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浜松市楽器博物館だより

20 周年記念特別展　8/1 ～ 1/11　会期中資料の入替えも

ポスター、チラシと写真で見る楽器博物館の 20 年
～ 日本から世界へ ～
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 　8 月１日から特別展 「ポスター、 チラシと写真で見る

楽器博物館の 20 年～日本から世界へ～」 が始まりま

した。 開館から今日までの特別展、企画展、レクチャー

コンサートなどのポスターやチラシから、 およそ 100 点

を抜粋して年ごとに展示しています。 また、 1995 年 4 月

の落成式や 2006 年 3 月のリニューアルなどの写真も

添えられ、 楽器博物館 20 年の歩みを目で見て楽しむ

ことができます。

　ポスターやチラシは、 イベント毎に作られＰＲに活用さ

れますが、 イベントが終わるとその役目を終えて廃棄さ

れたり倉庫に収納されることになります。 楽器博物館で

は廃棄することなく、 歴史資料として何枚かを保存して

きました。 過去の作品が一堂に披露されるのは今回が

初めてで、 20 年分がそろうと、 想像以上に圧巻です。

　楽器博物館が日本初の公立の楽器博物館としてオープン

したのは 1995 年の 4 月 9 日。 そのオープンを知らせる

ポスターが 「ポスター第 1 号」 です。 チラシも同じ

デザインでした。 このポスターには特徴があります。

お気づきの方もいらっしゃるでしょうが、 大きく掲載されている

写真の楽器は琵琶、 チェンバロ、 7 つベルの金管楽器、

ホルン、 ハープ･リュート、 ハーディ･ガーディの６つです。

琵琶は日本の楽器で、 他はすべてヨーロッパの楽器です。

現在の博物館で展示されているアジアやアフリカなどの

楽器がないのです。

　実は、 オープン当時、 楽器博物館には日本とヨーロッパ

以外の地域の楽器コレクションがほとんどなく、 アジア

コーナーやアフリカコーナーを作ることができませんでした。

展示設計図はもちろん世界をカバーしていましたが、

実際に展示できる世界中の楽器を所蔵していなかったの

です。 そこで、 常設展としては全館、 日本とヨーロッパの

楽器を展示することにして、 とにかくスタートしました。

日本とヨーロッパとは言っても実際は日本が 200 点ほど、

ヨーロッパが

450 点ほどで、

展 示 面 積 も

ヨーロッパが

日本の 10 倍

ほどありまし

た か ら、 実

質は西洋楽

器 の 博 物 館

でした。 第 1 展示室　1995 ～ 2005



　世界全域を網羅する展示のための大規模なリニューアル

は、 当初は 2000 年前後にと計画されていたのですが、

諸般の事情で延期。 楽器も集まり、 状況が整って展示

リニューアル工事に着手したのは 2005 年。 2006 年 3 月

にはめでたくリニューアルオープンとなりました。 旧展示室

の大改装のほか、 それまで産業情報室という名で特許

情報図書館の役割を担っていた組織が商工会議所へ

移転したのを機に、 その跡スペースを楽器博物館に

することとなりました。 それが今の電子楽器、 国産洋楽器、

体験ルーム、 特別展室となっています。

　展示面での大きな変化は以上ですが、 やはり活動の

中身で特筆されるのは、 所蔵品で演奏したＣＤの制作

でしょう。 一時中断していたＣＤ制作を 2006 年から再開

