
合唱団フォンス・フローリス 
第１３回コンセール・スピリテュエル

Chœur Fons Floris Concert Spirituel

シャルパンティエ のクリスマス

2022年１２月１２日  月  午後７時開演（６時３０分開場）

カトリック関口教会 東京カテドラル聖マリア大聖堂

マルカントワーヌ・シャルパンティエ
Marc-Antoine Charpentier (1643-1704)

待降節のアンティフォナより　
Salut de la veille des O H.36-40
主の御降誕の歌　
In Nativitatem Domini Canticum H.314

真夜中のミサ　
Messe de Minuit H.9

テ・デウム 
Te Deum H.146

チケット料金 【前売】 一般 4,000 円　  【当日】 一般 4,500 円　  【学生】 2,500 円
※全自由席　　※学生券は、 学生証を提示のうえお求めください

前売券取扱

東京古典楽器センター 03-3952-5515　　

サンパウロ ( 「四谷」 駅前 ) 03-3357-8642

お問い合わせ フォンス・フローリス
070-4123-0871 （平日 10 時 -17 時）　　contact@fonsfloris.com

主催 ： 株式会社フォンス ・ フローリス 　合唱団フォンス ・ フローリス　　

助成 ： 芸術文化振興基金 （舞台芸術等の創造普及活動）

https://eplus.jp/

古楽アンサンブル コントラポント
合唱団フォンス・フローリス

指揮：花井哲郎

新型コロナウイルス感染予防に関するお知らせとお願い】

今回の演奏会は、 新型コロナウイルス感染予防に対応したステージ ・ 座席配置を行い、 限定した

チケット枚数で販売しております。 公演開催に際し東京都やクラシック音楽公演運営推進協議会

によるガイドラインに従い、 新型コロナウイルス感染拡大予防策を実施しますので、 ご協力のほ

どお願い申し上げます。

・ 入場時に検温を実施させていただきます (37,5 度以上の場合、 ご入場できません ) 

・ 入場時に手指の消毒をお願いいたします。 また開演中を含めマスクを必ずご着用ください

・ 会場内での歓談、 終演後の出演者とのご面会はお控えください

　フランス・ バロックを代表する宗教音楽

作曲家シャルパンティエの作品中、 最も人

気のある 2 曲 「真夜中のミサ」 と 「テ ・

デウム」 を中心とした演奏会です。

真夜中、 とはクリスマスの真夜中に行われ

るミサのための音楽ということを意味しま

す。 愛らしいノエル（フランスのクリスマス・

キャロル） の旋律が多数使われて、 聴く者

を聖夜の馬小屋へと導き入れてくれます。

クリスマスを準備する期間である待降節の

音楽、 また羊飼いらの登場するミニ・ オラ

トリオ、 そして締めくくりの祝祭音楽 「テ ・

デウム」 というクリスマス ・ シーズンの気

持ちを高めてくれるプログラムです。 フラ

ンス・ バロックに徹底的にこだわり、 磨き

をかけた美しい古楽演奏でお届けします。

徹底的にフランス・バロックの発音と演奏法にこだわりました
独唱、合唱、ガット弦の響きが美しい古楽器オーケストラ

ご一緒にクリスマスをお祝いしましょう！



古楽アンサンブル コントラポント Contraponto - Ensemble for Early Music

花井哲郎 Tstsuro Hanai

合唱団フォンス・フローリス Chœur Fons Floris

東京都文京区関口 ３-１６-１５

ホテル椿山荘の前です

【地下鉄で】
東京メトロ 有楽町線「Ｙ１２ 江戸川橋駅」

１a出口より徒歩約１５分　※エレベーター出口もあります

【バスで】
JR 山手線「目白駅」より・・・都営バス白６１系統「新宿駅西口行き」

JR山手線「新宿駅」より・・・都営バス白６１系統「練馬車庫前行き」

→ どちらも「ホテル椿山荘東京前」下車徒歩１分

都営バス停  
「ホテル椿山荘東京前」

獨協中学・高等学校
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東京
カテドラル

カトリック関口教会 東京カテドラル聖マリア大聖堂

有楽町線 江戸川橋駅

　花井哲郎をリーダーとして２００５年に結成された古楽声楽家、古

楽器奏者によるアンサンブル。主にバロックの宗教音楽をレパート

リーとする。プログラムによって、各パート一人ずつの器楽・声楽

によるアンサンブル、ア・カペラの合唱、そして独唱、合唱にバロッ

ク・オーケストラという形態まで、それぞれの作品にふさわしい編

成をとる。作品の持つ可能性を最大限に引き出すために、時代・地

域に固有の演奏形式に徹底的にこだわった演奏、また声楽家と器楽

奏者が音楽のみならず「音」そのものに対するイメージを共有して、

各自の独創性を生かしながらも「対位法的に」一体となった演奏を

目指している。

２０１５年以来、室内楽編成ではらむら古楽祭に出演、ヴィヴァ

ルディの四季などバロックの名曲を演奏。２０１６年には Ottava 

Records レーベル第 1 弾としてモンテヴェルディ「聖母の夕べの祈

り」のライブ録音をリリースする。

公式ホームページ　http://www.fonsfloris.com/c/

　フランス・バロックの宗教音楽を専門とする合唱団。東京と関西

でそれぞれ練習を進め、合同で演奏会を開催する。フランス語的な

ラテン語の発音、イネガルや装飾法などフランス・バロック特有の演

奏法にこだわって練習に励んでいる。デュ・モン、ド・ラランド、リュ

リ、シャルパンティエ、カンプラ、ラモー（全宗教音楽）、ベルニエ、

モンドンヴィルといった作曲家たちの、主にグラン・モテに取り組ん

でいる。シャルパンティエの「テ・デウム」は、２００６年第一回公

演にて披露。より進化した演奏をご期待ください。

公式ホームページ　http://www.fonsfloris.com/choeur/index.html
＊ Youtube では、過去の演奏を公開しています。ぜひお聴きください！

　古楽演奏家。１９９６年以来「ヴォーカル・アンサンブル カペラ」音楽監督としてグレゴリオ聖歌とルネサンス音

楽の演奏を続ける。CDジョスカン・デ・プレのミサ曲全集シリーズを好評リリース中。また古楽アンサンブル「コン

トラポント」のリーダーとしてバロック時代の宗教音楽演奏に取り組む。また長野県原村で「はらむら古楽祭」を開催、

古楽の新しい楽しみ方を提唱する。フランス・バロックの宗教音楽を専門とする合唱団フォンス・フローリスを始め、

様々な古楽アンサンブルを指揮・指導する。フォンス・フローリス古楽院院長、国立音楽大学講師。

ソプラノ Dessus ： 花井尚美　小林 恵

オートコントル Haute-contre ： 田尻 健

テノール Taille ： 富本泰成

バス Basse ： 清水健太郎

ヴァイオリン dessus de violon ： 丸山 韶　丹沢広樹　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　勝森菜々　原田 陽　山本佳輝

ヴィオラ tailles de violon ： 大光嘉理人　佐々木梨花

バス・ド・ヴィオロン basses de violon ： 懸田貴嗣　高橋麻理子

リコーダー flûtes à bec ： 太田光子　浅井 愛

オーボエ hautbois ： 志村樺奈　小花恭佳

ファゴット basson ： 鈴木 禎

オルガン orgue: 能登伊津子

トランペット trompettes ： 斉藤秀範  村上信吾

ティンパニ timbales ： 井手上達


