieben, Muß auch ihr Betrüben
Lauter Zucker sein.
Duld ich schon hier Spott und Hohn,
Dennoch bleibst du auch im Leide,
Jesu, meine Freude.

イエスよ、我が喜びJesu,�meine�Freude

イエスよ、わが喜び、わが心の楽しむ牧、
わが身の飾りなるイエスよ、
ああ、いく久しく、げに久しく　わがこころもだえ
きみをば慕いてあくがれこしぞ！
神の子羊、わが花婿、
きみいまさずばこの世にて
わが心をひきとむるもの絶えてなし。
 
きみがみ翼のもとにありて　
われは、嵐と寄せ来る敵の万軍をも恐れず。
サタンよ荒れ狂え、敵よたけり立て、
イエスわれにつきたもう。
よし天の鳴りとどろきて雷を下し
罪と陰府その口を開きて脅かすとも、
イエスはわれをかばいたもう。
 
さあれ、年を経し竜よ、さあれ、死の虎口よ、
さあれ、内なる恐怖よ、襲い来たれ！
世よ、ゆれ動きて砕け散れ、
われはここに堅く立ちて歌わん、　
揺るぎなき平安の砦のあれば。
神の力われを守れり。
地も陰府の渕もついに黙さであらじ、
よしなお激しく吼えたけらんとも。
 
すべての宝よ、去れ！
きみこそわが愉悦なれ、イエス、わが生き甲斐よ！
むなしき栄誉よ去れ、われは汝らごときに耳を貸さじ、
われ汝らを知らず！
悲惨、困窮、十字架、恥辱、しかして死、
よし多くの艱難となりて攻めかかるとも、
われをばイエスより引き離つことなし。
 
いざさらば、世の選びとりし生きざまよ、
そは、われにそぐわず。
いざさらば、もろもろの罪よ、遠きかなたに失せよ、
またと日の目を見ざれ！
いざさらば、傲りと奢りよ！
悪にまみれし生活よ、心はれやかに汝に告げん、
いざさらば、永遠の眠りに就け、と。
 
退け、悲しみの霊ども、
わが喜びの君にています
イエス入り来たりたまえば。
神を愛する者には心くもらす逆境もまた
甘き喜びたるべし。
たとえわれ、ここにて嘲りと辱しめを受くるとも、
しかり、悩みの壁われを囲むとも、なお、きみこそ、
イエスよ、わが喜びなれ。
 

⽇本語訳：杉⼭好
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愛は勝つ

心配ないからね　君の想いが
誰かに届く　明日がきっとある
どんなに困難で　くじけそうでも
信じることを　決してやめないで
Carry on,　carry out
傷つけ 傷ついて
愛する切なさに 少し疲れても
Oh･･･　もう一度夢みよう
愛される喜びを 知っているのなら　
Oh･･･
夜空に流星を見つけるたびに
願いをたくし 僕らはやってきた
どんなに困難で　くじけそうでも
信じることさ　必ず最後に愛は勝つ

Carry on,　carry out
求めて 奪われて
与えて 裏切られ　愛は育つもの
Oh…　遠ければ遠いほど
勝ちとるよろこびは　きっと大きいはず　
Oh…
心配ないからね　君の勇気が
誰かに届く　明日はきっとある
どんなに困難で　くじけそうでも
信じることさ　必ず最後に愛は勝つ

⾒上げてごらん夜の星を

見上げてごらん　夜の星を
小さな星の　小さな光りが
ささやかな幸せを　うたってる
見上げてごらん　夜の星を
ぼくらのように　名もない星が
ささやかな幸せを　祈ってる

手をつなごう　ぼくと
追いかけよう　夢を
二人なら　苦しくなんかないさ
見上げてごらん　夜の星を
小さな星の　小さな光りが
ささやかな幸せを　うたってる

明⽇があるさ

いつもの駅で　いつも逢う
セーラー服の　お下げ髪
もうくる頃　もうくる頃
今日も待ちぼうけ
明日がある　明日がある
明日があるさ
 
ぬれてるあの娘　コウモリへ
さそってあげよと　待っている
声かけよう　声かけよう
だまって見てる僕
明日がある　明日がある
明日があるさ
 
今日こそはと　待ちうけて
うしろ姿を　つけて行く
あの角まで　あの角まで
今日はもうヤメタ
明日がある　明日がある
明日があるさ

思いきって　ダイアルを
ふるえる指で　廻したよ
ベルがなるよ　ベルがなるよ
出るまで待てぬ僕
明日がある　明日がある
明日があるさ
 
はじめて行った　喫茶店
たった一言　好きですと
ここまで出て　ここまで出て
とうとう言えぬ僕
明日がある　明日がある
明日があるさ
 
明日があるさ　明日(あす)がある
若い僕には　夢がある
いつかはきっと　いつかはきっと
わかってくれるだろう
明日がある　明日がある
明日があるさ
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A�Whole�New�World

