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2022 年 5 月 12 日 

 

浜松市は浜松市文化振興財団、ヤマハ株式会社、ヤマハ音楽振興会との共催により、「第 28 回浜

松国際管楽器アカデミー＆フェスティヴァル」を 8 月 2 日（火）～8 月 7 日（日）の 6 日間、アクト

シティ浜松を会場に、3 年ぶりに開催いたします。「アカデミー」のレッスン概要、ならびに「フェ

スティヴァル」のコンサート概要、演奏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。

あわせて、本イベントの受講生・聴講生の募集を開始します。また、「フェスティヴァル」のコンサート

チケット発売を 5 月 15 日（日）より行います。なお、本年のイベントは、新型コロナウイルス感染

予防に配慮し、これまでと規模を変更した内容での開催となります。 

 

■世界トップクラス、精鋭の教授陣による「演奏家コース」と初の「中学/高校生コース」 

28 回目を迎える「管楽器アカデミー」は 1995 年から始まる、歴史ある、そして管楽器に特化したユニーク

なイベントです。本アカデミーは、受講生に対し全クラスでピアノ伴奏付きの音楽性の高いレッスンを実施。

また、聴講生はそれを自由に聴講できるという恵まれた環境を提供しています。 

本年のアカデミーの募集定員は、受講生 32名と聴講生 50名の計 82名です。高レベルの教育の提供に

よって、将来有望な奏者の発掘と育成を目指して、今回は受講コースを大学生、専門学生、プロ奏者を対

象とした「演奏家コース」（1 クラス 7 名、4 クラス）と、「中学/高校生コース」（1 クラス 1 名、4 クラス）に編成し

ました。教授陣には、第 1 回の開催時より協力いただいている地元浜松出身で国際的サクソフォン奏者須

川展也、東京藝術大学准教授でオーボエ奏者の吉井瑞穂のほか、2 名の外国人教授を招聘しました。 

開催場所はＪＲ浜松駅に隣接する音楽ホールを含む複合施設・アクトシティを拠点とした利便性の高いエ

リアです。現在国内外で活躍するプロの管楽器奏者らが学生時代に数多く参加しているのも特徴のひとつ

で、初回からの受講者数は延べ 3,200 人を超えています。 

 

■「フェスティヴァル」ではぜひ聴きごたえある、「オープニングコンサート」のスペシャル吹奏楽を！ 

レッスン主体の「アカデミー」に対して、「フェスティヴァル」では複数のコンサートが開催されます。 

本年の「オープニングコンサート」では、全国から集結したトップクラスの演奏家とアカデミー教授による約 50

 

  

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 28回 浜松国際管楽器アカデミー＆フェスティヴァル』 

 

アカデミー概要とフェスティヴァル「オープニングコンサート」他が決定 
 

期間：2022年8月2日（火）～8月7日（日）  

会場：アクトシティ浜松 

 

チケットは、5月15日（日）より全国販売開始 

3年ぶりに管楽器の祭典が帰ってくる！ 
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名規模のスペシャル吹奏楽コンサートを開催します。また、最終日には受講生全員とアカデミー教授による

「アンサンブルコンサート」が締めくくりを彩ります。 

 

■トップアーティストによる『吹奏楽部指導講座』 

 浜松市内の中学・高校の吹奏楽部を応援する企画として、全国のトップアーティストが学校に赴き、合奏や

パートを指導する特別講座を実施いたします。 

 

3 年ぶりに開催する「浜松国際管楽器アカデミー＆フェスティヴァル」の詳細は下記のとおりです。 

 

◇ 

＜開催概要＞ 

名 称 ：「第 28 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／ヤマハ株式会社／一般財団法人ヤマハ音楽振

興会 

後 援 ：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

聞静岡支局／時事通信社浜松支局／テレビ静岡／静岡朝日テレビ浜松総支社／静岡第一テ

レビ／Ｋ－ＭＩＸ／ＦＭ－Ｈaro！ 

日本オーボエ協会／一般社団法人日本クラリネット協会／日本サクソフォーン協会／日本

トランペット協会／ブリティッシュ・カウンシル／ベルギー大使館   ＠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 

https://hamamatsuwindacademy.com/  

※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 
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◇ 

＜アカデミー概要＞ 

【演奏家コース】 会場：アクトシティ浜松「研修交流センター」 

楽器種類 募集人数  教  授 受講料 

オーボエ 7 名 

(1 クラス) 

吉井瑞穂 （東京藝術大学准教授)  

 

    

\65,000 

（税込） 

クラリネット 7 名 

（1 クラス）  

マイケル・コリンズ（ソリスト) 

サクソフォン 7 名 

(１クラス) 

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) 

 

トランペット 7 名 

(１クラス) 

イエルーン・ベルワルツ（ハノーファー音楽大学教授) 

 

【中学/高校生コース】 会場：アクトシティ浜松「研修交流センター」 

楽器種類 募集人数  教  授 受講料 

オーボエ 1 名 

(1 クラス) 

