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第10回浜松国際ピアノコンクール開催記念
ガラ・コンサート出演者に聞く

お互いを磨き、高めあってきた
吹奏楽の歴史が見える

第20回記念アジア・太平洋吹奏楽大会
（APBDA）を見に行こう！

歴代の覇者たちによる
この日だけの“夢の饗宴”

と 　　　 をつなぐ 情報誌ヒト ブンカ

特集1 特集2
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INFO

ヤマハミュージックリテイリング浜松店
［コンサートにお出掛け、その前に…］

Vol.1 クラシック音楽につけられた「副題」
［INTRODUCTION NOTES ～音楽へのいざない～］

はじまりはいつも、
ヒトツの感動から。

7月にアジア・太平洋吹奏楽大会（APBDA）が開催される。

1994年に浜松で開催されて以来、久しぶりの開催である。
海外から参加する14団体は、どんな素晴らしい演奏を披露してくれる
のだろうと期待が膨らむ。
ホストである浜松からも多くの学生・一般団体が参加し、音楽の
都・浜松の力を見せてくれるに違いない。

若い世代にとって、自身の演奏以外にも大切なものがある。それは、
他国の音楽・人・習慣と交わることで、その経験を自分たちの音楽性
に取り込んでいくこと。貴重な経験は音楽を創るパーツとなり、より
深く輝く音を奏でられるようになるだろう。そして、アジアの音楽を
浜松がリードする未来へと、一歩一歩確実に近づいていく。

私たち浜松市文化振興財団は、これからも次世代の育成を進めて
まいります。
すべてのはじまりは、そう、ヒトツの感動から。
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［特集1］
第10回浜松国際ピアノコンクール開催記念
ガラコンサート出演者に聞く

HCF Event Schedule

オークラアクトシティホテル浜松
ホテルクラウンパレス浜松

第20回記念アジア・太平洋吹奏楽大会
（APBDA)を見に行こう！

［特集2］

藤いち
Bailey A

［こだわりの食とともにコンサートの余韻を楽しむ。］

浜松市浜北文化センター／クリエート浜松
アクトシティ浜松／浜松市天竜壬生ホール

［各館つれづれ便り］

こんにちは！クリエート浜松です。
［インフォメーション］

ようこそ浜松文芸館へ
［のんびり、ゆっくり、みゅーじあむvol.18 ～浜松文芸館～］

22 

静岡文化芸術大学
デザイン学部4年
筒井香奈(つつい かな)

作品名「霞 -Kasumi-」

今月の表紙

和室の空間づくりを目的に、グラフィックデザイ
ンの空間展開を行いました。開放感のある柔ら
かい空間づくりの為に、光が透ける仕切りを制
作。木や布・紙ではできない表現を求め、ストリ
ングアートや糸曼荼羅を参考にしました。
また、一日の労働の終わりや安息を象徴する“夕
焼け ”をモチーフに設定。普遍的に美しいと思
えるものを目指しています。
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浜松国際ピアノコンクール優勝後、
更なる研鑽を積み、世界の第一線で活躍する

バックス、ガヴリリュク、コブリン、ゴルラッチ、ラシュコフスキー、ガジェヴ。
第10回コンクールの開催を記念して、これまでの覇者6名による

ガラコンサートを9/16・17に開催。豪華な顔ぶれが再び浜松の地へ集結、
2日間だけのスペシャル凱旋コンサートです。
演奏は山下一史氏率いる東京交響楽団。

一人ひとりのコンクール当時の懐かしい写真とともに、大きく成長した
彼らの魅力にググッと迫ります。それぞれの個性をお楽しみください！

1991年に浜松市制80周年を記念してスタート。以来3年に１度開催している。楽器と音楽のまち浜松にふさわ
しいイベントとして成長、今や国際音楽コンクール世界連盟への加盟を認められ、世界からも注目されています。
最近では、作家恩田陸さんがこのコンクールをモチーフにした長編小説『蜜蜂と遠雷』で第156回直木三十五賞、
第14回本屋大賞をＷ受賞されたことでも話題になりました。
第10回目となる今回、どんなドラマが繰り広げられるのでしょうか。

◆コンクールパネル展
　4月上旬～ 11月末（区役所及び図書館等）
◆小さなピアニストコンサート
　7/29・8/5（プレ葉ウォーク浜北・イオンモール浜松市野）
◆コンクール写真展～第1-9回を振り返る（仮）～
　（アクトシティ浜松市民ロビー）
◆公式スイーツやオフィシャルグッズの販売
　（市内各所またはコンクール会場等）
◆コンクールの模様をライブ配信（期間中予定）
◆スクールコンサートやホームコンサート
　（コンサート主催者募集予定。予選敗退者に限る）
◆SNSやホームページでリアルな情報を配信。

オープニングコンサート
「アレクサンダー・ガジェヴ」 11/7水
出場者抽選会 11/8木
第1次予選 11/9金～11/13火
第2次予選 11/15木～11/17土
第3次予選 11/19月～11/20火
本選・表彰式 11/23金～11/24土
入賞者披露演奏会 11/25日

ガラ・コンサート
出演者に聞く

浜松国際ピアノコンクールって？

2018.11.8木-11.25日

Ilya
RASHKOVSKIY

Alexander
GADJIEV

Alexander
KOBRIN

Alexander
GAVRYLYUK

©Mika Bovan

Alexej
GORLATCH

©Monika LawrenzAlessio
BAX
©Lisa Marie Mazzucco

他にも予定されている関連イベント等はこちら

会場  アクトシティ浜松

第10回浜松国際ピアノコンクール開催記念

浜松国際ピアノコンクールの日程

ピアノコンクールの本番は11月。
詳細は次号でご紹介しますのでお楽しみに。

アレクサンダー・コブリン／ロシア

［コンクール本選のコンチェルト曲目］ラフマニノフ：パガニーニの主題による狂詩曲
ブラームス：ピアノ協奏曲 第2番［今回のコンチェルト曲目］

◆コンクール中、よく事務局に顔を出してくれました。運営に対して、コンテスタントの立場から助言をもらったことがあり
ます。話を聞くと、若い頃コンクール事務局のアルバイトをしていたそう。この時の体験は今も私たちのコンクール運営に
役立っていると思います。（S）

◆今では恒例となった優勝者披露演奏会で全員が手をつなぐカーテンコール。実は、兄貴肌のコブリンがみんなに声をかけて
現在の形になり、以来ずっと続いています。この時、最高位を分け合ったブレハッチは反対にとても恥ずかしそうでした。（S）

◆浜松を離れる前、浜松駅前の百貨店へ靴を買いに行き、ラーメンを一緒に食べた思い出があります。（Ｔ）

1.この15年間、人として、またミュージシャンとして、
誰もがそうであるように、年相応に成長してきたと
願ってやみません。

2.音楽にも教育にも最大限主義。どちらも長所と短所
になり得ます。

3.自分自身。

4.家族と過ごします。

5.20世紀の旧ソ連統制下の中で花開いた文化　

6.20か月の息子を私の頭から退けること。

7.浜松にいることを存分に楽しみ、コンクールという
ことを忘れてください。

■今回のコンチェルト「ブラームス：ピアノ協奏曲 第2番」
を選んだ理由
　この曲は、完璧な音楽と呼べる数少ないものの一つ
だと思います。ピアノとオーケストラが完璧に呼応
する中で、魂の純粋な言の葉が表現されています。

■浜松でのコンチェルトで楽しみにしていることは？
　浜松に限らず日本に行くことはいつも楽しみです。
友人も多くいますし日本が大好きなので。特に浜松の
皆さんの前で演奏するのは光栄です。

■今後の夢や目標は？
　人生最後の日まで演奏そしてコンサートをする
ことです。

コンクール
スタッフが語る
当時の思い出

1. 浜コン優勝（又は最高位）から〇年、自分が成長
したと思うところは？

2. 自分の長所と短所を１つずつ挙げて！
3. 生まれ変わったら何になりたい？
4. 休日は何をして過ごす？
5. 故郷（国）の自慢を１つ教えて！
6. 朝起きて、まず最初にすることは？
7. 第10回コンクールのコンテスタントに一言！

皆さんに
お聞きしまし

た！

Answer

Alexander KOBRIN第5回（2003）最高位 9/16㊐出演
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Alexander GADJIEV Alessio BAX

アレクサンダー・ガジェヴ
／イタリア・スロヴェニア

アレッシオ・バックス／イタリア

第9回（2015）第1位 第3回（1997）第1位

プロコフィエフ：ピアノ協奏曲 第3番
ラフマニノフ：ピアノ協奏曲 第3番

◆アクトシティ内の定食屋「アクト社員食堂」さんや「ごんまる」さんの常連客になっていて、よく見かけました。（Ｏ）
◆コンクール期間中、出場者の演奏を録音したCDの即売で、第1次予選の売り上げNo.1だったのが実はガジェヴ。
　最初から聴衆をひきつけていました。（Ｍ）
◆当時20歳とは思えない落ち着いた雰囲気でインタビューではいつも熱く語ってくれましたが、意気投合した仲間と一緒に

いる時には明るくふざけたりするやんちゃな一面も。（Ｏ）

◆優勝後、音楽関係のパーティで会ったとき、奥様が同じ浜松コンクールに出場したルシール・チョンだと聞いて驚きました。
出逢いを作ったコンクールのスタッフとしてとても嬉しかったです。その後、第14回の浜松国際ピアノアカデミーに講師
として来てくれたとき、当時のプログラムをプレゼントしたら、とても喜んでくれました。指導者としてのレッスンも素晴
らしく受講生からも好評でした。（Ｓ）

◆当時から、端正な顔立ちでまさに貴公子でした。（Ｋ）

1.以前よりも様々なプログラムをより自由に演奏する
ことができるようになったと思います。古典でも
現代曲でも短い時間で準備できるようになりました。
色彩感覚や表現の幅が広がり、音楽家として成長し
たと感じます。楽器でよりたくさんのことを語れ
るようになったと思います。

2.長所は、常に新たな発見を求め困難に挑むという、
内に秘めるエネルギーと魂です。短所はきっと方向
音痴かな…よく道に迷います。

3.今の人生が好きなので、おそらく同じ道を歩みます。
できれば「より良い」かたちで。もしくは科学者も
良いかもしれません。

4.たいていは音楽を聴いています。コンサートや展覧
会に行ったり、新しいレストランを試したり。何も
しないで天井をみつめて過ごすのも好きですね。

5.社会的・経済的に困難な状況にあっても、革新や文化、
「美」などの価値を見出せる人々の強さと意志の力
を誇りに思います。

6.思考すること。シャワーを浴びること。

7.出場者の皆さん、激務が待っています。しかし、素晴
らしい運営とスタッフのおかげで、とても楽になる
でしょう。オープンで寛大なコンクールですから、
恐れずあなたの心の奥底までを見せてください。

