浜松発、管楽器の国際的祭典

2015 年 5 月 8 日

世界トップクラスの演奏家によるレッスンとコンサート

『第 21 回 浜松国際管楽器アカデミー＆フェスティヴァル』
「ブラス・ジャンボリー in 浜松 2015」他、コンサート概要決定
期間：2015 年 8 月 3 日（月）～ 8 月 8 日（土）
会場：アクトシティ浜松
チケットは、5 月 11 日（月）から全国販売開始

浜松市は浜松市文化振興財団、浜松市アクトシティ音楽院、ヤマハ株式会社、ヤマハ音楽振興会との共
催により、「第 21 回浜松国際管楽器アカデミー＆フェスティヴァル」を 8 月 3 日（月）～8 月 8 日（土）の 6 日
間、アクトシティ浜松を会場に開催いたします。本イベントの「フェスティヴァル」のコンサートや講座の曲目や
演奏者などが決定いたしましたのでお知らせします。
今回の「フェスティヴァル」では、市民参加を募る管楽器の大演奏会「ブラス・ジャンボリー in 浜松 2015」
を初めて開催いたします。この他、アカデミー教授による「オープニングコンサート」や、金管古楽器のコン
サートなど管楽器を中心としたイベントが目白押しです。
◇
吹奏楽を志す若い世代をはじめ、多くの皆様から親しまれている「浜松国際管楽器アカデミー＆フェス
ティヴァル」は、開催 21 年目を迎えました。本イベントは、世界を代表するオーケストラの首席奏者や著名な
音楽院・音楽大学の教授らが管楽器個人レッスンを行う「管楽器アカデミー」と、アカデミー教授らによるコン
サートや講座が開かれる「フェスティヴァル」の２つからなる管楽器に特化した世界的にも珍しいものです。
21 回目となる今年は、管楽器演奏の魅力をさらに広く知っていただき、多くの方々が演奏を通じて交流が
持てるよう、市民参加も募り 200 名余りの大合奏「ブラス・ジャンボリー in 浜松 2015」を本フェスティヴァル
で初めて開催します。 「ブラス・ジャンボリー in 浜松 2015」は、管楽器演奏の経験のある方ならば誰でも
参加できる大型の合同演奏会です。ソラモ（浜松市ギャラリーモール）を会場にした演奏会にはアカデ
ミー教授らも参加を予定。大合奏の迫力が存分に楽しめる演奏会になりそうです。
この他、教授ら全員が出演し、“ここでしか聴けない夢の響宴”として人気の「オープニングコンサート」、
教授陣の一人バス・トロンボーン奏者ダグラス・ヨーによる金管古楽器のお話とコンサート「あなたの知らない
金管古楽器の世界」、そして、演奏時の身体の使い方を学ぶ公開講座「管楽器奏者のためのアレクサンダ
ー・テクニーク」も開かれます。また、最終日には管楽器アカデミーの総括イベントとして選抜受講生による
「プレミアムコンサート」も開催されます。
また、2,720 名余の受講生が参加してきた「管楽器アカデミー」の本年は日本人教授として、国際的フルー
ト奏者工藤重典、地元浜松出身サクソフォン奏者須川展也ら 3 名、海外からの教授として 12 名が集います。
今回、現代音楽の造詣も深いハノーファー音楽大学教授のトランペット奏者イエルーン・ベルワルツ、ソロ
チューバ奏者としても活躍しているチューリッヒ芸術大学教授のアネ＝イェレ・フィサーが初めて参加しま
す。
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イベント詳細は以下のとおりです。
◇
＜開催概要＞
名 称 ：「第 2１回浜松国際管楽器アカデミー＆フェスティヴァル」
会 場 ：アクトシティ浜松
趣 旨 ：「音楽の都 浜松」活性化事業
主 催 ：浜松市／公益財団法人浜松市文化振興財団／浜松市アクトシティ音楽院／ヤマハ株式会社／
一般財団法人ヤマハ音楽振興会
後 援 ：文化庁／静岡県教育委員会／公益財団法人浜松国際交流協会／静岡新聞社・静岡放送／中日
新聞東海本社／朝日新聞浜松支局／読売新聞浜松支局／毎日新聞浜松支局／時事通信社浜松
支局／テレビ静岡／静岡朝日テレビ／静岡第一テレビ／K－MIX／FM Haro!／
日本トランペット協会／日本トロンボーン協会／日本ホルン協会／日本ユーフォニアム・テューバ協
会／一般社団法人日本フルート協会／日本オーボエ協会／一般社団法人日本クラリネット協会／
日本ファゴット協会／日本サクソフォーン協会
名古屋アメリカン・センター／ドイツ連邦共和国大使館／フランス大使館文化部／アンスティチュ・フ
ランセ日本／オーストリア大使館

