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●CD「ほんとうの願い」The True Desire
お元気でいらっしゃいますか？
今週初めに、CD 録音の最後のサウンドチ
ェック、日本語、英訳、ドツ語訳入りジ
ャケット制作作業をやっと終えることがで
き、完成を待つばかりとなりました。
今回の CD は、7 月、南ドツの美しいナ
ック村のスタジオにて、スス在住のリュ
ート奏者の今村泰典さんのテオルボと、今
村さんのご子息、詩門君（１６歳）のヴゔ
オリン演奏とともに録音したものです。
録音後の編集作業、ジャケット制作は想像以上の時間を要しました。時に徹夜の作業になることもありましたが、
歌詞のひとつひとつをじっくり吟味する作業を通して、みことばが心に迫り、時に十字架の愛に感動して涙が溢
れ、神の恵みに浸る、至幸の時となりました。

●今村さんのこと
バロック界の第一人者であるリュート奏者、今村泰典さんにお会いしたのは、2005 年、ドツのゲーゼケで行
われた「第 22 回ヨーロッパ・キリスト者の集い」でした。そこで今村さんの演奏をお聞きし、何と神への賛美
にふさわしい音色を奏でる方なのだろうと思いました。
その 3 年後、今村さんとの初共演の機会が与えられま

今村氏と葉子夫人

7 月～9 月、音合わせ、録音、編集作業のため、

度々今村家に滞在させていただきました。葉子夫人（フルート奏者）は、お食

した。ヴゖッテンベルクで行われた「第 25 回キリスト

事の用意、音楽的アドヴァイス、そして、何よりも、深い祈りをもって今回の

者の集い」において、1517 年にマルテゖン・ルターが

祈り合いと、素晴らしい交わりの時を持たせていただきました。

95 カ条の提題を扉に打ち付けた記念すべき城教会で、
私たちは、欧州在住の 12 人のクリスチャン音楽家から
なる「グナーデン・ゕンサンブル」
（恵みのゕンサンブ
ル）を結成し、宗教改革時代の珠玉の讃美曲を演奏さ
せていただいたのです。そこで奏でる今村さんのリュ
ートは、まるで金の糸がきらきらと輝きながら天に立
ち上る祈りのようでした。
2003 年にキリストの信仰に導かれた今村さんは、この
頃（2008 年）から、神の特別なコーリング（召し）を
感じるようになりました。そのひとつが、讃美歌創作
です。処女作は、詩篇 103 篇 1,2 節に曲を付けた、リ
ュートより深い音色のテオルボ（バス・リュート）伴

録音を大きく支えてくださいました。ご家族との団欒、信仰による分かち合い、

奏による「主をほめたたえよ」です。その後も聖書のみことばによる讃美歌創作が続けられ、最近は、ご自身で
作詞もするようになりました。今村さんの讃美歌は、テオルボ伴奏ならではの独特の味わいがあります。そして、
歌えば歌うほど、みことばの深みにこぎ出して行く不思議な魅力があります。
２００８年以来、今村さんとは何度か一緒にコンサートを重ねてきました。そして、不思議な主の導きにより、
今年の夏の CD 録音の運びとなりました。
今回の CD 録音を通して、あくまでも個人的な見解ですが、ひとつ思わされていることがあります。それは、ダ
ビデの立琴が、美しい音色を奏でるためではなく、神への讃美としての「語りかけ」、そして「祈り」を捧げる
ものであったということです。だからこそ、その音色が、サウルを癒すほどの美しい響きとなったに違いないと
思うのです。ダビデの立琴を想わせる今村さんの美しく優しいテオルボからも、14 の弦が互いに共鳴し合いな
がら、神への讃美の「語りかけ」
、そして「祈り」が聞こえてきます。

●CD「ほんとうの願い」The True Desire
今回は、今村さんの賛美曲を中心に、
「キリストには代えられません」
「いつくしみ深き」
「とおきくにや」、カタ
ロニゕ民謡の「マリゕの子」
、シュッツの「神よ急ぎ来たりて救いたまえ」
、そして、今村さんがテオルボ用に編
曲されたバッハのチェロ組曲、詩門君のヴゔオリンと今村さんのテオルボの通奏低音によるカステッロのソナ
タなど、実に盛り沢山の曲を収録しました。

ほんとうの願い
今村泰典 作詞・作曲

私たちの喜びは お互いに愛し合うことです
それが神様から 与えられた
私たちのほんとうの願いです
憎まれる時も 傷つけられた時さえも
赦し合えるなら 幸せで満ちるでしょう
私たちの喜びは 神様を信じて生きることです
それが神様から いただいた
私たちのほんとうの幸せ
とても傷ついて 死にたくなった時さえも
自分を赦せるなら それは神様の愛
とても苦しくて 死にたくなった時さえも
神を信じてゆだねよう
それは神様の願いです 神様の願いです

CD のタトルでもある「ほんとうの願い」は、CD の 3 曲目に収録した、今村さん作詞作曲の賛美曲です。耳
をふさぎたくなるような、心痛む出来事が続く昨今、私たちが互いに赦し愛し合い、神様のみこころを私たちの
「ほんとうの願い」
として、
喜びをもって生きて行くことができますようにとの祈りを込めて制作した CD です。
発売日は１０月１日です。この日より AKWM ホームページでもンターネット販売をいたしますので、是非、
ご購入いただければ感謝です。

