
   岐阜の街ウィーンの如く 音 楽し 作：音楽総監督 平光 保  
 

天国からのメッセ－ジ    
 

髙田 三郎  
（来し方；音楽之友社）より  

 

組曲「水のいのち」  

第1曲（雨）  

第1曲（雨）は「降りしきれ 雨よ」と始められる。

そして「すべて立ちすくむものの上に」と。  

私たちはこの世で、いったい何度立ちすくむことだ

ろう。今年もまた目指す学校の入試の発表に名前の

出ていなかった娘。昨日から家に帰ってこない息子。

旅行先で交通事故に遇った夫の重態の知らせ。私た

ちはその度に断崖の突端に立たされ、目の前が真っ

暗になってしまうのではないだろうか。  

「また横たわるものの上に」と続く。それは何とい

う安らかさ。全く安らかに眠っている人。  

そして、「すべて許し合うものの上に」と。許し合

うことこそ平和の始まりであり「一日のうちに七回

の七十倍許せ」と聖書にも書いてある。しかし、そ

れでもなお且つ、人はどうしても許すことのできな

い相手を持っていたりもするのではないだろうか。

詩は続いている。  

「また、許し合えぬ者の上に」と。  

私たちが「降りしきれ 雨よ」と歌うのは、歌ってい

る私たちの上に、ではなく、「これらすべて立ちす

くみ、許し合い、また許し合えぬ人々の上に、恵み

の雨よ」との願いを込めながら歌い始めるのである。

そして、涸れた井戸も、踏まれた芝生も、こと切れ

た梢も、なお、ふみ耐える根も、すべてそのもの自

体に返されることができるようにと。  

  

第2曲（水たまり）  
どこにでもある、そして、やがて消え失せてゆく水

たまりが「わたしたちに肖ている」と気付いた時、 

私たちは胸を突かれる思いを持つ、水たまりに過ぎ

ない私たちの深さ、それは泥の深さでしかないし、

私たちのちぎり（約束）も、それを受け入れるうな

ずきも、そして、まどい（団欒）も、みな泥と泥の

間のことでしかないのだ。  

しかしまた、その水たまりが青い空を、その小さい

水面に映しているのに気づき「私たちの小さな心も

また」と思うのである。  

ついでながら、この詩に出てくる、やまとことば「ち

ぎり」あるいは「まどい」などは私たち大切にした

い言葉である。これらこそ、聞いてわかる、そして

詩情に満ちた美しい言葉だからである。  

  

第3曲（川）  
「何故 さかのぼれないか？ 何故 低い方へ？」それ

は、川にであると同時に、私たち自身への詰問でも

あるのだ。  

そして、太い旋律線が生き生きと流れて行く。豊か

な、そして透きとおった水をたたえた川のように。

よどむ淵も、渦もいらだっているようだ。川がこが

れているのは、山であり、その切り立つ峰であり、

その彼方の青い空なのだ。川底の石も水の流れに作

用されて上流へと転かのぼり、魚も力強く水中をさ

かのぼっていく。それら、川上へのぼろうとするも

の全てをみごもっている川が何であるかと尋ねるこ

とはもういらない。それは私自身なのだ。と、繰り

返してこの楽章は結ばれる。  

  

（２頁に続く） 
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第4曲（海）  

ピアノの音とともに始まるハミングの大波小波は、

終始私たちに「見なさい これを見なさい」と、言い

続けているようである。「人でさえ行けなくなれば、

そなたをさしてゆく。 そなたの中の一人の母を」と、

続く。  

最後の波の音「見なさい」は、大海が人類全体を詰

問しているように、歌うべきなのではないだろうか。  

  

第５曲（海よ）  

すべてを受け容れる大きな海、うまず繰り返す無限

の海。その海の中の光るものを求めて私たちは海の

月（くらげ）、海の星（ひとで）真珠を抱くあこや

貝、そして暗い深海におけるプランクトンの死骸の

堆積によってできた真っ白なマリンスノーの、上へ

向かって立ち昇りに出会うのである。  

たえまない始まりである海は、空の高みへの始まり

なのだ。「のぼれ のぼりゆけ」と、わたくしたちが

歌うとき、のぼりゆく「水のこがれ 水のいのち」が、

歌う人、きく人を包み込んでくれるであろう。  

  

