佐久穂町の宝 ・ スタインベルクピアノのお話
（１） いつ、どこで作られたの？
今から約 90 年前の昭和 2 年（1927 年）頃に、ドイツのベルリンにあったスタ
インベルク社で作られました。現在、この会社はありません。
（２） だれが、どのようにして買ったの？
昭和 3 年（1928 年）12 月、穂積尋常高等小学校（佐久穂町立八千穂小学校の前
身）が、昭和天皇の即位記念（御大典記念）として、地元の黒沢家からの寄付をも
とに東京の外国ピアノ輸入商会から購入しました。
（３） お値段は？
2537 円 40 銭（定価 3,000 円か？）でした。当時は、白米（１等・10 キロ）が
２円 60 銭、大工の手間賃が１日、３円 10 銭の時代です。
（４） どのようにして直したの？
八千穂中学校体育館のステージ隅でほこりをかぶっていたピアノを八千穂村の
有志が修復委員会をつくって寄付を集め、専門のピアノ業者に直してもらいました。
平成 17 年（2005 年）５月に修復記念コンサートを行いました。
（５）今はどのように使われているの？
通常は八千穂福祉センターの
大会議室に置かれ、部屋が空いて
いれば、だれでも見学したり、弾く
ことができます。また、いろいろな
コンサートを開催しています。
（６）同じピアノはほかにどこにあるの？

スタインベルクピアノ・ほっとジャズコンサート
（2013 年 8 月 30 日）

昭和初期に製造されたスタインベルク社のグランドピアノはとても希少ですが、
佐久穂町のほかに京都府綾部市の綾部高校や岡山市の政田小学校にあります。また、
スタインベルク社のアップライトピアノは、東大付属病院（山田耕筰が寄贈）など
で所蔵が確認されています。

長野県佐久穂町のスタインベルクピアノの歩み
年 月 日

で

き ご と

1928 年（昭和 3 年）12 月 20 日

○長野県穂積村（現、佐久穂町）穂積尋常高等小学校で、ドイツ製の
ベルリン製スタインベルクピアノを昭和天皇の即位記念として購入

1978 年（昭和 53 年）頃

○八千穂南小（穂積小の後身）閉校で八千穂中体育館にピアノを移動

2000 年（平成 12 年）８月
2003 年（平成 15 年）９月

○『八千穂村誌・今昔編』でスタインベルクピアノを取り上げる。
○『八千穂村誌・歴史編』でスタインベルクピアノを取り上げる。

2003 年（平成 15 年）10 月

○八千穂スタインベルクピアノ修復委員会設立（会長：内藤大三氏）

2005 年（平成 17 年）5 月 29 日

○ピアノの修復が完了し、修復委員会が佐久穂町にピアノを寄贈。
○スタインベルクピアノ修復完成記念コンサート（しらかば社会体育館）
出演：小沢英世、平沢匡朗、兎束康雄（岡山市政田小のピアノと共演）

○八千穂スタインベルクピアノ修復委員会解散
2005 年（平成 17 年）11 月 27 日 ○第 1 回さくほスタインベルクピアノリレーコンサート（51 組）
2006 年（平成 18 年）11 月 26 日 ○第２回さくほスタインベルクピアノリレーコンサート（42 組）
2005 年（平成 17 年）7 月

2007 年（平成 19 年）８月５日

○スタインベルクピアノスペシャルコンサート（八千穂福祉センター）
出演：中田留美子（ソプラノ）
、永島義男（コントラバス：東京芸術
大学）、マインハルト・プリンツ（ピアノ：ウィーン国立音楽大学）

2007 年（平成 19 年）10 月 21 日

○第３回さくほスタインベルクピアノリレーコンサート（41 組）

2008 年（平成 20 年）８月９日

○辻久子ヴァイオリンコンサート～ストラディヴァリとスタインベル
クピアノの共演～ 出演：辻久子（ヴァイオリン）、ピアノ伴奏（竹内素子）

2008 年（平成 20 年）10 月４日

○スタインベルクピアノでベートーヴェンを味わう～平沢匡朗ピアノ
コンサート～（八千穂福祉センター）

2008 年（平成 20 年）11 月 16 日

○第 4 回さくほスタインベルクピアノリレーコンサート（48 組）

2009 年（平成 21 年）５月 10 日

○スタインベルクピアノ・スプリングコンサート～木野雅之＆平沢
匡朗デュオ～（生涯学習館メリアホール）

2009 年（平成 21 年）11 月 15 日

○第 5 回さくほスタインベルクピアノリレーコンサート（41 組）
○RINA ピアノリサイタル（出演：籔内利枝子・中島尚子）

2010 年（平成 22 年）２月

○スタインベルクピアノの CD 録音を生涯学習館メリアホールで実施
ヴァイオリン：木野雅之、ピアノ：平沢匡朗（町教育委員会協力）

2010 年（平成 22 年）10 月１日

○スタインベルクピアノ・トークコンサート～なぜ日本人はショパン
が大好きなのか？～ 出演：平沢匡朗（八千穂福祉センター）

2010 年（平成 22 年）11 月 27 日

○スタインベルクピアノ CD 完成記念コンサート～木野雅之＆平沢
匡朗デュオ～（生涯学習館メリアホール）
○第 6 回さくほスタインベルクピアノリレーコンサート（36 組）
○洗足学園音楽大学・平沢ゼミ楽しいクラシックの旅コンサート
生涯学習館メリアホール（町教育委員会後援）
○スタインベルクピアノ春風コンサート（出演：醍醐抄代子）
○第 7 回さくほスタインベルクピアノリレーコンサート（36 組）
○第 1 回スタインベルクピアノ・春よ来いコンサート

2010 年（平成 22 年）11 月 28 日
2011 年（平成 23 年）３月 26 日
2011 年（平成 23 年）５月 14 日
2011 年（平成 23 年）11 月 19 日
2012 年（平成 24 年）3 月 25 日

出演：洗足学園音楽大学ヒラゼミバンド（生涯学習館メリアホール）

○スタインベルクピアノ真夏の夜の夢コンサート
出演：中島尚子（くらしき作陽大学）
、三瀬直子（同）
2012 年（平成 24 年）11 月 24 日 ○第 8 回さくほスタインベルクピアノリレーコンサート（27 組）
2013 年（平成 25 年）3 月 24 日 ○第２回スタインベルクピアノ・春よ来いコンサート
2012 年（平成 24 年）８月 18 日

出演：洗足学園音楽大学ヒラゼミバンド（生涯学習館メリアホール）
2013 年（平成 25 年）8 月 30 日

○スタインベルクピアノ・ほっとジャズコンサート
出演：福本純也Ｂｏｙｌｓｔｏｎカルテット（八千穂福祉センター）

2013 年（平成 25 年）11 月 17 日

○第 9 回さくほスタインベルクピアノリレーコンサート（32 組）

2014 年（平成 26 年）3 月 23 日

○第３回スタインベルクピアノ・春よ来いコンサート
出演：平沢匡朗＆ウィンドプレイヤーズ・ポッローネ（生涯学習館メリアホール）