1.以前と全く異なる音楽家になったような気もするし、
何も変わっていない気もします。コンクール以後、
どんな時も一生懸命乗り越えてきた結果が、全て今
の音楽活動に集約されています。演奏の経験値は高
まり、レパートリーが拡がったことはもちろんです
が、最大の変化は、素晴らしい音楽家との共演を通
して多くの事を学んだことです。

2.長所は、常に正直でとりわけ人間関係を大切にして
いるところです。几帳面な性格ですが、時にはあま
り興味が湧かないことに対してずるずると長引か
せてしまうことが短所でしょうか。

3.再び音楽家になりたいです。別の楽器がいいかもし
れませんね。料理や写真も好きですが、プロでやろ
うとは思いません。

4. 久しぶりに家にいるときは、ピアニストの妻ル
シール・チョンと4歳の娘ミラと過ごします。また、
ニューヨークの自宅に友人を招き、料理をふるまう
のも好きです。

5.歴史、伝統、そして全ての「美」への尊重。イタリア
人は総じて大変ポジティブで人を歓迎する国民で
す。

6.家では娘と妻の朝食作り。外では最高のエスプレッ
ソ探し。それからメールやSNSのチェックをします。

7.このイベントを存分に楽しんでください。自分の
内面を見つめ、観客の一人一人と心ゆくまで分かち
合ってください。この経験は、人生で大切なものと
して育まれていきます。コンクールであることは忘
れ、音楽への愛が勝利しますように。

■今回のコンチェルト「ラフマニノフ：ピアノ協奏曲
第３番」を選んだ理由
　常に大好きな曲ですし、オーケストラと協演したい
曲目のトップリストに入っているので選びました。私の
キャリアが始まったこの浜松でこの曲を初めて披露す
るというのは最高のアイデアだと思いました。この曲を
浜松に戻って演奏することにとても興奮しています。

■浜松でのコンチェルトで楽しみにしていることは？
　ご存知のとおり、私は浜コンで聴衆賞もいただきま
した。応援してくれた浜松のお客様のために演奏する
ことは喜びです。演奏を通じて、さまざまな感情や特別
な経験を皆さんにご提供できればと思います。

■今後の夢や目標は？
　たくさんあります！国際的な知名度を上げて、一流
のオケや指揮者、多くの音楽家や室内楽奏者と協演
したいです。それから、新しい聴衆を魅了したいし、
より自由な形でコンサートを行うことで、演奏者と
観客の距離を縮めたい。我々のゴールは聴衆をもっ
と巻き込むことだと思います。観客が寝ていたり、携
帯を見ていたりするのは観客のせいだけではありませ
ん。私たち音楽家がコンサートを唯一無二で楽しいも
のにしないといけません。即興演奏や自由な創造の瞬
間を紹介することも、聴衆の興味を引く助けになるか
もしれません。将来は友人たちと新しい学校を作りた
いです。重要なのは、より自然に音にアプローチする
新たな音楽制作の方法を作り出すため、精神的なアプ
ローチを若い世代へ伝えることです。私は未来のこと
を思うと、自信とエネルギーでいっぱいです。

■今回のコンチェルト「チャイコフスキー：ピアノ協奏曲
第1番」を選んだ理由
　多くの協奏曲の中で一曲を選ぶことはとても大変
でした。この曲は、多くのピアニストが若い頃に学び、
よくコンクールの課題曲にも取り上げられます。コン
クールに出場していた頃、私はチャイコフスキーの音
楽、交響曲、バレエ、ロシア文学など、多くの事を知り
ました。若く未熟な時期に身に着けたコンセプトや習
慣が邪魔をして、なかなかそこから抜け出すことがで
きない作品なのですが、今回、自分の成長と習得した
知識をもちながらも、初心に戻って再挑戦したいと思
いました。今回の試みは特に若いミュージシャンと分
かち合いたい非常に魅力的なものだと思います。

■浜松でのコンチェルトで楽しみにしていることは？
　日本、とりわけ浜松が大好きです。1997年のコンクー
ル以前から毎年１～２回は日本に来ていますが本当に
居心地がいい場所です。ここ2 ～ 3年、アクトシティに
はお邪魔していませんが、浜松は程よい大きさの街で、
食べ物や人々も素晴らしい。そして、何と言っても「妻
と出会った街」ですから特別な思い入れがあります。

■今後の夢や目標は？
　私の夢はずっと、好きなことをしながら、その高み
を目指すという単純なもの。この過程で、もっと満足
できるよう様々な面をプラスしていくのです。最初に
室内楽を、そして今はトスカーナの素晴らしいフェス
ティバルの芸術監督を満喫していますが、成長するた
めに何をすべきかは、時が解決してくれます。しかし、
最終目的は自分自身が常に進歩し、新たな挑戦を見出
していくことです。

コンクール
スタッフが語る
当時の思い出

コンクール
スタッフが語る
当時の思い出

Answer Answer

［コンクール本選のコンチェルト曲目］［コンクール本選のコンチェルト曲目］ ブラームス：ピアノ協奏曲 第1番
チャイコフスキー：ピアノ協奏曲 第1番［今回のコンチェルト曲目］［今回のコンチェルト曲目］

9/16㊐出演9/16㊐出演
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アレクセイ・ゴルラッチ／ウクライナ イリヤ・ラシュコフスキー／ロシア

◆とにかく素直な好青年という印象。優勝者ツアーでは浜松交響楽団とコンチェルト演奏をした時も、意見をきいて
　丁寧に音楽を作り上げていたのが印象的でした。（Ｓ）
◆第11回浜松国際ピアノアカデミーを受講後、コンクールに挑戦して見事優勝を獲得したゴルラッチ。
　いつもお母様が同行されていて温かく見守っていたことを思い出します。（Ｔ）

◆1次予選の曲目を間違えて申請したことに演奏2日前に気づき、慌てて浜松で楽譜を購入、本番に臨んだのはもはや有名な
話？！審査員やお客さんも何故この曲を？と思っていたそう。（Ｔ）

◆とにかく散歩が大好きで、コンクール中も早朝からアクトシティの周りを歩いているのを見かけました。（Ｔ）
◆なんと奥様は日本人！奥様の手作り餃子が好物なのだそうで、浜松に来た時はお店に食べに行ったこともあるそうです。（Ｓ）

1.浜コンでの優勝は、私
がピアニストとして
国際舞台に出ていく
きっかけとなり、日本
を愛し虜になった重
要な出来事でした。自
分が特に重きを置い
てきたのは、とりわけ
音楽の素晴らしさを
人と分かち合うとい
う取り組みです。

2.音楽に情熱を捧げているので、何か面白いことを
ひらめくと、その全てを解明しないと気が済まない
ことです。

3.今の人生以外考えられません。

4.家では家族や友人と過ごすこと、またツアー中は、
新しい場所、文化、そして美味しいものを見つける
のが好きです。

5.ドイツは多くの素晴らしいオーケストラやオペラ
ハウス、またコンサート・シリーズの本場。文化遺
産にも恵まれ、音楽を学ぶには世界でベストな国の
一つです。また平和や誠実を重視することが、高く
評価されている国です。

6.特にありません。

7.コンクールでの成功を祈ります！浜松コンクール
は、自分が表現したい演奏に取り組むチャンスです。

1.常に自己に厳しく、進歩を模索しながら周囲のアド
バイスに耳を傾けてきました。ベートーヴェンの
ピアノソナタやバッハのゴルトベルク変奏曲のよ
うな難しい曲にも挑戦し、レパートリーが随分広が
りました。

2.長所は何と言っても精神力の強さですが、逆に体が
それについていけないので、何とか克服しようと頑
張っています。

3.やはり今のように音楽に情熱を捧げる人生だと思
います。だからといって音楽家の仕事だけとは限り
ませんが。

4.音楽をやっていると毎日が休日のように感じます。
私にとっては平日・休日の区別はありません。

5.ロシアの偉大な作家、作曲家、芸術家たちが人類に
残してくれた文化遺産。

6.その日によって違います。

7.音楽に情熱を燃やし、音楽への愛を観客と分かち
合ってください。結果が思わしくなくてもがっかり
せず、またその逆であっても鼻にかけないことです。

　浜松は、音楽をやるのに世界でベストな街の一つで
あることを忘れないでください。

■今回のコンチェルト「ベートーヴェン：ピアノ協奏
曲 第5番」を選んだ理由
　最初にベートーヴェンの「皇帝」を演奏したのは、コ
ンクール優勝者ツアー中に浜松で初めて開催したコン
サートで、松岡究氏指揮による浜松交響楽団との協演
でした。今や素晴らしい思い出です！このツアーでは、
トーマス・ネトピル指揮でNHK交響楽団や、モーシェ・
アツモン指揮による名古屋フィルハーモニー交響楽団
など、世界有数のオーケストラと「皇帝」を協演でき、
忘れることのできない経験をさせて頂きました。

■浜松でのコンチェルトで楽しみにしていることは？
　素晴らしい音響設備を誇るアクトシティ大ホール
での演奏や、たくさんの友人たちに再会すること、そし
て海に行くことを楽しみにしています。

■コンチェルトを弾く時、最も重要なことは何だと思
いますか？
　私は、ステージでは音楽を自由に展開させ、その自然
な流れに従うことが重要だと思っており、それには
全てのオーケストラメンバーや、勿論指揮者との共感
が必要となります。互いにこの共感を察知できれば、
コンチェルト演奏は格別なものとなります。

■今回のコンチェルト「ブラームス：ピアノ協奏曲 第1番」
を選んだ理由
　ブラームスの音楽は自分の精神世界と重なります。
今回の選曲を問われた際、ブラームスの第 1番と 2番
で迷いましたが、結果的に 1番を選択したのは、以前
この曲を演奏した時、とてつもない喜びが沸いてきた
のを今でも覚えているからです。この曲は交響的協奏
曲であり、オーケストラパートの力強さにすっかり魅了
されています。

■浜松でのコンチェルトで楽しみにしていることは？
　私がピアニストとして活動を展開していく上で、
大きなきっかけとなった浜松でのコンサートですので、
感謝の念を込めながら、気合を入れて演奏します。
素晴らしい音楽家たちとの共演も非常に楽しみです。

