
ＢＢＣメンバーの皆さま（今回の演奏に参加される皆さまへ） 

 

☆ 今回も選曲した救世軍の「歌やキリスト教会の賛美歌、聖書のことばなど」を紹介させていただきます。「救世

軍バンド」以外の「ブラスバンド」の音楽を楽しむ自由さ、音楽演奏、無宗教感など皆さんの自由なのですが・・、

作曲家の書いた音楽や思いなどを演奏者が理解し演奏完成に向かうことは有益で、曲の内容を正しく理解できること

によって聴衆の皆さまはきっと、私たちの演奏する音楽をより良く理解し、感じていただけるでしょう。神様の豊か

な祝福が皆さまお一人おひとりの歩みにありますようにお祈りします。        ２０１８年 ４月 鈴木肇                          

 

プログラムノートを記す前に・・・【救世軍（ブラスバンド）音楽について】 

＊ＢＢＣの皆さんとの演奏は６回目ですが、はじめて加わられるメンバーの皆さんもいらっしゃることから、改めて

救世軍音楽について基本的な説明をさせていただきます。   

日本、世界にはキリスト教会（教派、グループなど）が沢山あり、ほとんどの教派で使用している讃美歌集や聖歌

集には「楽譜と歌詞が通常の歌の楽譜のように印刷されていて」、「ＳＡＴＢ四声部で作られています」。 

救世軍歌集(Salvation Army Song Book)いわゆる「救世軍の歌集」は、本来「歌詞だけの歌集で、音符がついてい

ないものが英語圏その他の歌集、また日本の歌集も以前は同様でした。（25 年ほど前に改定された現在の日本の歌

集、韓国や米国歌集の一部追加曲だけ」が世界各国の救世軍の中で楽譜付の楽譜「讃美歌集」で記されています） 

 礼拝や集会の性格や目的、集われている人々の年代層などによって、同じ歌詞をいくつかのメロディーから選び歌

うことができます。そのために礼拝の中で聴衆はバンドやピアノの伴奏、メロディーに合わせ（時にはほかのメロデ

ィーで）いつも歌っているメロディーとは別の曲で「歌詞」を歌うことができるのです。歌集の各歌（歌詞）の下に

は ＴＢｘｘ、と 番号がいくつか記されていて、これが Tune Book の番号を示しているのです。 

以上が救世軍の「歌詞」と「メロディー(チューン)」の関係は「フレキシブル」な部分を持っていることを理解し

ていただければ幸いです。同時にチューンブックの役割、存在の理由が理解できれば幸いです。従って、今回もいく

つもの救世軍音楽を練習し演奏に向かう中に様々なメロディー、チューンブックにあるメロディーを楽しみながら演

奏していただきますけれど、それらのメロディーには必ず「歌の歌詞」が付随していることと作曲者がその歌詞や意

味を「歌詞のないブラスの演奏を通しても伝えたいと願って曲を書かれた」ことを知っていていただければ幸いで

す」。ＢＢＣやいくつかのブラスバンドはチーンブック（ＢＢＣは赤本 Old Tune Book）から練習開始に数曲を演奏

していますが、もしも音合わせやサウンドづくり以上に元のメロディーの意味（歌詞）を知って演奏し、更にそのメ

ロディーにつけられて歌われる歌の内容、歌詞を理解して「救世軍ブラスバンド楽曲」の練習、演奏に臨むとすれ

ば、とても有益な演奏への備えになるということができるでしょう。 

救世軍ブラスバンド作品は、クラシックなどのアレンジを除いては救世軍ブラスバンド音楽一つ一つには、基本的

にマーチひとつの中にも、必ず讃美歌が含まれてつくられまた演奏されます。以上が演奏に際して技術的準備同時に

大切な準備といえるでしょう。 

 

【救世軍ブラスバンドの起こりなど（要約）について】 

 すでにブラスバンドをされている皆さんにはご存知の方々が多いことと思いますが、短く説明いたします。 

以前「Band People」という月刊誌が発刊されていました。1995年 3 月号特集記事『これがブラス・バンドだ！』に

も「救世軍ブラスバンド」について鈴木 及び中山冨士雄師（故）がこの内容を紹介していますので参考となるでし

ょう。・・（ほかにいくつか・・”Brass Band in the 20th.Century” J. Brand, EGON Pub. Co. はじめいくつかの出

