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同志社大学教授のコーディネートのもと、 ラング氏とユネスコ

第 8 代事務局長で世界遺産の創設に尽力された松浦晃一郎氏、

鈴木康友浜松市長の 3 人によるトークセッションが行われ、

音楽という目に見えない無形文化遺産の保存や伝承、

そして創造、 また世界最大規模の楽器産業が集積する浜松市が

世界に果たせる役割について話されました。

　最後は根本敏行 静岡文化芸術大学教授のコーディネートで、

ドニー･グレンドラー （ミュージシャンズ･インスティテュート

副学長･ロサンゼルス）、 伊藤博之 （クリプトン･フューチャー･

メディア株式会社代表取締役、 初音ミクの開発者）、 井出

祐昭 （エル･プロデュース代表取締役、 サウンド･スペース･

コンポーザー）ほか 6 人によるシンポジウムが行われました。

ある音楽が次の音楽や音楽以外のアートを生み出す連鎖の

必要性や実例、 未来の楽器ばかりでなく、 過去の楽器にも

未来があり、 その意味では浜松の楽器博物館はとても大切な

文化資源であること、 音楽教育の電子技術へのはかりしれない

可能性などが話し合われました。

　5 日は朝から楽器博物館の見学。 ジャック･ラング氏は、
特に日本やアジア、 また開催中の特別展を熱心に見学
され、 「浜松市楽器博物館は素晴らしいですね」 とおっ
しゃっていました。 そのあとは館内の天空ホールで日韓
国交正常化 50 周年の記念も含めて、 「韓国の歌･語り･楽器」 と

題して、 李昌燮、 李明姫、 李東信さんによる、 パンソリ
（世界無形文化遺産）、 カヤグム散調、 南道民謡、 テグム、
タンソ、 テピョンソシナウィの演奏を楽しみました。

　12 月 4 日 （金） ～ 5 日 （土） アクトシティ浜松コングレス

センターにて世界創造都市フォーラムが開催されました。

昨年 12 月に浜松市はユネスコ世界創造都市ネットワーク

音楽分野の加盟都市に認定されましたが、 その国際イベントの

第一弾として開催されたものです。

　4 日はユネスコ創造都市ネットワーク音楽分野の加盟都市

からボローニャ （イタリア）、セビリア （スペイン）、グラスゴー

（イギリス）、 ゲント （ベルギー）、 ブラザビル （コンゴ）、

マンハイム （ドイツ）、 ハノーバー （ドイツ） の代表による

「自都市の音楽創造活動の取り組み」 のプレゼンテーション、

基調講演、 スペシャルトークセッション 「音楽を通じた文化的

多様性の実現に向けて」、 シンポジウム 「音楽の新しい

創造性を求めて」、 5 日は楽器博物館の見学と館内での

特別コンサート、 浜松楽器メイカーズ･フェスティバルの見学

でした。 国内外からのゲスト約 100 人に加えて 100 人ほどの

一般参加がありました。

　4 日午前の各創造都市の代表からのプレゼンテーション

では、 音楽や音楽教育、 市民参加の取り組みなど多くの

実践例が示され、 今後の浜松の音楽活動の参考となりました。

特にヨーロッパの各都市は自国の芸術文化の伝統を基礎とし、

それを守り伝えつつ、 新しい文化を創造していくということが

自明の理とされていることは、 浜松も見習わなければなら

ないことでしょう。

　午後はフランスのミッテラン政権で文化大臣を務めた

ジャック･ラング氏による基調講演の後、 佐々木雅幸

浜松市楽器博物館だより

イチャンソプ   　イミョンヒ     　 イドンシン

上 ： 左から　ユネスコ創造都市ネットワーク音楽都市浜松アジェンダ 2015 採択、 ジャック･ラング氏による基調講演、 シンポジウム : 音楽の新しい創造性を求めて
下 ： 左から　民族音楽コンサート （パンソリ）、 民族音楽コンサート （テピョンソシナウィ）、 ユネスコ世界創造都市関係者 楽器博物館見学

世界創造都市フォーラム　in Hamamatsu 2015 開催



「歌と共に辿る～リュート族レパートリー ヨーロッパめぐり～」
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 優勝者コンサート

