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再開催決定！企画展「浜松まつり～勇壮なラッパと華麗なるお囃子～」

博物館日誌

10/30（金）レクチャーコンサート「フランソワ・クープランのポルトレ
 ～ 18 世紀ヴェルサイユの肖像画～」
 19：00　音楽工房ホール
 出演：中野振一郎（チェンバロ）　来場者：92 人
11/21（土）演奏体験ワークショップ
 「浜松市楽器博物館でベートーヴェンを弾いてみよう！」
 14：00　天空ホール　参加者：8人　来場者：63 人
11/22（日）演奏体験ワークショップ
 「浜松市楽器博物館でベートーヴェンを弾いてみよう！」
 11：00　天空ホール　参加者：7人　来場者：87 人
11/22（日）ワークショップ「オリジナルの色紙で馬頭琴を描こう！」
 13：30　楽器博物館内ワークショップエリア
 講師：安岡真理（静岡市美術館学芸員）、太田紗世（静岡市美術 
 館学芸員）　参加者：1４人
11/28（土）ミュージアムサロン「シューベルトの連弾作品にみる
 ベートーヴェンへのコンプレックスとその克服の道のり」
 14：00 ／ 15：30　天空ホール
 出演：山名敏之、山名朋子（フォルテピアノ）　来場者：135 人
11/29（日）企画展関連コンサート「イギリス式アクションの開花 
 ブロードウッド・ピアノ」
 15：00　音楽工房ホール
 出演：小倉貴久子（フォルテピアノ）　来場者：93 人
12/5（土）演奏体験ワークショップ
 「楽器博物館天空ホールでベートーヴェンを弾いてみよう」
 14：00　天空ホール　出演者：8名　入場者：53 名
12/6（日）演奏体験ワークショップ
 「楽器博物館天空ホールでベートーヴェンを弾いてみよう」
 11：00　天空ホール　出演者：8名　入場者：61 名

♪ギャラリートーク
（職員が毎日数回、展示品をひとつ選んで 10 分ほど解説）
9月　  計 72 回　参加者：395 人
10 月　計 65 回　参加者：466 人
11 月　計 63 回　参加者：506 人
12 月　計 66 回　参加者：247 人（25 日まで）

8/7（金） 音楽講座「ベートーヴェンの謎」（全 3回）
 第 1回ベートーヴェンの虚像と実像
 19：00　地下展示室　 講師：平野昭（オンライン出演）
 参加者：23 人
8/21（金） 音楽講座「ベートーヴェンの謎」（全 3回）
 第 2回楽器と作品、ピアノの発展改良と音楽表現
 19：00　地下展示室　講師：平野昭（オンライン出演）　
 参加者：20 人
8/28（金） 音楽講座「ベートーヴェンの謎」（全 3回）
 第 3回ベートーヴェンの恋人･友情：
 ブレンターノ家の人々をめぐって
 19：00　地下展示室　講師：平野昭、小倉貴久子（フォルテピアノ）
 参加者：27 人
9/5（土） 企画展関連コンサート
 「ピリオド楽器で奏でる　ピアノ三重奏曲『大公』」
 19：00　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（バロックヴァイオリン）、鈴木秀美（バロックチェロ）　 
 来場者：57 人
9/13（日） ギャラリートーク
 14 ：00（インターン実習生による「三味線」）
 15：30（インターン実習生による「マリンバ」）
9/27（日）伝統芸能体験ワークショップ「バリ島のガムラン」
 10：30 ／ 14：00　ワークショップエリア
　　　　　講師：小林江美、松村涼子（ギータ・クンチャナ）
 参加者：20 人／ 13 人
10/11（日）コンサート「オーボエトリオ～三重奏で出会うベートーヴェン～」
 14：00 ／ 15：30　天空ホール　
 北村昂平（コール・アングレ）、増田希美（オーボエ）、
 村田さや香（オーボエ）　来場者：95 人／ 75 人
10/24（土）レクチャーコンサート「バリの影絵人形芝居ワヤン・クリ
 『ビマの鬼たいじ～マハバラタ物語より～』」
 15：30　音楽工房ホール　
 出演：梅田英春、片倉保夫、長谷部匡、ギータ・クンチャナ
 ［小林江美、岡崎宏省、山海一剛、須谷朗、高橋知子、松村涼子、
 水沼優子］（バリ・ガムラン演奏）　来場者：88 人
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楽器づくりや世界の楽器の紹介
動画、過去のレクチャーコンサート
のダイジェスト映像などを配信中！