版物に記述） 

 「救世軍のブラスバンド」とは？との説明にあたり、「救世軍 The Salvation Army」がどのような働きをして

いるかを理解することが近道でしょう。 「英国ロンドンでプロテスタント派のひとつの１８６５年に、メソジスト



派教会牧師であった William Booth と夫人、数名の人々がその働きをはじめました。「救世軍」という新しいキリ

スト教派（教会グループ）を始めようという動機ではありませんでした。その頃、英国で起こった「産業革命」によ

って仕事、生活基盤を失われた人々が特に東ロンドン、また各地で困窮の毎日にあり、Ｂｏｏｔｈ牧師の教会にも、

「せめて心のよりどころと救いだけでも得られるだろうか？」と、彼らが願い求めて礼拝に出席しはじめました。彼

らが（メソジスト教会牧師ウイリアム・ブースの）教会に訪ねてきたにもかかわらず、教会員には彼らを排除するよ

うな様子を高壇からみて説教しながら大変心を痛め（教会員たちは特に故意に排除しようという動機ではきっとなか

った言動であったでしょうけれど・・）   ・・やがて「今の時代に本当に神様の救いを必要としている人々は、

このようなよりどころの無い、実生活であらゆる救いが必要な方々ではないか？・・」と心を傾けはじめました。同

派の多くの牧師なども反対する中、ブース牧師夫妻と幾人かの同じ志を抱く者たち何人かはとうとう、教会の建物と

所属のメソジスト教派牧師としての立場を辞して、必要にある方々の救いのために路傍伝道に外で働きをはじめまし

た。 

 酒場でわずかな金をお酒に使い果たす人々、またそのような人々に働きをするブース達を邪魔する人々を救いに導

くには、多くの妨害やハードルが立ちはだかりました。必ずしも歓迎していない人々の反応を受けながらも、なんと

か彼らが神様の恵みと救いの説教をきくように！、とブースはさまざまな工夫もしました。（路傍で、急に山高帽を

地面に置き、帽子に向かって説教を始めたり・・、酒場で歌われているメロディーや人々が知っているメロディーに

讃美歌の歌詞を付して歌ったり・・と。 

 それから何年も経ってその働きや妨害のことも見聞きしていたロンドン近郊にあるソーズベリーという町に住む大

工で敬虔なクリスチャン一家のチャールス・フライ親子四人が、ブースの働きをわずかでも助けようとの願いで、ブ

ラス・カルテット（コーネット 2 本、ユーフォニアムとバルブ・トロンボーン）で讃美歌を演奏して路傍伝道に参加

したところ、レンガ造りの街にとても美しく響き、妨害者の騒音を見事に沈めることとなりました。それを聞いたブ

ースは、「金管楽器は救世軍の働きに有益である」と公報紙にしるし、次第に「ブラスバンドが救世軍の働き、伝道

や礼拝に有益！・・これがやがて救世軍の働きに切っても切り離せない働きとなりました。」。やがて多くの人々が

救世軍のブラスバンド（や響き）を「歩く銀色のパイプオルガン」と呼ぶようになりました。・・時代が流れる中

で、「讃美歌の伴奏のための 『Ｔｕｎｅ Ｂｏｏｋ』、 やがて、それらのメロデイーを必ず含んで作曲される 

「救世軍ブラスバンドの作品、楽譜」も生まれてきました。（追記ですが、ブースはブラスバンドだけでなく当初、

弦楽器や太鼓、タンバリンでも人の心をとらえ、また神様を賛美することのできる音が出るものはじめなんでもよい

から、神様の働きのために用いるべきです！ と救世軍人を奨励しました。神様の栄えとひとびとの救いのために柔

軟な心をブースが持っていなかったのならば、「救世軍音楽とブラスバンドの発展」などもなかったでしょう。） 

 ちなみに救世軍の歌には民謡や世俗のメロディーを時代時代の中で取り入れ歌詞をつけて歌ってきたことも、大衆

伝道へのハートや工夫の一つと言えましょう。なお、救世軍の働きにブラスバンドがこのように結びつき今日も発展

続けている理由は、やはりこうした働きや必要が、イギリスで、しかも産業革命の社会と人の状況下、なによりも同

じように産業革命後にブルーカラーを中心とした「ブラスバンド」の活動が起きていたことは切っても切り離せない

でしょうし、今日に至るまで救世軍バンドと一般ブラスバンドとの相互交流、作品への影響など素晴らしい動きが続

いています。 

