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大阪ゲヴァントハウス合唱団の歴史 

「大阪ゲヴァントハウス合唱団」は、故林達次により1977年に創設された「京都ゲヴァントハウス合唱団」の姉妹合唱団とし

て、同じく故林達次を音楽監督として、5年後の1982年5月23日に創設された。 

ゲヴァントハウスとはドイツ語で織物会館を意味し、京都ゲヴァントハウス合唱団が京都西陣織物会館において創設された

ことに由来する。 

（以下年代の若い順に記載する。★印は京都ゲヴァントハウス合唱団との合同） 

日 演奏会 会場 指揮者 演奏曲目 

2022年7月3日 第28回定期演奏会 

～バロックの巨匠たち～ 

住友生命いずみホール 萩原寛明 ヴイヴァルディ:グローリア 

ヘンデル:ディクシット・ﾄﾞﾐﾇｽ

バッハ:マニフィカト

2021年6月9日 第27回定期演奏会 住友生命いずみホール 萩原寛明 
ブラームス：ドイツレクイエム 

ブラームス：二つのモテット 

2020年4月26日 

【中止・延期】 
第27回定期演奏会 住友生命いずみホール 萩原寛明 

ブラームス：ドイツレクイエム 

ブラームス：二つのモテット 

2019年3月17日 第26回定期演奏会 いずみホール 萩原寛明 

ポフォニー宗教曲集 

ラインベルガー：レクイエムニ短調

木下牧子：アカペラ・コーラス・セレクションよ

り「おんがく、4４わのべにすずめ、鴎」

木下牧子：混声合唱とパイプオルガンのた

めの「光はここに」

2018年6月10日 
作曲家平田聖子の世界 

《賛助出演> 

京都コンサートホール 

大ホール 
平田聖子 平田聖子：白骨章、清風宝珠をふくときは 

2018年2月4日 第25回定期演奏会 いずみホール 萩原寛明 

川口耕平：ラビンドラナート・タゴールの詩に

よる六つの混声合唱曲 

メンデルスゾーン：オラトリオ「エリヤ」

2017年10月 萩原寛明が常任指揮者に就任 

2017年2月5日 第24回定期演奏会 いずみホール 波多野 均 

メンデルスゾーン：詩編10０、夕べの祈り、

挽歌、テ・デウム

名訳で歌うドイツ愛唱曲：野ばら、流浪の

民、おお雲雀、ローレライ、美しく蒼きドナウ

バッハ：モテット「イエスよ、我が喜びよ」

2016年9月22日 

伊賀市文化会館開館25周年記

念事業 

大阪フィルハーモニー交響楽団

伊賀公演 《賛助出演》 

伊賀市文化会館 

さまざまホール 
円光寺雅彦 J.シュトラウスⅡ世：美しく青きドナウ

2016年1月23日 第23回定期演奏会 いずみホール 波多野 均 

メンデルスゾーン ：「聖パウロ」 ハイライト

メンデルスゾーン ：「無伴奏混声合唱曲」よ

り「森からの別れ」、「春の予感」、「桜草」、

「春の祝祭」、「ひばりの歌」

岩河智子編曲： 「中山晋平10のメロディー」

より雨降りお月さん、砂山、しゃぼん玉、鞠

と殿様

2015年１２月６日 
カトリック池田教会

クリスマスチャリティコンサート
カトリック池田教会 波多野 均 

メンデルスゾーン：「聖パウロ」より

バッハ ：「クリスマスオラトリオ」より

メンデルスゾーン：「無伴奏混声合唱曲」より

「森からの別れ」」 他

岩河智子編曲「中山晋平10のメロディー」よ

り「しゃぼん玉」、「鞠と殿様」 他

2015年10月4日 
カメラータ・ヴォカーレ・ベルリン

創立30周年記念演奏会協演

ベルリン・フィルハーモニ

ー大ホール 
Etta Hilsberg メンデルスゾーン：聖パウロ

2014年12月7日 第22回定期演奏会 いずみホール 本山秀毅 

バッハ：カンタータ BWV62 

「いざ来たれ、異教徒の救い主」 

バッハ：クリスマスオラトリオ 
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2013年11月30日 第21回定期演奏会 いずみホール 波多野 均 シューマン：ロマンスとバラード 