しました。 以前の音のカタログのようなＣＤではなく、

学術的にも音楽的にも上質のＣＤとすることにしました。

中野振一郎さんの演奏で所蔵チェンバロ類 6 台を収録

したＮｏ.3 「チェンバロ」 を皮切りに、 2015 年 8 月現在で 

Ｎｏ.53 「美しいアップライトピアノ～連弾の悦び～」 まで

51 枚のアルバムをリリースしました。 多くのＣＤが新聞

紙上や音楽誌上で推薦され、 中でも小倉貴久子さんの

演奏によるＮｏ.38 「イギリス･ソナタ　～ブロードウッド･

ピアノ～新世紀の響き～」 は、 2012 年度文化庁芸術祭

レコード部門の大賞に輝きました。 このようなＣＤの制作

やレクチャーコンサートでの所蔵楽器の演奏は、 「生きて

いる博物館」 「命を持つ博物館」 として国内外から高く評価

され、 2014 年度の小泉文夫音楽賞へとつながりました。

　この展覧会は来年 1 月 11 日まで続きますので、 会期中

に資料の入れ替えや追加をする予定です。 懐かしい写真

も登場しますので、 一度ご覧になられた方も、 是非

またお越しください。

　しかし、 世界の楽器を偏ることなく平等に収集し

展示する、 という重要なコンセプトを示さないわけ

にはいきません。 そこで企画されたのが、 オープン

と同時に始まるオープン記念第 1 回特別展です。

これは非ヨーロッパの楽器をできるだけたくさん展示

するという方針でした。 日本人が一番なじんでいる

西洋楽器、 西洋音楽とは異なる世界を、 インパクト

を 持 っ て 発 信 で き る 内 容 は 何 か を 検 討 し た 結 果、

特別展は 「竹の楽器･ひょうたんの楽器～音と形への

工夫～」 となりました。 竹はアジア、 ひょうたんはアジア

からアフリカ、 と地球上の広い面積に分布し、 どちらも

楽器の素材、 材料として非常によく使われています。

竹ではありませんが、 葦類も入れるとアメリカ大陸まで含

まれます。 また楽器以外の生活用品にも使われているの

で、 私たちには親しい植物です。 楽器に使われるその

有様は、 それはもう多種多様なのです。

　特別展だけのポスターは作りませんでしたので、 開館

PR のポスターの真ん中に竹とひょうたんの楽器の写真

が 2 つだけ掲載されています。 ひとつはケニアの大きな

マラカスのシェケレ。 ひとつはインドネシアの竹筒チターの

ササンド。 世界から竹とひょうたんの楽器を、 と言っても

博物館にはほとんど資料がありません。 そこで外部か

ら借用することになりました。大阪の国立民族学博物館、

犬山の野外民族博物館リトルワールド、 そして個人から、

合計 400 点をお借りしました。 会場は現在の地下の鍵盤

楽器ルーム全室です。 これで何とかオープン時に地球

上すべての地域の楽器を展示することができました。

　オープンの翌年 96 年 9 月には、 アジア･アフリカ展示

室をオープンしました。 今の鍵盤楽器ルームの西側

1/3 のスペースです。 この展示室は、 狭いながらも、

大変な人気を博しました。
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第 1 回特別展 「竹の楽器･ひょうたんの楽器」 1995

1996 年 9 月オープンのアジア･アフリカ展示室
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今年の夏も天空ホールでミニコンサートを開催しました