この「水のいのち」を、これらの楽章の配列から「水

の一生」と考える人が多いようである。  

英訳すれば“The Life of Water”である。しかし私は、

この題の本当の訳は“The Soul of Water”と、思って

いる。“Soul” すなわち「魂」とは「それがあれば生

きているが、それを失えば死んでしまうもの」なの

である。  

そして、水の「魂」とは、低い方へ流れていく性質

のことではなく、反対に「水たまり」は「空を映そ

うとし」、「川」は「空にこがれるいのち」なので

あって、それはまた、私たちの「いのち」でもあり、

この組曲の主題でもあるのだ。  

こう考える時私は、同じ詩人の「蝋燭」という詩の

中の二行「焔はなぜ天を指しつつ、焔はなぜ下へと

燃え移るのか」を思い出さずにはいられない。揺れ

る焔となって自らを燃やしながら刻一刻自らの影に

近づき、やがて燃え尽きる蝋燭のその焔は、かつて

横を指したことも、下を指したこともなく、遂に燃

え尽きる最後の瞬間まで天を指し続けるのである。

そしてそれこそは「水のいのち」であり、私たちの

心の姿でもあるのではないだろうか。  

  

この作品は、１９６４年１１月１０日、合唱・日

本合唱協会、指揮者山田和男氏により、TBSから放

送初演されたが、その２日後、作曲家の清水脩さん

から手紙をもらった。彼はそのころカワイ楽譜の社

長でもあり、その中には、「この作品は是非カワイ

で出版したい」という強い要請が書かれてあった。

そしてまたその2～3日の後には、同じ社の遠藤 治さ

んが来られるという速い事の運びが続いていった。

楽譜はこのようにして出版されたが、宣伝らしきこ

とは、どこでも、誰にも全くしてもらわないまま数

年を出でずして北海道から沖縄までひろく歌われる

ようになっていった。それはただ、この曲を歌いた

いと望んだたくさんのコーラス・メンバーと、きき

たいと望んだたくさんの聴衆によってであった。  

楽譜はカワイ出版に受け継がれ、混声、女声、男声

を合わせると、重版数は１９９６年１１月現在、通

算177刷りとなる。カワイの上野部長によれば、「日

本における楽譜の安易なコピーの習慣を加算すれば、

実数はこの１０倍」とのことであった。  

日本では、事を決めるのに自分ではなく、他者に決

めてもらうことが多い。音楽などは、作曲も演奏も

ほとんど欧米における評判によって決まっているよ

うだ。しかし、この「水のいのち」の評判について

は、はっきり日本人自身が決めてくれた。これは私

にとっても、日本人全体にとってもうれしいことと

思うのである。  

この曲を書く決心をした時は、笑い者にされるのは

覚悟していたことだった。「時代錯誤」「ご清潔」

「堅物」などと。しかし、何を忍んでもやろうと決

心してとりかかっただけに、その後の成り行きは私

にとって驚きの連続であった。  

ともあれ、このような内容の曲は、世界中に今も昔

もない。解りやすい詩とは全くいえないし、楽しい

音楽では決してない。「あの人たちは、私と同じこ

とを望んでいてくれるのだ」と、自分に言い聞かせ

てはいるのだが。やはり私は今も驚いたままでいる。   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

音楽の４要素？二声（ふたこえ）？の  

コージュ高鷲合宿         岐阜 テノール 菱川 曉夫  

私達の合唱団は、大日岳と鷲ヶ岳に挟まれた、ひる

がの高原の南に位置するコージュ高鷲で、夏の演奏

会前の超特訓合宿を例年行っていると聞き、なかな

か音取りも発声も停滞している私としては参加す

るしか、他に選択肢はなかったのでした。  

 合宿課題の一つは高田三郎さんの混声合唱組曲

「水のいのち」。本紙5月号で曲の解説はソプラノ

の新田ひとみさんが詳しく書いてくださいました。

その文章に感化され、また「水のいのち」に会いた

くて、練習会場に行く前にその4kmほど北にある、

ひるがの高原の中央部まで行ってきました。  

 そうそこは日本列島本州の背骨が通っています。

分水嶺です。そこで生まれた水は、かたや日本海に

注ぎ、かたや太平洋に出ようとします。高原から国

道156号に沿い少し南に下ると、高原の平地部はお

わり急峻な渓谷となり大小の滝があり、またその水

は地隙の底を川となって蛇行している。  

 コージュ高鷲は「ふたこえ（二声）」と云う地名

に建つ。まこと「歌声」合唱練習に相応しい。と独

り言ちながらエスカレーターで2階に向かうと、音

符が降ってきた。女性が一人ピアノを一心不乱に奏

でている。その広いホールには彼女以外は私だけ。

贅沢な瞬間だ。えっ、伴さんやん。失礼。私達の声

楽指導の伴和子先生でした。伴先生と出会ったのは

26年前の各務原第9のときで、私の合唱団入団まで

長いあいだお会いすることはなかっただけに、伴先

生のピアノ奏者としての上達ぶりに驚きました。そ

してそれは老人の私でも打ち込めば、もう少しまし

に歌えるのかもと、思わせてくださいました。いえ、

かえすがえすの失礼なる表現お許しください。そし

て美しい重厚なピアノへと目をむければ、ベーゼン

ドルファーではないですか。お聞きすれば世界で2

台、特別仕様で創られた内の一つなんだそうです。

これまた贅沢な合唱練習の環境です。  

そうやっているうち、同じフロアのレストランに入

ると、なんと大方の仲間が既に席についており、談

笑されていました。  

第一日目の練習開始です。  

 開所式の挨拶の中でマエストロ平光先生が仰つか

った、音楽の4要素！えっ？と聞き耳をたてたら①

リズム②メロディー③ハーモニーそして+④ハー

ト！なるほど。  

 

 

 
 

 

 

 



 
 