高田三郎：心の四季 

武満徹：「うた」より 

ブラームス：愛の歌 

2013年3月7日 カメラータ・ヴォカーレ・ベルリン

合同演奏会 《3.11東日本大震

災追悼コンサート》 

ベルリン・コンツェルトハ

ウス 

Etta Hilsberg E..ヒルスベルク：地獄のダンテ 

モーツァルト：レクイエム 

2013年1月27日 前川 圓 ソプラノ獨唱会 九十才

の今をうたう 《賛助出演》 

伊賀市文化会館 

さまざまホール 

波多野 均 石若雅弥編曲：移りゆく季節 

シューマン：流浪の民 

2012年10月7日 創立30周年記念演奏会（カメラー

タ・ヴォカーレ・ベルリン合同演奏

会） 

兵庫県立芸術文化センタ

ー大ホール 

Etta Hilsberg バッハ：マニフィカト 

モーツァルト：レクイエム 

2012年6月3日 平田聖子「宗教音楽の世界」 

ＣＤ「慶ばしいかな」リリース記念

コンサート 

三井住友海上 

しらかわホール 

平田聖子 平田聖子：親鸞和讃「本願力にあいぬれ

ば 」、蓮如御文 白骨章 「慶ばしいかな」 

2012年1月 

21～22日 

平田聖子作曲ＣＤ収録 けいはんなプラザ 平田聖子 平田聖子：蓮如御文 白骨章 「慶ばしいか

な」 

2011年10月10日 第20回定期演奏会 

リスト生誕200年記念 《東日本大

震災の犠牲者を悼んで》 

いずみホール 波多野 均 

平田聖子 

メンデルスゾーン：人生のただ中にあって 

平田聖子：白骨章 「慶ばしいかな」 

リスト：ミサ・コラーリス 

2011年9月26日 
親鸞上人750回忌演奏会 ザ・シンフォニーホール 波多野 均  

2011年5月15日 震災復興 波多野均 

チャリティコンサート 

伊賀市文化会館 

さまざまホール 

波多野 均 フォーレ：レクイエム 他 

2010年10月24日 第19回定期演奏会 いずみホール  フォーレ：レクイエム 

信時潔：沙羅 他 

2009年12月6日 林達次メモリアル演奏会（メンデ

ルスゾーン生誕200年記念）★ 

京都コンサートホール大

ホール 

アグネス・ 

グロスマン 

メンデルスゾーン：エリアス 

2009年5月30日 第18回定期演奏会 いずみホール 波多野 均 ブラームス：ジプシーの歌 

メンデルスゾーン：Psalm 100 

平田聖子：本願力にあいぬれば 

2009年 平田聖子作曲ＣＤ収録 京都東部文化会館 平田聖子 平田聖子：本願力にあいぬれば 

2008年7月4日 ハイドン「四季」演奏会 ＮＨＫ大阪ホール アグネス・ 