■今後の夢や目標は？
　音楽と共にある穏やかな生活です。

Alexej GORLATCH Ilya RASHKOVSKIY第6回（2006）第1位 第8回（2012）第1位

コンクール
スタッフが語る
当時の思い出

コンクール
スタッフが語る
当時の思い出

Answer Answer

［コンクール本選のコンチェルト曲目］［コンクール本選のコンチェルト曲目］ プロコフィエフ：協奏曲 第3番ベートーヴェン：ピアノ協奏曲 第3番
ブラームス：ピアノ協奏曲 第1番ベートーヴェン：ピアノ協奏曲 第5番 ［今回のコンチェルト曲目］［今回のコンチェルト曲目］

9/17㊊㊗出演9/17㊊㊗出演

08 09



　6人の個性をお楽しみいただけましたか？同じコンクールの覇者たちがこのような形で一堂に会し、
コンチェルトで共演するのは極めて稀なこと。指揮者は山下一史氏、オーケストラは本選でも
お馴染みの東京交響楽団です。あの時のコンクール本選の感動が甦る瞬間、ぜひお立会いください。

2公演セット券 全席指定（税込） Ｓ席13,000円  Ａ席11,000円
単　券 全席指定（税込） Ｓ席8,000円　 Ａ席6,500円　 Ｂ席5,000円
 学生Ｂ席(24歳以下)2,500円

市内には餃子を食べられるお店や市民が
愛する持ち帰り餃子のお店が多数。
ガラコンサート、ピアノコンクール
鑑賞の合間に浜松餃子めぐり
はいかが？

2018.9.16㊐・17㊊㊗　アクトシティ浜松 大ホール
13：15開場　14：00開演（両日とも）

コンクールと一緒に～浜松名物や見ど
ころ

［ 第10回浜松国際ピアノコンクール開催記念 ］
ガラ・コンサート「覇者たちによるコンチェルトの饗宴」

公 演 情 報

浜松国際ピアノコンクール事務局 TEL.053-451-1148　http://www.hipic.jp/

チケット好評発売中！

浜松と言えば、
絶対食べたい！浜松餃子

明治33年にウナギの養殖池が創設され
たことから始まったといわれる浜松の
うなぎ。温暖な気候とミネラル豊富な地下
水が成育条件に適し、産地として有名に。

浜松市楽器博物館や浜松城は
アクトシティから徒歩圏内。少し
足を延ばせばフラワーパークや
航空自衛隊浜松広報館エアー
パーク、うなぎパイファクトリー、
スズキ歴史館など見どころいっ
ぱいです。

浜松と言えば、
本場の「うなぎ」

(参考：まっぷる静岡‘16)

他にも

第1回［1991年］ 第2回［1994年］ 第3回［1997年］ 第4回［2000年］ 第5回［2003年］

第6回［2006年］ 第7回［2009年］ 第8回［2012年］ 第9回［2015年］ 第10回［2018年］

乞うご期待！

アレクサンダー・ガヴリリュク
／ウクライナ

◆全出場者のうち、1番に浜松に来たのがガヴリリュク。しかも演奏順は予選、本選を通して1番最後の大トリでした。（Ｉ）
◆当時 16歳のガヴリリュクは、本当に控えめでかわいらしい印象。予選の途中、「髪を切りに行きたい」と事務局に来たのを

覚えています。長いコンクール期間を勝ち進むうちに気になったのでしょうね。（Ｋ）
◆本選は、6人中彼を含む3人が「パガニーニの主題による狂詩曲」で、とても華やかな本選でした。第5回にオープニングコ

ンサートとして凱旋した時は、満席の大ホールで圧巻でしたね。（K)

1.当時は、音楽の存在を深く考えていませんでしたが、
現在は、社会における音楽の存在や自身の創造・
ひらめきの源泉や目的を再発見し始めました。音楽
は、我々の奥深くにある共通した部分と繋がってい
ます。私は、果てしなく純粋な芸術的「真理」の道を
歩むため、自由や情熱を見出せることを幸運に思い
ます。当然このような発展は、個人の成長と切って
も切り離せないものです。

2.長所は、自分を高めるためのモチベーションを絶
やさないこと。短所は、ワーク・ライフ・バランス
を保つため、「NO」と言えないことがよくあること。

3.コンサート・ピアニストか瞑想のエキスパート。

4.妻と娘 2人と共に過ごします。妻とは、一緒に外出
したり、スポーツや散歩を楽しみ、娘たちとはサイ
クリングや読書をしたり、一緒に遊んだりします。

5.子供時代から複数の国で暮らしてきたので一つの
国には絞れません。ロシア音楽や文学、オーストラ
リアの自由と自然、ドイツの作曲家や哲学者が誇り
です。

6.家にいれば、妻をハグし、一人の時は新聞を読み
ます。

7.まさに「ピアノの街」に相応しい浜松で素晴らしい
経験が得られますように！コンクールでは、感動
的で高揚感溢れる経験ができるよう願っています。
音楽があなたの背中を押してくれます！

■今回のコンチェルト
「ラフマニノフ：ピアノ
協奏曲 第2番」を選んだ
理由
　「表現と演奏技巧」の
限界を広げる不朽の作
品です。ラフマニノフ
が、心身喪失で創作不
能状態に陥った後に作
曲したこの曲は、「根深
い世紀末的な絶望が信念によって覆され、かつ無条
件の愛と純粋な歓喜」という特別なメッセージが解
き放たれています。

■浜松でのコンチェルトで楽しみにしていることは？
　過去に浜松を訪れた時の記憶をたどり、その記憶
に繋がる自分自身の感覚を楽しみたいです。また、観客
と特別な瞬間を分かち合うこともとても楽しみにして
います。

■コンチェルトを弾く時、最も重要なことは何だと
思いますか？
　芸術的「真理」へと導いてくれる音楽全体の流れを
作るために、指揮者やオーケストラメンバーたちと
の「共通の言葉」を見つけ、彼らと「つながる」ことです。

Alexander GAVRYLYUK第4回（2000）第1位

コンクール
スタッフが語る
当時の思い出

Answer

ラフマニノフ：パガニーニの主題による狂詩曲
ラフマニノフ：ピアノ協奏曲 第2番

［コンクール本選のコンチェルト曲目］

［今回のコンチェルト曲目］
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2018
7.19-22APBDA

を見に行こう！

期　間

日　付 場　所 公演時間 タイトル 出演／内容

1.浜北文化センター
2.浜松市立高校講堂
3.三ケ日文化ホール
4.雄踏文化センター

中ホール

ギャラリーモール
ソラモ

大ホール

コングレスセンター
４１会議室

大ホール

大ホール

18：00-19：30

17：00-19：30

13：00-17：20

9：30-12：00

10：00-16：45

17：15-18：55

17：30-19：30

7/19木

7/20金

7/21土

7/22日

フィルハーモニックウインズ浜松

海外6団体 ABDEHM

各会場ごと海外団体と市内中・高校生バンド
1.CJ  2.L  3.K  4.FN

海外６団体 BHIJKN
浜松聖星高等学校吹奏楽部、ヤマハ吹奏楽団

葉樹涵（台湾）、秋山紀夫、伊藤康英（浜松ゆかりの芸術家）ほか

海外7団体 ACDEFLM、浜松市小学校合同吹奏楽団、
開成中学校吹奏楽部、浜松商業高等学校吹奏楽部、尚美ウィンドオーケストラ

プロムナードコンサート
（入場自由・荒天開催中止）

サテライトコンサート1～ 4
（入場無料・要整理券）

クロージングコンサート※

シンポジウム～「アジア・オセアニア圏
の吹奏楽の現在と未来」さらなる
発展を願って～（要整理券）

浜松市内で活躍するプロの吹奏楽団による歓迎コンサート

海外出場バンドが駅前のオープンスペース「ソラモ」で行う屋外コンサート

市内各地域の中・高校生バンドとの交流コンサート

各国を代表する青少年吹奏楽団による個性あふれる演奏。
浜松を代表する2団体も出演。

APBDA名誉理事長による基調講演、APBDA組織の現状と
問題点、パネルディスカッションなど。

各国を代表する青少年吹奏楽団による個性あふれる演奏。
浜松を代表する3団体と国内有数の学生バンドも出演。

次の開催地台南市（台湾）へ引き継ぐクロージングセレモニーとコンサート
台南市吹奏楽団、浜松市ユース選抜吹奏楽団

ユネスコから認定を受けた世界吹奏楽会議（World Association 
for Symphonic Bands and Ensemble）に加盟するアジア・オセアニ
ア9か国3地域が、吹奏楽レベルの向上と、指導者・愛好家の交流などを目的と
して隔年で集まるイベントです。この7月浜松で開催する第20回大会。
各国を代表するブラスバンドの響きにご期待ください。

第20回記念アジア・太平洋吹奏楽大会

■大会スケジュール

オープニングコンサート

メインコンサート１日目

メインコンサート２日目

　 有料公演は全席自由：一般1,000円、高校生以下500円。有料公演は未就学児入場不可。  ※クロージングコンサートは要整理券またはメインコンサート2日目半券が必要。

■APBDA発足のきっかけ

　日本で吹奏楽が盛んになったのは戦後。昭和

40年代、当時の日本はブラスバンド（金管合奏）と

言って木管楽器が少なく金管中心でした。その時

すでに成熟していたアメリカのバンド指導者に学び、

「まず楽器の編成から変えること」「日本人の作品

も演奏するように」とアドバイスされたのです。当時

からあった「全日本吹奏楽連盟」では、技術や編成

の理論的な面までは手がまわらなかったため、まず

指導者の意識から変えようと「日本吹奏楽指導者

協会」を立ち上げました。アメリカへ視察に行き、指

導者が様々なこと吸収して広めたことが、現在の吹

奏楽界の隆盛につながったのです。

■日本を筆頭にアジア各国へ

　当時は、各国ともまだ戦争などから立ち直って

いく途上。香港やマカオは欧米の

支配下にあったし、シンガポー

ルはやっと独立しかけた頃。

アジアは貧しくて吹

奏楽の活動が出来

ない地域もあっ

たのですが、日

本はアメリカ人

の指揮者・指導者 を招き、いち早

く勉強をしたので作曲や技術的なことを早く取り入

れることができました。韓国は軍事教練にバンドが

必要だったという理由もあって日本に次いで吹奏楽

が広まった国です。その後もアジア諸国で日本の現

状を伝え、韓国や台湾、シンガポール、フィリピンで

も指導者協会が作られていきました。

■出場団体の特色

　アジアのバンドは、日本の呼びかけに答えてここ

2-30年でだんだんと盛り上がってきました。市民

バンドが盛んなのは、香港や台湾です。特に台湾

は、日本に次いでアジアで２番目にバンドが多

い。小学校から大学まで組織的に活動してコンクー

ルもやっています。韓国は長い歴史があるけれど、

受験勉強が盛んになる中学、高校になると部活動

ができなくなり、バンドが減ってしまいます。中国は

数は多いですが、地方ごとバラバラに活動していて

全国的な把握ができていません。また、軍楽隊出身

の方が指導者なので、どちらかというと硬く勇まし

2018年3月15日取材　文・写真：浜松市文化振興財団

APBDAの成り立ちと今回の見どころについて
名誉会長の秋山紀夫さんに聞きました。
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い演奏スタイル。他にもコンクールがまだで