　第 28 回国際古楽コンクール 《山梨》 2015 の声楽部門

1 位の佐藤裕希恵さん ( ソプラノ ) によるコンサートを

開催しました。 今回は佐藤さんと滝井レオナルドさん

( リュート / テオルボ ) によるアンサンブル 「ヴォックス･

ポエティカ　Vox Poetica」 として出演して頂きました。

　16 ～ 17 世紀のルネサンス･バロック音楽を中心に、

イギリス、 フランス、 イタリア、 スペインなど様々な地域の

音楽が紹介されました。 クロトン（1957 ～）作曲「来たれ、

死よ」 が、 日本初演で披露され、 その他にムリニエ

作曲 「ついに愛する美しい人が」、 カプスベルガー作曲

「トッカータ」、 ヒダルゴ作曲 「ああ、 そう、 いや、 違う」

などが演奏されました。

　プログラムの前半はルネサンス･リュート、 後半はテオルボで

伴奏されました。 リュートといっても大きさも形も様々ですが、

一般的にリュート族というとふくらみのある胴体にネックが

後ろにほぼ直角の角度で曲がっているのが特徴的です。

テオルボは、 低い音を担当するベースリュートから発展した

楽器で、 リュートと胴の部分はほとんど同じ形をしていますが、

ネックが驚くほど長いのが特徴の一つです。 通奏低音だけ

でなく、 滝井さんの即興演奏もとても魅力的でした。

　曲の雰囲気は国や言語によっても違いがあり、 それを

表情豊かで透明感のある歌声と、 歌に寄り添うような

優しい音色のリュート、 テオルボで表現され、 お客様は

熱心に聴き入っていました。

日　時：平成 27 年 11 月 11 日（土） 19:00 ～ 20:00
会　場：楽器博物館 天空ホール
出　演：佐藤裕希恵（ソプラノ）、滝井レオナルド（リュート/テオルボ）
入場者：44 人

「甦った幻の楽器 和魂洋才～オークラウロ～」
レクチャーコンサート　No.175
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　特別展 「和魂洋才･オークラウロと大倉喜七郎」 関連イベント

として、 オークラウロのレクチャーコンサートを開催しました。

　オークラウロとは、 昭和 10 （1935） 年に、 大倉財閥

二代目の男爵 大倉喜七郎によって考案された楽器です。

尺八に西洋フルートのキーシステム（ベーム式）を取り入れ、

西洋の音階と音楽が奏でられるようにすることを目指して

作られました。 戦後忘れ去られ、 幻の楽器と呼ばれて

いましたが、 2011 年に大倉集古館と尺八奏者の小湊昭尚さん

の手によって復活。 今回のコンサートでは、 小湊さんを

含めオークラウロ奏者 3 人とギターによる演奏、 そして

大倉集古館副主任学芸員の田中知佐子さんの解説で

オークラウロの全体像を紹介しました。

　前半は、 田中さんによる大倉喜七郎の人物像やオークラ

ウロの歴史についてのレクチャーを中心に、 小湊さんによる

オークラウロのデモ演奏も交えながらお楽しみいただきました。

同じ楽譜を尺八とオークラウロで演奏するとどのように

違うのか、 聴き比べは大変興味深いもので、 音色の

違いがはっきりとわかりました。

　後半は、 ソプラノ、 アルト、 バスのオークラウロによる

オリジナルのアンサンブル曲や、 ギターを加えたアレンジ曲

をお聴きいただきました。 尺八でもフルートでもない、 オーク

ラウロという楽器の特徴、 そして可能性を感じることができ、

また発案者の大倉喜七郎の日本の音楽の未来に対する

思いも伝わってくるようなコンサートでした。

日　時：平成 27 年 11 月 7 日（土） 18:30 ～ 20:15
会　場：楽器博物館 天空ホール
出　演：小湊昭尚（ソプラノ･オークラウロ）、松下尚暉（アルト･オークラウロ）、
　　　　元永 拓（バス･オークラウロ）、愛川 聡（ギター）、
　　　　田中知佐子（解説･大倉集古館副主任学芸員）
入場者：55 人



加えられた作品で、 フルートの超絶技巧による演奏を

お聴きいただきました。 最後のフンメル作曲 「ピアノと

フルート、 オーボエ、 ホルン、ヴィオラ、 チェロ、 コントラバスの

ための大七重奏曲」 では 7 つの楽器だけでオーケストラの

ような重厚な響きが会場に広がり、 演奏後には盛大な

拍手が数分間鳴り止みませんでした。

　フォルテピアノを含むほとんどの楽器が 19 世紀のタイプの

もので、 当時の音色を十分に感じられる、 大変充実した

コンサートでした。

「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～」
レクチャーコンサート　No.176〈フォルテピアノとその時代 第 5回〉

日　時：平成 27 年 11 月 16 日 ( 月 )　19:00 ～ 21:00
会　場：アクトシティ浜松 音楽工房ホール
出　演：小倉貴久子（フォルテピアノ）、
　　　　若松夏美（ヴァイオリン /ヴィオラ）、武澤秀平（チェロ）、
　　　　小室昌広（コントラバス）、菊池かなえ（フルート）、　　　
　　　　三宮正満（オーボエ）、塚田聡（ナチュラルホルン）
入場者：178 人