グロスマン 

ハイドン：四季 

2008年5月29日 カメラータ・ヴォカーレ・ベルリン

合同演奏会 

ベルリン・コンツェルトハ

ウス 

Etta Hilsberg ハイドン：四季 

2007年10月14日 創立25周年記念演奏会 

（カメラータ・ヴォカーレ・ベルリン

合同演奏会） 

兵庫県立芸術文化センタ

ー大ホール 

Etta Hilsberg バッハ：ヨハネ受難曲 

2007年3月25日 創立25周年記念演奏会 

（カメラータ・ヴォカーレ・ベルリン

合同演奏会） 

ベルリン・コンツェルトハ

ウス 

Etta Hilsberg バッハ：ヨハネ受難曲 

2006年12月10日 第17回定期演奏会 いずみホール 波多野 均 モーツァルト：ミサ曲ハ長調「戴冠ミサ」 他 

2006年9月17日 大阪府医師会フィルハーモニー

第36回定期演奏会 

いずみホール 奥村哲也 ベートーヴェン：「シュテファン王」序曲 

ベートーヴェン：第九交響曲「合唱付」 

2006年2月26日 カメラータ・ヴォカーレ・ベルリン

合同演奏会★ 

ベルリン・フィルハーモニ

ー大ホール 

Etta Hilsberg バッハ：マタイ受難曲 

2005年11月3日 新薬師寺「瑠璃光」開扉3周年記

念コンサート 

新薬師寺 波多野 均 モーツァルト：ミサ曲ハ長調「戴冠ミサ」 

ブルックナー：ルーカス・イステ 他 

2005年1月 波多野 均が常任指揮者に就任 

2004年4月29日 

～5月4日 

カメラータ・ヴォカーレ・ベルリン

合同演奏会★ 

ベルリン・フィルハーモニ

ー大ホール 

Etta Hilsberg ブラームス：ネーニエ 

ブラームス：運命の歌 

ブラームス：ドイツ・レクイエム 

2003年12月6日 団創設者・音楽監督 林達次永眠 

2003年9月15日 林達次オラトリオシリーズ東京公

演★ 

すみだトリフォニーホール 林 達次 シューベルト：ミサ曲第2番ト長調 

ブラームス：ドイツ・レクイエム 

2003年6月21日 第16回定期演奏会 大阪東梅田教会 林 達次 フランク：オルガン前奏曲、フーガと変奏曲

Op.18 

シューベルト他：ハンドべル アヴェ・マリア 

ラインベルガー：レクイエム ニ短調作品194

ペロージ：ミサ曲「神への賛美」    他 
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2002年11月3日 
新薬師寺「瑠璃光」開扉式出演 新薬師寺 林 達次 谷田雄子：瑠璃光 