吉井瑞穂 （東京藝術大学准教授)  

 

    

\20,000 

（税込） 

クラリネット 1 名 

（1 クラス）  

マイケル・コリンズ（ソリスト) 

サクソフォン 1 名 

(１クラス) 

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) 

 

トランペット 1 名 

(１クラス) 

イエルーン・ベルワルツ（ハノーファー音楽大学教授) 

※いずれも、ピアノ伴奏付き個人レッスン。応募状況により定員に変更があります 

※宿泊代、昼食代、コンサート料金は含みません 

          

【聴講クラス】会場：アクトシティ浜松「研修交流センター」 

楽器種類 募集人員 聴講料 １日 全日程     備 考 

全楽器 50 名 一般 \4,000(税込) \16,000(税込) 全楽器の聴講可能 

 小･中･高校生 \2,000(税込) \ 8,000(税込) 

 

【応募資格】・受講コース 演奏家コース：大学、専門学校、プロ演奏家 

中学・高校生コース：中学、高校生 

        ・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】2022年 8 月 3 日（水）～8 月７日（日）の 5 日間 

【募集締切】2022 年 6 月 17日（金）必着 

【申込方法】申込書に全てご記入の上、審査用音源（CD-ROM）を添えて、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月下旬ごろより本人へ通知します。 

【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。 

【お申し込み・お問い合わせ】 
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  「浜松国際管楽器アカデミー＆フェスティヴァル事務局」 

（株） オーパス・ワン     

東京都千代田区神田司町 2-13 神田第 4 アメレックスビル 402 号室 

TEL. 03-5577-2072   FAX. 03-5577-2073 

E-mail ： hamamatsu-windacademy@opus-one.jp 

https://opus-one.jp 

【専用サイト】  https://hamamatsuwindacademy.com/ 

 

◇ 

 

＜フェスティヴァル概要＞ 

タイトル 日 程  内  容 出演者 会 場 入場料(税込) 

オープニング  

コンサート 

8/2（火） 

19:00 開演 

アカデミー教授陣・ 

プロ奏者による吹

奏楽コンサート 

教授陣（4 名）、

プロ管弦打楽

器奏者、原田

慶太楼（指揮） 

アクトシティ浜松 

中ホール 

全席自由 

一般：\4,000 

高校生以下：

\1,500 

吹奏楽部指

導講座 

8/3（水） 

 

国内管弦打楽器プ

ロ奏者による吹奏

楽部指導 

管弦打楽器奏

者 （Fl、Ob、Fg、

Cl、Sax、Hr、Tp、

Tb 、 Eup 、 Tub 、

CB、Per ） 

市内参加希望校 非公開 

アンサンブル

コンサート 

8/7（日） 

14:00 開演 

アカデミー教授陣と

受講生によるアン

サンブル 

教授陣（4 名）、

受講生全員 

アクトシティ浜松 

音楽工房ホー

ル 

全席自由 

一般：\1,500 

高校生以下：

\1,000 

 ＊内容詳細は公式ホームページにて、5 月 12 日にご案内いたします。 

 

【チケット取扱い】チケットぴあ （8/2 オープニングコンサートのみ） 

           アクトシティチケットセンター 他 

【問い合わせ先】（株） オーパス・ワン （TEL 03-5577-2072） 

           (公財) 浜松市文化振興財団文化事業課 （TEL 053-451-1150） 

◇ 

＜コンサート、講座詳細＞ 

● 「オープニングコンサート」 

日時:8 月 2 日（火） 19：00開演 

会場：アクトシティ浜松・中ホール 

 

アカデミー教授陣、ならびに全国各地からこのコンサートのために集まったトップ演奏者が吹奏楽を演

奏するオープニングコンサートは、まさに一夜限りの特別なコンサート。指揮者には、今、日本の若い世

代で最も注目される指揮者のひとりの原田慶太楼を迎え、本年でなければ聴くことができない、日ごろ

ステージをともにすることがない名手たちの共演、一期一会のコンサートです。 
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【出 演】原田慶太楼（指揮）、アカデミー教授陣（イエルーン・ベルワルツ（Tp）、マイケル・コリンズ（Cl）、

吉井 瑞穂（Ob）、須川 展也（Sax））、プロ演奏家 

【入場料】全席自由 一般：\4,000  高校生以下：\1,500  ライブ配信チケット：\1,500 

【プログラム】                                             

【第 1 部】  指揮：原田慶太楼 

■コープランド：市民のためのファンファーレ 

■バーンスタイン、グランドマン編曲：キャンディード序曲 

■小田実結子：夜明け 

■リード：アルメニアンダンス・パート１  

【第 2 部】  指揮：原田慶太楼 

■ムソグルスキー、ハインズレー編曲：組曲「展覧会の絵」 

※出演者、曲目は変更になる場合もございます。予めご了承ください。 

 

●吹奏楽部指導講座 

        日時：8 月 3 日（水） 午前／午後  

会場：市内参加希望校 

 

