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１２月１８日(日)４:OOPM開演

カトリック高槻教会



第１部

みな共に喜びましょう
“udbUImHsom臼

グレゴリオ聖歌

飯UUnmlmDUli

今日父の御言葉が

lMHlln〃mshMml

ルーアン聖歌l3c

DiHPXBRmUfn

喜びの日 J・オット

ノns［pliOll､婚αhPlrjllP

私たちの楽しいお祝いの日

MlisollKkWillholiljqy

J､オット

ルSIph0n

話してください、聖母よ
DinoSmqmnPdFIIjhIisP1

トゥリアーナ

qlmdWmOdDh(UblｿlhlMMTmSDUIliMjr

ブランル、パヴァーヌ、パツサメツツオと、ガリアルド（器楽曲）
BmlePlMln8PImml”&GmllJnjPChUAjfcmil1xLD1m凪1ｋ

聖ニコラス

SＭＭｚｓ

ゴードリック聖歌

"`bditDWhl1d/MIjIIlM“

この幼子は誰？
11Ｍ肋Mslllls？

イギリス古謡

”lfMMIm

恵み深き、マリアよ
〃ＩｍａﾉﾇlP〃'2dP9lui“

フランス聖歌／ALU℃ha面

DmmlTllWlDUJs

アレルヤ

AﾙＩＵＭＩ

フランス聖歌l3c

npl2dP1VDl】P-DmW)mxPnM】ｒ
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ＬＡ萠DlEのクリスマスコンサートにお越し下さいまして、どうもありがとう