楽器博 YouTube も要チェック

　今春の新型コロナウイルス感染拡大により4月7日に中止と
なった企画展「浜松まつり～勇壮なラッパと華麗なるお囃子～」
を、2021年2月11日（木・祝）～5月11日（火）に再開催します。浜松
まつりの魅力を楽器と音楽から探る展覧会です。
　毎年5月3日から5日にかけて、市街地や沿岸部近辺の会場を
中心に行う浜松まつりは、子どもの出生と成長を祝うおまつり
です。町民が一丸となり、朝は各々の組の凧を揚げ、夜になると
豪奢な御殿屋台の引き回しをします。この3日間の市内は活気
に満ち、一段と賑わいを見せます。
　このおまつりで欠かせない楽器がラッパ。初凧の凧揚げや練り
の際、軽快に鳴り響く音が耳に残ります。また御殿屋台では、
三味線や太鼓でお囃子が演奏されます。浜松まつりに参加してい
れば、馴染みのある楽器や音楽かもしれません。しかし、それらの
楽器を使うようになった経緯や演目などについては案外知ら
れていません。浜松まつりの本番をいっそう楽しむべく、そ
こで使う楽器や演奏する音楽に改めて注目してみましょう。

会　期：令和 3年 2月 11 日（木・祝）～ 5月 11 日（火）
会　場：楽器博物館 地下展示室
料　金：常設展観覧料のみ

　10月1日、1階第4展示室奥にワークショップエリアが
新しくオープンしました。子どもから大人まで、幅広い世代
の来館者が自由な創作活動に取り組む場所です。演奏体験
や楽器づくりなどのワークショップをはじめ、常時楽しめる
企画がスタートしました。
　第一弾は、「楽器のぬりえ」。ハガキとして活用できるよう、
ポストカード型になっています。ピアノや管楽器のかわいい
デザインから、企画展「知られざるベートヴェン」開催期間
限定デザイン、大喜利ができる（？！）デザインまで、全５種類
を揃えました。
　12月には第二弾として、壁に「楽器のツリー」が登場。夜空
に浮かぶ真っ白なツリー…よく見てみると、世界のいろいろ
な楽器が隠れています。ツリーには15分毎に映像が投影され、
雪が降ったり、楽器に色がついたりすると同時に、ピアノの
演奏が流れます。
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前回の企画展で再現した御殿屋台

　エリア内には、流れる音楽に合わせて演奏できる楽器
がいくつかあります。オススメは、アルミの棒でできた
手作りチャイムです。星が流れるような音は、冬の夜空
を彩るのにぴったり♪ 画面に映る色と同じ色のチャ
イムを鳴らすだけで簡単に演奏できます。皆さんも一緒
に演奏してみませんか。

　さらに、願いごとを書く星形カードも用意しています。
願いを書いて好きなところに貼り、夜空を星でいっぱい
にしましょう！素敵な演奏にあわせてきらめく楽器
のツリーが、願いごとを叶えてくれるはずです。
　今後も季節や企画展に合わせて様々な企画を行う予定
です。ぜひ遊びに来てください！

創作と夢の拠点に！
ワークショップエリア

新規オープン
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楽器博ホットニュース

　当館コレクションシリーズCD30『ラ・カンパネッラ～
エラール・ピアノ、音の世界～』（A）が、『レコード芸術』
11月号（音楽之友社）にて、「2001～2020 “フォルテピアノ・
チェンバロ” 録音 ベスト30」の第8位に選ばれました。
選定者のひとり音楽評論家の矢澤孝樹さんはこのCDに
ついて、「演奏者と楽器博物館と録音技術者の“歴史的共同
作業の賜物”である」と述べています。
　当館は2004年より、小倉貴久子さんの演奏によるフォ
ルテピアノのCDを制作してきました。性格の異なる当館
所蔵のフォルテピアノのひとつひとつと向き合い、その
個性と魅力を最大限に引き出す小倉さんの演奏を、今後
も多くの方に聴いていただきたいと思います。
　また、同誌12月号では、当館コレクションCDの録音から
2曲が「新時代の名曲名盤500 ③ベートーヴェン」にとり
あげられました。「ホルン・ソナタ ヘ長調 Op.17」（シリー
ズCD18『ナチュラルホルン～自然倍音の旋律美と素朴な
力強さ～』(B)所収）と、「ピアノ・ソナタ第21番ハ長調 Op.53
〈ヴァルトシュタイン〉」（シリーズCD38『イギリス・ソナタ
～ブロードウッド・ピアノ 新世紀の響き～』(C)所収）です。
ベートーヴェン生誕250周年を迎えたこの機会に是非
お手に取り、19世紀の楽器の響きを感じてください。