きない、1年おきに開催する国も。影響を受

ける国がアメリカかイギリスかによっ

ても演奏スタイルが違うなど、それ

ぞれに特徴があります。

■ 吹 奏 楽 を 盛 ん

にするために

　 昭 和 50-60年 代

に子供たちに教育とし

て吹奏楽を広めた日本は、その子たちが大人になっ

た現在では「市民バンド」がすごく盛んな国になり

ました。教育の中に取り入れたことによって広が

り、定着していったわけです。アジアの国々には今

も吹奏楽に対する温度差がありますが、それは教育

の中に浸透しているかどうかで違っているので

はないでしょうか。

■今回のシンポジウムについて

　まず第 1部で、日本でやってきたこと、あなたの

国もこうやれば盛んになりますよ、とお伝えします。

第 2部では情報の少ないマレーシアと、タイの現状

について話していただきます。そして第 3部では、

「さらなる発展のために」というテーマで司会に

台湾の教育者 葉
イェイ・シュウハン

樹涵さんを、パネリストに作曲家の

伊藤康英さんらを交えて提言します。

■バンドごとの違いを楽しんで

　出演団体のほとんどが初来日。国ごとに特徴が

あるので面白味を感じてもらえるはず。選曲も国に

よって違うし、民族性もあります。同じ曲でも指導

者によって日本に近い曲調だったり行進曲風だった

り。オーストラリアはアジアとはまた違うおおらか

な演奏が聴けるでしょう。最近話題になっていま

すが、クラブ活動は今後週休 2日になると言われ

ています。ストイックに技術を鍛え、競うのではな

く楽しんで音楽をやる時代が来ているかもしれま

せんね。ぜひ会場に足を運んでみてください。

秋山紀夫 あきやまとしお

浜松市音楽文化名誉顧問。武蔵野音楽大学卒業後、東京藝術大学、米イーストマン音楽大学留学。
（公社）日本吹奏楽指導者協会名誉会長、APBDA(アジア・パシフィック吹奏楽指導者協会)名誉
会長、WASBE（世界吹奏楽協会）名誉会員、アメリカン・バンドマスターズ・アソシエー
ション名誉会員、（社）全日本吹奏楽連盟名誉会員、ソニー吹奏楽団名誉指揮者を務め
る傍ら、アマチュアバンドの客演指揮者、クリニック講師として後進の育成にあたる。
2014年5月、旭日双光章を叙勲。

今回は、日本からも小・中・高・大学、一般と
年齢も様々なバンドが出場し、海外のバンド
と交流を深めます。
メインコンサートではアジア各国・地域の
仲間たちとともに、国内有数のバンドが磨き
抜かれたブラスサウンドを披露します。浜松
で 30年余り続く駅前の「プロムナードコン
サート」や、市内各市域で行う「サテライトコ
ンサート」は無料で楽しめます（一部は要整理
券）。秋山先生と各国のバンド指導者による
シンポジウムも貴重なお話が聞けそうですね。

P R O F I L E

高雄市民吹奏楽団（台
湾）

SMUシンフォニア（シンガ
ポー
ル）

ポ
ート・マッコーリー・コンサート・バンド(オ

ース
トラ
リア

)

マ
サ

ン・シンウォル小学校吹奏
楽団
(韓

国
)

前回開催地の中国・北京から引き継いだバトン。ＡＰＢＤＡ第20回大会の開催地、日本の開催地とし
て選ばれた浜松市。吹奏楽の盛んな音楽文化都市らしく盛り上げたいですね。
各国から集まるアジア・オセアニア地域の仲間たちの演奏を応援に出掛けましょう。
（次回は2020年台南市大会）

海外参加団体（14団体）

国内参加団体

出演団体

❶フィルハーモニックウインズ浜松
❷ヤマハ吹奏楽団
❸尚美ウインドオーケストラ
❹浜松市ユース選抜吹奏楽団
❺浜松商業高等学校吹奏楽部
❻浜松聖星高等学校吹奏楽部
❼浜松市立開成中学校吹奏楽部
❽浜松市小学校合同吹奏楽団

次回開催地

Aポート・マッコーリー・コンサート・バンド／オーストラリア
Bエアー・ノート金管アンサンブル／中国
C広州リトル・エンジェル吹奏楽団／中国
D深圳南山第二実験学校天堂鳥吹奏楽団／中国
Eマサン・シンウォル小学校吹奏楽団／韓国
FSMUシンフォニア／シンガポール
G台南市吹奏楽団／台湾
H高雄市民吹奏楽団／台湾
I台北教育大学吹奏楽団／台湾
J台南市大橋中学校吹奏楽団／台湾
K香港フェスティバル・ユース吹奏楽団／香港
L香港ユース吹奏楽団／香港
Mマカオ・ユース吹奏楽団／マカオ
Nマカオ培正中学校吹奏楽団／マカオ

広
州リトル・エンジェル吹奏楽団（

中国
）

スケジュールに関するお問合せは文化事業課 TEL.053-451-1151

※その他、サテライトコンサートには、
　浜松市内中学校・高等学校が多数参加します。

※出演団体は変更することがあります。
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古典講座

催します。受講者はどちらかというと年齢の高い

方が多いのですが、その学ぶ姿勢や意欲たるもの、

熱心で感心するばかりです。受講者や来館者の

方々と言葉を交わしていると、これからの人生を

如何に生きるべきか、私たちは教えられるようで

す。幾つになっても学ぶことができる生涯学習の

場の一つとして浜松文芸館がある…これは浜松

文芸館の大事な使命の一つでもあると考えます。

　また、浜松文芸館は、「浜松市民文芸」誌の編集

に携わっています。投稿者数も年々増え、3月に

発行された第63集は、延べ640人に上りました。

更に今年は2人の高校生が市民文芸賞を受賞した

ことも明るい話題になりました。これからも、市民

の皆様の創作活動の発表の場としてこの浜松市民

文芸が活用されていくよう、市民文芸の充実化を

図っていきたいと思います。

　「浜松文芸館ってどんなところ？」なんとなく

イメージしていただけたでしょうか。皆様のその

目で確かめてみてください。

　浜松文芸館は、市民の皆様にとって身近な施設

でありたい、市民の皆様のニーズに応える施設で

ありたいと思っています。

皆様のご来館を心からお

待ちしています。

　「浜松文芸館ってどういう

ところ？」「浜松文芸館って

どこにあるの？」

こんな声をよく耳にしま

す。ここ浜松文芸館は、市民

の皆様が文芸・文学に触れ

親しむ所です。平成27年度、

浜松市中区早馬町クリエート浜松の5階に移転新

設され、今年、創立30年を迎えました。ちなみに

初代名誉館長を務めたのは木下恵介監督です。

　展示室では、収蔵展として、浜松文芸十人の

先駆者（松
まつ

島
しま

十
じっこ

湖・加
か

藤
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雪
せっちょう

膓・柳
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）の直筆原稿や作品、愛

用品などを展示したり、企画展として地域の歴史

や文化を紹介したりしています。折しも一昨年、

昨年とNHK大河ドラマ「おんな城主直虎」の放映

にあわせて、3つの企画展、「レディサムライ直虎」

「井伊家と遠州の城砦」「版画と小説でつづる井伊

直虎物語」を開催しました。子供から大人まで多

くの方に楽しんで観覧していただくことができ

ました。入館料は無料です。浜松文芸館の展示室

で、『先人の感性に触れ、今日の浜松を見つめ、明

日の浜松を語る』そんなひと時をお過ごしくださ

い。クリエート浜松にお越しの際には、ぜひ5階

まで足を運んでください。

　さて、若い年齢層の方にも、浜松文芸館に足を運

んでもらうことは、浜松文芸館の大きな課題です。

そこで、静岡大学

「地域創造学環」の

学生さんに若者向

けのチラシを作っ

てもらいました。

キャッチコピーは

『ある日息子が俳

人になって帰って

きた』という俳句

を切り口にしたチラシです。実は、浜松は俳句の

街ともいえます。市内のあちこちに句碑があるの

を皆さんはご存じでしょうか。例えば、八幡宮に

はこんな句碑があります。「はままつは出世城な

り初
はつがつお

松魚」。松島十湖の句です。政治家であり報

徳の人でもあった十湖翁は、心の糧として俳句を

たしなみ、たくさんの俳句を詠みました。その他

にも、歌碑や詩碑などが建立され、文芸人の偉業

を今に伝えています。もし、どこかで目にしたら

ちょっと立ち止まって見てください。浜松の文芸

の光と風が、きっとあなたを包んでくれることで

しょう。　

　市民の皆様には、鑑賞していただくだけでなく、

浜松文芸館で開催される特色ある講座を通じて、

文学や文芸に触れていただいています。平成30

年度は、「文学講座」「文章教室」をはじめ19の講

座を開設しました。夏休みには、小学生向けに「絵

本づくり」「朗読教室」「読書感想文対策」講座を開

浜松文芸館

［開館時間］	 9：00~17：00
［休館日］	 年末年始（12月29日から翌年の1月3日）
［観覧料］	 入館無料
TEL/FAX.053-453-3933
http://www.hcf.or.jp/facilities/bungei.html

ようこそ浜松文芸館へ
浜松文芸館 館長 下石精子
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オークラアクトシティホテル浜松 ホテルクラウンパレス浜松

　毎年の夏のお楽しみ、中国料理 桃花林の「冷しそば」が今年も登場します。
桃花林の冷しそばは、ほうれん草とクロレラを練り込んだ爽やかな見た目の翡翠麺に、ほどよい酸味の
スープが合い、食欲の湧きづらい夏にぴったりです。
　気分に合わせて4種類から選べる冷しそばですが、調理長 鄭のおすすめは「棒々鶏のせ冷しそば」で
す。桃花林で提供している定番メニュー “棒々鶏”と冷しそばが一度に味わえる贅沢な一皿です。こだわ
りの胡麻だれに美味しさの秘訣があります。厳選した胡麻をなめらかになるまですりつぶし、そこへ熱々
の油をかけてペースト状にします。こうしてできる芝