順不同

＜「浜松国際管楽器アカデミー＆フェスティヴァル」ウェブサイト＞
●ホームページ

http://jp.yamaha.com/windacademy
※ホームページでは、アカデミー教授陣からのメッセージや
受講生の感想を動画で閲覧することができます。

●公式 facebook ページ

https://www.facebook.com/hamamatsu.windacademy

＜アカデミー概要＞
【金管クラス】会場：アクトシティ浜松「コングレスセンター」
楽器種類
トランペット
トロンボーン
ホルン
チューバ

募集人数
16 名
(2 クラス)
16 名
(2 クラス)
8名
(1 クラス)
8名
(1 クラス)

教 授
トーマス・フートゥン（ロサンジェルス・フィルハーモニック首席）
イエルーン・ベルワルツ（ハノーファー音楽大学教授）*
ダグラス・ヨー（アリゾナ州立大学教授）
山本浩一郎（シアトル交響楽団首席）
イェンス・プリュッカー(北ドイツ放送交響楽団首席)

受講料

\62,000
（税込）

アネ＝イェレ・フィサー（チューリッヒ芸術大学教授) *
*は初参加です。
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【木管クラス】会場：アクトシティ浜松「研修交流センター」
楽器種類
フルート
オーボエ

募集人数
16 名
(2 クラス)
8名
(1 クラス)

クラリネット

16 名
（2 クラス）

ファゴット

8名
(1 クラス)
24 名
(3 クラス)

サクソフォン

教 授
工藤重典(パリ・エコール・ノルマル音楽院/東京音楽大学教授）
ジェフリー・ケナー(フィラデルフィア管弦楽団首席)
ディーテルム･ヨナス（リューベック州立音楽大学教授）

受講料

\62,000
ヴェンツェル･フックス（ベルリン･フィルハーモニー管弦楽団首席）
（税込）
ジェローム・ヴォワザン(フランス国立放送フィルハーモニー管弦楽
団首席)
リヒャルト・ガラー (ウィーン交響楽団首席)
ジャン＝イヴ・フルモー（セルジー･ポントワーズ国立音楽院教授）
須川展也（ソリスト、東京藝術大学招聘教授）
オーティス・マーフィー（インディアナ大学教授）

【聴講クラス】会場：アクトシティ浜松「コングレスセンター」「研修交流センター」
楽器種類
全楽器

募集人員
250 名

聴講料
一般
小･中･高校生

１日
\4,000(税込)
\2,000(税込)

全日程
\16,000(税込)
\ 8,000(税込)

備 考
全楽器の聴講可能

【応募資格】 ・受講コース：高校生以上の学生および演奏者
・聴講コース：小学生以上の学生および一般
【アカデミー開催日程】 平成 27 年 8 月 4 日（火）～8 月 8 日（土）の 5 日間
【募集締切】 平成 27 年 5 月 29 日（金）必着
【申込方法】 申込書に全てご記入の上、審査用音源（テープ、CD、MD など）を添えて、下記
事務局まで送付してください。
審査音源：受講コース希望の方のみ提出。聴講コースは必要ありません。
なお、応募審査用音源は返却いたしません。
【受講生発表】 書類と音源審査後、6 月中旬までに本人へ通知します。
【宿