日　時：平成27年 7月 25日 (土 ) 14:00、15:30（各30分）
出　演：音心（えんじろう、亮子）　　入場者： 120 人

 オカリナ
　「音心」 というユニットのえんじろうさん （オカリナ） と

亮子さん （ピアノ） に演奏していただきました。 お 2 人は

オカリナという楽器の素晴らしさを伝えたいと静岡県内を

中心に演奏活動を行っています。 「ほたるこい」 などの

童謡やえんじろうさん作曲の 「南国の鳥」 「星への旅路」

などを披露してくださいました。 オカリナは音域が狭いので、

曲によっては大小さまざまなオカリナを持ち替えて演奏

していました。 優しい音色に心が癒されました。

日　時：平成27年 8月 1日 (土 ) 14:00、15:30（各30分）
出　演：廣川直子、中島大輔、大空 友、市藤さくら
入場者：90 人

 音楽劇 「兵士の物語」
クラリネット、ヴァイオリン、 ピアノによるアンサンブル

　廣川直子さん （クラリネット）、 中島大輔さん （ヴァイ

オリン）、 大空友さん （ピアノ）、 市藤さくらさん （語り）

によるストラヴィンスキー作曲 「兵士の物語」 という劇音楽

を楽しみました。 珍しい編成の演奏ですが、 語り付きと

いうこともあり、 音楽とともに物語の内容を真剣に聞き

入る小さなお客様の姿も見られました。 音楽が人生の

中でどれほど大切かを教えてくれるお話です。

日　時：平成27年 8月 8日 (土 ) 14:00、15:30（各30分）
出　演：浜松クラリネット･クワイアー　　入場者：210 人

 クラリネットアンサンブル
　浜松クラリネット･クワイアーによる総勢 13 名での演奏

です。 J.S. バッハ作曲 「Ｇ線上のアリア」 やベートー

ヴェン作曲 「エリーゼのために」 などの名曲に続き、

メンバーの内山大輔さんが編曲した 「星のパレード」

が演奏されました。 「星のパレード」 は星に関係のある

数え切れないほどの曲を集めたメドレーになっており、

次にどんな曲が登場するのかと楽しみながら聴くことが

できました。

日　時：平成27年 8月 9日 (日 ) 14:00、15:30（各30分）
出　演：浜松サクソフォンクラブ 　　入場者：261 人

 サックスアンサンブル
　浜松市内を中心に活動している浜松サクソフォンクラブ

に演奏していただきました。 4 重奏の演奏に始まり、

総勢 21 名でのアンサンブルではモーツァルト作曲の

「歌劇 フィガロの結婚 序曲」、 グレンミラー作曲 「茶色

の小瓶」 「アメリカンパトロール」、 浜松出身の作曲家、

村松崇継作曲の 「彼方の光」 など、 多様なジャンルの

音楽を演奏してくださいました。 多くのお客様が足をとめ、

大迫力の演奏に圧倒されていました。 　



日　時：平成27年 8月 16日 (日 ) 13:30、15:00（各30分）
出　演：嶋和彦、服部夏香　　入場者：68 人

 館長トーク
　夏休み特別企画として当館館長が楽器の紹介をする

「館長トーク」 を行いました。 今回は 「色々な管楽器」

をテーマに世界の楽器を紹介しました。 金管楽器と

木管楽器の違いや館長の得意楽器の一つであるリコー

ダーについて、 スイスのアルプホルンやチベットのラグ

ドゥンなど、 様々な楽器が登場し、 会場のお客様も

声をあげて笑うなど、 始終なごやかな雰囲気の中で

お話されました。 楽しく、 面白く、 そして内容の濃い

館長トークでした。
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日　時：平成27年 8月 12日 (水 ) 14:00、15:30（各30分）
出　演：松井奈都子、木村智穂　　入場者：200 人