普段の練習では①②③しかできませんが、ここでは

寝起きをともにできるめったにない機会、ぜひ皆さ

んの心を通わせましょう、と云うことでした。  

 楽しい、地獄？の特訓3時間の後はコージュ施設内

の「ふたこえ」温泉で汗を流し、次いで平光、伴、

菅原両先生によるコンサート。そのなかに、ベート

ーヴェンのピアノソナタ14番に、ヴァイオリンのオ

ブリガートを平光先生が追加編曲したもの、があり

ました。平光先生が自らのピアノ演奏に、ヴァイオ

リンはないので、その旋律はなんと菅原先生のピア

ニカで聴かせていただきました！  

 平光先生は20数年前、ブルグミュラーのピアノ練

習曲にオーケストラをつけて、ピアノコンチェルト

に編曲されています。そのことを知らずにブルグミ

ュラー（平光）ピアノコンチェルトを聴いた、知人

の音楽家は飛び上がって「え～、ブルグミュラーの

オケ版楽譜が発見されたの？」と尋ねてきました。

ブルグミュラー自身が元々作曲していたのかと思

わせる素晴らしい編曲であることが、このことから

だけでも分かるでしょう。14番月光のオブリガート

もベートーヴェンの源譜にそうあったと思わされ

るものでした。伴先生も歌だけでなく、ピアノでも

昼の無人のホールで聴いたのを、更に圧倒する演奏

にもう一度、吃驚させられました。  

 コンサートの後は夕食会。そして会場を移しての

「お楽しみ会」と銘打った2次会。これは愛唱歌集

持参を指示されており、菅原先生に伴奏させて（ご

めんなさい、ありがとうございました）、延々と歌

いつづけ、飲み続け、笑いつづけます。そして3次

会は、またまた陣地変換してカラオケや、あるいは

マエストロのスイートルームで談笑が続きました。  

 第2日目。  

目覚めと同時に先ず温泉。朝食終わったら既に2日

目から参加の皆さんが参集されていました。  

 昨日同様にラジオ体操から。小中学校時代を思い

出しながら身体をほぐします。そして発声練習から

曲の練習へ。「水のいのち」もフォーレの「ラシー

ヌの雅歌」も、宗教色の強い敬虔な祈りの歌であり、

家などで一人練習していると、お経を詠んでいるよ

うな気分になったものです。いやお経の声明も１オ

クターブ5音です。実はグレゴリオ聖歌も5音で、い

ずれも美しいし、天台宗のお坊さんの声明隊がヨー

ロッパに出向きグレゴリオ聖歌隊とコラボ演奏も

しています。異質なものの融合の美しさ。  

協奏曲はコンツェルトですが、語源はギリシャ語で

「争い、闘い」を意味していました。その言葉がロ

ーマに伝わり、更に時を経てイタリア語になり、コ

ンツェルトは「協調」と云う意味になりました。  

 混声合唱の4声、ディヴィジでは8声。あるいはオ

ケの様々な楽器。それぞれが主張して他を容認しな

ければ、ギリシャ時代のコンツェルトです。それぞ

れ主張はするが、他の主張も認める、それが時代が

下がったコンツェルト、音楽のコンツェルトなんで

す。  

開所式で平光先生が云われた4つめの音楽要素「心」

を通わせるとは、このことだったんだ。2日目は午

前3時間、午後3時間の集中練習。それぞれのパート

の旋律は、主張して合わさってハーモニーになりま

す。音楽による許しです。やっとやっと他のパート

を聴けるようになってきましたが、まだまだ自分の

主張も鮮明にできなければなりません。  

 練習の最終に本番形式でラシーヌ、水のいのち、

翼をください、の3曲を通したとき、鮮明にそう感