I can show you the world
Shining, shimmering, splendid
Tell me, princess,
 now when did You last let your heart decide?
I can open your eyes Take you wonder by wonder
Over, sideways and under on a magic carpet ride
 
A whole new world A new fantastic point of view
No one to tell us no Or where to go
Or say we're only dreaming
 
A whole new world A dazzling place I never knew
But now from way up here It's crystal clear
That now I'm in a whole new world with you
 
Unbelievable sights Indescribable feeling
Soaring, tumbling, freewheeling
Through an endless diamond sky
A whole new world
(Don't you dare close your eyes)
A hundred thousand things to see
(Hold your breath  it gets better)
I'm like a shooting star I've come so far
I can't go back to where I used to be
 
A whole new world With new horizons to pursue
I'll chase them anywhere There's time to spare
Let me share this whole new world with you
 
A whole new world A new fantastic point of view
No one to tell us no Or where to go
Or say we're only dreaming
 
A whole new world
(Every turn a surprise)
With new horizons to pursue
(Every moment red-letter)
I'll chase them anywhere There's time to spare
Anywhere There's time to spare
Let me share this whole new world with you
 
A whole new world
(A whole new world)
That's where we'll be
(Where we will be)
A thrilling chase A wondrous place
For you and me

君に見せてあげる
輝いてきらめく壮大な世界を
教えてよプリンセス
最後に君が自分で決めたのはいつだったか
驚かせてあげる　たくさんのワクワクをあげよう
あらゆる場所を　どこまでも魔法の絨毯に乗って
 
まったく新しい世界さ　見たこともない素敵な景色だよ
誰も僕らに言えやしない　ダメだとか
あっちに行けとか　ただの夢でしょとか
 
まったく新しい世界　今まで知らなかった眩しい場所
でも今ここまで来て　宝石みたいに晴れやかだわ
まったく新しい世界に　今あなたと一緒にいるのね
 
信じられない眺めなの　この気持ちを何と言えば良いの
舞い上がって　くるくる回って　自由に飛ぶのよ
この終わりのないダイヤモンドの空を
まったく新しい世界なの
（怖がらないで　目を閉じないで）
とてもたくさんのものが見えるわ
（息を止めて　だんだん良くなるよ）
まるで流れ星みたい　こんなに遠くまで来たわ
もう戻れない　今までいた場所になんて
 
まったく新しい世界へ　地平線を探しに行こう
どこへだって追いかけていくよ　時間はいくらでもある
ねえ　この新しい世界を君と分かち合いたいんだ
 
まったく新しい世界　見たこともない素敵な景色
誰も僕らに言えやしない　ダメだとか
あっちに行けとか　ただの夢でしょとか
 
まったく新しい世界へ
（どこを見ても驚きなの）
地平線を探しに行こう
（どの瞬間も忘れたくないの）
どこへだって追いかけていくよ　時間はいくらでもある
どこまでも　時間はあるから
このまったく新しい世界を分かち合おう
 
まったく新しい世界に
（まったく新しい世界に）
そこに僕らはいるんだ
（そこにいるのよ）
ワクワクして追いかけるよ　とても素晴らしい場所さ
君と僕のための
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⾳楽物語 ⿅踊りのはじまり

北上の�野⼭はいちめん�すすきの穂

⽩い炎が�揺れては光る

その北上の�秋⾵が

⼈のことばで�ささやいた

それは�北上の⿅踊り

いまも伝わる�⿅踊り

そのはじまりの�ものがたり

　それはまだ、ここらがまるっきり、丈の高い草や黒い林の
ままだった頃のこと、この山の村に、嘉十という百姓のこど
もがおりました。
　嘉十はおじいさんたちと北上川の東から移って来て、小
さな畑をひらいて、粟や稗をつくっていました。

嘉⼗の畑は⼩さな畑

⼭をひらいた⼩さな畑

粟と稗しかつくれない

嘉⼗の畑は⼩さなはたけ

　あるとき嘉十は、栗の木から落ちて、左の膝を少し悪くし
ました。こんなとき、おじいさんたちはいつでも、西の山の中
の湯の湧くところへ行って、小屋をかけて泊まって療すの
でした。