ドンカマチックDA-20
1963 年
京王技研工業株式会社（現 株式会社コルグ）

　独立行政法人 国立科学博物館が指定する「重要科学技術
史資料（通称：未来技術遺産）」に、当館で展示中の電子楽器
『ドンカマチック DA-20』（株式会社コルグ所蔵）が登録され
ました。
　この登録制度は、「日本の科学技術の発展を示す」または
「国民生活、経済、社会、文化の在り方に顕著な影響を与え
た」製品や技術の保存と活用のために平成20年度に始まり
ました。
　今回新たに登録されたドンカマチックは、国産初のリズム
マシンです。このリズムマシンには11種類の打楽器音と
25種類のリズム・パターンが搭載され、それらを組み合わせる
ことでリズムパートを演奏できるようになりました。この
製品は、日本でのリズムマシン開発の出発点となった電子楽器
として大変重要なものです。第4展示室でご覧いただけます。

(A) (C) 小倉貴久子（フォルテピアノ）
(B) 塚田聡（ナチュラルホルン）、小倉貴久子（フォルテピアノ）

■浜松市楽器博物館開館 25 周年記念企画展　第１弾　再開催
　《企画展》「浜松まつり～勇壮なラッパと華麗なるお囃子～」
　会　期：2/11（木・祝）～ 5/11（火）
　会　場：地下展示室　常設展観覧料のみでご覧いただけます
＜関連イベント＞
◆《ミニコンサート》「邦楽囃子方による浜松まつりのお囃子」
　日　時：3/20（土・祝）13:30/15:30（各回約 30 分）
　会　場：天空ホール　常設展観覧料のみでご覧いただけます
　出　演：福原鶴十郎　ほか
◆《ワークショップ》「小鼓をたたいてみよう」
　日　時：3/20（土・祝）14:15/16:15（各回約 30 分）
　会　場：天空ホール　※事前予約不要
　講　師：福原鶴十郎　　常設展観覧料のみでご参加いただけます
◆《講座》「浜松まつりのラッパの歴史」
　日　時：3/27（土）　14:00/15:30（各回約 30 分）
　会　場：天空ホール　常設展観覧料のみでご覧いただけます
　講　師：奥中康人（音楽学者・静岡文化芸術大学教授）、
 磯部謙作 （ラッパ奏者）

当館 CD
『レコード芸術』誌で高評価！

リズムマシン “ドンカマチック”
「未来技術遺産」に登録！

(A) (B) (C) 

日　時：令和 2年 9月 27 日（日）
 ①10：30 ～ 12：30 ／②14：00 ～ 15：30
会　場：楽器博物館 ワークショップエリア
講　師：小林江美、松村涼子
参加者：①20 人／②13 人 

日　時：令和 2年 10 月 24 日（土）15：30 ～ 17：00
会　場：音楽工房ホール
出　演：梅田英春（ダラン〈人形遣い〉）
 片倉保夫、長谷部匡（クテンコン〈人形遣い
 補佐〉）、ギータ・クンチャナ［小林江美、岡崎
 宏省、山海一剛、 須谷朗、高橋知子、松村涼子、
 水沼優子］（ガムラン演奏）
来場者：88 人

　講師に小林江美さんと松村涼子さんをお招きし、“青銅の交響楽”
とも呼ばれるバリ島のガムランの演奏入門ワークショップを開催
しました。
　ガムランの演奏は、基本的に楽譜を使いません。では、どのように
して曲を学ぶのかというと、先生の演奏をよく見て、聴いて、真似
をして…ひたすら繰り返して練習をします。今回のワーク
ショップでも、受講者の多くが初めて触る楽器に悪戦苦闘しな
がらも、練習を繰り返すうちにだんだんと感覚をつかんで
いき、終盤にはひとつの曲を合奏できるまでに上達しました。
受講者が熱心に演奏に取り組む姿がとても印象的でした。
　最後に行われた講師によるデモンストレーションでは、2人の
息がぴたりと合い一つの旋律が織りなされていく演奏に、受講
者から盛大な拍手が沸き起こりました。コロナ禍でバリに行く
ことが難しい現在ですが、ガムランの心地よい音色に浸ったり、
講師が語る現地での興味深いエピソードに聞き入ったりと、バリの
雰囲気を感じられるワークショップとなりました。