以上が、現在の救世軍ブラスバンドとその作品、出版物がどのようないきさつや動機、必要や目的で生まれたかで

す。初めてブースがブラスバンドをも救世軍の働きを推進するために有益と判断し用いてきたのも、彼のたましいを

救おうと願う熱い愛に満たされて、そのためにはなんでも！・・との広く柔らかな心を持っていたからでしょう。音

楽やブラスバンド、その音楽的な形態にもこだわらずにひとりのたましいが救われ励まされるのであるならばどんな

音楽、音楽スタイルもその目的のために用いていこうとの精神は同様に生き続けています。 北欧、アメリカをはじ

め、世界中の救世軍が働きを進めていく国々で、そのミッションのために多くの救世軍人（教会員）によるブラスバ

ンド音楽が誕生してきました。 

（以下、ノートは、演奏会当日のものではなく、演奏に加わるメンバーの皆さまへの より細かな情報ノートとして記しま

す。） 



【プログラム 第一部】 

Festival March  ‘The Southern Cross’   –  Brian Bowen          FS#353 

  「南十字星」と名付けた、３代前のＮＹＳＢ楽長を務めた B. Bowen によるマーチで、1973年にＳＰ＆Ｓか

ら出版されました。１９７０年にオーストラリアにある Box Hill小隊の記念集会のために作曲され、同年に行

われたボックスヒル小隊バンドの英国ツアーのレパートリーのひとつとして演奏され、その後 ＩＳＢがＬＰ

レコード「Sounds of Triumphant」に収録し広まりました。曲の前半、【Ｄ】で、「March On!」（進め！）

という歌のメロディーを演奏されます。これは、１９５２年に出版された'Musical Salvationist(救世軍合唱曲

集)、’Marching On‘(クラウス・ウーストビー作)の歌の一部分を用いています。このメロディーの主題の短い

部分は全曲を通じて使われ、例えば【Ａ】の２小節前、【Ｃ】の１３小節目に出てきます。転調後、ユーフォ

【Ｉ】のメロディーと【Ｊ】のコーネット、ホーン、トロンボーンでのメロディーはやがて【Ｋ】からエンデ

ィングに向かって、同時に音楽を構成するメロディーとしてフィナーレに進みます。フェスティバルマーチと

して、フルバンドの響きと各メンバー、パートへの高い演奏スキルを求められています。 

 

‘Poem’  –  Dzenek Fibich. R. Steadman-Allen     GS#1807-1 

 ‘Poem’ は、オーストリアに生まれ、チェコスロバキアで活動した作曲家フィビヒの曲です。ピアノやヴァ

イオリン、オーケストラによる演奏で、彼の数うある曲の中で最もひとびとに知られ親しまれた小曲です。救

世軍の合唱曲のために ‘God of All wonders’ （不思議な神様）歌詞を付け、この音楽で歌われます。 

 

‘Rhapsody for Cornet and Band’  – Ray Bowes    FS#410-1  

 この曲は、R. Bowesが T. Camseyのために書いたソロ曲です。この曲ができたころ T. Camsey はＩＳＢ

のプリンシパル・コーネット・ソリストでした。その後ニューヨーク、カリフォルニアに移り、年齢が進んで

から救世軍の特務大尉、大尉、少佐へと、フルタイムの士官として生涯を神と人とに捧げ現在現役を引退して

います。’Life’s Pageant’ コーネット・ソロの作曲家でもあります。 

この曲は、力量のあるソリストには特別な技術的難しさはないかもしれませんが、むしろ曲全体の本質にある

抒情的な思いを表現できることが求められるでしょう。 

この「ラプソディー」は、「コーネットとバンドのため」と記してあるように、バンドの役割が、ソリストの

影に隠れるようなことでなく、コーネット・ソロと等しい大きな役割で演奏されることを意味しています。 

途中に演奏されるメロディー(歌)は、T. Camseyが書いたクリスマス・カロル ‘Christmas Lullaby’を用いて

います。主イエスの降誕を静かに、また抒情的に歌うことで、この曲のテーマのハートとしています。 

 