　当館所蔵のフォルテピアノ、ワルター＆サン （1808 ～10年、

ウィーン） を使用したレクチャーコンサートです。 ワルターは

ドイツに生まれ、 ウィーンに移り住んだ当時最高の楽器

製作者の 1 人で、 モーツァルトやベートーヴェンも

ワルター製の楽器を使用していました。 今回は 19 世紀の

作曲家、 ベートーヴェン、 シューベルト、 フンメルの作品を

お楽しみいただきました。

　コンサートはベートーヴェン作曲 「ヴァイオリン･ソナタ

第 5 番ヘ長調 作品 24 『春』」 のさわやかな音色で幕を

開けました。 続いてフォルテピアノの独奏で、 シューベルト

作曲 「即興曲 変イ短調 作品 90-4」 では、 素晴らしい

テクニックとともに、 色彩豊かな音が表現されました。

そして、 シューベルト作曲 「『しぼめる花』 による序奏と

変奏」 は美しい歌曲のメロディをテーマに 7 つの変奏が
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　シリーズ 「フォルテピアノとその時代」 の第 2 回 「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」

を開催しました。 講師は鍵盤楽器史がご専門の筒井

はる香さんです。 当館所蔵のワルター＆サン （1808 ～

10 年、 ウィーン） とスタインウェイ （1911 年、 ハンブルグ )

を会場に用意し、 お話と実演を交えて行いました。

　ワルターとスタインウェイの生きた時代には約 100 年の差

があります。 この 100 年の間に社会、 音楽、 楽器、

演奏法などがどのように変わったのか、 様々な記録を元に

探っていきました。

　まずはワルターとスタインウェイの 2 人のピアノ製作家に

ついてのエピソードの紹介がありました。 その後ハンマー

ヘッドやダンパー、 弦の素材、 金属の使用箇所など、

構造の違いを見ていきました。 後半ではシューベルトの

楽譜を見ながら 2 台のピアノで弾き比べ、 自筆譜から

作曲家の指示の意図を読み解いていきました。 現在の

ピアノで弾いていても気がつかなかったり、 指示の意図が

分からないものも、 当時の楽器の特性を知って実演する

ことによって、 納得できることが多々ありました。

講座 フォルテピアノとその時代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」

日　時：平成 27 年 11 月 9 日 ( 月 )　19:00 ～ 20:30
会　場：楽器博物館 天空ホール
講　師：筒井はる香（同志社女子大学、神戸女学院大学非常勤講師）
受講者：32 名

　ピアノが世の中に広まり始めた頃の楽器と、 現在のピアノに

近づいてきた頃の楽器の、 2 台の時代の違うピアノを

並べて聞き比べることにより、 それぞれの良さが分かり、

その時代の音楽にあった特徴を知ることができました。



11/1　 （日） 20 周年記念特別展
　　　　　　　　　　　「和魂洋才･オークラウロと大倉喜七郎」 開催
11/3　 （火） 文化の日無料入館日　入館者 ： 715 人
11/5　 （木） ～ 6 （金） 職場体験　　浜松市立丸塚中学校 2 年生 4 人
11/7　 （土） レクチャーコンサート 「和魂洋才～オークラウロ～」　　　　　　　
　　　　　　　　　　　18:30　天空ホール　　出演：小湊昭尚、 松下尚睴、 元永拓、
　　　　　　　　　　　愛川聡、 田中知佐子 （解説）　入場者 ： 55 人
11/8　 （日） ミュージアムサロン 「オークラウロ」　
　　　　　　　　　　　14:00　天空ホール　出演 ： 小湊昭尚、 松下尚暉、　　　　　　　
　　　　　　　　　　　愛川聡、 田中知佐子 （お話）　入場者 ： 95 人
11/9　 （月） 講座　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～」
　　　　　　　　　　　19:00　展示室　講師 ： 筒井はる香　受講者 ： 32 人
11/11 （水） 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 優勝者コンサート　　　　　　
　　　　　　　　　　　歌と共に辿る～リュート族レパートリー ヨーロッパめぐり～」
　　　　　　　　　　　19:00　天空ホール　
　　　　　　　　　　　出演 ： 佐藤裕希恵、 滝井レオナルド　入場者 ： 44 人
11/16 （月） レクチャーコンサート
　　　　　　　　　　　＜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～」
　　　　　　　　　　　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　
　　　　　　　　　　　入場者 ： 178 人
11/24 （火） ミュージアムサロン 「オークラウロ」　
　　　　　　　　　　　14:00　天空ホール　
　　　　　　　　　　　出演：小湊昭尚、土屋雄作、齋藤純一、田中知佐子 （お話）
　　　　　　　　　　　入場者 ： 55 人
11/26 （木） ～ 27 （金） 職場体験　浜松市立佐鳴台中学校 2 年生 5 人