 スチールパン
　暑い夏によく似合うスチールパンの音色を楽しみました。

スチールパンは南米のトリニダード･トバゴで誕生したドラム

缶でできた楽器です。 演奏は松井奈都子さん （スチール

パン） と木村智穂さん （ピアノ） です。 ドラム缶とは思えな

いほど明るく、 人をひきつける音で 「アンダー･ザ･シー」

や 「菊次郎の夏より Summer」 などが演奏されました。

体験用の楽器も用意してくださり、 コンサート後にはスチール

パンを叩いてみたり、 どのように作られているのかと

興味津々に覗き込んでいるお客様もいらっしゃいました。

日　時：平成27年 8月 15日 (土 ) 14:00、15:30（各30分）
出　演：長島忠之、パブロ･テロネス、桜井壮憲、田仲惇子
入場者：205 人

 南米の楽器 アルパ
　長島忠之さん（アルパ）、パブロ･テロネスさん（チャランゴ、

ギター）、 桜井壮憲さん （ギタロン）、 に南米の音楽を紹

介していただきました。 スペイン語で歌が入ることもあり、

異国の音色と言葉を聴くとまるで海外で音楽を楽しんでいる

ような感覚になりました。 さらに田仲惇子さんのパンパイプ

が加わりさわやかな音色を届けてくださいました。 演奏後に

はアルパとギタロンの体験をさせてくださいました。 お客様

にとって良い夏の思い出となったのではないでしょうか。

日　時：平成27年 8月 16日 (日 ) 14:30、15:30（各30分）
出　演：坂本佐智子、山村道代、猪飼温恵　　入場者：156 人

サックス、ヴァイオリン、ピアノによるアンサンブル

　坂本佐智子さん （サックス）、 山村道代さん （ヴァイオ

リン）、猪飼温恵さん（ピアノ）に演奏していただきました。

3 人のアンサンブルでは 「ミュージカル マイフェア

レディーより 踊りあかそう」 や 「情熱大陸」、 サックスソロ

ではモンティ作曲の 「チャルダッシュ」、ヴァイオリンソロ

ではマスネ作曲の 「タイスの瞑想曲」 など名曲として

知られている作品が盛り込まれたプログラムでした。 また、

ヴィオラ、 ソプラノサックス、 鍵盤ハーモニカなども登場し、

全部で 6 つの楽器の音色を楽しむことができました。



日　時：平成27年 8月 23日 (日 ) 14:00、15:30（各30分）
出　演：ハママツブラスアンサンブル　　入場者：188 人

 金管アンサンブル
　8 月最後はハママツブラスアンサンブルによる演奏です。

今回はヘンデル作曲 「シバの女王の入場」、 シャイト作

曲 「戦いの組曲」、 バード作曲 「オックスフォード伯爵

のマーチ」 など 16 ～ 18 世紀の曲を中心としたプログラム

でした。 金管 5 重奏や総勢 11 名によるアンサンブルで

の演奏は時にはメンバーの一人が太鼓やタンバリンを

叩き、 一人で何役もこなしていました。 トランペット、

ホルン、 トロンボーン、 チューバの華やかな音色が

会場中に響き渡りました。 　　　　
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　夏休みこどもワークショップとして、 小学生を対象とした

ボール紙とストローで作る 「とり笛」 の工作教室を開催

しました。

　とり笛は、 5 ㎝の正方形のボール紙に小さな四角の

穴をあけ、紙を丸めて筒状にして留めます。 5 ㎝に切っ

たストローに息を吹きながら四角の穴に近づけ、 ピー

といい音が出るところでテープを留め、 完成です。

　小さな穴をあけるためカッターを使用するので注意が

必要です。 カッターをあまり使ったことがないお子さん

には、 手の置き方、 切り方を指導しました。 また、

音楽の授業で習うリコーダーと音の出るしくみが同じで

あることや、 親指と人差し指で筒の両端をふさぐことで

音が変わることも伝えました。 どのお子さんも音が出る

ようにストローの位置を決める点で苦戦していましたが、

完成して音が出ると、 明るい表情になり楽しそうに吹い

ていました。

　今回のとり笛工作教室は、 インターンシップの大学生

1 名と当館のボランティア 4 名が計画して開催しまし

た。 事前に紙の大きさ、 ストローの長さ、 穴の位置や

大きさなどを試行錯誤し、 ワークショップ終了ごとに検討

を重ねました。

　とり笛の工作教室は今後もボランティア活動に加えた

いと考えています。ご来館の際に開催していましたら、

ぜひ参加してみてください。

夏休みこどもワークショップ「とり笛を作ろう !」

日　時：平成27年 8月 17日 (月 ) 11:00、13:30（各30分）
出　演：ハンドベルアンサンブル ヴァンヴェール　
　　　  ハンドベルデュオ ぽっぺん　　入場者：180 人

 ハンドベル
　富士市で活動をしているハンドベルグループ 「ハンドベル

アンサンブル ヴァンヴェール」 と 「ハンドベルデュオ ぽっぺん」

の2組に演奏していただきました。ハンドベルは通常手で持ち、

体の前方に突き出すようにして鳴らしますが、 木琴で使う撥

（マレット） で叩いたり、 「Carillon For A Joyous Day」 という

ヨーロッパの教会に付いている鐘を表現した曲ではハンドベル

を前後に大きく振って鳴らすなど様々な音の出し方をしていま

した。 音色だけでなく、 見た目も楽しめるコンサートでした。

平成 27 年 8 月 11 日 ( 火 )10:30、14:15（各 30 分）参加者：27 人
平成 27 年 8 月 17 日 ( 月 )10:30（30 分）　　　　　 参加者：9人
平成 27 年 8 月 18 日 ( 火 )10:30、14:15（各 30 分）参加者：11 人
会　場：地下展示室（天空ホール前）
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浜松～磐田 管楽器づくしの旅 ヤマハフィ―リングクラブ会員の見学とコンサート

