
第一部 クリスマスを歌おう 

 10:00～10:40 

 

  バイオリン演奏   ソロ : 吉野駿  

            
1. きよしこの夜 (讃美歌)  作詞由木康 

 

Silent night! Holy night! 

All is calm, all is bright 

Round yon virgin mother and child! 

Holy infant, so tender and mild, 

Sleep in heavenly peace! 

Sleep in heavenly peace! 

 

一、きよしこの夜 星はひかり  

すくいのみ子は まぶねのなかに 

  ねむりたもう やすらかに 

 

二、きよしこの夜 み告げうけし  

  ひつじかいらは み子の御前に 

  ぬかずきて かしこみて 

  

三、きよしこの夜 み子の笑みに  

  あたらしき代の あしたのひかり 

  かがやけり ほがらかに 

   

2. もろびとこぞりて (讃美歌)作曲 George Handel 

 

  Joy to the world, the Lord is come!  

Let earth receive her King;  

Let every heart prepare Him room,  

And heaven and nature sing,  

And heaven and nature sing,  

And heaven, and heaven, and nature sing. 

諸人(もろびと) こぞりて むかえまつれ 

久しく待ちにし 主は来ませり 

主は来ませり 主は 主は来ませり 

悪魔のひとやを 打ち砕きて 

とりこをはなつと 主は来ませり 

主は来ませり 主は 主は来ませり 

この世の闇路(やみじ)を 照らしたもう 

たえなる光の 主は来ませり 

主は来ませり 主は 主は来ませり 

しぼめる心の 花を咲かせ 

恵みのつゆおく 主は来ませり  

主は来ませり 主は 主は来ませり 

平和の君(きみ)なる 御子(みこ)をむかえ 

救いの主(ぬし)とぞ ほめたたえよ 

ほめたたえよ ほめ ほめたたえよ 

 

3. ジングルベル 作曲 J.S.Pierpont・作詞宮沢章二 

 

Dashing through the snow, 

In a one horse Open sleigh, 

     O’er the fields we go, 

     Laughing all the way; 

 

Bell’s on the bobtail ring, 

     Making spirits bright; 

     What fun it to ride and sing 

     a sleighing song tonight! 

 

Jingle bells, Jingle bells, 

Jingle all the way! 

Oh, what fun it is to ride 

In a One-horse open sleigh! 

 

Jingle bells, Jingle bells, 

Jingle all the way! 

Oh, what fun it is to ride, 

In a one-horse open sleigh 

 

一、走れそりよ 風のように 

雪の中を 軽く早く 

笑い声を 雪にまけば 

明るいひかりの 花になるよ 

 



ジングルベル ジングルベル 鈴が鳴る 

鈴のリズムに ひかりの輪が舞う 

ジングルベル ジングルベル 鈴が鳴る 

森に林に 響きながら 

 

二、走れそりよ 丘の上は 

雪も白く 風も白く 

歌う声は 飛んで行くよ 

輝きはじめた 星の空へ 

 

ジングルベル ジングルベル 鈴が鳴る 

鈴のリズムに ひかりの輪が舞う 

ジングルベル ジングルベル 鈴が鳴る 

鈴のリズムに ひかりの輪が舞う  

 

4. アヴェ・マリア (シューベルト)  

ソロ: 武中佳奈 

 

5. オー・ホーリー・ナイト (讃美歌) 

ソロ: 武中佳奈 

 

6. 荒野の果てに (讃美歌)  

 

一、荒野(あらの)の果てに 夕日は落ちて 

妙(たえ)なる調べ 天(あめ)より響く 

グローーリア、イン エクセルシス デオ 

グローーリア、イン エクセルシス デオ 

 

二、羊を守る 野辺の牧人 

天なる歌を 喜び聞きぬ 

グローーリア、イン エクセルシス デオ 

グローーリア、イン エクセルシス デオ 

 

三、御歌(みうた)を聞きて 羊飼いらは 

馬槽(まぶね)に伏せる 御子を拝みぬ 

グローーリア、イン エクセルシス デオ 

グローーリア、イン エクセルシス デオ 

 

四、今日しも御子は 生まれ給いぬ 

よろずの民よ 勇みて歌え 

グローーリア、イン エクセルシス デオ 

グローーリア、イン エクセルシス デオ 

7. もみの木  作詞中山知子・作曲ドイツ民謡 

 

一、もみの木 もみの木 

いつもみどりよ 

もみの木 もみの木 

いつもみどりよ 

かがやく なつの日 

ゆきふる ふゆの日 

もみの木 もみの木 

いつもみどりよ 

 

二、もみの木 もみの木 

こずえしずかに 

もみの木 もみの木 

こずえしずかに 

よろこび かなしみ 

やさしく 見まもる 

もみの木 もみの木 

こずえしずかに 

 

