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■主催・チケットお申し込み 

 おんがくの共同作業場 042-522-3943 

 http://gmaweb.net/npo/ 
※未就学児のご入場はご遠慮ください 

※駐車場はございませんので公共の交通機関をご利用ください 

 

 

 

Tomoya Watanabe

チェコ音楽コンクール第２位

ロシア声楽コンクール第１位 

    アフガニスタンで凶弾に倒れた中村哲氏の意思を継ぐ 

    ＜ペシャワール会＞支援のためのベネフィットコンサート 
 

1742年にダブリンで初演されてから280年！ 

メサイアの原点に戻る～バロックの輝きと平和への祈り 

 ヘンデル 

メサイア 
 

 

 

 

 

ＪＶＣ国際協力コンサート
第1回 1989.12.8 メサイア マキシム・ショスタコビッチ 昭和女子大学人見記念講堂 新日本フィルハーモニー交響楽団
第2回 1990.12.23 メサイア ケネス・ジェニングス 昭和女子大学人見記念講堂 アンサンブルofトウキョウ
第3回 1991.12.21 メサイア 郡司博 昭和女子大学人見記念講堂 アンサンブルofトウキョウ
第4回 1992.12.5 メサイア ロジャー・マクミューリン 昭和女子大学人見記念講堂 新日本フィルハーモニー交響楽団
第5回 1993.12.1 メサイア ニール・ギトルマン 昭和女子大学人見記念講堂 新星日本交響楽団
第6回 1994.12.11 メサイア ジェイムス・キャバノー 昭和女子大学人見記念講堂 新日本フィルハーモニー交響楽団
第7回 1995.12.10 メサイア ハーヴィー・フェルダー 昭和女子大学人見記念講堂 新日本フィルハーモニー交響楽団
第8回 1996.12.8 メサイア ダリル・オネ 昭和女子大学人見記念講堂 東京フィルハーモニー交響楽団
第9回 1997.12.7 メサイア ジェフリー・リンク 昭和女子大学人見記念講堂 東京フィルハーモニー交響楽団
第10回 1998.12.5 メサイア ヴォルフディーター・マウラー 昭和女子大学人見記念講堂 新星日本交響楽団
第11回 1999.12.4 メサイア ヨス・ファン・ヴェルトホーヴェン 昭和女子大学人見記念講堂 東京シティフィルハーモニック管弦楽団
第12回 2000.12.9 メサイア バーバラ・ヤ― 昭和女子大学人見記念講堂 新日本フィルハーモニー交響楽団
第13回 2001.12.1 メサイア ローランド・ジョンソン 昭和女子大学人見記念講堂 新日本フィルハーモニー交響楽団
第14回 2002.12.7 メサイア タリエ・クヴァム 昭和女子大学人見記念講堂 新日本フィルハーモニー交響楽団
第15回 2003.11.30 メサイア タリエ・クヴァム 昭和女子大学人見記念講堂 新日本フィルハーモニー交響楽団

地雷で傷ついたアフガニスタンの子供たちに車椅子を贈るベネフィットコンサート
PART1 2002.4.23 バッハ　カンタータ Ｈ.Ｊロッチュ 新宿文化センター大ホール 有志オーケストラ
PART2 2003.11.2 ヴェルディ　レクイエム 松下功 東京芸術劇場コンサートホール 文京区民オーケストラ
PART3 2004.10.9 モーツァルト　レクイエム 郡司博 新宿文化センター大ホール オラトリオ・シンフォニカＪＡＰAN
PART4 2005.12.19 メサイア 郡司博 東京芸術劇場コンサートホール オラトリオ・シンフォニカＪＡＰAN
PART5 2006.12.4 メサイア 郡司博 東京芸術劇場コンサートホール オラトリオ・シンフォニカＪＡＰAN
PART6 2007.12.11 ヨハネ受難曲 Ｈ.Ｊロッチュ 杉並公会堂 オラトリオ・シンフォニカＪＡＰAN
PART7 2008.12.14 メサイア 郡司博 アミュー立川 オラトリオ・シンフォニカＪＡＰAN
PART8 2010.1.16 メサイア 郡司博 杉並公会堂 オラトリオ・シンフォニカＪＡＰAN
PART9 2010.12.19 メサイア、クリスマスメドレー 郡司博、山神健志新宿文化センター大ホール オラトリオ・シンフォニカＪＡＰAN
PART10 2012.2.12 メサイア 郡司博 新宿文化センター大ホール オラトリオ・シンフォニカＪＡＰAN
PART11 2012.12．21 ラター　子どもたちのミサ 郡司博 杉並公会堂 ＨＡＮＡカルテット
PART12 2014.2.2 ジェンキンス　平和への道程 Ｊ.リンク 東京芸術劇場コンサートホール オラトリオ・シンフォニカＪＡＰAN
PART13 2014.12.10 メサイア 郡司博 ルーテル東京教会 オラトリオ・シンフォニカＪＡＰAN
PART14 2015.12.9 メサイア 郡司博 ルーテル東京教会 オラトリオ・シンフォニカＪＡＰAN
PART15 2016.12.7 メサイア 郡司博 ルーテル東京教会 オラトリオ・シンフォニカＪＡＰAN
PART16 2017.3.20 森の歌　カルミナ・ブラーナ Ｔ.ザンデルリンク 東京芸術劇場コンサートホール 新交響楽団
PART17 2017.12.13 メサイア 郡司博 ルーテル東京教会 オラトリオ・シンフォニカＪＡＰAN
PART18 2018.12.12 メサイア（モーツァルト版） 郡司博 杉並公会堂 オラトリオ・シンフォニカＪＡＰAN