ございます。

今日のこのひと時を皆さんと共に過ごせることの貴重さを、今年は、

いつも以上に強く感じて、感謝と喜びの気持ちでいっぱいです。

今年は大きな災害が東北や世界で次々に起こるのを目の当たりに

しました。漠然とした正体不明の不安に包まれて、地に足着かない`ｕ

地になりました。

自分の`こからやりたいことを都度精一杯できているのか、そしてこれ

から何をしたいのか、考えました。

今を一生懸命充実させることを望んでいるはずなのに、すぐ先延ばし

にしたり、つい、目の前のことから逃避してしまいます。そんな私ですが、

歌うそのひと時は、わずかな瞬間ですが、怖れや悩みや悲しみなどが

全て消えた静かで平安に満たされた`ご仁なります。

今年のコンサートテーマは｢Chlrls↑mosLulloby｣です。

今宵、この会場にいる皆さんの`巴にも、私たちの音楽が暖かく響くこ

とを願って歌います。

どうぞ、最後までごゆっくりお楽しみください。

浅野泉

……蕊…屋，

識illii1輿

鯛=lllMiJP亡デー
…￣

蕊聡



Dino8,madredeldonsel
話してください、聖母よ

GauId②ｎｍｕｌｓＯｍｎ②Ｒ

みな共に喜びましょう、

話してください、聖母よ、

「何と天使ガプリエルは言われたのですか？

あなたがそのことを受け入れ

どのように神の御子を産まれたのですか？」

主のもとでみな共に喜びましょう

聖処女マリアの誉れを称えるこの祝日を

刀塾の人（マリア）の祝祭を天使たちは喜び

神の御子を褒め称えます
｢天使が来られて聖なるお告げを信じました

やがて神の御子が私の胎内に宿られました」心から賛美の言葉がわき出ます

私は自らの技で玉にお仕えしますと

８t､Nicolas

聖ﾆニコラス
アレルヤアレルヤ

神に愛された聖ニーラスは

我われに住むところを築いてくださる

誕生の時も死の時も

聖ニコラスはそこで我々を守ってくださる

Vbrbumpatrishodie
今日父の御言葉が

この日父の御言葉が処女から成就した

我等を賊いに来たり

天の父は我等に報いんと望まれる

天使的美徳をもて喜びの歌と共に主を讃美しよう
WhatchildiBthiS？

この幼子は誰？輝かしい司牧に今や犬使は安らぎ

今や汝は和解す

教会の牧人汝を安んじ

覗きの御子はかつ教え正しく救う

恩恵に歓喜しよう

この幼子は誰？マリアの膝に横たわり

眠っているこの子は？

天使達が美しい声で誉め歌を歌い

羊飼い達が見守っているこの子は？

＊この幼子彼こそが救い主なのです

羊飼い達が守り天使達が誉め歌うこの子が

さあ、早く誉めたたえよう

幼子を、マリアの御子を

Diegestlaetitae

喜びの日

喜び授けられし日

何故ならこのＲ

男を知らぬ処女から

工たるキリストが生まれた

小技に花が咲く

小枝の花に驚くばかり

なぜ彼はこんな所にいるの？

牛やロバがえさを食べているところ？

良きクリスチャンは畏れる

それはここにいる罪深き人たちのため

主の声無き声がそう語っている

＊

InthisourjoyfUlholiday
私たちの楽しいお祝いの日 そうして、香料、黄金や没薬をたずさえ

農民も王もやってきて彼のもとにへりくだる

王の中の王が全ての人をお救い下さる

愛に満ちた心が彼を王座につかせる

＊

私たちの楽しいお祝いの日

さあ、戸高らかに歌いましょう

微れなき乙女は幼子を生みましたが

今でも乙女のままです

私たちはその△女を大いに賛美します

その幼子にはこの上ない敬意を表します

今も、そして、これからも永遠に

Marie,pleinedegrace
恩髄に満ちたマリア

マリア、あなたは恩髄に満ちておられます

神の美しさで光輝いておられます

愛で満たされて、神に向かっておられます

神に祝福されておられます



IriBhlullaby
アイルランドの子守歌

Aneluya
アレルヤ

お眠り．お眠りいとしい幼子よ

どうぞ泣かないで

アレルヤ共に歌おう

アレルヤ声を合わせて共に歌おう

アレルヤ神に全てを心に誓い共に歌おう

アレルヤ 柳の枝にのせた金の揺りかごに

寝かせて、私のいとしい幼子を

揺すって眠らせましょう

Howgreatourjoy1
何と大きな宮びよ！ 西風が吹彰魁やかな海はうねる

お眠り、いとしい幼子よ

恐れることなくお眠りなさい

母はここに、あなたの枕元にいるから

羊飼いたちが羊の番をしていた夜

まばゆい.人のみ使いが舞い降りて

喜ばしい知らせを告げました

＊何と大きな醤びよ！この上ない喜び！

犬上にまします神さまを讃えましょう Huroncarol

ヒューロンキャロル

今日ベツレヘムで救い主がお生まれになります
＊ それは、冬の月の二とだった

烏たちはみな、襲を消し

力ある精盆、ギッチ・マニトウが

烏たちのかわりに天使の合唱隊を遣わした

その光の前で、星はくすみ゛

野を行く狩人たちは淑美歌を聞いた

｢あなたがたの王イエスが降誕された

いと尚きと二ろに栄光あれ」

私たちを救う方み子は、馬小屋に