8. 赤鼻のトナカイ 

作詞新田宣夫・作曲 MARKS JOHN D  

 

真っ赤なお鼻のトナカイさんは 

いつもみんなの笑いもの 

 

でもその年のクリスマスの日 

サンタのおじさんは言いました 

 

暗い夜道はぴかぴかの 

おまえの鼻が役に立つのさ 

 

いつも泣いてたトナカイさんは 

こよいこそはと喜びました 

 

9. Ave Verum Corpus  (モーツアルト)  

ソロ: 武中佳奈 

           

10. ひいらぎ飾ろう 作詞・作曲ウェールズ民謡 
 

ひいらぎ飾ろう ファラララ ラーラ ラララ 

晴れ着に着替えてファラララ ラーラ ラララ 



キャロルを歌おうファララ ファララ ラララ 

楽しいこの時  ファラララ ラーラ ラララ 

 

輝くこの夜   ファラララ ラーラ ラララ 

ハープに合わせてファラララ ラーラ ラララ 

楽しく踊ろう  ファララ ファララ ラララ 

昔をしのんで  ファラララ ラーラ ラララ 

 

ひいらぎ飾ろう ファラララ ラーラ ラララ 

晴れ着に着替えてファラララ ラーラ ラララ 

キャロルを歌おうファララ ファララ ラララ 

楽しいこの時   ファラララ ラーラ ラララ 

  

11. We Wish Yor Merry Christmas 

(おめでとうクリスマス)  

作詞・作曲イギリス民謡 訳詞横井弘 

 

We wish you a Merry Christmas, 

We wish you a Merry Christmas, 

We wish you a Merry Christmas, 

And a Happy New Year. 

 

    Good tidings we bring 

    To you and your kin; 

We wish you a Merry Christmas 

    And a Happy New Year. 

 

     おめでとうメリークリスマス 

   みんなでメリークリスマス 

   楽しくリリークリスマス 

   お祝いしましょう 

 

   しあわせが くるように 

   ひざまづいて さあ 

お祈りしましょう 

 

おめでとうメリークリスマス 

   みんなでメリークリスマス 

   楽しくリリークリスマス 

   歌いましょう 

 

 

12. サンタが町にやってくる 

作詞：新田宣夫・作曲：Haven Gillespie 

 

さぁ あなたから メリークリスマス 

私から メリークリスマス 

Santa Claus is coming to town 

 

ねぇ きこえて来るでしょ 

鈴の音がすぐそこに 

Santa Claus is coming to town 

 

待ちきれないで おやすみした子に 

きっとすばらしいプレゼントもって 

 

さぁ あなたから メリークリスマス 

私から メリークリスマス 

Santa Claus is coming to town 

 
 

 

 

 

第二部 川越を歌おう  10:45～11:30 

   

ちょこっと談らく小噺集 

噺家 : 横山談らく 

 

13. 未来をつなぐ街川越 

作詞今井れい・作曲小林範子 

 

祭りばやしが 

聞こえるこの街で 

あなたが見た夢 

わたしが見る夢 

笑顔の街 

やさしい川越 

笑顔の街 

やさしい川越 



静かな時が 

流れるこの街で 

あなたが歩いた 

わたしが歩く 

歴史の街 

受け継ぐ川越 

歴史の街 

受け継ぐ川越 

 

光る未来が 

微笑むこの街で 

あなたが生きた 

わたしが生きる 

幸せな街 

懐かしい川越 

幸せな街 

懐かしい 

 

 

14. 川越の歌  

作詞 石藤桂子・作曲 小林範子 

 

一、新河岸川の 川面に浮かぶ 

花びら ヒラヒラ 舟下り 

ああ 川越 春の川越 

 

二、浴衣姿で 見上げる夜空 

色とりどりの 大輪花火 

ああ川越 夏の川越 

 

三、彼岸花咲く 小径の向こう 

鳶の梯子に山車巡行 

ああ川越 秋の川越 

 

四、お正月 向かう先は菓子屋横丁 

どれにしようか うれしい悲鳴 

ああ川越 冬の川越 

 

 

15. 川・時・人    

作詞 細野敦子・作曲 小林範子 

 

例えば 

桜並木に流れる川は 

赤間川から名前を変えて 

今は新河岸川になっている 

川越は川の都 

 

例えば 

小さな鳥居 大きな鳥居 

石仏や木彫の数々 

伝えたい未来がここにある 

川越は時の都 

 

例えば 

名前は変わっても 時は流れても 

それでいい 

今この時を大切に思う人がいる 

川越は人の都 

 

 

16. オルゴールステージ 

                ソロ: Maine (せき まいね) 

 

 『哀しみの桜』   

         Maine オリジナル曲 

 

『あなたからわたしへ』 

作詞今井レイ・作曲 Maine 

 

 

 

 

17. ホワイトクリスマス  

 

 

 



 

 

 

         