　学芸員実習は、 博物館の専門職である学芸員の資格の

取得を目指す学生を対象に行われています。 学校では

博物館とは何か、 学芸員とは何かなどの講義を受け、

博物館では実際にどのような業務を行っているのか実習を

受けます。 今年は、 3 名の学生を受け入れ 6 日間実習を

行いました。

　学芸員の仕事は多岐にわたるので、 実習で体験できるの

はごく一部の業務です。 博物館の業務の核といえる資料

取扱い実習では、先日、当館に収蔵されたピアノを調査し、

資料カルテに情報を記入する受入手続きや、 資料のクリー

ニングを行いました。 その他に展示室の環境調査や照明

器具の取扱い、 そして、 展示品についてお客様にわかり

やすく解説する 「ギャラリートーク」 を行いました。 当館に

は数多くの楽器がありますが、 今回は実習生が最も興味を

持ったインドネシアの 「ジェゴグ」 について調べました。 ひ

とつのことを調べるにしても楽器や音楽、 その土地の文化

や宗教など膨大な情報収集が必要です。 その情報をわか

りやすくまとめ、 10 分程度で解説するのはとても難しいこ

とです。 練習では緊張のあまり、 声がとても小さかったの

ですが、 職員からのアドバイスを受け、 お客様の前での解

説では緊張しながらもしっかりと声を出すことができました。

　今年度から学芸員取得制度が変わり、 取得までの道のり

がこれまでよりも厳しくなりましたが、 今後の博物館を担う

人材として頑張ってもらいたいです。

学芸員実習～資料の取り扱いからギャラリートークまで～

　浜松に本社を置く楽器メーカーのヤマハには、

フィーリングクラブというメンバークラブがありま

す。 誰でも会員になれて様々な特典や活動が

あるのですが、 その活動のひとつとして、 管楽

器製造工場と楽器博物館の見学ツアーが 8 月

20 日 （木） に行われました。 大人と子供約

50 人の参加者は、 午前中は磐田市にある管楽

器工場を見学し、 その後、 13:30 に楽器博物館

に到着。 天空ホールにて、 まず嶋館長による

20 分間の管楽器の歴史ミニレクチャーを楽しみ

ました。 角笛からホースのようなチューブまで、

超特急で管楽器の歴史を学びました。 続いて、

トランペット奏者、 神代修さんによるコンサート。

神代さんは楽器博物館のコレクションシリーズＣＤ

「19 世紀のトランペット」 の演奏者です。 ナチュ

ラルトランペット、 アイーダトランペット、 長管トラ

ンペット、 円形コルネットなど博物館が所蔵する

19 世紀の金管楽器７種類と、 現代のトランぺット

を演奏しました。 当日博物館に居合わせた一般

の入館者も思いがけないこのイベントを楽しんで

いらっしゃいました。

日　時：平成27年 8月 20日 (木 ) 14:00～ 14:45
会　場：楽器博物館 天空ホール　
出　演：神代修、中桐綾奈

長管トランペット

アイーダトランペット

キービューグル

円形コルネット

ショーファー
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第 21 回浜松国際管楽器アカデミー＆フェスティバルコンサート