伝統芸能体験ワークショップ　バリ島のガムラン

　令和2年度最初のレクチャーコンサートは、バリ島の「ワヤン・
クリ」をとりあげました。「ワヤン・クリ」とは、インドネシアの影
絵人形芝居のことで、伝統芸能としてユネスコ無形文化遺産に
も登録されています。人形遣いの「ダラン」が、水牛の革で作られ
た人形「ワヤン」を操り物語を演じます。
　まず、出演者でダラン（人形遣い）の梅田英春さんに、公演を楽
しむためのレクチャーをしていただきました。一人でたくさん
の演目を覚え、何体ものワヤンを操りながら、セリフを言った
り、歌ったり…と、知識や技量、そしてセンスが問われるダラン
は、ワヤン・クリ上演の要です。腕利きのダランによる上演は大
人気で、ファンが大勢集まるのだそうです。
　続くワヤン・クリ上演では、青銅楽器「ガムラン」の繊細かつダ
イナミックな演奏とともに、ダランによる大迫力の演出で物語
が繰り広げられました。今回はホールの中央部にステージを設
置し、鑑賞者には上演中その周りを自由に行き来していただきま
した。スクリーンの表側から影絵芝居を観たり、裏側からダラン
の人形さばきやガムラン演奏の様子を眺めたりと、全角度から
上演を堪能していただけたのではないでしょうか。
　新型コロナウイルスの影響により、当初予定7月から延期しての
開催となりましたが、大盛況のうちに幕を閉じました。

バリの影絵人形芝居ワヤン・クリ『ビマの鬼たいじ ～マハバラタ物語より～』
第 200 回レクチャーコンサート
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◆《サロンコンサート》「サックバットの黄金期」
　日　時：1/24（日）14:00/15:30（各回約 30 分）
　会　場：天空ホール　常設展観覧料のみでご覧いただけます
　出　演：小野和将（サックバット）
◆《サロンコンサート》「ローブラスカルテット」
　日　時：2/28（日）11:00/14:00（各回約 30 分）
　会　場：天空ホール　常設展観覧料のみでご覧いただけます
　出　演：栗ボーンカルテット

これからの催し物

12月27日に終了する
企画展「知られざるベートーヴェン」総集編！
展覧会と関連イベントの様子をお届けします

楽器博だより次号は…

お楽しみに！



日　時：令和 2年 10 月 30 日（金）19：00 ～ 20：30
会　場：音楽工房ホール
出　演：中野振一郎（チェンバロ） 
来場者：92 人

ワークショップ「オリジナルの色紙で馬頭琴を描こう！」
　静岡市美術館で行われた展覧会「絵本画家・赤羽末吉展『スーホ
の白い馬』はこうして生まれた」(会期：2020年10月3日～11月
29日)にあわせて、小学生を対象とするワークショップを開催
しました。
　初めに、講師の安岡真理さんから、絵本『スーホの白い馬』
のお話がありました。日本では、小学校の国語の教科書にも
掲載され半世紀以上にわたって親しまれている物語です。
絵本の作者・赤羽末吉が生前に撮影した内モンゴルの写真を
見ながら、子どもたちは物語や遊牧民の暮らしについて理解を
深めました。続いて、当館職員がモンゴルの弦楽器「馬頭琴」の
素材や形などを説明しました。
　絵の製作が始まると、まず本物の馬頭琴をよく観察してイメー
ジを膨らませていきました。そして、トレーシングペーパーに
絵具を塗ったオリジナルの色紙を切り貼りし、自由な発想で
彩り豊かな馬頭琴の絵を仕上げました。最後は、それぞれ
作った絵を手に持ち、マスクからこぼれんばかりの笑顔で
記念撮影ができました。