博物館日誌

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

　　「Spice of Finnish Trad. ～カンテレ “女子” カルテット～」

　　3/4 （金）　19:00　天空ホール　出演 ： カルデミンミット （フィンランド）

●ミニコンサート　14:00＆15:30　天空ホール

　　2/14 （日） 「ブルーグラス」　

　　出演 ： フルムーンブルーグラスバンド

浜松市楽器博物館だより　　平成 27 年 12 月 23 日発行　No.108　 編集　浜松市楽器博物館
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ミニコンサート

「フルート･アンサンブル」～天空ホールに響く優しい音色～
　今年最後のミニコンサートは、 浜松フルートクラブの皆さん

によるフルート･アンサンブルでした。 浜松フルートクラブは

浜松市内のフルート愛好家による団体で、 市内を中心に

活動を行い、 定期的に演奏会を開催しています。 今回は

2 人から 17 人によるアンサンブルまで、 さまざまな編成で

演奏されました。 プログラムはクーラウ作曲 「2 重奏 ホ短調 

作品 10 a-1」、 マスカーニ作曲 「インテルメッツォ」、

伊藤康英作曲 「チョコレート･ダ･モーレ」、 玉置浩二作曲

「夏の終わりのハーモニー」、菅野よう子作曲 「花は咲く」 など、

クラシックと聴きなじみのある曲、 どちらも楽しむことができ

ました。 通常のフルートだけでなく、 アルトフルート、

バスフルートも登場し、 温かみのある優しい音色に耳を

傾けました。 終演後にはお客様から 「とても良かった」 「素敵

でした」 といった感想をいただきました。

日　時：平成27年12月6日(日)14:00、15:30（各30分）
会　場：楽器博物館 天空ホール
出　演：浜松フルートクラブ　　入場者：107 人

CD コレクションシリーズ 54

　クラヴィーアの国“ウィーン”モーツァルト＆フンメル
　　　　　　　　2 台のワルターピアノによる師弟の夢の饗宴

　最新の CD アルバムをご紹介します。 No.54 はお得な 2 枚組です。 1 枚目は小倉
貴久子さん所蔵のワルターピアノで W.A. モーツァルトの作品を演奏し、 2 枚目は楽器
博物館所蔵のワルターピアノでフンメルの作品を演奏しています。 11月16日のレクチャー
コンサートで演奏されましたフンメル作曲 「フルートとオーボエ、 ホルン、ヴィオラ、 チェロ、
コントラバス、 クラヴィーアのための 《大七重奏曲》」 も収録されています。
【演奏】 小倉貴久子 （フォルテピアノ）、 若松夏美 （ヴァイオリン、ヴィオラ）、　　
　　　　　森田芳子 （ヴィオラ）、 武澤秀平 （チェロ）、 小室昌広 （コントラバス）、
　　　　　 菊池かなえ （フルート）、 三宮正満 （オーボエ）、 塚田聡 （ホルン）
【推薦】 レコード芸術、 朝日新聞、 読売新聞、 毎日新聞、 ぶらあぼ
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The 20th Anniversary

12/3　 （木） ～ 4 （金） 職場体験　浜松西高等学校中等部 2 年生 5 人
12/5　 （土） 世界創造都市フォーラム
　　　　　　　　　　　ユネスコ世界創造都市関係者
　　　　　　　　　　　（ジャック･ラング氏他） 約 100 名 見学　
　　　　　　　　　　　「民族音楽コンサート～韓国の歌･語り･楽器～」　
　　　　　　　　　　　11:00　天空ホール　出演：イチャンソプ、 イミョンヒ、 イドンシン
　　　　　　　　　　　入場者 ： 72 人
　　　　　　　　　　　ミュージアムサロン 「リードオルガン」　
　　　　　　　　　　　14:00　展示室　出演 ： 鈴木開　入場者 ： 40 人
12/5　 （土） ～ 6 （日） 浜松楽器メイカーズフェスティバル 出展
12/6　 （日） シリーズ音楽の広場 「フルート･アンサンブル」　
　　　　　　　　　　　14:00、 15:30　天空ホール　
　　　　　　　　　　　出演 ： 浜松フルートクラブ　入場者 ： 107 人
12/7　 （月） 特別展 20 周年記念　「和魂洋才･オークラウロと大倉喜七郎」　　
　　　　　　　　　　　終了　期間中入館者数 ： 9553 人
12/13 （日） 楽器づくりワークショップ 「とり笛をつくろう！」　
　　　　　　　　　　　10:30、 13:30　地下展示室　指導 ： ボランティア　
　　　　　　　　　　　参加者 ： 8 人