●お祈りください
いよいよ 20 日にドツを発ち、日本に向かいます。どうぞ、今秋のコンサートのためにお祈りください。合わ
せて、この者の霊性と健康のためにお祈りください。どのような時にも主との交わりを第一とし、すべてのこと
を主に伺いながらなすことが出来ますように。AKWM のスタッフともども、へりくだって、主のみわざを待ち
望みつつ仕えて行くことができますよう、お祈りください。

～9 月、10 月の予定～
♪

９月２１日 日本到着予定

♪

９月２９日（木）～１０月７日（金） 台湾賛美コンサート・ツアー

♪

１０月１２日（水）ニュージーランド大阪教会、東日本被災地救援チャリティーコンサート 19:30
リュート＆テオルボ奏者：今村泰典氏 連絡先：Tel. 06-6387-8178

♪ １０月１６日（日）忠岡バイブルハウス（岸和田北聖書教会ブランチ教会）礼拝賛美 15:00
岸和田北聖書教会コンサート 19:00 リュート＆テオルボ奏者：今村泰典氏
連絡先：岸和田北聖書教会

Tel.072-443-1795

♪ １０月１８日（火）AKWM 主催、
東日本被災地救援チャリティーコンサート
19:00 北浜スクエア 9F
リュート＆テオルボ奏者：今村泰典氏、ピアノ：野田常喜氏
連絡先：AKWM 事務局 Tel.06-6226-1334
♪

１０月２３日（日）宝塚栄光教会 「賛美コンサート」
16:00～ 連絡先：Tel. 0797-73-6076
ピアノ：野田常喜氏

♪

１０月２９日（土）流山福音自由教会 音楽伝道集会 14:00～

♪

１０月３０日（日）流山福音自由教会 音楽伝道礼拝 10:30～
オルガン奏者：矢吹綾子氏

連絡先：Tel. 050-3462-2809

※１１月、１２月のスケジュールは、atsukokudomm.com の Schedule をご参照ください。

青空の美しい９月、主にあってどうぞ素晴らしい日々を過ごされますように。
神様の恵みが皆様とともにありますように！

Atsuko Kudo
P.S. 今村泰典氏は、１０月、私との賛美コンサートの他に、以下のクラッシック・コンサートを予定していま
すので、お知らせいたします。
●１０月４日（火）コンサート

19 時

鵠沼サロンコンサート

会場「レスプリ・フランセ」

ミヒャエル・シュナイダー リコーダー・リサイタル
共演：今村泰典（テオルボ）
曲目：カステッロ、フォンタナ、ド・ヴィゼー、テレマン、ブロッヒヴィッツ、
バッハ、ハッセ他
入場料 5500 円
藤沢市鵠沼海岸 7－7－11(鵠沼海岸｢浜道｣沿い) お問い合わせ：0466－34－3299

●１０月 7 日（金）コンサート

19 時

聖アンセルモ目黒カトリック教会聖堂

7 日（金）19:00 開演 勝俣敬二 フラウト・トラヴェルソ演奏会
共演：今村泰典（テオルボ）、ソフィ－・セーヒ・イ（ヴィオラ・ダ・ガンバ）
曲目：クープラン／王宮のコンセール 3 番 C.P.E.バッハ／ソナタ G
キルンベルガー／ソナタ g 他
入場料 4000 円
お問合わせ：チャペルコンサート・プロジェクト 0120 - 032574

●１０月８日（土）コンサート

19 時

武蔵野市民会館小ホール

ミヒャエル・シュナイダー リコーダー・リサイタル
共演：今村泰典（テオルボ）、ソフィー・セーヒ・イ（ヴィオラ・ダ・ガンバ）
曲目：カステッロ、フォンタナ、テレマン、ヘンデル、ブロッヒヴィッツ、
バッハ、ハッセ他
入場料 2000 円
お問合わせ：0422－54－2011

●１０月９日（日）コンサート

14 時

兵庫県立芸術文化センター

「アンサンブルの喜び」
ミヒャエル・シュナイダー（リコーダー）、今村泰典（テオルボ）
ソフィー・セーヒ・イ（ヴィオラ・ダ・ガンバ）
曲目：カステッロ、フォンタナ、テレマン、ヘンデル、ブロッヒヴィッツ、
バッハ、ハッセ他 入場料 A 4000 円・B 3000 円
お問合わせ：0798－68－0255

●１３日（木）コンサート

19 時

5/R Hall&Gallery 音楽ホール

名古屋市千種区今池 1-3-4
デュオコンサート～ヴィオラ・ダ・ガンバとテオルボで綴るバロック音楽
品川聖（ヴィオラ・ダ・ガンバ）
、今村泰典（テオルボ）
曲目：ブクステフーデ、マレー、ド・ヴィゼー、アーベル、バッハ
入場料 3500 円・当日 4000 円

●１４日（金）コンサート

19 時

りゅーとぴあ

新潟市民芸術文化会館 スタジオ A
デュオコンサート～ヴィオラ・ダ・ガンバとテオルボで綴るバロック音楽
品川聖（ヴィオラ・ダ・ガンバ）
、今村泰典（テオルボ）
曲目：ブクステフーデ、マレー、ド・ヴィゼー、アーベル、バッハ
入場料 3500 円・当日 4000 円

●１５日（土）コンサート 16 時

日本キリスト教団

富山鹿島町教会

デュオコンサート～ヴィオラ・ダ・ガンバとテオルボで綴るバロック音楽
品川聖（ヴィオラ・ダ・ガンバ）
、今村泰典（テオルボ）
曲目：ブクステフーデ、マレー、ド・ヴィゼー、アーベル、バッハ