* フランス語では「クラヴサン」と呼びます。

　「ポルトレ」とは「肖像画」という意味で、音楽用語では、ヴェ
ルサイユ宮殿や貴婦人たちのサロンで生まれた「描写音楽」を
指します。自然の音や情景、また特定の人物を何気なく描写
した、18世紀フランス特有の優雅な音楽です。
　演奏には、1765年にF.E.ブランシェ2世によってパリで製作
されたチェンバロ*（当館所蔵）を使用しました。ブルボン王朝
御用達のチェンバロ製作家だったブランシェ家が手がけた
最後の、貴重なチェンバロです。
　演奏者の中野さんは、世界的に活躍するチェンバリストで、
当館での演奏会やCD制作にも長年携わっています。今回
は、バロック時代を代表するフランスの作曲家であるフラン
ソワ・クープラン（1668-1733）のポルトレをお送りしました。
1991年「ヴェルサイユ古楽フェスティバル」のクープラン
部門で「世界の9人のチェンバリスト」にも選出された中野
さんの演奏は、作曲家が思い描いた情景が目に浮かぶよう
でした。
　アンコールは浜松にちなんで、クープラン作曲『うなぎ』
を演奏しました。中野さんはユーモアに富む選曲と解説で客
席を笑いに包むと同時に、軽やかに動くうなぎの姿を見事に表
現してくださいました。チェンバロの華麗な装飾と、中野さん
の指先から生まれる多彩な音色と情感を、贅沢に楽しむコン
サートとなりました。

日　時：令和 2年 11 月 22 日（日）13：30 ～ 16：00
会　場：楽器博物館内　ワークショップエリア
講　師：安岡真理（静岡市美術館学芸員）
　　　　太田紗世（静岡市美術館学芸員）
参加者：小学生 1４人
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　当館では毎年、学芸員課程を履修する大学生を対象に
「学芸員実習」を実施しています。今年度はコロナウイルス
感染拡大の影響で参加人数や実習内容に変更が生じま
したが、現状に即して「コロナ禍で博物館ができること」を
考え、そのひとつとして動画を制作するプログラムを新たに
盛り込みました。短い準備期間の中で、個々に楽器博物館
や展示資料の魅力をとらえ、各々の切り口でその魅力を
伝える動画が完成しました。

日　時：令和 2年 8月 24 日（月）～ 29（土）
実習生人数：6人

　世界の金管楽器を展示する本展は、素材と形の多様性に注目
して21点の金管楽器を紹介しています。
　金管楽器とは、唇を振動させて音を出す管楽器のことを指し
ます。金属製が多いという理由で日本では「金管楽器」といい
ますが、木や角、土などあらゆる素材が使われます。日本では
戦国時代合戦の合図に使われたという法螺貝も、貝を素材と
した金管楽器です。
　素材が違えば、楽器の形もまた変わりました。クルクルと
巻いた角の自然な形を活かしたり、理想のデザインや用途に
合わせて金属を加工したりして作られた個性的な楽器が本展
で集結します。
　金管楽器は長い歴史を持ち、世界の様々な地域で使われて
きました。浜松でさかんな吹奏楽・ブラスバンドの金管楽器や、
浜松まつりに欠かせないラッパの仲間に会いに来ませんか。

会　期：令和 2年 12 月 12 日（土）
   ～令和 3年 3月 31 日（水）
会　場：楽器博物館 1 階展示室
料　金：常設展観覧料のみ

　本展では、期間中2度展示品の入替えを行い、計3点を展示
しました。第1弾では、プロイセン王国の”フリードリヒ大王”
が所有したとされる「クヴァンツ・フルート」を公開しました。
当時一般的だった「1キー・フルート」にはないキーが加わった、
クヴァンツ考案のフルートで、世界に現存するのは9本のみ
といわれます。続く第2弾は、1851年にロンドンで開かれた
第1回万国博覧会に出品されたタンブリッジウェア・バン
ジョーでした。イギリスのケント州にある街ロイヤル・タン
ブリッジ・ウェルズの寄席細工を全面に施した逸品で、当時
の工芸技術の質の高さもうかがうことができます。企画展を
締めくくる第3弾は、江戸から明治にかけて製作された5本
の地無し尺八でした。地無し尺八は「地（漆、砥の粉、石膏を水
と調合した塗料）」を管内に塗って整形する地塗り尺八と異
なり、竹の内部の自然な凹凸を残しています。 会　期：令和 2年 10 月 17 日（土）～ 12 月 20 日（日）

会　場：楽器博物館 1 階展示室

開催中！ミニ企画展「金管楽器の歴史～素材と形の多様性～」

秘蔵楽器を一挙紹介 ミニ企画展「コレクション名品展」(開催終了) 

学芸員実習 ～未来の博物館人を育てる～

じな

フランソワ・クープランのポルトレ ～ 18 世紀ヴェルサイユの肖像画～
第 201 回レクチャーコンサート

明治以降主流となった地塗り尺八では表現することのでき
ない、個体差のある音色や音程が特徴です。


