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阪神淡路大震災

KOBE・ マタイ受難曲

125周年を迎える神戸の街に
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タイ受難曲BW型

tth[us-Passion

〒65()―()()ll兵 庫県神戸市中央|ズ ド山手通 4‐ 16‐ 1(兵庫県庁南隣)

入場料 :5000円 (前売 り4500円 )

打‖「f史
′
家 頃安利秀

イエス 今泉仁志
ソフラノ 老田裕子、進元一美
アルト 渡邊由美子、栗木充代
,ノ ール 岡本雄一、田中伸一
バス 津國直樹、林康宏
コンサートミストレス 川原千真

通イ゙低「千 チェロ 田崎瑞博

)正 却 (I, オルカン 會旨登イ魔津子

i重 奏低「f チェンバロ 秋山麻子

合叫1宝塚少年少女合唱団

合唱 2020・ KOBE・ マタイ受難曲 合唱団

管弦楽 20200 KOBE・ マタイ受難曲 管弦楽団

指揮李善銘

主催 :2020。 KOBE・ マタイ受難曲実行委it会 制作 :Cantoilna、 阪神古楽供楽部、プリムローズ

<お問い合わせ 。ご予約 >11-nlail i cant()ima“ nlac.com(CalltOilma)C.Xtita@glnail.c()lll(阪 神占楽供楽部 )

TEIッ :08()‐3031-5177(今泉純,「
。Cantollna)()8()-3762-4643(阪 ヤ[古楽供楽部 )FAX:06-7494‐ 9956

<写真>神戸三官界隈と市章山。再度山から摩耶山へと連なる六甲の山並み 撮影 :山 口大樹
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2020 0 KOBE・ マタイ受難曲 〈阪神淡路大震災25周年に寄せて〉

ヴィオラの演奏家としてバッハの作品のほとんどを、1可内外の|:レiた ちと共瀬〔してきた李善銘

指Flli者 としてもこれまで数多くの宗教作品を手掛けて来たが故に、そのあまりの伸人さに畏111を抱きつづけてきた作品

それが為、ヴィオラ奏者としては数限りなく携わっていながら、指Flli者 としては唯 ^決 して 手を出そうとはしなかった作品

それがマタイ受難‖|:

阪神淡路人震災 25週イ!1に寄せて、意を決 して取 り 11げる

き

Ｐ

指拘i:李善銘

Li Shanming
2()2()・ K()l::1・ マタイ受難‖l

線11風景から

写r■ 山‖人樹
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':ド
に11ま れる`,10才 よリヴァイオリンを始める.,東京嬰術大学器楽科 (ヴ ィオラ専攻)を 11)71年 に卒業`,同‖↓に同大学管弦楽″:究部1‖師となり

11)95年 まで在職`,191)61:よ り名::「鳩!フ ィルハーモニー交響楽IJに 人IJ、 1:年 ヴィオラ‖り惰席奏者を務めた後 2()()7イ li(り it鋼職、31在 フリーのヴィオ
ラ奏者、指rr者 として活動している`,こ れまで東京アカデミー牛内合奏|・ll、 東京クロイツ室内合奏IJの メンバーとしても活‖:す る.,

東京嬰人バッハ・カンタータ・ クラブにおいては 2()数年、小林道人氏のもとで研鑽を積む傍ら、ヘルムー ト・ リリンクト字のシュトゥットガル ト・バ

ッハ・アカデミーにおけるヴィオラ奏者として、数多くのカンタータや受難‖:の演奏に携わる.,

11)7711に は「:ら
1東京バッハ・カンタータ。アンサンブル|を結成、以来rll在 に11る まで日本各地で多数の合叫llJと ilに宗Fy/x il楽の分りrで共瀬〔̀,198()

年頃よリビリオド奏法にも取り剰lみ はじめ、11)81)11に は日本初のオリジナル楽器によるオーケストラ 1東 京バッハ 。モーツアルト・オーケストラ|(イ j

‖:::広 ::7)に lll:わ ったのをはじめ、創 liittlの バッハ・コレギウム・ジャバン、クレモナ・サン・ ミケーレ・アンサンブル等、数多くの占楽アンサンブル
に参力‖、2()()2113月 に償:l:雅 氏の企画でスタートしたバッハ・ コンチェルティーノ大阪にもlll:わ り、ヨシュア・ リフキン等と共演した.,

I()85年 には I神 ,iバ ッハ・カンタータ・アンサンブル 1を「 :ら 創立し、以来 2()()51iに 選任するまでの 2()li‖1にわたって数多くのカンタータ、受難
曲、ミサ山を指llliし てきたて,ルl在 バッハクライス神夕ilの指倒:者 として、りlき 続きバッハのが〔奏,il動に精力的に取り剖lん でいる.,

,lil奏 低ド↑:秋 :!:麻 r‐ チェンバロ
通イヾllt「↑   1::LT_ ファゴット能登伊,lt r・

 常服鮮算 子生手上
111:l牧 r ヴィオラ・グ・ガンバ

合叫1指導 :今泉仁志、l:1中11:^練 1‖伴奏 :秋山麻 r、 1:fリ トリj美

最も瀬〔奏される機会の多い最終稿を川います.,バ ッハの指4t通 りにソリストを第 :・ 第 2共 々に分かれて配し、コーラスにも参加:す るという形で洒〔奏
致します.,絆1青史家とイエスに限ってはその役tillを 尊:1す るという今日の瀬〔奏習慣に法り、コーラスからは離れて演奏します.,

´オルガン・チェンバロ
lり [供・ ll`lt/イ iリ トリ1,´

会場へのアクセス

ll本り:Чで教lJ‖ :戸栄光教会
〒(,5()‐ ()()Hり 1ルトリ〕t神 ,ilい :〕 央区 ド:llル lrl l l(il

●‖り
':「

r:地 ド鉄 11庁 前り(りこ:11:HIす く・

● JR′」‖Jりく、阪‖:′ ι‖fり (

いずれもllu Hか ら北へ多t歩 7分
●‖りi:"バ ス 1嗚 ti(会館前| ド:!iす く

●駐〕l:場 はございよせん

お1:でのごオく場はお脚iり いたします

水就学児 iilの 人場はご遠慮 ください
,

【 チラシ チサイン・llり ,え  今泉fi志】
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合叫1 2()20・ KO:〕 l〕・マタイ受難 l‖1合叫|IJ。 管弦楽IJ

老川裕 r 進元 ^美 渡邊山美r栗木充代
ソプラノ  ソブラノ  アル ト  アル ト テ ノール
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川原 子真
コンサートミストレス
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