泊】

希望者には「オークラアクトシティホテル浜松」等を別途ご案内いたします。

【お申込み・お問い合わせ】

「浜松国際管楽器アカデミー＆フェスティヴァル事務局」
（株） プロ アルテ ムジケ
〒112-0013 東京都文京区音羽 1-20-14-5F
TEL: 03-3943-6677 FAX: 03-3943-6659
E-mail: info@proarte.co.jp

http://www.proarte.co.jp

【専用サイト】 http://jp.yamaha.com/windacademy
◇
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＜フェスティヴァル概要＞
【コンサート】
コンサート

日程

内

容

出演者

会場

入場料(税込)

オープニング 8/3（月）
コンサート
18:30 開演

アカデミー教授陣に 教授陣全員
よるアンサンブルの
演奏会

アクトシティ浜松
中ホール

全席自由
一般：\3,500
高校生以下：
\1,500

D・ヨーによるお
話とコンサート
「あなたの知ら
ない金管古楽器
の世界」
プレミアム
コンサート

8/6（木）
19:00 開演

アリゾナ州立大学教 ダグラス・ヨー
授、ダグラス・ヨーによ
る金管古楽器の解説と
演奏

アクトシティ浜松
楽器博物館
天空ホール

全席自由
一般：\2,000
高校生以下：
\1,000

8/ 7（金）
18:00 開演

アカデミー受講生選 受講生
抜の演奏会
選抜（15 名）

アクトシティ浜松
音楽工房ホール

全席自由
入場無料
整理券必要

(受講生選抜)

【チケット取扱い】

チケットぴあ（全国）
アクトシティチケットセンター 他

【問い合わせ先】

（株） プロ アルテ ムジケ（TEL 03-3943-6677）
浜松市アクトシティ音楽院（TEL 053-451-1150）
ヤマハ㈱楽器営業統括部 B&O 営業部（TEL 053-460-2248）
◇

＜コンサート詳細＞
● 「オープニングコンサート」
日時：8 月 3 日（月） 18：30 開演
会場：アクトシティ浜松・中ホール
人気の高いオープニングコンサートは、豪華な顔ぶれによる管楽八重奏や金管五重奏など、まさにこの
フェスティヴァルでなければ聴けない名手の饗宴として、貴重な演奏が繰り広げられます。
【プログラム】
V.レイノルズ：「コールズ・アンド・エコーズ」
【出演】 T.フートゥン（Trp）、J.ベルワルツ（Trp）
F.プーランク：「オーボエ、ファゴットとピアノのための三重奏曲」
【出演】 D.ヨナス（Ob）、R.ガラー（Fg）、山崎早登美（Pf）
A.コープランド：「静かな都市」（室内楽版）
【出演】 J.ヴォワザン（Cla/BsCla）、J=Y.フルモー（A.Sax）、T.フートゥン（Trp）、羽石道代（Pf）
I.ストラヴィンスキー：「八重奏曲」
【出演】工藤重典（FL）、W.フックス（Cla）、R.ガラー（Fg）、三好彩（Fg）※、J.ベルワルツ（Trp）、T.フートゥン
（Trp）、山本浩一郎（Trb）、D.ヨー（Trb）
ドップラー：「ヴェルディのオペラ『リゴレット』の主題による幻想曲」
【出演】 J.ケナー（Fl）、工藤重典（Fl）、成田有花（Pf）
J.S.バッハ：「トリオ・ソナタ」
【出演】 須川展也（Sop.Sax）、O.マーフィー（A.Sax）、福井健太（Bari.Sax）※
V.エワルド：金管五重奏曲 第三番
【出演】J.ベルワルツ(Trp)、T.フートゥン(Trp)、/J.プリュッカー(Hrn)、/山本浩一郎(Trb)、/A=Y.フィサー
(Tub)
※浜松国際管楽器アカデミー修了生（浜松市出身者）
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●ダクラス・ヨーによるお話とコンサート 「あなたの知らない金管古楽器の世界」
日時： 8 月 6 日（木） 19：00 開演
会場： 楽器博物館・天空ホール
アメリカのボストンを中心に活躍するバス・トロンボーン奏者であり、アリゾナ州立大学教授のダグラス・ヨーが
一般的な金管楽器のルーツとなる金管古楽器の魅力について語り、実際に演奏も交えながら紹介します。
【出 演】ダグラス・ヨー（アリゾナ州立大学教授）
●選抜受講生による「プレミアムコンサート」
日時： 8 月 7 日（金） 19：00 開演
会場： アクトシティ浜松・音楽工房ホール
アカデミー教授陣が推薦する優秀な受講生たちがピアノ伴奏付で演奏するコンサートで、優秀者は浜松市
主催の「第 13 回浜松若きヴィルトォーゾコンサート」（2016 年 1 月予定 アクトシティ浜松・音楽工房ホール）
に出演することができます。
【出 演】 選抜受講生