⻄のお⼭にゃ�お湯が出る

お湯に⼊れば�すぐなおる

なんの�痛みもすぐなおる

　嘉十も出かけて行きました。栃と栗とのだんごと、味噌と
鍋とをしょって、すこしびっこをひきながら、いくつもの小流
や石原を越えて、ゆっくりゆっくり歩いて行ったので、西の
山の木がはっきりと、すぎごけのように見わけられるところ
まで来たときは、さすがに嘉十もほっとして、芝草の上に、
背中の荷物をどっかりとおろすと、栃と栗のだんごを出して
喰べはじめました。

北上の�野⼭はいちめん�すすきの穂

⽩い炎が�ゆらめくなかに

黒い⽊⽴の�はんの⽊が

お⽇さんうけて�⽴っている

⻘い梢の�頂きが

嘉⼗をじっと�⾒下ろして

ささやくように�葉が光る

　ところがあんまり一生けんめい歩いたあとは、どうもなん
だかお腹がいっぱいのような気がして、嘉十もおしまいに
栃のだんごを、とちの実くらい残しました。そうしてそれを、
うめばちそうの白い花の下におくと、また荷物をしょって、ゆ
っくりゆっくり歩きだしました。

　ところが少し行ったとき、嘉十はさっきのやすんだところ
に手拭を忘れて来たのに気がつきましたので、急いでまた
引返しました。あの黒いはんのきの木立はじきに近くに見
えていて、そこまで戻るくらいは、なんの事でもないようでし
た。けれども嘉十は、立ちどまってしまいました。

【間奏曲 ⿅のめぐり】

　嘉十はからだをかがめて、さっきの芝原のほうへ、そろり
そろりと近よって行きました。そうして一むらのすすきのすき
間から、息をこらしてのぞきますと、そこには鹿が、毛並の
立派な六疋の鹿が、大きな環をつくって、ぐるぐる廻ってい
ました。そしてその環のまんなかには。もちろん、さっき嘉十
がおいて行った栃のだんごがあったのですが、鹿どもがぐ
るぐる廻りながら、しきりに気にかけているのは、そのだんご
ではなくて、そのとなりの草の上に、くの字になって落ちて
いる嘉十の白い手拭だったのです。
　そのうちに鹿のめぐりがゆるやかになったかと思うと、み
んなして交わる交わる前肢を一本、環の中のほうへ出し
て、今にもかけ出して行きそうにしては、びっくりしたように
また引っこめて、とっとっとっと静かに走っていましたが、や
がて廻るのをやめると、みんなで、手拭のこちらのほうに来
て立ちました。そのとき嘉十は、ほんとうにじぶんの耳を疑
いました。鹿の言葉が聞こえて来たからです。

�ホホホホ�ホホホホイ

�ホホホホ�ホホホホイ

�ホホホホ ホホホホホイ 

�

「なんだべ」

「なんだべ」

「なんだべな」

「おれ⾏って��⾒てこべか」

�

�⾸をのばして�そろりそろり

�⾜をひきしめ�そろりそろり

�せなかをまるめて�そろりそろり

�⾸をのばして�そろりそろり

�

「アッ�アア」

「なじょだた、なじょだた

� なじょだた、なじょだた

 なじょだた、なじょだた」

「なんだった�あの⽩い�⻑い奴あ」

「縦に皺のよったもんだべな」

「きのこだべ」

「うんにゃ」

「毒きのこ」

「うんにゃ」

「いきものか」

「ああ⽣きものらし」

「ウッフフフフフフフ」

「ワッハハハハハハハ」

【プロローグ】

【嘉⼗の畑】

【⻄のお⼭(その1)】

【はんの⽊のうた】

【⻄のお⼭(その2)】
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「⽣きもので�皺寄ってらば�年寄りだな」