全国から参集したトップ奏者たちが、浜松市内の中・高校の吹奏楽部を訪ね、合奏指導のなかで 

パートごとの演奏指導を行います。参加する吹奏楽部は公募します。浜松市吹奏楽連盟に加盟する

浜松市内の中・高校の吹奏楽部等であれば応募可能です。  

※詳細は、浜松市吹奏楽連盟より加盟校へお知らせします。 

 

●アカデミー教授陣と受講生全員による「アンサンブルコンサート」  

日時：8 月 7 日（日） 14：00開演 

会場：アクトシティ浜松・音楽工房ホール 

 

アカデミー教授陣と受講生たちによるアンサンブルのコンサートです。本アカデミー中にアンサンブルの指

導を受けた受講生の成長した演奏にご期待ください。 

【出 演】アカデミー教授陣（イエルーン・ベルワルツ（Tp）、マイケル・コリンズ（Cl）、吉井 瑞穂（Ob）、須川 

展也（Sax））、受講生全員 

【入場料】全席自由 一般：\1,500  高校生以下：\1,000   

 

※開催近日の状況により開催を中止させていただく場合もございます。 

開催の有無および、中止の際のチケット代金払い戻し等につきましては、浜松国際管楽器アカデミー＆フェスティヴァルホームページにて

ご案内させていただきます。 
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須川 展也（サクソフォン、東京藝術大学招聘教授） 

日本が世界に誇るクラシカル・サクソフォン奏者。国内外の著名オーケ

ストラと多数共演。30 カ国以上で公演やマスタークラスを行う。東京

藝術大学卒業。第 51 回日本音楽コンクール、第 1 回日本管打楽器コン

クール最高位受賞。東京佼成ウインドオーケストラ・コンサートマスター

（89-10 年）、ヤマハ吹奏楽団常任指揮者(07-20年)を歴任。トルヴェール・

クヮルテットのメンバー、東京藝大招聘教授、京都市立芸大客員教授。 

浜松国際管楽器アカデミー教授として、第 1回から毎年参加している。 

 

吉井 瑞穂（オーボエ、東京藝術大学准教授） 

甘美な音色と豊かな音楽性で世界の聴衆を魅了する国際派オーボエ奏者。東京

藝術大学入学後、渡独。カールスルーエ国立音楽大学を首席で卒業。日本音楽

コンクール優勝ほか、英バルビローリ国際コンクール、日本管打楽器コンクール

で入賞。ベルリン・フィルのエキストラ奏者として活躍後、シトゥットガルト国立歌劇

場管の首席奏者を経て 2000 年からマーラー室内管首席奏者に。マンハッタン音

楽院、イギリス、スペイン、ドイツ、ノルウェー、コロンビア、ベネズエラなどでマスター

クラス教授として招かれ、後進を指導。東京藝術大学准教授。鎌倉市出身・在住。 

本アカデミーには、2018 年、2019 年と参加。今回で 3 回目となる。 

 

イエルーン・ベルワルツ（トランペット、ハノーファー音楽大学教授） 

卓越した技術力と繊細な音楽性、バロックから現代音楽、ジャズまで及ぶ広

いレパートリーを操る稀有な存在のトランペット奏者。NHK 交響楽団、ウィー

ン交響楽団など世界的オーケストラやアラン・ギルバート、準・メルクルなど著

名指揮者と協演。王立ヘント音楽院でジャズボーカルを学ぶという多才な一

面を持つ。カールスルーエ音大で名手ラインホルト・フリードリッヒ氏に師事。

2008 年よりハノーファー音楽大学教授を務める他、英国王立音楽院のプロ

フェッサー・イン・レジデンスとして後進の指導にあたる。 

本アカデミーには 2015 年、2016 年、2019 年に参加、今回は 4 回目。 

 

原田 慶太楼（東京交響楽団正指揮者） 

2021年4月東京交響楽団正指揮者に就任。子供たちに本物の音楽を届けるこ

と、日本人の作曲家の作品を世界に広めることをライフワークとしている。

2020年からサヴァンナ・フィルハーモニックの音楽＆芸術監督。オペラ指揮

者としてアリゾナやノースカロライナ、ブルガリア国立歌劇場等でも活躍。

またジョン・ウィリアムズのアシスタントも務める。2010年タングルウッド

音楽祭で小澤征爾フェロー賞、2014・15・16・20・21年米国ショルティ財団

キャリア支援賞受賞。本アカデミーへの参加は今回初となる。 
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「オープニングコンサート」終演後のステージにて 

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 

           (公財)浜松市文化振興財団 

              文化事業課 梅田 

              〒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 

              楽器事業本部 B&O 事業部 堀場 

              〒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 

              コーポレート・コミュニケーション部 佐藤 

               〒430-8650 静岡県浜松市中区中沢町 10-1 

                         TEL 053-460-2210 

第 25 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 

 

 

 

 

第 25 回浜松国際管楽器アカデミー＆フェスティヴァル レッスン風景（マイケル・コリンズ氏） 

 

 

 

 