お生まれになりました

＊

平和がみ心にかなう人々にありますように

破れた樹皮の小屋の中に

かよわい赤ん坊がいた

ウサギの皮のぽろぽろの上着に

美しい赤ん坊が包まれていた

勇敢な狩人が近寄ると

天使の歌声が大きく高く轡<

｢あなたがたの王イエスが降誕された

いと高きところに栄光あれ」

Omagnummysterium
おお大いなる神秘

おお大いなる神秘

称賛すべき秘蹟よ

動物たちは士の誕生を見守っている

飼い葉桶に横たわる事を

おお祝福された乙女よその枡らかな胎内に

主イエスキリストを宿された

アレルヤ 自由の森のｆ供たちよ

マニトウの息子たちよ
天と地の聖なる御子が

今日あなたがたのためにお生まれになった

光り輝く御子の前に来てひざまずきなさい

その力は美と平和と喜びをもたらされる

｢あなたがたの王イエスが降誕された

いと高きところに栄光あれ」

MotherofGod,ｈｅｒｅｌｓｔａｎｄ
神の母よ、私は御許に立って

聖母マリア様、

今私は御許に出て祈りを捧げております

御身の光を放つこの聖像の前で

戦場からの救いを求めているのではなく、

感謝を捧げるのではなく、

わが魂の罪の許し、全ての魂の許しを求めているので

もありません

この世に喜びを見出すことも少なく、

侘しさ、孤独を目のあたりにしておりますが、

(誰のためでもなく、’''1のためでもなく）

あなただけに全てをお捧げしようと祈っております



ＡｍｅｎｙＣｈｒｉｓｔｍａｓ
クリスマスおめでとう

SzmCtnnB

サンクトゥス

聖なるかな聖なるかな聖なるかな

万軍の神なる主よ

主の栄光は天に満ち

地にももたらされる

天のいと高きところにホザンナ

＊クリスマスおめでとう

そして新年おめでとう

良い知らせを持ってきましたよ

あなたとあなたの親族に

＊

イチジクのプディングを持ってきて

持って出てきて今ここに

＊

ChristmasluUaby
クリスマスの子守歌

ベツレヘムの闇に光は卸き澄み渡る

天使たちは歌いその声は辺りに満ちる

賢者たちは救い主にまみえんと

はるばるやって来た

けれどそこにはただはlまと幼子があるばかり

私たちはみなイチジクのプディングが好き

だから持ってきて

＊

私たちはもらうまで帰りませんよ

だから持ってきて

＊

＊アヴェ・マリアアヴェ・マリア

天使たちの優しい子守歌を聴きなさい

アヴェ・マリアアヴェ・マリア

我らの王イエスの滑らかな御母よ
Ｉａｍｔｈｅｄａｙ
生まれくる日

王の臣はどこに彼の民は誰？

なぜ王たる笏も冠も持たない？

羊飼いがその臣賛しき者がその民だから

平和がその笏であり愛がその冠だから

＊

私はもうまもなく生まれくるＲ

私は朝が来る前の光

私はＲの明ける夜

私は終わりであり、始まりである
あなたの宝物は何？

金でも香でもなくてもかまわない

イエスに捧げよう粉一杯の愛を込めて

誉め讃えよう神の御子キリストを

そして天の恩１１１１を受け

救い主をこの世に送りたもうたその母を

＊

私はアルファであり、オメガである

私は夜であり、昼であり、岐初であり、 岐後である

ぎょしこの夜

Z､きよしこの夜

まきびとたちは

ぬかづきぬ

み告げ受けし

み子のみ前に

かしこみて

１.きよしこの夜

すくいのみ子は

ねむりたちう

星はひかり

まぶれの中に

いとやすく

雫s晋而、孟禰ｗＢ;雫
中野亘（プロデュース・舞台美術）

中村洋彦（リコーダー・政）

マリヴオンヌ・岡本（チラシ・プログラム）

今井裕子（衣装） 顎熱鰐



第２部

何と大きな喜び卿

HDWmJrolu77qy

ドイツのキャロル

０，，町ｍＨｉ

おお大いなる秘蹟

0mﾛｿnｍｍ]61PnIUm

Ｍ・ラウリツェン

AlmmLmmdBen

神の母よ、私は御許に立って J・タヴナー

JbhnliniBnPrAlDt｝１Gm/UUljli21Plslmd

アイルランドの子守歌

IＷＩＭｌＭｌｙ

ケルト/B・ダグラス

alIlcBDUu9Umy

ヒューロンのキャロル

HUmn[mUl

カナダのキャロル

(muUjlbTI(7ｍ

クリスマスおめでとう イギリスのキャロル

ZlWllsIim2dAmenydili虹川⑱

生まれくる日

ｌｑＭｌＭｌﾘノ

Ｒ・プライズマン

RmbmmzmBDm

サンクトゥス

jlJmUS

Ｇ･ﾌｵｰﾚ

GimmelRmだ

星の賛美歌

伽mWU2dhsiMl2s

クリスマスの子守歌

diltsm1nsMMly

J・ﾗﾀｰ

ﾉﾛｶ"RWhPr
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と萠死
ラ･モエテユィー

DiIW1I)Ｉ。

松井智惠佐竹哲也

浅野泉田尻仁美

大田恵田中隆裕

大村有子田中美奈子

河合清子中井千鶴子

河原紀子前田重子

上原奈未(ｼﾝｾｻｲｻﾞｰ､アイﾘｯｼｭﾊｰｽﾞ鋤）

西村由紀子(ｼﾝｾｻｲｻﾞｰ）

賛助出演

中村洋彦（ﾘｺｰﾀﾞｰ､歌）

中野豆(舞台美術）