＜イベント詳細＞
●初開催！市民参加型の管楽器演奏会「ブラス・ジャンボリー in 浜松 2015」
日時： 8 月 5 日（水） 19：00 開演
会場： ソラモ （浜松市ギャラリーモール）
プロの演奏家や全国から集まる受講生、そして一般市民が参加し 200 名余による大演奏会が、フェスティ
ヴァルで初めて開催されます。合奏指導と指揮は須川展也氏が務め、「宝島」「アフリカンシンフォニー」
「花は咲く」などを演奏予定。管楽器、打楽器を愛好する方なら、申し込みの上、どなたでも参加できます。
見学・鑑賞は無料です。
【合奏指導・指揮】

須川展也（東京藝術大学招聘教授・京都市立芸術大学客員教授）

【参加費】

\1,500（税込）

【募集期間】

2015 年 5 月 11 日（月）～７月 17 日（金）

【申込方法・申込先】

http://jp.yamaha.com/about_yamaha/community/hamamatsu_wind_academy/festivalconcert/brass-jamboree/

【お問い合わせ】

「浜松国際管楽器アカデミー事務局」
（ヤマハ株式会社 楽器営業統括部 B&O 営業部）
TEL：053-460-2248
メール：nobuaki.horiba@music.yamaha.com

●｢管楽器奏者のためのアレクサンダー・テクニーク｣
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8 月 6 日（木） 19：00 開演
会場：アクトシティ浜松・音楽工房ホール
身体の使い方を改善し、管楽器の演奏性の向上を目指していく講座です。昨年に引き続き、アレクサンダ
ー・テクニーク講師のバジル・クリッツァー氏が、姿勢、呼吸方法、意識などに影響されやすい演奏性を、受
講生をモデルに解き明かします。
【講 師】 バジル・クリッツァー（Body Chance 所属アレクサンダー・テクニーク教師）
【出 演】 選抜受講生

◇

「第 25 回日本管打・吹奏楽アカデミー賞」（啓発部門）受賞！
開催から 21 年を迎え 2,720 名余の受講生を送り出してきた 「浜松国際管楽器アカデミー＆フェスティ
ヴァル」は、次世代を担う優れた管楽器演奏家の育成や発展に貢献したことが高く評価され、一般社団法人
日本管打・吹奏楽会が主催する「第 25 回日本管打・吹奏楽アカデミー賞」の啓発部門にて、受賞が決定し
ました。
http://www.jas-wind.net/academy25.html

＜推薦理由＞（同賞ホームページより引用）
次世代を担う優れた管楽器演奏家の育成を目指して 1995 年より
開催され、世界的に著名な演奏者を講師として招き開講する「管
楽器アカデミー」は、昨年度 20 回を迎えました。音 楽 性 の高 い