チーマージャン

麻醤をベースに、ホテル開業以来変わらないレシピ
で仕上げる胡麻だれ。胡麻の豊かな風味とまろやかな口あたりのたれが、しっとりと仕上げた蒸し鶏と絡
みます。小さくほぐしながら、よく冷えた翡翠麺、そして酸味のあるスープと一緒にさっぱりとお召し上
がりください。
　桃花林ではこの他にも、「五目入り冷しそば」2,000円、「彩り野菜入り冷しそば」1,800円、「海の幸入り
冷しそば」2,800円もご用意しております。お気に入りの
冷しそばで暑い夏を爽やかにお過ごしください。

　JR浜松駅前のホテルクラウンパレス浜松から2階日本料理四季の一角に鉄
板焼きコーナーが3周年を迎えました。落ち着いた雰囲気のある7席のカウン
ターで味わうステーキは絶品で、知る人ぞ知る隠れ家スポットとして愛されて
おります。黒毛和牛サーロインまたはフィレが、ランチのコースで5,000円～、
ディナーは10,000円～お召し上がり頂くことができます。
2か月毎にテーマが変わる期間限定メニューのシェフズターブルも一皿一皿、
ソースや盛付にこだわった他のお店では味わうことが出来ないこだわりの
コースです。
人気があり席数が限られますので、ご来店の際は必ずご予約をお願い致します。 
    

棒々鶏のせ冷しそば　お一人様 1,800円（税金･サービス料含む）

Okura Act City Hotel Hamamatsu Hotel Crown Palais Hamamatsu

ホテルクラウンパレス浜松 2階
日本料理  四季
鉄板焼きコーナー

日本料理  四季　鉄板焼きコーナー
浜松市中区板屋町 110-17 ホテルクラウンパレス浜松14階 　TEL.053-452-4651

［営業時間］ ランチ／ 11:30 ～ 14:30 (ラストオーダー 14:00)   
 ディナー ／ 17:30 ～ 21:30 (ラストオーダー 20:30)   

［定休日］ 毎週月曜日 ※祝祭日は営業致します。   鄭晃調理長

中国料理「桃花林」
浜松市中区板屋町 111-2 オークラアクトシティホテル浜松 2階

［営業時間］ ランチ11:30 ～ 14:00（土日祝～ 14:30）
 ディナー 17:30 ～ 21:00

［ご予約・お問い合わせ］ 予約センター 053-458-1233（9:00 ～ 20:00）
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コンサートにお出掛け、
その前に…

店員さんに聞きました！
おすすめCDのご紹介

～音楽へのいざない～

　クラシック音楽の曲名は、「交響曲（シンフォニー）」「協奏曲（コンチェルト）」など、同じ名前

のものが多く、すぐに違いがわからないと思ったことがある方も多いのではないでしょうか。

実はそれらは“曲名”と言うよりは“形式”の名前で、ある一定のルールに則って作曲がされている

という意味があります。

　そんな中でも、いくつかのクラシック音楽には「副題」のようなものが付けられています。

有名なのはベートーヴェン作曲の交響曲第5番「運命」や第9番「合唱付き」、チャイコフスキー

作曲の交響曲第4番「悲愴」など。「副題」があることで有名なメロディーやどんな曲かを思い

浮かべることができます。

　しかし、このような「副題」は必ずしも作曲家の意図に

よって付けられたものではないことをご存知でしょうか？

特徴的なフレーズや作品にまつわるエピソードから演奏家や

評論家が付けたものが定着し広まったものや、コンサートの

チケット販売促進のため聴衆に覚えてもらいやすいような

名前を付けたもの。 さらに楽譜が出版された場所

が副題になっているものもあります。 一方で、これら

は純粋な作品の音楽的な解釈においては問題が

あるという意見もあります。

　とはいえ、クラシック音楽の楽しみ方として「副題」

や曲名から入るのも一つの方法かもしれません。

梅雨の時期には“雨”をキーワードにしたり、“動物

の名前”が付いているものを探してみたり。 生涯で

100以上も交響曲を作曲したハイドンの作品には、

「校長先生」「うっかり者」などの面白い副題が

付いているものもあります。

　クラシック音楽鑑賞の際には、「副題」を思い

浮かべながら聴いてみてはいかがでしょうか。

・ブラームス ／ ヴァイオリンソナタ第1番 ト長調
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 「雨の歌」
・ショパン ／ 『24の前奏曲』作品28より 第15番 
　　　　　　　　　　　　　　  変ニ長調「雨だれ」
・ドビュッシー ／ 『版画』より 第3曲「雨の庭」

・ショパン ／ ワルツ 第6番 変ニ長調「小犬のワルツ」
・サン＝サーンス ／ 組曲「動物の謝肉祭」
　　　　　　　　　※獅子（ライオン）、雌鶏・雄鶏（ニワトリ）、

騾馬（ラバ）、亀、象、カンガルー、水族館、
カッコウ、化石、白鳥

クラシック音楽につけられた「副題」Vol.1

オーボエの有名な
メロディー

「新世界」

“ダダダダーン！！”

「運命」

年末といえば…

「第九」

「雨」と言えば…

「動物」と言えば…

NO IMAGE

　『“音楽”という漢字はいいなって思うんですよね。“音
を楽しむ ” って。自分が楽しまないと、お客さんも楽し
めない。“ 音楽 ”というのは全てが素直に正直に音に
出ると思う』（樫本大進）－NHK プロフェッショナル 
仕事の流儀　2017年 12月4日放送より－
　1979年ロンドン生まれの樫本大進さん。3歳から
ヴァイオリンを始め 7歳でジュリアード音楽院プレカ
レッジに入学、11歳のとき名教授ザハール・ブロンに
招かれリューベックに留学、17歳で世界屈指の国際
コンクールを当時最年少で制し「神は全てを与えた」と
評されたほど実力は折り紙つき。国内外の権威あるコン
クールで輝かしい受賞歴を誇ります。その後、マゼール、
小澤征爾、ヤンソンスなど著名指揮者のもと数々のオー
ケストラと共演を重ね、現在は世界最高峰のオーケスト
ラ、ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団の団員の頂点
に立つ “コンサートマスター ”（通称コンマス）を務め
ています。
　気高いクラシック界で育ったヴァイオリニストといえ
ば、楽器の持つその甘く艶やかで時に憂いもある陰影な
音色から「ストイック」なイメージを抱かれることも多い
ものですが、ラフで自然体、屈託のない表情で“音を楽し
む”と話すのはちょっと意外。さらにその人柄に興味を
沸かせるものです。

　今回おすすめの CD は樫本さんご自身が満を持して
挑んだ初のコンチェルト・アルバム「ブラームス：ヴァイ
オリン協奏曲」。チョン・ミュンフンが指揮する名門シュ
ターツカペレ・ドレスデンと奏でたライヴ・レコーディン
グで本人が「夢が叶った」と語った熱い想いと香り豊
かなブラームスが味わえる一枚です。また「ベートー
ヴェン：ヴァイオリン・ソナタ全集第 1集（第 6番～第 8
番）」は樫本さんが人生の一大転機を迎えたコンマス就
任後初の録音で、ピアニスト、コンスタンチン・リフシッ
ツとの渾身の作品です。
　そんな彼が 2018年 6月28日、アクトシティ浜松にて
コンサートを開催します。今回は樫本さんと同い年の
旧友でジャズピアノ出身、クラシックの世界へと表現
の幅を広げたユニークな経歴の持ち主、キリル・ゲル
シュタインとの初めてのデュオ・リサイタルです。ゲル
シュタインもまた14歳にして史上最年少でバークリー音
楽大学の学生となった秀才で、数々の著名な楽団、世界
の権威あるホールを舞台に活躍しています。「お互いに
インスピレーションを与え合う存在」と話す二人。そん
な彼らの共演が初夏のさわやかな風とともに届けられ
るのを楽しみにしています。

［２Ｆ 楽譜・ＣＤ売場］　中村 雅子

vol.20

ブラームス：
ヴァイオリン協奏曲

ベートーヴェン：
ヴァイオリン・ソナタ全集

（第1集）
WPCS-50235    ¥2,571（税込）SICC-30408    ¥1,728（税込）

ヤマハミュージックリテイリング 浜松店

10時30分～ 19時　［定休日］ 水曜日
〒430-0933　静岡県浜松市中区鍛冶町321-6　

［2F楽譜・ＣＤ売場］ TEL.053-454-4419
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各館　　　　　り
I N F O R M A T I O N  F R O M  E A C H  F A C I L I T Y

市内各地の文化施設から、旬のイベントや
スタッフのお勧め情報をご紹介。

　夏の『吹奏楽コンクール』に向け、各校の

吹奏楽部の皆さんが浜北文化センターを練習

会場として利用される時期となりました。

毎年この時期には、先生・生徒・保護者の

皆さんが一体となって、夜遅くまで練習に

励んでいます。浜北文化センターで練習して

くれていた学生さんが、何年か後に大人に

なって再び楽器練習で利用してくださること

もあります。立派に成長した姿を拝見し、

嬉しさとともに時の流れの速さを痛感します。

皆さんが快適に練習できる環境づくりの

お手伝いをすることで、少しでもお役に立

てれば幸いです。どの学校もコンクールで

素晴らしい演奏ができるよう、心から応援

しています！ 

　クリエート浜松は今年の7 月で 30 周年を

迎えます。記念イベント「創造のおもちゃ箱」

に向けて下準備をすすめる傍ら、毎年おなじ

みの夏のイベントも企画準備中です。浜松

にゆかりのある方や地域のみなさまのご協

力のもと、今年も8月に開催します！

　まずは「クリエートの夏まつり」。Jam9

ライブやMIXTAによるダンスパフォーマンス、

昔 懐 か し い 縁 日

ブ ー ス な ど さ ま

ざ ま な イ ベ ン ト

があります。

　もう一つのお楽

しみは「夏休み親子

工作教室」。クリエー

ト北側の皮革手芸

材料専門店『浜松クラフト』オーナーの永田

政司さんをお迎えし、革の写真立て作りに挑

戦します。講座は2時間ほどの短い時間です

が、本格的な革細工をお気軽にお楽しみいた

だけます。

　ご家族での夏の思い出づくりにぴったり

の、様々なイベントを企画していきますので、

ぜひ楽しみにお待ちくださいね。

　浜松市のシンボルタワーアクトシティ浜松。
浜松市のど真ん中に位置するこの建物の屋上
に公園があることをご存知ですか？その名も

「アクトの森」。アクトシティの東西を屋上で
つなぐこの公園の全周はなんと約 1.8 キロ
メートル。ウォーキングで一周回れば消費
カロリーは約 100kcal（目安）。四季の変化を
楽しみながら、あなた
らしい使い方を探し
てみてください。
　さ あ、舞 台 に 目 を
移 し て み ま し ょ う。
ア ク ト に は、日 本 初
となる四面舞台を備

えた大ホールがあります。主舞台に隠された
合計 4 つの舞台が前後・左右・上下に移動し
ます。この移動する舞台が、あらゆる舞台芸
術の可能性を広げます！百聞は一見に如かず。
四面舞台を体験できる機会をご紹介します。

夏休みに小学校高学年の親子を対象とした
バックステージツアーを開催。舞台にあがり、
実際に動く舞台
を体験できます。
詳細は７月頃に
お知らせします。

　「壬生ホール」の愛称で親しまれている当館

は、自然に囲まれた四季折々の風景を感じる

ことができる施設です。春は桜。新緑の季節

は美しく、夏の風物詩である西鹿島の花火は、

なんと！真上に見上げることができます!!