「あなたの知らない金管古楽器の世界」ダグラス･ヨーによるお話とコンサート　

竜頭ベルとファゴット状胴体の
ロシアン･バスーン

　今年で 21 回目を迎えた浜松国際管楽器アカデミー＆

フェスティバル。 浜松市、 浜松市文化振興財団、 ヤマハ

株式会社ほかの主催で毎夏開催される管楽器のマスター

コースです。 レッスンのほかに、 講師によるコンサートや

レクチャーが人気ですが、 今年は、 トロンボーン奏者の

ダグラス･ヨーさんによるレクチャーコンサートが開催されました。

　楽器博物館は主催者ではありませんが、 全面協力をしま

した。 博物館所蔵で普段は展示されている主に 19 世紀の

金管楽器を使用して、 今ではめったに見ることも聴くことも

できない、 中低音金管楽器の生のコンサートを、 博物館

天空ホールで開催することになりました。

　ヨーさんは、 アメリカの名門オーケストラであるボストン

交響楽団で長年バス･トロンボーン奏者を務めた名手。

交響楽団時代にベルリオーズの作品で指揮者の小澤

征爾さんに、 セルパンを使いましょう、 と提案し演奏した

のがきかっけで、 古楽器の世界に足を踏み入れました。

　20 年ほど前に嶋館長と博物館で出会い、 二人で、

「いつか古楽器のコンサートをしましょう」 と約束したので

すが、 なかなか実現できず、 ヨーさんもその後 10 年ほど

は講師から離れていました。 昨年アカデミー 20 回記念

から講師に復帰し、 早速嶋館長と実現を目指して計画

を再開。 楽器博物館も開館 20 年の記念の年で、 アカ

デミー事務局やヤマハ株式会社の理解も得て、 20 年来

の夢がやっと実現しました。

　会場には 100 名近い聴衆が集まり、 ヨーさんのリズミカル

で楽しいお話と、次から次へと登場する、今では「珍しい」

金管楽器たちに、 目も耳も釘づけ。 「いやあ、 楽しく、

ためになる、 コンサートでした！！！」

ヨーさんの話を熱心に聴く聴衆。 通訳木村圭太さん、 ピアノ高良仁美さん

行進用の縦型セルパンセルパン

6ヴァルヴのトロンボーン
サクソフォンの元にもなった
オフィクレイド

竜のベルを持つビュサン

イングリッシュ･バスホルン 7 ベルの金管楽器 （ヤマハ複製）

嶋館長と

南北戦争当時使われた
オーバー･ザ･ショルダー･サクソルン

1608 年のニュルンベルクの
サックバット

ヤマハ製復元ビュサン

日　時：平成 27 年 8 月 6 日 ( 木 ) 19:00 ～ 20:30
会　場：楽器博物館 天空ホール　
出　演：ダグラス･ヨー、高良仁美



これからの催し物

●展示室ガイドツアー　毎日曜日　展示品の解説

　※催し物により変更もあります

●ギャラリートーク　毎日数回　展示品の解説を行います

●レクチャーコンサート

　「麗しきウィーン～吹奏楽とトランペットコアー」　

　　9/27 （日）　14:00　音楽工房ホール　

　　出演 ： カール･ヤイトラー （指揮）、 天竜楽友吹奏楽団、

　　浜松トランペットコアー

　「和魂洋才～オークラウロ～」

　　11/7 （土）　18:30　天空ホール　出演：小湊昭尚、 松下尚暉、

　　元永拓、 愛川聡、 田中知佐子 （解説）

　＜フォルテピアノとその時代　第 5 回＞

　「クラヴィーアの国 “ウィーン” ～ワルターで聴く魅惑の室内楽作品～」

　　11/16 （月）　19:00　音楽工房ホール　

　　出演 ： 小倉貴久子、　若松夏美、 武澤秀平、 小室昌広、

　　菊池かなえ、 三宮正満、 塚田聡

●イヴニングサロンコンサート

　「国際古楽コンクール 《山梨》 2015 入賞者コンサート

　　～リュートとテオルボにのせて綴る古の歌さまざま～」

　　11/11 （水）　19:00　天空ホール　

　　出演 ： 佐藤裕希恵、 滝井レオナルド

●講座 「楽器の中の聖と俗」

　エストニア･ラトビア･リトアニア～森と湖、バルトの歌ごころ～ （全3回）

　　9/4　　（金） 「歌声が人々の絆」

　　9/18 （金） 「おもてなしのフオークダンス」

　　10/2 （金） 「楽器を作る、 奏でる」

　　講師 ： 西岡信雄　いずれも 19:00 ～ 20:30　展示室

　フォルテピアノのその時代Ⅱ

　「ワルターとスタインウェイ～ピアノ100 年の歩み･弦楽器から打楽器へ～」

　　11/9 （月）　19:00　展示室　講師 ： 筒井はる香

●ミュージアムサロン　14:00＆15:30　天空ホール

　　9/23 （水）　「スチールパン」　出演 ： 松井奈都子、 伊澤陽一