第 25 回日本管打・吹奏楽アカデミー賞
受賞者一同

レッスンを受けることができ、聴講生はこれらを自由に聴講できる
という恵まれた環境を提供し、20 年の間に受講生の中からは内外で活躍する多くの管楽器奏者が誕生され、
内容とともに評価が高いアカデミーとして、今回受賞の運びとなりました。
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須川 展也（すがわのぶや/サクソフォン、東京藝術大学招聘教授）
東京藝術大学卒。第 51 回日本音楽コンクール 2 位、第 1 回日本管打楽器
コンクール第 1 位に入賞し注目される。トルヴェール・クヮルテット主宰。
第 4 回出光賞、文化庁芸術祭レコード部門大賞、第 3 回浜松ゆかりの芸
術家顕彰などを受賞している。平成 21 年度浜松市やらまいか大使就任。
現在、東京藝術大学招聘教授、京都市立芸術大学客員教授を務める。
浜松国際管楽器アカデミー教授として、第 1 回から第 20 回まで全て参加
している。

ダグラス・ヨー
（トロンボーン、アリゾナ州立大学教授、元ボストン交響楽団）

ホイートン大学、ニューヨーク大学を卒業後、1985 年よりボストン交響
楽団バス・トロンボーン奏者を務め、2012 年アリゾナ州立大学教授に就
任、現在に至る。古楽器の研究にも精力的で専門誌などへの執筆も多数。
永年のトロンボーン界での功績を称え 2014 年国際トロンボーン協会
ITA Award の受賞者にも選ばれている。浜松国際管楽器アカデミー講師
として、第 1 回～第 3 回、第 10 回、第 19 回、20 回参加。

リヒャルト・ガラー(ファゴット、ウィーン交響楽団首席)
グラーツ生まれ。ザルツブルク・モーツァルテウム音楽院にてミラン・トゥ
ルコビッチに師事。 1987 年よりウィーン交響楽団の首席ファゴット奏者と
なる。数多くの室内楽アンサ ンブルに所属し、室内楽音楽祭に参加する傍
ら、ソロ活動としても一流指揮者と共 演。1997 年から 2004 年までザルツ
ブルク・モーツァルテウム音楽院のファゴット科 教授。2004 年 3 月より
ウィーン国立音楽大学の教授を務める。

トーマス・フートゥン
(トランペット、ロサンジェルス・フィルハーモニック首席)

フロリダ出身。南フロリダ大学、ライス大学卒業。A・ギターラ、J・ハ
グストロム、D・オーウェンの各氏に師事。大統領直属アメリカ海兵隊
軍楽隊、インディアナポリ響アシスタント首席、アトランタ響首席を歴
任、2012 ロサンジェルス・フィルハーモニック首席奏者に就任、現在に
至る。今回が 2 回目の参加となる。
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昨年の様子 バジル・クリッツァー氏による「アレクサンダー・テクニーク」より

昨年の様子 「オープニングコンサート」より
この件に関するお問い合わせ先
■一般の方のお問い合わせ先
第 20 回浜松国際管楽器アカデミー＆フェスティヴァル
「オープニングコンサート」より
浜松市
浜松市アクトシティ音楽院事務局 杉山
〒430-7790 静岡県浜松市中区板屋町 111-1
TEL 053-451-1150
ヤマハ株式会社
ヴァレンティーノ・ズッキアッティ
楽器営業統括部 B&O 営業部 堀場
(ファゴット/ミラノスカラ座管弦楽団首席)
〒430-8650 静岡県浜松市中区中沢町 10-1
TEL 053-460-2248
■報道関係の方のお問い合わせ先
ヤマハ株式会社
広報部 橋本
〒108-8568 東京都港区高輪 2-17-11
TEL 03-5488-6605
広報部（浜松）石川
〒430-8650 静岡県浜松市中区中沢町 10-1
TEL 053-460-2210
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