「ホイホイホイホイホイ�ホホホホイ」

「そうだ�年寄りの番兵だ�ワッハハハハハハ」

「誰か⾏ってみろ

 誰か⾏ってみろ

 誰か⾏ってみろ」

�

�ホホホホ�ホホホホホイ

�ホイホイホイ�ホイホイホイ

�ホホホホ�ホホホイ

�

「こんだ�おれ⾏って�⾒てこべか」

�

�かわるがわるに�そろりそろり

�おっかなびっくり�そろりそろり

�出かけて⾏っては�とんで返り

�⿐先のばして�そろりそろり

「アッ アア」

�

ホホホホ�ホホホホイ

ホホホホ�ホホホホイ

ホホホ ホホホホホイ

�

のはらのまん中の�めっけもの

すっこんすっこの�栃だんご

栃のだんごは結構だが

となりにいからだ�ふんながす

⻘じろ番兵が�気にかかる

⻘じろ番兵は�ふんにゃふにゃ

吠えるもさないば�泣ぐもさない

やせで⻑くて�ぶちぶちで

どこが⼝だか�あたまだか

ひでりあがりの�なめくじら

　走りながら、廻りながら、踊りながら、鹿はたびたび風のよ
うに進んで、手拭を角でついたり、足でふんだりしました。嘉
十の手拭はかわいそうに泥がついて、ところどころ穴さえ
あきました。そのうちに鹿のめぐりはだんだんにゆるやかに
なり、それからみんなばらばらになって、四方から栃のだん
ごをかこんで集まりました。
「おう、こんだ、だんご食うばかりだぞ」
「おう、煮ただんごだぞ」
「おう、まんまるけだぞ」
「おう、はんぐはぐ」
「おう、すっこんすっこ」
「おう、けっこ」
　鹿は一口ずつだんごを食べると、また環になって、ぐるぐ
るぐるぐるめぐり歩き出しました。嘉十はもうあんまり鹿を見
ましたので、じぶんまでが鹿のような気がして、いまにも飛
び出そうとしましたが、じぶんの大きな手が目にはいると、
やっぱりだめだと思いなおして、また息をころしました。

　ちょうどこのとき太陽は、はんの木の梢の中ほどにかか
って、少し黄色に輝いておりました。鹿どもはゆるやかにめ
ぐりながら、たがいにせわしくうなずき合ってから、太陽に向
かってまっすぐに立ちあがると、かわるがわる歌いながら太
陽を拝むように頭をさげるのでした。

「はんの⽊の

 みどりみじんの葉の向うさ

 じゃらんじゃらんの

 お⽇さんかかる」

「お⽇さんを

 せなかさ�しょえば

 はんの⽊も

 砕けて光る�鉄のかんがみ」

「お⽇さんは

 はんの⽊の向こうさ�降りでても

 すすき�ぎんがぎが

 まぶしまんぶし」

「ぎんがぎがの

 すすきの中さ�⽴ち上がる

 はんの⽊のすねの

 なんがい影ぼうし」

「ぎんがぎがの

 すすきの底の�⽇暮れがた

 苔の野はらを

 蟻んこも⾏かず」

「ぎんがぎがの

 すすきの底で�そっこりと

 咲くうめばちの

 えどし�おえどし」

　鹿はそれからみんなして、みじかく笛のように鳴いてはね
あがり、はげしくはげしく廻りました。北からの冷たい風が、
ひゅうと鳴り、はんの木はほんとうに砕けた鉄の鏡のように
輝き、すすきの穂までが鹿といっしょにぐるぐるめぐっている
ように見えました。
　嘉十はもうまったく、じぶんと鹿のちがいを忘れて、
「ホウ、やれ、やれい」
と叫びながら、飛び出して行ってしまったのです。おどろい
たのは鹿です。いっせいに竿立ちになると、たちまち起った
はやてのように、銀のすすきの波をわけ、かがやく夕陽の流
れを乱して、はるかにはるかに逃げて行ってしまいました。
　嘉十はそこで、ちょっとにが笑いをしながら、泥がついて
穴のあいた手拭をひろいあげると、また西の山のほうに向
かって、少しびっこをひきながら、ゆっくりゆっくり歩きはじめ
るのでした。

北上の�野⼭はいちめん�すすきの穂

⽩い炎が�揺れては光る

その北上の�秋⾵が

⼈のことばで�ささやいた

それは北上の⿅踊り

いまに伝わる�⿅踊り

そのはじまりの�ものがたり

【⿅のおどり(その1)】

【⿅のおどり(その2)】

【エピローグ】
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序詞

わたくしたちは、氷砂糖をほしいくらいもたないでも、きれ
いにすきとおった風をたべ、桃いろのうつくしい朝の日光を
のむことができます。
またわたくしは、はたけや森の中で、ひどいぼろぼろのきも
のが、いちばんすばらしいびろうどや羅紗や、宝石いりのき
ものに、かわっているのをたびたび見ました。
わたくしは、そういうきれいなたべものやきものをすきです。
これらのわたくしのおはなしは、みんな林や野はらや鉄道
線路やらで、虹や月あかりからもらってきたのです。
ほんとうに、かしわばやしの青い夕がたを、ひとりで通りか
かったり、十一月の山の風のなかに、ふるえながら立ったり
しますと、もうどうしてもこんな気がしてしかたないのです。
ほんとうにもう、どうしてもこんなことがあるようでしかたが
ないということを、わたくしはそのとおり書いたまでです。
ですから、これらのなかには、あなたのためになることもあ
るでしょうし、ただそれっきりのところもあるでしょうが、わた
くしには、そのみわけがよくつきません。なんのことだか、わ
けのわからないところもあるでしょうが、そんなところは、わ
たくしにもまた、わけがわからないのです。
けれども、わたくしは、これらのちいさなものがたりの幾きれ
かが、おしまい、あなたのすきとおったほんとうのたべもの
になることを、どんなにねがうかわかりません。