 ‘Hine e Hine’  -  New Zealanad Traditional Melody,  arr. P. Graham    *Gramercy Music 

  ニュージーランドにも、昔から歌われている私たちの心に触れる素朴な歌、メロディーがいまも残り、ニュ

ージーランドやマオリを代表する歌としてしばしば歌われます。「ヒネ・エ・ヒネ」はその一つです。  

「ヒネ」は、マオリ語で、「小さな女の子」を意味するそうです。歌詞の内容はとても単純で、「疲れて泣い

ている、私の子よ、もう悲しまなくてよいのですよ。 優しいママの胸にだっこしに いらっしゃい、私の子

よ！」などという内容です、 



‘Music of Thanksgiving’  -  Kenneth Downie          FS#508 

 この音楽は、ロンドン・シタデル・バンド(カナダ)のためにダウニーが書きました。曲のはじまりの小節か

ら、パーカッションとブラスによって力強く爆発するようにメロディーを演奏します。この曲名は、救世軍歌

(英語版３２番)にある歌の歌詞第３節は次のような内容です。 

「鳥たちが歌いながら高く舞い上がるように 私の心にも歌を与えてください、『感謝の音楽を!』、 

はっきりと力づよくこだまし。 麗しさをもって神様がこの地に触れられるように、 私の心を新たにしてく

ださい、 聖霊によっていつまでも新しく保ってください、 純粋で強く、また真実な心に保ってくださ

い。」 ・・という歌詞の中から曲名をつけました。 

 ‘Whitechapel’ という、上記の歌詞につけられたメロディー（チューン）が、バリエーション風に、全曲を

通して出てきます。 

 

 

【プログラム 第二部】 

March Medley  ‘Heavenward’  –  William Gordon        *Gordon Music 

  W. Gordon は、米国西部軍国(カリフォルニア地方)で活動している救世軍作曲家です。Heavenward とい

うタイトルの明るく力強く躍動的なマーチメドレーは、救世軍歌の中の、古くから歌い継がれている「天国へ

の希望」を歌った３つの救世軍歌のメロディーを用いて作られています。 

１．「みくにに住まいを 備えたまえる 主イエスの恵みをほめよたたえよ。  

やがて天にて 喜び楽しまん きみにまみえて 勝ち歌をうたわん」 

 

２．「世の終わりのタッパ鳴り渡るとき とこよの朝となり  

救われしものは 四方（よも）のすみより すべて主のもとに呼ばれん ・・」 

 

３．「はるかに仰ぎ見る 輝くみくにに 父の備えましし 楽しきすみかあり。    

われら ついに 輝くみくににて きよきたみと 共にみまえにあわん」 

 ・・葬儀などだけでなく、天国への希望の歌は、キリスト教、特に救世軍では、礼拝などでも力強く歌われ

ることはあり、決して悲しみだけではない天国への希望を歌うのです。さらにゴードンのアレンジもまた明る

さ、軽快で力に満ちた天国への思いを示しています。 

 

 ‘A Salvation Waltz’  –  Dudley Bright            man (no publishing) 