（職員の帰路は渋滞で一苦労ですが…）天竜

区二俣町に位置しており、130 年以上続く

地元の二俣まつりでは豪華絢爛な御殿屋台

にお囃子も当館の目の前を練り歩いていき

ます。

　時には変わったお客様もお見えになります

が、これも自然あふれる地域ならでは。温か

くお迎えしています（写真は日本カモシカ。

何事もなく裏山に帰っていただきました）。

良質な音響を備える 507 席の

ホールは、多くの利用者の方

から好評をいただいています。

浜北文化センターから

クリエート浜松から 天竜壬生ホールから

アクトシティ浜松から

アクトの「なるほど！」を探検してみよう。

み ぶ

つれ れづ

四面舞台が地下に下降している様子
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アクトシティ大冒険

担当：鶴田

担当：佐伯

担当：中村

担当：島田
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　戦後に肴町にお店を構え、４代にわたって日本料理を提供してきた老舗「藤いち」。
曾祖母、祖母と引き継がれ、現在は女将さんと４代目の息子さんが中心にお店を切り盛り
しています。１階の10席ほどのカウンター席は常連さんやお一人でいらっしゃる方向け。
自然と会話に花が咲くカウンター席では、女将さんに悩み相談をする方もいるのだとか。
２階、３階にある座敷席は２名からの個室利用をはじめ、歓送迎会などに便利な 40名
までの宴会も対応できます。
　「藤いち」名物のわっぱめしは、２代目のときに考案された一品。炊き立ての醤油味の
味付きご飯の上に鮭とイクラを乗せた定番「親子わっぱ（税込 1,300円）」「三色わっぱ（玉子、鮭、魚そぼろ）（税込 900円）」
のほか、蟹、山菜、あさりしぐれなど、さまざまな具材のバリエーションで楽しめます。出来立てを召し上がっていただくため、
わっぱめしは予約制。一度食べたらリピートする方が多いそうなので、必ず食べたいメニューの一つです。そのほか定番の
メニューはもちろん、仕入れ状況や旬の食材を使ったメニューもご用意。夏の時期には鮎や鱧、冬瓜、水茄子などが楽しみです。
　アットホームな雰囲気で老舗の日本料理とお酒をいただきながら、気さくで明るい女将さんのお人柄にふれ、明日からの
活力をもらえそうです。

　「この一杯で明日からまた頑張れる そんなワインを」という思いから2005年にお店
をオープン。店名のベリー A の由来はぶどうの品種である「マスカットベリー A」から。
仕事帰りに一人で立ち寄るお客様が多く、最近は女性のお客様も増えているそう。ぶどう
柄のステンドグラスがついたかわいいドアを開くと、シニアソムリエの森田さんが温かく
お迎え。おしゃべりしながらお好みのワインをセレクトしてくれますよ。
　一番のおすすめは、ドナウ川沿いが生産地のオーストリアワイン。まだあまり知られて
はいませんが、「透明感があり、ミネラル・果実の純度が高く音楽のように美しいワイン」
とのこと。テクニックに頼らない素材感を活かしたワインです。そのほかにも、各国で日本人が造っている秀逸なワインや、
ぶどうの皮や種子も果汁と一緒に熟成させて造るオレンジワイン、希少な貴腐ワインなどを提供。いろいろなワインを知って
頂くため、日替わりのグラスワインが中心です。
　調理師免許も持つ森田さんのお料理とワインとのマリアージュをぜひ。オリジナルメニューの赤ワインライスのグラタンや
抹茶そばなど食事メニューも豊富です。チーズはいつも違うものを提供していて年間を通すと100種類以上もあるのだとか。
　オーケストラの団員やアーティストが訪れることもあるそうですよ。コンサートの帰り道、余韻に浸りながらワインと食事
をゆっくり楽しんでみてはいかがでしょうか。

藤いち ワインハウス　Bailey A

４代目の近藤 哲
のり

祥
よし

さん シニアソムリエの森田 裕恵さん藤いち ワインハウス
Bailey A（ベリー A）繁忙期などはお休みがないほど忙し

い「藤いち」ですが、年に一度は愛車
で遠出をするという哲祥さん。昨年
は群馬～長野まで足を延ばしたそう。
お母様の女将さんは旅行が趣味で、海
外にも出かけられるとのこと。「旅行
のために頑張って、旅行でリフレッ
シュしてまた頑張れる」と笑顔で話す
姿が素敵でした。

お休みの日はランニングで汗を流す
そうですが、それもフランスで開催
されるワインマラソンに参加するた
め。ワインへの情熱はここにも。
ときどきコンサート会場にも足を運
ぶなど音楽も好きな森田さん。お店
のワインと一緒にモーツァルトや
シューベルトの音楽を聴くことも
あるそうです。

浜松市中区肴町313-20
TEL.053-452-2793

［営業時間］ 
11：30 ～ 14：00
17：30 ～ 22：00

［定休日］ 日曜日

浜松市中区千歳町103
TEL.053-451-5736

［営業時間］ 
18：00 ～ 23：00

［定休日］ 日・月曜日 

「水茄子肉味噌」「カツオ刺身」（時価）。夏は冷やした冷酒と一緒にさっぱりと。 「ワインプレート」900円(税込)は生ハム、チーズ等をワインに合わせて選んだお得な一品。日替わりグラスワンは900円(税込) ～。

協力：浜松バル実行委員会
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（公財）浜松市文化振興財団イベントスケジュール

★システム利用料0円・発券手数料0円
★送料などの実費はかかりますが、その他の手数料は一切なし。
★クレジット決済／送料450円（全国一律）
★代金引換／送料450円+代引手数料（実費）
★スマートフォン・タブレットからもアクセスできます。
★直接アクトシティチケットセンター窓口で購入（現金のみ）もできます。
詳しくはＨＰをご覧ください。http://hcf.or.jp/

ＨＣＦオンラインショップをぜひご利用ください。
様々な公演のチケットが、24時間オンラインで購入できます。

2018.6 ▲  2018.9
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（公財）浜松市文化振興財団

イベントスケジュール

第12回ストラディヴァリウス サミット・コンサート2018
6.1(金)　19:00

●アクトシティ浜松 大ホール
●全席指定：
 SS席10,800円 S席8,700円
　A席6,500円 B席4,300円
※未就学児の入場不可
●曲目：モーツァルト／ディヴェルティメント ヘ長調 KV.138（125c）
　チャイコフスキー／弦楽のためのセレナーデ ハ長調 Op.48 ほか
●文化事業課  TEL.053-451-1114　 アアア  オオオ  ぴぴぴ

アクト・ワンコインコンサート2018
赤坂達三（クラリネット）

6.7(木)　11:30（12:30終演予定）　
●アクトシティ浜松 中ホール 
●全席自由：500円（チケットレス）
※当日会場入口にて入場料をお支払いください。
※満席となった際は、入場をご遠慮頂く場合がございます。
※未就学児の入場不可
●曲目：ポーター／ビギン・ザ・ビギン
　　　   ピアソラ／リベルタンゴ　ほか
●文化事業課　TEL.053-451-1114 ⒸMasafumi Hikita

天竜区ふれあいコンサート
6.3(日)　14:00～15:30

●浜松市立佐久間小学校体育館
●入場無料
●出演：村上達哉（テノール）
  有賀美聡（ソプラノ）
  小池紘子（ピアノ）
●浜松市天竜区ふれあいコンサート
　実行委員会事務局　
　TEL.053-922-3301

第2回 みぶアーティストコンサート
6.10(日)　13:30～16:00

●天竜壬生ホール
●入場無料
●公募した子どもから大人までの出演者が、
　ステージパフォーマンスを披露
●天竜壬生ホール
　TEL.053-922-3301

妊婦とお母さんのための
ゆるやかコンサート in 天竜 Vol.3
6.15(金)　10：30～11：20

●天竜壬生ホール
●大人ひとりにつき500円
●出演：伊藤香織（マリンバ）
　　　  大場朋子（ピアノ）
●天竜壬生ホール
 TEL.053-922-3301

トリニティ・アイリッシュ・ダンス
6.20(水)　19:00

●アクトシティ浜松 大ホール
●全席指定：
 S席7,500円　A席6,000円 
 B席4,000円
　学生B席2,000円（24歳以下）
※未就学児の入場不可
●文化事業課 TEL.053-451-1114
●特別協賛：
　 アアア  オオオ  ぴぴぴ

第13回はましんファミリーコンサート
「見つけた！わたしの宝物！」 ～名旋律散策の旅
7.8(日)　14:00

●アクトシティ浜松 中ホール
●指定席：完売
　自由席：一般 1,000円　高校生以下 500円
※3歳未満のお子様はご入場いただけません。
●曲目：メンデルスゾーン／ヴァイオリン協奏曲 ホ短調 Op.64 第１楽章 ほか
●出演：浜松交響楽団
　　　  菊川穂乃佳（ヴァイオリン）、泉 優志（チェロ）
　　　  鮎澤由香理（メゾ・ソプラノ）、新山恵理（パイプオルガン）
●指揮：和田一樹
●文化事業課 TEL.053-451-1114　 アアア  オオオ  

アクト・ニューアーティスト・シリーズNo.114
山本英（フルート）×杉本澪（サクソフォン）　

　　　　　　　　　　   ×渡邊絢加（トロンボーン）

7.15(日)　15:00

●アクトシティ浜松 音楽工房ホール
●全席自由：一般2,500円
　　　　　 学生1,000円(24歳以下)
※未就学児の入場不可
●曲目：尾高尚忠／フルート協奏曲
　ビゼー（小前奏人編曲）／カルメン組曲 ほか
●文化事業課 TEL.053-451-1114
●協賛：  　 アアア  オオオ