2002年10月7日 京都ゲヴァントハウス合唱団創

立25周年記念演奏会 

大阪ゲヴァントハウス合唱団創

立20周年記念演奏会 

（カメラータ・ヴォカーレ・ベルリン

協演） 

ザ・シンフォニーホール 林 達次 モーツァルト：レクイエム 

エマニュエル・バッハ：マニフィカト 

2002年9月15日 
大塚美術館特別演奏会★ 大塚美術館 林 達次 モーツアルト：レクイエム 

2002年8月9日 グローバル・ピース・コンサート 

IN OSAKA★ 

いずみホール 林 達次 ヘンデル：「メサイア」より 

2002年5月30日 第15回定期演奏会 リーガロイヤルホテル・チ

ャペル 

林 達次 ブルックナー：モテット集 他 

2001年7月20日 ウィーン楽友協会演奏会記念コ

ンサート★ 

ザ・シンフォニーホール 林 達次 バッハ：マタイ受難曲 

2001年9月17日 ヨーロッパ公演★ 

（オーストリア） 

ウイーン・楽友協会大ホ

ール 

林 達次 バッハ：マタイ受難曲 

2001年1月28日 第14回定期演奏会 

教会音楽コンサート 「バッハが受

け継いだもの、バッハを受け継ぐ

もの」 

豊中教会 林 達次 ブクスフーデ：コラール集 

バッハ：カンタータ150番 

ハイドン：サルヴェ・レジーナ 

2000年3月19日 
第13回定期演奏会 いずみホール 林 達次 ブラームス：ドイツレクイエム 他 

1999年9月23日 
教会音楽コンサート 大阪聖ヨハネ教会 林 達次 小アンサンブル、重唱、独唱 

1999年3月22日 林達次音楽生活50周年記念演

奏会★ 

いずみホール 林 達次 バッハ：マタイ受難曲 

1998年12月17日 第12回定期演奏会 

クリスマスチャリティコンサート 

宝塚ベガホール 林 達次 サン・サーンス：クリスマス・オラトリオ 

バッハ：モテットⅢ 

モーツアルト：サンクタマリア 

モーツアルト：ラウダーテ・ドミヌム 

1998年4月5日 教会音楽コンサート 千里阪急ホテル・クリスタ

ルチャペル 

林 達次 バッハ：「カンタータ」より 

シュッツ：カンターテ・ドミノ 

モーツァルト：サンクタマリア 

1998年2月1日 帰国記念演奏会 メンデルスゾー

ン没後150年記念音楽祭に出演

して…★ 

関西ドイツ文化センター 林 達次 ブルックナー：「モテット」より 

メンデルスゾーン：「六つの歌」より 

ブラームス：愛の歌、新しい愛の歌 

1997年10月31日

～11月8日 

ヨーロッパ公演★ 

（ドイツ、オーストリア） 

ライプツィヒ・ゲヴァントハ

ウス、聖トーマス教会 

林 達次 ブラームス：愛の歌、新しい愛の歌 

メンデルスゾーン：6つの合唱曲 

三善晃：唱歌の四季、 

バッハ：コラール 他 

1997年10月14日 
オラトリオ「マリアの生涯」★ 京都コンサートホール 林 達次 原嘉壽子：マリアの生涯 

1997年2月23日 京都・大阪ゲヴァントハウス合唱

団創設記念演奏会★ 

京都アルティ 林 達次 ブラームス：愛の歌、新しい愛の歌 

ブルックナー：ホ短調ミサ 

1997年2月16日 京都・大阪ゲヴァントハウス合唱

団創設記念演奏会★ 

いずみホール 林 達次 メンデルスゾーン：六つの歌 

ブラームス：ジプシーの歌 

ブルックナー：ホ短調ミサ 

1996年9月8日 第10回林達次オラトリオシリーズ

★ 

ザ・シンフォニーホール 林 達次 ハイドン：天地創造 

1996年3月28日 
教会音楽コンサート 大阪聖ヨハネ教会 林 達次 独唱、二重唱、四重唱 

1995年10月26日   第9回林達次オラトリオシリーズ

★ 

ザ・シンフォニーホール 林 達次 シューベルト：ト長調ミサ 

モーツァルト：レクイエム 

1995年8月18日～

8月29日 

ヨーロッパ公演★ 

(ドイツ、スペイン、スイス) 

バルセロナ・サグラダファ

ミリア、バロキアル 

林 達次 ブクステフーデ：ミサ・ブレヴィス 

モラレダ：サグラダファミリアの為のミサ 

1995年8月6日 スペインへ寄せる夕べ★ 千里阪急ホテル・クリスタ

ルチャペル 

林 達次 モラレダ：サクラダファミリアの為のミサ 

カサルス：モンセラートの聖母への賛歌 

カサルス：鳥の歌 

1995年6月25日 第11回定期演奏会 大阪カテドラル聖マリア

大聖堂 

林 達次 シューベルト：ミサ曲第2番ト長調 他 
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1994年11月20日 ルワンダ難民救済 教会音楽チ