 数年前の演奏曲の一つ ‘Excelsior’ を書いたブライトの未出版楽譜を演奏します。ブライトは間もなく現役

引退の年齢を迎えますが、現在まで ロンドン・シンフォニー・オーケストラの首席トロンボーン奏者で、数

年前に入団した P. Cobb と共に一つのオーケストラで救世軍人として素晴らしい演奏活動の中メンバーからも

信頼されています。  この「救いのワルツ」という曲は、もともとＮＹＳＢの依頼で書いた音楽ですが、ア

イディア・スタイルとして、シュトラウスではなく、ラヴェルの「ラ・ヴァルス」をまねて書いたそうです。 

１９９２年にＩＳＢがＣＤアルバムに演奏録音しましたが、少し重いか？と感じたので２００９年に少し書き

換えまた。今回演奏にあたり、ブライト氏は改定版の楽譜を提供してくれました。 



【Ｅ】の１拍前からの歌はいまもよく歌われている救世軍歌で、「救い主イエス われをいやし 目を開きま

せり げにくしき くしき日、 イエスは、イエスは、闇に迷うわれを すくいませり おぉ げに くしき

日」で、曲のはじまりにもその主題が断片的に提示されています。 

【Ｈ】は、コーラスブックにある歌で 「カルバリーの羊である、主のみもとに私の重荷をおろします」 

【Ｊ】は、「恵みの岸を遠くはなれ わたしは罪にしずんでいた その時イエスは手をのばして わたしを引

き上げられた。(コーラス)主イエスの愛こそ 私を救うあいです」 ・・コーラスの部分が演奏されます。 

【Ｐ】「あなたの心のとびらを 広く開き 主イエスを迎え入れてください」 という歌が演奏されます。も

のの歌は ６/８で歌われますが、この曲のアレンジでは、３/４で 二種類の基本拍子パターンのなかに、しか

もごく自然に聞こえるような演奏を求めています。 

【Ｓ】「主はわたしを 救われた とうとい血をながされて けがれた心を あらわあれた (コーラス)くらや

みのなかにいた わたしをあわれみ 罪のなわめを解き 光を与えて くださった」・・コーラスの部分がト

ロンボーンで歌い始められます。 

こうした歌を用いて、曲想の展開にも、各歌詞との連動の中に、やがて 主イエスとの出会い、感謝、その救

われたことを喜び祝うような躍動の中に音楽を集結しています。 

 

Eb Bass Solo  ‘Celestial Morn’   –  Leslie Condon           FS#269 

 「天国の朝」というＥｂベース・ソロ曲は、ＩＳＢのベース奏者や副楽長を務めていた L.コンドンが書いた

Ｅｂベース・ソロ曲で、当時はまだベースのためのソロ曲はあまりなかった時代、彼自身も英国はじめ各所で

自作自演、ＬＰレコードにも収録しています。悲しみと暗闇から、ちょうど静かな夜が明けるかのように、バ

ンドとソロのイントロダクションにはじまりますが、【Ｅ】は、’Will you be there, and you?’ という救世軍歌

がソロで演奏されます。 「高い天国の向こうには 明るく輝きに満ちた国があります。 そこは 贖われた

者たちが主イエスと共にいるところです。 （コーラス）あなたもそこに行きますか？、私も？ 贖わあれた

者たちが主イエスと共にいます。あなたも、私もそこに行くのですか？」・・・（赤本チューンブック ４５

０番） このような意味とメッセージをこのソロ曲を通して願い、書きました。 

 

Song Arragement  ‘His Provision’ –  Ivor Bosanko         GS#1864 

 同じ題名の祈りの歌、・・「主の備え」という合唱曲は、Ｊ．ゴーワンズ作詞、Ｉ．ボサンコ作曲で作ら

れて世界で歌われています。同時に礼拝など集まりの中で、特に(コーラス)の歌だけは祈りのときのコー

ラスとして繰り返し、会衆の歌として歌われています。彼は人の心に触れる歌のメロディーを生み出すこ



とに特別なたまものを絶えられています・・と、Ｐ．グラハムは書いています。英国ウエールズの救世軍

人の家庭に育った三代目の楽長で、ウエールズのオーケストラでトランペット奏者として活躍のあと、ま

だ若くして彼の与えられている音楽のすべてを救世軍の教会のために用いたいと願い、米国西部軍国の音

楽部長として長年務めすでに引退しています。作曲家、ピアノ演奏にも優れたたまものを生かしてきまし

た。 

「弱さを覚え 行き詰まるわたし ちから尽き果て倒れる 絶望の波に のまれるときも 

 主は祈りをきいてくださる  (コーラス)聖霊 ちからをください 聖霊 きよめてください 

聖霊、 聖霊、 こころに満ちてください」 

 