じました。  

閉所式で先生方から、ヨイショ講評を頂きましたが、

中味は自分でよく分かっています。赤子をあやすが

ごとき忍耐のいるご教授痛み入ります。そしてこの

合宿を企画運営してくださった役員の方々、なかで

もそれを取り仕切って頂いた、田中、新田、山田の

三姉妹、本当にありがとう、そしてお疲れさまでし

た。  

解散し駐車場をでて直ぐの橋を渡り車を停めて振

り返りました。分水嶺で生まれ滝を駆け降りた水は、

地隙に沿って川となり、渡った橋の下を流れていき

ます。そして橋の向こうにコージュの建屋が深緑に

囲まれ、その森の上の空は、水蒸気から雲になりつ

つ、水のいのちは空に駆け登っておりました

。  

 



平成から令和へと輝く ウィ－ン岐阜合唱団 
森島 成享 

1998 年 2 月にウィーン岐阜合唱団創設に始まり、

21 回の夏の定期演奏会と 20 回の年末の第九演奏会を

開催することが出来ましたことは、何にもまして素晴

らしいことであり、9 回のヨーロッパ音楽友好の旅に

より海外諸国との友好、親善を図ることができました。

これも偏に平光総監督の熱意とご努力の賜物でしか

ありません。これらは全て平成の出来事であり、更に

これから令和の時代へと輝ける新しい時代を皆さん

とご一緒に創っていこうではありませんか。 

10 周年記念の夢の音楽記念パーティの感動が今も

はっきりと残っています。私は司会をしながら大勢の

方々との語らいや思い出が甦り、未だに頭から離れま

せん。また、20周年記念の夢の音楽パーティが昨年 2

月グランドホテルで行われました。200 人近い方々と

実に有意義な愉しいひと時を過ごさせていただきま

した。この記念すべき音楽パーティを区切りとして 8

年前に山口弘団長より引き継いだ団長職を臼井団長、

見田村副団長にバトンを引きわたしました。 

平成の時代には、団員の皆さまが平光総監督の音楽

に対する熱い思いに共感し、また先生の中身の濃い躍

動感溢れるご指導と迫力のある指揮の魅力に感動さ

れたことと思います。そしにプラスして、伴和子先生、

真由子先生、菅原拓馬先生の熱心なご指導の賜物だと

思います。歴史が変わろうと、令和の時代になろうと

マエストロ平光の音楽がずっと続くであろうことを

確信しています。 

2006年 9月、ウィーン岐阜合唱団に入団し僅かな練習

で迎えた 12月 24日の第九演奏会では、全身全霊が震

えるような思いに馳せられたことを今でもはっきり

覚えています。夏の定期演奏会で歌った「土の歌」「大

地讃頌」「旅」「山に祈る」等々沢山の歌に感動しまし

た。一番心に残っているのは 2011年 3月 11日の「東

日本大震災」の被害を受けた人々の復興を支援するた

め、平光総監督作曲の復興讃歌「つながる手と手、世

界の友情」を鎮魂の大線香花火大会（7月 30日）岐阜

メモリアルセンター 芝生広場で行なわれました。ま

た 3,000人の第九演奏会（8月 28日）復興支援チャリ

ティーコンサートなどでそれぞれ 100名近い団員が参

加され歌い上げられたことです。皆さまご存じの通り

「東日本大震災」への義援金募集は今でも続いており、

いつまでも応援したいものと思っています。 
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ウィーン岐阜合唱団ニュース   第２３５号  ２０１９ねん ６月号  （5） 