博物館日誌

8/1 （土） 特別展　20 周年記念

　　　　　　　　　「ポスター、 チラシと写真でみる

　　　　　　　　　楽器博物館の 20 年～日本から世界へ～」 開催

8/1 （土） シリーズ音楽の広場 「音楽劇 『兵士の物語』

　　　　　　　　　クラリネット、ヴァイオリン、 ピアノによるアンサンブル」

　　　　　　　　　14:00、 15:30　天空ホール　出演：廣川直子、 中島大輔、

　　　　　　　　　大空友、 市藤さくら　入場者 ： 90 人

8/8 （土） シリーズ音楽の広場 「クラリネットアンサンブル」　　　　

　　　　　　　　　14:00、 15:30　天空ホール　

　　　　　　　　　出演 ： 浜松クラリネット･クワイアー　入場者 ： 210 人

8/9 （日） シリーズ音楽の広場 「サックスアンサンブル」　　　　　　

　　　　　　　　　14:00、 15:30　天空ホール　

　　　　　　　　　出演 ： 浜松サクソフォンクラブ　入場者 ： 261 人

8/11 （火）　　夏休みこどもワークショップ 「とり笛を作ろう！」　　　　　　

　　　　　　　　　10:30、 14:15　地下展示室　参加者 ： 27 人

8/12 （水）　シリーズ音楽の広場 「スチールパン」

　　　　　　　　　14:00、 15:30　天空ホール　

　　　　　　　　　出演 ： 松井奈都子、 木村智穂　入場者 ： 200 人

8/15 （土）　ミュージアムサロン 「南米の楽器アルパ」　

　　　　　　　　　14:00、 15:30　天空ホール

　　　　　　　　　出演 ： 長島忠之、 パブロ･テロネス、 桜井壮憲、 田仲惇子

　　　　　　　　　入場者 ： 205 人

8/16 （日）　シリーズ音楽の広場

　　　　　　　　　「サックス、ヴァイオリン、 ピアノによるアンサンブル」　

　　　　　　　　　14:30、 15:30　天空ホール　出演 ： 坂本佐智子、

　　　　　　　　　山村道代、 猪飼温恵　入場者 ： 156 人

8/16 （日）　館長トーク　13:30、 15:00　天空ホール　

　　　　　　　　　出演 ： 嶋和彦 （館長 / 解説）、 服部夏香 （ピアノ）

　　　　　　　　　入場者 ： 68 人

8/17 （月）　シリーズ音楽の広場 「ハンドベル」　

　　　　　　　　　11:00、 13:30　天空ホール　

　　　　　　　　　出演 ： ハンドベルアンサンブル ヴァンヴェール　

　　　　　　　　　ハンドベルデュオ ぽっぺん　入場者 ： 180 人

8/17 （月）　夏休みこどもワークショップ 「とり笛を作ろう！」　　　　　　

　　　　　　　　　10:30　地下展示室　参加者 ： 9 人

8/18 （火）　夏休みこどもワークショップ 「とり笛を作ろう！」　　　　　　

　　　　　　　　　10:30、 14:15　地下展示室　参加者 ： 11 人

8/21 （金）　県民の日　無料入館日　入館者 ： 892 人

8/23 （日）　シリーズ音楽の広場 「金管アンサンブル」　

　　　　　　　　　14:00、 15:30　天空ホール　

　　　　　　　　　出演 ： ハママツブラスアンサンブル　入場者 ： 188 人

浜松市楽器博物館だより 
平成 27 年 9 月 1 日発行　No.105･106　 
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世界最大の竹筒シロフォン“バリのジェゴグ”をＣＤ録音
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　楽器博物館コレクションシリーズＣＤ第 56 作目となるバリ島

のジェゴグの録音を 7 月 22 日に行いました。 ジェゴグは

バリ島西部のヌガラ地区に伝承する世界最大級の竹筒

シロフォン。 演奏は日本唯一のジェゴグ演奏グループで、

楽器博物館でも過去にレクチャーコンサートをしてくださった、

名古屋音楽大学 “スカルサクラ” のみなさん。 そしてバリ島

から駆けつけてくださったジェゴグの大御所イ･クトゥ･

スウェントラさん。 スカルサクラの本場仕込みの高い演奏

技術にスウェントラさんのスピリットが加わり、 熱気あふれる

演奏となりました。 バリ島の伝統にのっとり演奏前には香を

炊いて神様に祈りました。 ゴパラなど伝統曲のほか、 西洋

楽器のマリンバを加えてラベルのボレロを収録。 日本の

博物館から発信するジェゴグの新しい世界です。 発売予定は

2016 年 5 月です。