ャリティーコンサート 

大阪カテドラル聖マリア

大聖堂 

林 達次 モーツァルト：教会ソナタ ニ長調 

モーツァルト：ミサ・ブレヴィス ト長調 

1994年8月2日 
第8回林達次オラトリオシリーズ

★ 

ザ・シンフォニーホール 林 達次 原嘉寿子：マリアの生涯<初演> 

1994年3月21日 
第10回定期演奏会 いずみホール 林 達次 リスト：ミサ・コラーリス 

ブリテン：天上の仲間 

1993年8月19日～

8月28日 

ヨーロッパ公演★ 

（オーストリア、ドイツ） 

ウイーン・シュテファン大

聖堂他 

林 達次 シューベルト：ミサ曲第2番ト長調 

日本民謡 他 

1993年7月18日 
第7回林達次オラトリオシリーズ

★ 

ザ・シンフォニーホール 林 達次 ヘンデル：メサイア 

1993年4月11日 
第9回定期演奏会 宝塚ベガホール 林 達次 エルガー：「モテット」より 

モーツァルト：ミサ・ブレビス 変ロ長調 

1992年7月28日 
第6回林達次オラトリオシリーズ

★ 

ザ・シンフォニーホール 林 達次 ハイドン：四季 

1992年5月10日 大阪ゲヴァントハウス合唱団チャ

リティコンサート   

大阪聖パウロ教会 林 達次 シュッツ：カンターテ・ドミノ 

ヘンデル：「メサイア」より 

1991年9月28日 
第8回定期演奏会 宝塚ベガホール 林 達次 モーツァルト：ミサ・ブレヴィス ト長調 

1991年6月30日 
第8回定期演奏会 大阪聖パウロ教会 林 達次 モーツァルト：ミサ・ブレヴィス ト長調 

1991年3月30日 
第5回林達次オラトリオシリーズ

★ 

ザ・シンフォニーホール 林 達次 バッハ：ヨハネ受難曲 

1990年6月30日 第10回大阪永久平和記念祭典

90 

フェスティバルホール 林 達次 バッハ：「マタイ受難曲」より 

1990年6月10日 第7回定期演奏会 大阪聖パウロ教会 林 達次 モーツァルト：ミサ・ブレヴィス ニ長調 

1990年3月4日 
第4回林達次オラトリオシリーズ

★ 

ザ・シンフォニーホール 林 達次 ブリテン：カーリューリバー 

1989年8月21日 

～8月31日 

ヨーロッパ公演★ 

（西ドイツ・ベルギー・イギリス ） 

デュッセルドルフ日本人

学校、デュッセルドルフ・

ヨハネ教会、ロンドン・ヘ

アフォード大聖堂、ウェス

トミンスター大寺院 

林 達次 源田俊一郎：ふるさとの四季 

近藤圭：「レクイエム」より 

ブルックナー：「モテット」より 

バッハ：モテット 

小倉朗：東北の子供の歌 他 

1989年7月11日 第6回定期演奏会 大阪聖パウロ教会 林 達次 モーツァルト：ミサ・ブレヴィス 

パーセル：「アンセム」より 

1988年6月12日 第5回定期演奏会 大阪聖パウロ教会 林 達次 フランク：イ短調ミサ 

1988年2月28日 第3回林達次オラトリオシリーズ

★ 

ザ・シンフォニーホール 林 達次 
ブラームス：ドイツレクイエム 

1987年9月13日 第2回林達次オラトリオシリーズ

★ 

ザ・シンフォニーホール 林 達次 
バッハ：ロ短調ミサ曲 

1987年5月10日 第4回定期演奏会 大阪聖パウロ教会 林 達次  

1986年2月23日 
第1回林達次オラトリオシリーズ

★ 

ザ・シンフォニーホール 林 達次 バッハ：マタイ受難曲 

1986年 第3回定期演奏会 大阪聖パウロ教会 林 達次 アヴェ・マリア 

シューベルト：ト長調ミサ 

1986年8月25日 

～9月6日 

ヨーロッパ公演★ 

（イタリア・オーストリア ） 

サンピエトロ寺院大聖堂 林 達次 ローマ法王庁公式招待によるローマ法王謁

見演奏 他 

1985年4月8日 バッハ生誕300年記念特別演奏

会★ 

京都会館第二ホール 林 達次 バッハ：マタイ受難曲 

1984年7月2日 第1回定期演奏会 大阪聖パウロ教会 林 達次 シュッツ：モテット 

シューベルト：ト長調ミサ 

1982年5月23日 大阪ゲヴァントハウス合唱団発足 

（備考） 京都ゲヴァントハウス合唱団と共同の「林達次オラトリオシリーズ」演奏会は1986年2月に始まり、1996年9月まで、計10回開催された。

詳細は、「林達次先生記念ホームページ」の「林達次オラトリオ・シリーズ公演記録」に詳しく書かれています。 
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