 

岐阜本部 坪内浄嘉さん提供 



 
  

 
 

練習時間は 18：45～20：45です（18：30 までに集合しましょう） 

音楽家の名言集 3 
● いかん！  いかん！  おそすぎた！ · ·  ・・・・・・・・・・・・・・・・・ベートーヴェン 

 

● ああ、  いい味だ、  ありがとう！ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ブラームス 

 

● 私にとって、死とは、苦しみというよりも 

   むしろ永遠の至福と喜びに満ちた、開放感に他ならない・・・・ フォーレ 
 

          「レクィエム」を作曲した際に述べた言葉。従来の 「レクィエム」と異なり、“死の子守歌”と称されるほど安らぎに満たさ

れた言葉である。 

 

 

最後のワイン 
ここに紹介したベートーヴェンとブラームスの言葉は、いずれも死を前にした作曲者が大好きなワインを所望した

時の言葉です。しかし、ここで二人の明暗は分かれました。 

ベートーヴェンは、死の床にありながら、ずっとあるワイン到着を待ちわびていました。それとゆうのも亡くなる

1 ヶ月前のことです。末期の患者の願いを受け入れた医師は、「この患者が望むだけポンチ酒（ワイン・カクテル）

を飲ましてよい」と、いうことにしてそれを飲んだベートーヴェンは、一時的に回復し、交響曲を書こうと思うま

でに元気になります。そこでベートーヴェンは、マインツ（ドイツ）の出版社モーゼルワイン、またはラインワイ

ンを送ってくれるように依頼します。しかし、何度催促状を出しても届きません。ようやく届いた時には、ベート

ーヴェンは、もはやそれを味わうことはできなかったのです。しかも死因となったのはアルコール（ワイン）によ

る肝硬変であったそうですから、神様がストップをかけたのかもしれません。 

ブラームスはというと、自分の人生に満足するかのように、大好きなライン産の白ワインをしっかり味わうこと

ができました。 

月 日 岐 阜 月 日 大 垣 

６月 6日（木） 長森コミュニティーセンター ６月 7日（金） 大垣市南地区センター 

６月 13日（木） 長森コミュニティーセンター ６月 14日（金） 大垣市南地区センター 

６月 20日（木） 長森コミュニティーセンター ６月２１日（金） 大垣市南地区センター 

６月 27日（木） 長森コミュニティーセンター ６月２８日（金） 大垣市南地区センター 

7月 4日（木） 長森コミュニティーセンター 7月 5日（金） 大垣市南地区センター 

7月 11日（木） 長森コミュニティーセンター ７月 12日（金） 大垣市南地区センター 

7月 15日（祭） 岐阜・大垣強化練習 長森コミュニティーセンター14：00～17：00 

7月 18日（木） 長森コミュニティーセンター ７月 19日（金） 大垣市南地区センター 

7月 21日（日） 岐阜・大垣強化練習 長森コミュニティーセンター14：00～17：00 

7月 25日（木） 大垣市北地区センター（予定） 18：30～20：00 （オケ合わせ） 

7月２７日（土） 
岐阜・大垣強化練習 長森コミュニティーセンター13：00～15：30（最終確認） 

（時間が変更になりました） 

７月 28日（日） ウィーン岐阜合唱団 定期演奏会本番於；岐阜市民会館 大ホール 14：00開演 

8月 8日（木） 長森コミュニティーセンター 8月 9日（金） 大垣市南地区センター 

8月 15日（木） 盆休暇のため岐阜休み 8月 16日（金） 大垣市南地区センター 

8月 22日（木） 長森コミュニティーセンター 8月 23日（金） 大垣市南地区センター 

8月 29日（木） 長森コミュニティーセンター 8月 30日（金） 大垣市南地区センター 

6～8月練習予定 
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