『注⽂の多い料理店』序

海だべがど

海だべがと　おら　おもたれば
やっぱり光る山だたぢゃい
ホウ
髪毛　風吹けば
鹿踊りだぢゃい

原題「⾼原」

星めぐりの歌

あかいめだまの　さそり
ひろげた鷲の　　つばさ
あをいめだまの　小いぬ、
ひかりのへびの　とぐろ。
 
オリオンは高く　うたひ
つゆとしもとを　おとす、
アンドロメダの　くもは
さかなのくちの　かたち。
 
大ぐまのあしを　きたに
五つのばした　　ところ。
小熊のひたいの　うへは
そらのめぐりの　めあて。
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合唱参加者

宮古⽊曜会合唱団

Soprano ⼤久保秀⼦ ⽥澤紗綾 富樫亮⼦ 芳賀志津⼦ 吉⽥真弥⼦ ⼤⽯敦⼦ 

佐藤由梨 ＊⼤⻄和⼦(札幌市)

Alto 伊藤実知⼦ ⼤坂久⼦ 菊池愛⼦ ⼩林弘江 ⻫藤絹⼦ ⾼岩厚⼦ 

中村登志江 武藤歩⼦ 古舘陽⼦ 宮本正⼦

Tenore 川原⽥隆司 ⽥澤佑亮 ＊千葉⾏有(⽮⼱町) ＊沼⽥圭⼀(盛岡市)

Bass 内村義博 ⽊村茂男 花舘充章 武藤秀郷 沼⽥弘⼆

＊東海林隆幹(盛岡市)

宮古⾼校⾳楽部

Soprano 鎌⽥恵美 漆澤好美 ⼭⼝美結 ⼭﨑優美

Alto 吉⽔琴乃 井⼝美命 藤原美友 ⼤芦彩花

Announcement ⽥澤紗綾 Stage Manager ⾼⽟智晴

＊団友

菜の花畠に ⼊⽇薄れ

⾒渡す⼭の端 霞ふかし

春⾵そよ吹く 空を⾒れば

⼣⽉かかりて にほひ淡し

 
⾥わの⽕影も 森の⾊も

⽥中の⼩路をたどる⼈も

蛙のなくねも 鐘の⾳も

さながら霞める 朧⽉夜
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ご協賛頂いた皆さま

あおぞらプラザ

アトム動物病院

(株)アルティメットプランニング
伊東産婦⼈科医院

岩間⽿⿐咽喉科医院

うみねこ鍼灸接⾻院

おおうち消化器内科クリニック

(株)⼤越電気
⼤坂建設(株) (3⼝)
奥脳神経外科クリニック

⼩⼭⽥電業(株)
川原⽥⼩児科医院 (2⼝)
菊地建設(株)
割烹三浦

グループホーム樫内

(資)健康堂薬局
後藤医院(⼭⽥)
(株)⼩成こなりミュージック
斎藤⼯業(株)
(株)坂庄 saku saku
佐藤雅夫クリニック

澤⽥⻭科医院

三陸病院

(有)摂待⽣花店
そけい幼稚園

(株)⾼岩本店
(株)⽟⽊屋
とがし家畜診療所 (2⼝)
富⼭建設(有)
豊島医院

豊間根⾏政書⼠事務所

中屋⽯油(株)
(有)⻄野屋
ネッツトヨタ岩⼿株式会社宮古店

林整形外科内科医院

美容室じゃマール

フラワーショップ花ことば

ホームワンサトー

丸光商事(株)
みつこ美容室

(株)メイト
陸中建設(株)
(社福)若⽵会SELPわかたけ
かとるかーる4/4

ありがとうございました！
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団員募集

宮古⽊曜会合唱団では、団員を募集しています。

年齢、合唱経験を問わず歓迎いたします。

⼀緒に合唱を楽しみませんか？

いつでもお気軽に⾒学においでください。

練習⽇時：毎週⽊曜⽇ 19:00〜21:00
練習会場：⼭⼝公⺠館

会費：⽉2000円
連絡先：0193-87-3099 (富樫)


