
サウンドデザインフェスティバル in 浜松2021 タイムテーブル　2021年12月11日（土）

場所 出演者 参加費
Youtube

LIVE
開催時間 10時 11時 12時 13時 14時 15時 16時

主催者 無料 10:00～10:30

明和電機 無料 ● 11:00～12:00

山口とも 無料 ● 13:00～14:00

ヤマハ 無料 ● 14:30～15:30

STUTS 無料 16:15～17:00

輪っと茶っとでハーモニー PEG 無料 10:15～11:45

ピアノ解体ショー（展示ブースにて開催） 河合楽器製作所 無料 12:15～12:45

音を集めて加工して、音楽を作るワークショップ STUTS 無料 14:00～15:00

すぎのウッドカズー mori no oto ¥1,650 15:30～16:30

すぎとひのきのバードコール mori no oto ¥1,650 ● 10:15～11:15

ふれると音を奏でる鳥の基板のアクセサリー MATHRAX ¥3,000 ● 12:00～13:30

すぎとひのきのバードコール mori no oto ¥1,650 ● 14:00～15:00

オンラインで声を重ねて演奏しよう！ 宮内康乃 無料 15:30～16:30

ガレージバンドde「音楽制作」をしよう♪ 白羽楽器 無料 10:15～11:15

すぎのウッドカズー mori no oto ¥1,650 12:00～13:00

ガレージバンドde「音楽制作」をしよう♪ 白羽楽器 無料 13:45～14:45

電子工作ワークショップ「いしのこえ」 MATHRAX ¥3,000 15:30～16:30

楽しく作るヘンテコスピーカー デザイン寮 無料 10:30～12:00

みんなの手拍子が主役！ リズムのコンサート “エイト・オー・エイト” ローランド 無料 12:30～13:30

ペットボトルでトーン・ホイール・オルガンをつくろう！ R-MONO Lab 無料 14:00～15:30

みんなの手拍子が主役！ リズムのコンサート “エイト・オー・エイト” ローランド 無料 16:00～17:00

シャカシャカペッカー作り 山口とも 無料 ● 10:45～11:45

「楽器工作　つくろう、ならそう！」ギター ヤマハ ¥500 ● 12:15～13:15

３Ｄプリンタでオリジナルのギターピックをつくろう ねや楽器 無料 13:30～15:30

「楽器工作　つくろう、ならそう！」ラッパ ヤマハ ¥500 ● 15:45～16:45

展示エリア 無料 10:00～17:00

伊藤尚未 要入館料
13:00～、14:00～

15:00～

科学館スタッフ 入館料+¥300 13:00～15:30

展示 要入館料 9:30～17:00

展示 要入館料 9:30～17:00

竹内正実ほか
一般 ¥2,000

学生 ¥1,000
18:30～ 18:30～

前田悠希（14:00）

鈴木雄也（15:30）
要入館料 14:00～、15:30～

特別サイエンスショー「たたく、はじく、こする、ん？」

回転楽器でメロディを奏でよう

企画展　テルミン誕生101年 電子楽器の過去と未来

ミニ展示　静岡文化芸術大学の学生による創作電子楽器展示

（製作者による解説は13:00～16:30）

レクチャーコンサート

触れずに奏でる電子楽器”テルミン”

テルミン・ミニコンサート

room1

room2

room3

room4

room5

参加企業、クリエイターの作品展示

開会式

ナンセンスマシーンコンサート

ともとものガラクタ音楽会「ゴミじゃない鳴らせば楽器」

ヤマハ ディスクラビア　リモートコンサート

ミニライブ

内容

ステージ

エリア

ワーク

ショップ

エリア

科学館

エリア

楽器博物館

エリア

主催：はまままつ響きの創造プロジェクト実行委員会　　　　お問い合わせ：（公財）浜松市文化振興財団　TEL053-451-1151　　email：sdf2021@hcf.or.jp　　※各イベントの詳細は上記QRコードからホームページをご覧ください。https://www.sdf2021.jp

www.sdf2021.jp



サウンドデザインフェスティバル in 浜松2021 タイムテーブル　2021年12月12日（日）

場所 内容 出演者 参加費
Youtube

LIVE
開催時間 10時 11時 12時 13時 14時 15時 16時

竹内正実ほか 無料 ● 11:00～12:00

和田永 無料 13:00～14:00

菊本忠男、小林茂 無料 ● 15:00～16:00

輪っと茶っとでハーモニー PEG 無料 10:15～11:45

ピアノ解体ショー（展示ブースにて開催） 河合楽器製作所 無料 12:15～12:45

すぎのウッドカズー mori no oto ¥1,650 12:00～13:00

うなぎいも×明和電機 うなぎいものサックスを作ろう 明和電機 ¥2,000 13:45～15:30

オンラインで声を重ねて演奏しよう！ 宮内康乃 無料 13:45～14:45

すぎのウッドカズー mori no oto ¥1,650 15:45～16:45

すぎとひのきのバードコール mori no oto ¥1,650 ● 10:15～11:15

ふれると音を奏でる鳥の基板のアクセサリー MATHRAX ¥3,000 ● 12:00～13:30

スマホdeガレバン！作曲ワークショップ 中森信福 無料 ● 14:00～16:00

スマホdeガレバン！作曲ワークショップ 中森信福 無料 10:30～12:30

すぎとひのきのバードコール mori no oto ¥1,650 13:45～14:45

電子工作ワークショップ「いしのこえ」 MATHRAX ¥3,000 15:30～16:30

ベロミンタワーを作ろう 明和電機 ¥2,000 11:00～12:00

みんなの手拍子が主役！ リズムのコンサート “エイト・オー・エイト” ローランド 無料 12:15～13:15

ペットボトルでトーン・ホイール・オルガンをつくろう！ R-MONO Lab 無料 13:30～15:00

楽しく作るヘンテコスピーカー デザイン寮 無料 15:15～16:45

「楽器工作　つくろう、ならそう！」ギター ヤマハ ¥500 ● 10:15～11:15

うなぎいも×明和電機 うなぎいものサックスを作ろう 明和電機 ¥2,000 ● 11:30～13:15

「楽器工作　つくろう、ならそう！」ラッパ ヤマハ ¥500 ● 14:00～15:00

ベロミンタワーを作ろう 明和電機 ¥2,000 ● 15:30～16:30

展示エリア 無料 10:00～17:00

浜松科学館サイエンス

チームリーダー
要入館料

13:00～、14:00～

15:00～

科学実験 ¥400
10:30～、11:00～

11:30～、12:00～

科学館スタッフ 入館料+¥300 13:00～15:30

展示 要入館料 9:30～17:00

展示 要入館料 9:30～17:00

企画展　テルミン誕生101年 電子楽器の過去と未来

ミニ展示　静岡文化芸術大学の学生による創作電子楽器展示

room4

room5

参加企業、クリエイターの作品展示

うえちゃんの特別サイエンスショー『音』

15分で科学実験「手作りスピーカー」

回転楽器でメロディを奏でよう

空間を操り、誰でも楽しめる不思議な楽器

テルミン＆マトリョミン

轟！家電楽器ライブ＆トーク

TR-808開発の中心人物が語る過去・現在・未来

room1

room2

room3

ワーク

ショップ

エリア

科学館

エリア

楽器博物館

エリア

主催：はまままつ響きの創造プロジェクト実行委員会　　　　お問い合わせ：（公財）浜松市文化振興財団　TEL053-451-1151　　email：sdf2021@hcf.or.jp　　※各イベントの詳細は上記QRコードからホームページをご覧ください。https://www.sdf2021.jp
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