 

 

東日本大震災音楽復興支援コンサート
2012.2.18 土の歌 今泉一八 杉並公会堂 橋本洋弦楽カルテット他 合唱団はもる会
2012.3.11 第9 山神健志、郡司博 東久留米成美教育文化会館 ピアノによる
2012.10.8 こどもたちのための交響歌、レクイエム、皇帝 ジェフリー・リンク オリンパスホール八王子 オラトリオ・シンフォニカＪＡＰAN ＦＣＴ郡山少年少女合唱団
2013.1.12 わすれてはならない　日本語第9 郡司博　他 新宿文化センター大ホール ピアノによる 合唱団はもる会
2013.5.12 日本語第9 郡司博 東久留米成美教育文化会館 ピアノによる
2014.3.16 つぶてソング、あらしのよるに 新実徳英、郡司博 新宿文化センター大ホール オラトリオ・シンフォニカＪＡＰAN 会津合唱団、他
2015.3.26 つぶてソング、あらしのよるに 新実徳英、郡司博 東京芸術劇場コンサートホール オラトリオ・シンフォニカＪＡＰAN 会津若松市立松長小学校
2016.4.4 忘れまいその日 渡部智也、郡司博 宮地楽器ホール 中島ゆみ子と仲間たち
2016.4.4 こどもフェスティバル 渡部智也、郡司博 宮地楽器ホール 中島ゆみ子と仲間たち
2016.5.5 マーラー　千人の交響曲 ジェフリー・リンク 東京芸術劇場コンサートホール
2017.3.25 つぶてソング、あらしのよるに 渡部智也、郡司博 會津風雅堂 オラトリオ・シンフォニカＪＡＰAN 会津合唱団、松長小学校
2017.5.5 マタイ受難曲、つぶてソング 郡司博、新実徳英 杉並公会堂 オラトリオ・シンフォニカＪＡＰAN
2018.3.21 荘厳ミサ、つぶてソング ジェフリー・リンク 東京芸術劇場コンサートホール オラトリオ・シンフォニカＪＡＰAN
2018.6.3 ヴェルディ　レクイエム 寺本義明 新宿文化センター大ホール ブルーメン・フィルハーモニー
2018.9.22 大船渡応援コンサート 郡司博、渡部智也 神田キリスト教会 ピアノによる
2018.115 大船渡応援コンサート　モーツァルトレクイエム 郡司博 東京芸術劇場コンサートホール オラトリオ・シンフォニカＪＡＰAN
2021.5.1 大船渡応援コンサート 渡部智也 豊島区民センター 弦楽アンサンブル「マリートヴァ」
2021.7.11 ジェンキンス　スターバト・マーテル 郡司博 杉並公会堂 オラトリオ・シンフォニカＪＡＰAN

ペシャワール会支援コンサート
2020.2.29 メサイア 郡司博 ルネこだいら オラトリオ・シンフォニカＪＡＰAN
2021.12.15 メサイア 郡司博 新宿文化センター大ホール オラトリオ・シンフォニカＪＡＰAN
2023.2.22 メサイア 渡部智也 杉並公会堂 オラトリオ・シンフォニカＪＡＰAN

    

Saki Nakae

ジュリアード音楽院コンクー
ル、中田喜直記念コンクー
ル、ハイメスコンクール、東京
音楽コンクール等入賞多数。 

Yuma Shimizu

東京音楽コンクール第 1 位。

五島記念文化賞オペラ新人
賞受賞。20年、21年ボローニ
ャ歌劇場付設オペラ研修生。

Etsuko Kano

ケルン市立歌劇場のオペ
ラスタジオと専属歌手とし
て契約。国内外で活躍。
国立音楽大学教授。

Katsuhiko Nakashima

日本モーツァルト音楽コンク
ール第２位。バッハ･コレギ
ウム･ジャパンメンバーとし
て国内外で活動。
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■公演 2023年 9月 10日(日)昼公演 新宿文化センター 

 指揮：右近大次郎/管弦楽：音楽集団「新しい音楽生活」 

■練習 ※スケジュールは 1月以降ＨＰにてご確認ください 

☆立川での練習 3/3より第 1、第 3金曜日 

10：00-12：00、18：30-21：00 カンマーザール in立川 

☆新宿または池袋での練習 3/9より第 2、第 4木曜日 

18：30-21：00 ※但し会場手配の都合で変更の場合あり 

練習費：17,000円／コンサート制作基金：10,000円 

両曲とも参加の場合の練習費は併せて 30,000円 

 

■公演 2023年 9月 10日(日)夜公演 新宿文化センター 

 指揮：郡司博 

 オルガン：ザルツブルグから Prof.グフレーラーを招いて 

■練習 ※スケジュールは 1月以降ＨＰにてご確認ください 

☆立川での練習 3/10より第 2、第 4金曜日 

10：00-12：00、18：30-21：00 カンマーザール in立川 

☆新宿または池袋での練習 3/2日より第 1、第 3木曜日 

18：30-21：00 ※但し会場手配の都合で変更の場合あり 

練習費：17,000円／コンサート制作基金：10,000円 

 

一緒に歌いませんか？ お申し込み おんがくの共同作業場 http://gmaweb.net/npo/ 

 

マルワリード用水路 写真提供：ペシャワール会 

ご来場のお客様にお願い ・体調にご不安のある方のご来場はご遠慮ください   ・入場時の体温チェック、手指消毒、マスク着用にご協力ください   ・チケットの裏面に氏名、お電話番号をご記入ください 

  ・開演前、休憩時間の際は、極力会話を避けるようお願いいたします   ・花束等のお届け物はお断りいたします。 

 