山本英 杉本澪 渡邊絢加

ゆるやかコンサート夏
「ピアノデュオとメゾ・ソプラノ」
7.19(木)　10：30～11：20

●浜北文化センター 小ホール
●16才以上 1人500円
　赤ちゃん～中学生無料
※6/21（木）13：30～ 直接または電話で申込
●出演：上野史織、上野由理（ピアノ）
　　　  辻村幸子（メゾ・ソプラノ）
●浜北文化センター　TEL.053-586-5151

レクチャーコンサート
「バウルの響き～インド西ベンガル州の吟遊詩人～」

6.6(水)　19：00

●楽器博物館 天空ホール
●全席自由：一般3,000円
　　　　　 学生1,000円（24歳以下）
※未就学児の入場不可
●出演：パルバティ・バウル
●楽器博物館　TEL.053-451-1128

日本リードオルガン協会 第23回浜松大会公開イベント
「足踏みリードオルガンDAY」
6.９(土)　13：00

●アクトシティ浜松 音楽工房ホール
●見学:入場無料
　要申込（1部2部各150人 先着順 
　　　　　　　　未就学児同伴可）
●第1部：13：00～14：15
　　　　リードオルガン解体ショー
　　　　リードオルガンを分解して構造を知っていただきます。　
●第2部:15：00～16：30 明治維新150年記念コンサート
　　　　「足踏みオルガンの魅力～児童合唱とともに～」
　　　　リードオルガンの優しい音色でソロ曲や讃美歌、小学唱歌
　　　　を楽しんでいただきます。
●出演：日本リードオルガン協会会員・浜松ライオネット児童合唱団
●主催：日本リードオルガン協会　浜松市楽器博物館
●楽器博物館  TEL.053-451-1128

ワークショップ
「足踏みリードオルガンをひいてみよう」
6.10(日) ［Ａ］10：00～11：45

［Ｂ］13：30～15：15
●研修交流センター3F 音楽セミナー室
●参加無料：要申込（先着順）
●講師：日本リードオルガン協会会員
●対象：小学生～成人 ［Ａ］［Ｂ］各10人
●足踏みリードオルガンを実際に演奏して、楽

しさと難しさと音色の優しさを体験します。
●楽器博物館　TEL.053-451-1128

企画展
「浜松凧まつり今昔物語」～町名と凧印の由来～

4.24(火)～7.1(日)　9：00～17：00

●浜松文芸館（クリエート浜松5階）
●入場無料
●郷土史家・小林佳弘氏による「浜松凧まつり」の

歴史解説のほか173町の凧印や復旧凧印を展
示。大須賀義明氏の「浜松まつり」水彩画、熊谷
光夫氏の「浜松まつり」美人画も。

●浜松文芸館　TEL.053-453-3933

特別収蔵展 「浜松文芸館30年の歩み」
７.９(月)～10.７(日)　9:00～17：00

●浜松文芸館（クリエート浜松5階）
●創立３０周年の記念展示。ポスター、チラシでた

どる浜松文芸館３０年の足跡と歴史。浜松が生ん
だ１０人の文芸人の作品、直筆原稿等を紹介。

●浜松文芸館　TEL.053-453-3933

オルガンミニコンサートNo.89
6.27(水)　12：30（12：50終演予定）

●アクトシティ浜松 中ホール
●入場無料　※小さなお子様も入場できます
●オルガン：田上麻里
●文化事業課　TEL.053-451-1151

クリエート浜松30周年記念 「創造のおもちゃ箱」
7.14(土)～15(日)　10:00～17：30

●クリエート浜松
●入場無料（一部有料イベント有）
●普段ご利用いただいている市民の皆様と企画し

た30年の歴史がつまったイベント。浜松を代表
する文化団体によるクリエートアート展（1階ふ
れあい広場・3階ギャラリー）アートと音楽を融合
したシンセティック・オペラ（2階ホール）など。

●クリエート浜松　TEL.053-453-5311
※Information（P30～31）もご覧ください。

第20回記念アジア・太平洋吹奏楽大会
2018（APBDA2018）
7.19(木)
■オープニングコンサート
●アクトシティ浜松 中ホール

7.20(金)
■プロムナードコンサート
●ギャラリーモール ソラモ　※荒天の場合中止
■サテライトコンサート
●浜北文化センター・浜松市立高等学校講堂
　三ヶ日文化ホール・雄踏文化センター

7.21(土)　

■シンポジウム
●アクトシティ浜松 コングレスセンター41会議室
■メインコンサート【1日目】
●アクトシティ浜松 大ホール

アクト・プレミアム・シリーズ2018
～世界の名演奏家たち～Vol.7
樫本大進（ヴァイオリン）＆

　　　　 キリル・ゲルシュタイン（ピアノ）

6.28(木)　19:00

●アクトシティ浜松 中ホール
● 全席完売
※未就学児の入場不可
●曲目：
　ブラームス／ヴァイオリン・

ソナタ 第3番 ニ短調 Op.108
　R.シュトラウス／ヴァイオリン・

ソナタ 変ホ長調 Op.18 ほか
●文化事業課　TEL.053-451-1114  アアア  オオオ  ぴぴぴ●特別協賛：

ⒸDaisuke AkitaⒸMarco Borggreve
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オルガンミニコンサートNo.90
9.21(金)　12：30(12：50終演予定)　

●アクトシティ浜松 中ホール
●入場無料　※小さなお子様も入場できます
●オルガン：久保田 真矢
●文化事業課　TEL.053-451-1151

アクト・ニューアーティスト・シリーズNo.115
キム・ヒョンジュン（ピアノ）

9.2(日)　15:00

●アクトシティ浜松 音楽工房ホール
●全席自由：一般2,500円　学生1,000円(24歳以下)
※未就学児の入場不可
●曲目：ブラームス／ピアノ・ソナタ第3番 Op.5 ほか
●文化事業課 TEL.053-451-1114　 アアア  オオオ
●協賛：

チケット販売場所 アアアアクトシティチケットセンター　　 オオオHCFオンラインショップ　http://www.hcf.or.jp/　　 ぴぴぴチケットぴあ
この情報は2018年5月15日現在のものです。都合により日時、金額など変更になる場合もございますのであらかじめご了承ください。

スター・ウォーズ inコンサート
JAPAN TOUR 2018～新たなる希望～
8.9(木)　18：30

●アクトシティ浜松 大ホール
●全席指定：S席9,800円
　　　　　 A席7,800円
※3歳未満入場不可
●文化事業課 TEL.053-451-1114
　 アアア  オオオ  ぴぴぴ

アクト・ワンコインコンサート2018
ウィーン・V.ルジェリウス・ピアノ三重奏団

8.6(月)　11:30（12:30終演予定）　

●アクトシティ浜松 中ホール 
●全席自由：500円（チケットレス）
※当日会場入口にて入場料をお支払いください。
※満席となった際は、入場をご遠慮頂く場合がございます。
※未就学児の入場不可
●曲目：
　シュトラウスⅡ／チク・タク・ポルカ Op.365
　シュトラウスⅡ／ワルツ「美しく青きドナウに」 Op.314 ほか
●文化事業課　TEL.053-451-1114

ブロードウェイミュージカル「コーラスライン」
8.30(木)　19:00

●アクトシティ浜松 大ホール
●全席指定：S席12,000円
　　　　  　A席9,000円
　　　　　  B席6,500円
※未就学児の入場不可
●文化事業課　TEL.053-451-1114
●協賛：   アアア  オオオ  ぴぴぴ ⒸClint Tuccio

科学館夏の特別展「夏休み地球水族館」
8.11(土)～8.26(日) 9：30～17：00

（入場は16:30まで）
●アクトシティ浜松 展示イベントホール
●一般1,300円（1,000円）
　小学生以下1,000円（700円）
※カッコ内は前売り料金、2歳以下は無料
※障害者手帳及び療育手帳提示で本人のみ無料
●前売：6月1日（金）～8月10日（金）
●約50個の水槽・プールに、およそ
　100種1500匹以上の生き物たちを一堂に紹介
●テレビ静岡事業部 TEL.054-261-7011　 アアア  オオオ  ぴぴぴ

クリエートの夏まつり
8.26(日)　11:00～17:30
●クリエート浜松
●入場無料
●昔なつかしい縁日を思い出させる、世代を越え

て楽しめる夏まつり。射的・ヨーヨーすくい・食
品販売などご家族でお楽しみいただけます。

　毎年恒例のさまざまな年齢層によるダンスパフォーマンス『MIXTA』も開催。
●クリエート浜松　TEL.053-453-5311

ジュニアオーケストラ浜松 第24回定期演奏会
9.2(日)　13：30

●アクトシティ浜松 中ホール
●全席自由：500円  ※4歳未満入場不可
●曲目：
　ベートーヴェン／ピアノ協奏曲第４番ト長調 Op.58（Pf.今西泰彦）
　ドヴォルザーク／交響曲第７番ニ短調Op.70 ほか
●文化事業課　TEL.053-451-1151　 アアア  オオオ  

平成30年度公文協西コース 松竹大歌舞伎
9.6(木)　昼の部13:00／夜の部17:30

●アクトシティ浜松 大ホール
●全席指定：
　一等席6,500円　二等席5,500円
　夜の部幕見席3,000円（当日指定）
　学生席1,000円（24歳以下・当日指定）
※未就学児の入場不可
※夜の部に限り、「きもの」でお越しいただいた

お客様にはプログラム1冊サービスいたします。
●文化事業課　TEL.053-451-1114　 アアア  オオオ  ぴぴぴ 片岡愛之助

アクト・プレミアム・シリーズ2018
～世界の名演奏家たち～Vol.8

ミッシャ・マイスキー（チェロ）

9.7(金)　19:00

●アクトシティ浜松 中ホール
●全席指定：
 S席8,500円  A席7,000円
　B席5,500円  学生B席2,500円（24歳以下）
※未就学児の入場不可
●曲目：
　J.S.バッハ／無伴奏チェロ組曲 第1番 ト長調 BWV1007
　チャイコフスキー／
　ピアノ三重奏曲 イ短調 Op.50「偉大な芸術家の思い出に」  ほか
●文化事業課　TEL.053-451-1114  アアア  オオオ  ぴぴぴ●特別協賛：

ⒸHideki Shiozawa

ジュニアクワイア浜松 第24回定期演奏会
9.9(日)　13：30

●アクトシティ浜松 中ホール
●全席自由：500円　※4歳未満入場不可
●曲目：赤い鳥小鳥/信長貴富 編曲 ほか
●文化事業課
　TEL.053-451-1151　 アアア  オオオ  