Tone Poem ‘Resurgam’  –  Eric Ball          FS#302 

 ‘Resuragam’は、’I shall rise gain’(私はよみがえります)と、ボール自身により訳を添えられています。 

聖書の外典に『知恵の書』と呼ばれるものがありますが、その引用から音楽全体の意味と構成で書かれまし

た。・・「義人のたましいは神のみ手にあり、彼らには苦しみなどはない。 愚かなものの目には、義人は死

んですべてが終わり、むなしくなってしまったかのように見える。・・ 神がいると言っていても、彼らの旅

立ちはこの世での業が終わるとともに終わってしまう、と。・・・しかし実は、彼らは死ののち、神と共に全

き平安の中にいるのだ。・・そしてやがて「よみがえる」ことを、神を信じる者は知っているのです。」・・ 

 音楽の冒頭の静かなメロディーは「信仰」のテーマで、全曲に渡り何度も現れます。 やがてコーネットソ

ロが『死がわたしの愛を取り去ってしまった』と、深い悲しみを語るように演奏します。 

 音楽は続き手、恐れ、ヒステリックな人間の思いを伝え、突然音は止みます。・・静けさと共に『扉をたた

く』ような描写が現れます。 続いて『審判の恐れ』という部分です。ここでは、グレゴリア聖歌‘Dies Irae’ 

と、ボールの初期の作品である 交響詩「出エジプト」(EXOdus)の『死』の主題へと展開していきます。・・

人の、死への思い、恐れ、悲しみが入り乱れる後で、再び『信仰のテーマ』が現れます。そこで、音楽は 

「神に信頼を置く人々の『霊魂（たましい、心）の平和』を演奏者や聴くものに示しています。 

 ・・ボールは、自身のプログラムノート(解説)の中でも、「・・演奏者も、聴衆も、この音楽の意味を自分の

こととしてとらえ、また宇宙的な思いをもち考え、思い浮かべて音楽を味わってほしい！・・」と書いていま

す。   

Ｅ．ボールは救世軍士官（伝道師、牧師）の頃からすでに音楽家として優れた能力を発揮し、作曲や楽長（救

世軍出版供給部（ＳＰ＆Ｓ）バンド） を務め、万国本営音楽編集部で２４年間務めました。士官を退いた後

も救世軍ブラスバンドや唱歌隊のための作品はもちろん、一般のブラスバンド音楽のためにも作曲をしまし

た。ボールは、１９８９年に天に召されましたが、最後まで忠実な救世軍人として英国 Pole 小隊に属し神に対

して敬虔な生涯を送りました。 交響詩「復活」は、もともとブリティッシュ・オープン・チャンピョンシッ

プのための課題曲の依頼に基づき１９５０年に作曲したのですが（この曲で優勝はモーティマー指揮のフェア



レー・バンドでした）、その後救世軍バンドでの使用のために、改めてボール自身が救世軍のスコアリング

（コーネットセクションの振り分けが異なるため）に直して救世軍から出版されました。同じ楽譜が２社から

販売ということは大変珍しいことですが、ＳＰ＆Ｓ出版の楽譜にも「R.& Smith Co. ltd.」との著作元の表示を

印刷されています。 

 

☆ 以上、演奏への良い参考、備えとなることを願っています。音楽的：技術的挑戦、ハーモニーや音色と合奏と共に、ひとつひ

とつの音楽演奏に目指すハートもしっかりと理解、心を注いで皆さんと良い演奏に向かえればと願っています。神様がメンバ

ーお一人お一人の毎日の環境、家庭、お仕事、人間関係の中にも神様の祝福と良い導きの中に前進されますよう、お祈りして

います。また、演奏当日にひとりでも多くの方々が足を運ばせて、ＢＢＣの演奏を通じてこれらの音楽に触れ、喜び、感じて

くださる方々が与えられるように、告知の働き、メンバーの皆さんの集客への働きも強めていけるよう願います。なお、特別

なちからも持ってはいませんが、指揮の大役を頂きます私のためにも、引き続き支えていただければ感謝です！ 