第10回浜松国際ピアノコンクール開催記念ガラ・コンサート
覇者たちによるコンチェルトの饗宴
9.16(日) 17(月・祝)　14:00

●アクトシティ浜松 大ホール
●全席自由：S席8,000円　A席6,500円　B席5,000円
　　　　　　学生B席2,500円（24歳以下）
　　　　　  2公演セット券 S席13,000円　A席11,000円
※未就学児の入場不可
●16日出演者・曲目：
　アレクサンダー・コブリン　ブラームス／ピアノ協奏曲 第2番
　アレクサンダー・ガジェヴ　ラフマニノフ／ピアノ協奏曲 第3番
　アレッシオ・バックス　チャイコフスキー／ピアノ協奏曲 第1番
●17日出演者・曲目：
　アレクセイ・ゴルラッチ　ベートーヴェン：ピアノ協奏曲 第5番「皇帝」
　イリヤ・ラシュコフスキー　ブラームス：ピアノ協奏曲 第1番
　アレクサンダー・ガヴリリュク　ラフマニノフ：ピアノ協奏曲 第2番
●文化事業課　TEL.053-451-1114
●協賛：   アアア  オオオ  ぴぴぴ

※特集1（P4～11）もご覧ください。

楽器博物館講座～楽器の中の聖と俗～ 第1回
「中津屋祭礼（岐阜）」
9.23(日)　13：30

●研修交流センター
●1,000円　※7/23（月）9：30～電話で申込
●講師：西岡信雄（大阪音楽大学名誉教授、浜松市楽器博物館名誉館長）
●楽器博物館　TEL.053-451-1128

楽器博物館講座～楽器の中の聖と俗～ 第2回

「朝
ちょう

拝
は い

御
お

規
き

式
し き

（沖縄）」
9.30(日)　13：30

●研修交流センター
●1,000円　※7/23（月）9：30～電話で申込
●講師：西岡信雄（大阪音楽大学名誉教授、浜松市楽器博物館名誉館長）
●楽器博物館　TEL.053-451-1128

平成30年度全国公文協主催 松竹大歌舞伎
歌舞伎プレセミナー
8.26(日)　14:00

●アクトシティ浜松
　コングレスセンター41会議室(4F)
●全席自由：500円
※未就学児の入場不可
●文化事業課  TEL.053-451-1114  アアア  オオオ  葛西聖司

第24回浜松国際管楽器
アカデミー＆フェスティヴァル
7.31(火)　18：30

■オープニングコンサート
　～世界的管楽器アーティストによる豪華共演～
●アクトシティ浜松 中ホール
●全席自由：一般 3,500円
   高校生以下 1,500円
※未就学児の入場不可 アアア  オオオ  ぴぴぴ●出演：アカデミー教授陣
　　　 マイケル・コリンズ(クラリネット)
　　　 クリストファー・マーティン(トランペット)
　　　 須川展也（サックス） ほか

8.2(木)　19：00

■ペーター=ルーカス・グラーフ 特別講座
　～フルート界の巨匠が語る～
●アクトシティ浜松 音楽工房ホール
●全席自由：一般 2,000円
   高校生以下 1,000円
※未就学児の入場不可　 アアア  オオオ  

8.4(土)　18：00

■プレミアムコンサート～教授推薦･選抜受講生によるコンサート～
●アクトシティ浜松 音楽工房ホール
●入場無料(要整理券)
※未就学児の入場不可　 アアア

●（株）オーパス・ワン　TEL.042-313-3213

楽器博物館子どもワークショップ

「小さな尺八“一
ひ と よ ぎ り

節切”をつくって鳴らそう！」
7.28(土)　13：30

●研修交流センター
●小学生500円（3～6年生）
　15人（先着順）電話で事前申込
●講師：相良保之
●楽器博物館　TEL.053-451-1128

五嶋龍 ヴァイオリン・リサイタル2018
“忘却にして永遠に刻まれる時”
8.1(水)　19:00

●アクトシティ浜松 中ホール
● 全席完売
※未就学児の入場不可
●曲目：
 シューマン／ヴァイオリンとピアノのため

のソナタ 第2番 ニ短調 Op.121 ほか
●文化事業課　TEL.053-451-1114
  アアア  オオオ  ぴぴぴ

ⒸAyako Yamamoto/UMLLC  

7.22(日)
■メインコンサート【2日目】
●アクトシティ浜松 大ホール
■クロージングコンサート
●アクトシティ浜松 大ホール

●文化事業課 TEL.053-451-1151
※開演時間、料金等は特集2（P12～15）をご覧ください。
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昭和63年7月19日に開館以来、ギャラリー
をはじめ多くの施設を年間約40万人も
のお客様にご利用いただいてきました。

　開館30周年を記念して7/14・15の2日間、
「創造のおもちゃ箱」と題したイベントを開催します。
皆さんの文化活動を発信・応援する施設「クリエート
　浜松」をこれからもよろしくお願いします。 クリエートの冬まつりとグローバルフェア

でお客様が製作してくれた作品がふれ
あい広場の階段に。
正面作品はArt Unit-épocaによる制作。
よーく眺めてみよう。

INFORMATION

ピアノコンクールを11月に控え、書類審査による出場者決定、広報や関連イベントの準備･･と事務局も本格的に
始動する時期となり、気持ちが引き締まります。今号から、スタッフが綴る「各館つれづれ便り」を始めました。その
施設ならではの旬な情報を季節ごとに発信していきますのでどうぞお楽しみに。公式ホームページ「はまかる
NEO」では、各館のブログやSNSなど随時更新していますので、そちらもぜひご注目ください。

舞台袖

舞台

コンサート

です
こんにち

は！

シンセティック・オペラ
何故・だから ～ほどける糸のゆくえ～

宮川彬良 with ダイナマイトしゃかりきサーカス

記念式典・アート作品展示

［ふれあい広場］

［ギャラリー31.32.33.34.35］
日　時：
会　場：
入場料：

7月14日（土）　昼の部14：00  夜の部18：00
2階ホール
全席自由：一般¥3,500　大学生以下¥2,000（前売各500円引）
※7歳未満入場不可

音楽 / 物語や言葉 / 美術、それぞれの独立とそれらの融合を求めるオリジナル
の総合舞台芸術。作・荒井間佐登（演出家）、作曲・鳥山妙子（音楽家）をはじめ、
浜松で活躍する音楽家たちが生み出す幻想的でシンセサイズ（合成・融合）な
舞台をさあ、どうぞ。

日　時：
会　場：
入場料：

7月15日（日） 14：30
2階ホール　
全席自由：¥3,000
※7歳未満入場不可

日　時：
入場無料（先着100名様）

7月15日（日）13：00～（予定）

日　時：

入場無料

7月14・15日 10：00-17：30
（呈茶は17：00まで）
　呈茶代 ￥400

ＮＨＫ連続テレビ小説『ひよっこ』の音楽担当、浜松ではおなじみのアキラさんが
クリエートに登場！ボーカルグループ“ダイナマイトしゃかりきサーカス”の3人が
地元合唱団と一緒にアキラ作品を披露。クリエートのためだけに贈るスペシャル
コンサート！

指揮・ピアノ：
出　演：

宮川彬良　
ダイナマイトしゃかりきサーカス
ジュニアクワイア浜松

クリエート浜松記念式典

「絵・写・書・茶・花」展

過去の映像とともに30年を振り返ろう。

はままつ等身大すごろく
人間サイズのすごろくで浜松市をぐるっと一周！みんなで遊ぼう。

世界中の料理が食べられる多国籍縁日。
見ているだけでも楽しいよ！

市民参加製作物・正面作品

Art Unit-época

市内の文化団体が一堂に会し、ギャラリーを彩ります。
他に類を見ないアート展示をお楽しみください。

中庭

日　時：

入場無料

7月14・15日
11：00-17：00

世界の縁日
ポスター・チラシで文芸館の足跡や歴史をたどります。
浜松が誇る文芸人10人も紹介。

5Ｆ浜松文芸館

日　時：

入場無料

7月14・15日
9：00-17：00

特別収蔵展Ⅰ浜松文芸館30年の歩み

クリエート浜松［お問い合わせ］ TEL053-453-5311　http://www.hcf.or.jp/facilities/create/

荒井間佐登

宮川彬良 ダイナマイトしゃかりきサーカス

ジュニアクワイア浜松

鳥山妙子

クリエ
ート浜松

《参加団体のみなさん》
浜松美術協会／浜松写真連絡協議会／浜松茶道連盟
静岡県華道連盟西部会／浜松書団体（浜松書道教授会、
日本書芸心龍会、遠州書道連合、浜松書道研究会、
中部書道教授会）

浜松美術協会

浜松写真連絡協議会

静岡県華道連盟西部会
浜松書団体

浜松茶道連盟

7.14［土］-15［日］

30 31



（公財）浜松市文化振興財団 所管施設

（改装のため2019.7月まで休館。
 別施設にて事業開催中）
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第10回浜松国際ピアノコンクール開催記念
ガラ・コンサート出演者に聞く

お互いを磨き、高めあってきた
吹奏楽の歴史が見える

第20回記念アジア・太平洋吹奏楽大会
（APBDA）を見に行こう！

歴代の覇者たちによる
この日だけの“夢の饗宴”

と 　　　 をつなぐ 情報誌ヒト ブンカ

特集1 特集2

アクトシティ浜松（施設のご予約）
〒430-7790 浜松市中区板屋町111-1
TEL.053-451-1111　FAX.053-451-1123

アクトシティ浜松（事業のご案内）
〒430-7790 浜松市中区板屋町111-1
TEL.053-451-1114　FAX.053-451-1123

浜松市アクトシティ音楽院
〒430-7790 浜松市中区板屋町111-1
TEL.053-451-1150　FAX.053-451-1123

浜松市楽器博物館
〒430-7790
浜松市中区中央3-9-1
TEL.053-451-1128
FAX.053-451-1129

クリエート浜松
〒430-0916
浜松市中区早馬町2-1
TEL.053-453-5311
FAX.053-453-5379

浜松科学館
〒430-0923
浜松市中区北寺島町256-3
TEL.053-454-0178
FAX.053-454-0184

浜松こども館
〒430-0933
浜松市中区鍛冶町100-1
TEL.053-450-9111
FAX.053-458-0300

浜松文芸館
〒430-0916
浜松市中区早馬町2-1
クリエート浜松4・5階
TEL.053-453-3933
FAX.053-453-3933

浜松市天竜壬生ホール
〒431-3314
浜松市天竜区二俣町二俣20-2
TEL.053-922-3301
FAX.053-922-3300

浜松市浜北文化センター
〒434-0038
浜松市浜北区貴布祢291-1
TEL.053-586-5151
FAX.053-586-5153


