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天皇陛下に行幸を賜り
第20回日本太鼓全国障害者大会開催
各団体の演奏の合間には、出場者が太鼓との関わ
りについて体験発表が行われ、約 900 名におよぶ観
客から、ひたむきな演奏と体験発表に惜しみない拍
手が送られていました。
会場ロビーには、富岳会の皆さんが描いた絵画が
展示され、来場者は熱心に見入っていました。
＜出場団体一覧＞（出場順30団体）☆初出場
☆１.邦楽アカデミーまほろば組(東京)
２.新潟ろうあ万代太鼓豊龍会(新潟)
３.社会福祉法人同朋福祉会あそかの園同朋太鼓(山口)
４.鼓友夢光組(富山)
５.伊豆医療福祉センターどんつく(静岡)
６.やまびこ太鼓(福島)
７.金谷大井川川越し太鼓チャレンジチーム(静岡)
☆８.釧路聴力障害者協会蝦夷太鼓(北海道)
９.石川県立明和特別支援学校龍剣太鼓(石川)
10.御諏訪太鼓保存会湖響龍夢(長野)
11.大江戸助六流東京ろう者和太鼓倶楽部｢鼓友会｣(東京)
12.にこにこ青年講座風のひびき(静岡)
13.甲州ろうあ太鼓(山梨)
14.和太鼓花の木組(長野)
15.縄樂座(千葉)
16.ファミリーユニット童鼓(岐阜)
17.金谷大井川川越し太鼓浜松チャレンジチーム(静岡)
18.神戸ろう太鼓集団鼓神(兵庫)
19.社会福祉法人大分県社会福祉事業団
大分県糸口学園糸口太鼓(大分)
20.静岡ハンディキャップ太鼓の会(静岡)
☆21.甲斐乃和太鼓心響会(山梨)
22.富岳太鼓竜神組(静岡)
23.石川県立ろう学校風神太鼓(石川)
24.すまいる和太鼓クラブ(大阪)
25.恵那のまつり太鼓(岐阜)
26.諏訪どんどん太鼓(長野)
27.なごみ太鼓喜楽(静岡)
28.はねっ鼓(東京)
29.四国中央いわくら太鼓ろうあ部会｢鼓龍会｣(愛媛)
30.豊中ろう和太鼓クラブ｢鼓響｣(大阪)

(出場者にお声をかけられる天皇陛下 )

10 月７日(日)第 20 回日本太鼓全国障害者大会を
東京都文京区の｢ 文京シビックホール大ホール ｣にて
開催いたしました。
この大会は日本財団の助成事業として行われ、当
財団主催、
社会福祉法人富岳会共催、
関八州太鼓連合、
日本太鼓財団東京都支部主管のもと、厚生労働省、
文化庁、東京都、文京区などの後援をいただき実施
いたしました。
日本太鼓は、障害者の療育に効用があると言われ
ており、社会福祉法人富岳会( 山内令子会長 )は、40
年以上前から補助セラピーや自己表現の手段として
取り入れてこられました。この大会は、1998 年静岡
県御殿場市にて、富岳会主催｢ 第１回全国障害者太
鼓演奏会 ｣から始まり、｢より多くの団体に出演の機
会を｣との声を受け、翌 1999 年から当財団との共催
で実施しております。
第 20 回目を迎える当大会は、天皇陛下に初めて行
幸を賜りました。５年毎の東京開催の際には毎回皇
后陛下に行啓を賜わっておりましたが、お風邪を召
されたため残念ながら今回はご臨席叶いませんでした。
日本太鼓に積極的に取り組んでいる16 都道府県の
30 団体( 出場者数 401名 )が一堂に会し、日頃の練習
の成果を力いっぱい披露しました。
今回は、｢邦楽アカデミーまほろば組｣( 東京 )、｢釧
路聴力障害者協会蝦夷太鼓 ｣( 北海道 )、｢甲斐乃和太
鼓心響会 ｣( 山梨 )の３団体が初めて参加されました。
また、｢ 富岳太鼓竜神組 ｣( 静岡 )、｢ 金谷大井川川
越し太鼓チャレンジチーム｣( 静岡 )、｢ 恵那のまつり
太鼓 ｣( 岐阜 )の３団体は第１回より20 回連続で出場
をされており、その努力を讃え、表彰されました。

次回は倉敷市玉島文化センターで開催！
来年の21回大会は2019年10月６日(日)に岡山県倉
敷市の｢倉敷市玉島文化センター ｣にて開催いたし
ます。皆様のご来場を心よりお待ちしております。
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初出場団体の体験発表をご紹介いたします
邦楽アカデミーまほろば組 ( 東京 )
こんにちは！邦楽アカデミー ｢まほろば組 ｣です。以前にも同好
会｢ 和太鼓流星群 with X｣という名前でこの大会に２回出場させて
頂いています。今回は新しい指導者(湯澤元一先生)の下でメンバー
も少なくなりましたが、邦楽アカデミー ｢まほろば組 ｣として初参
加です。気分も新たに張切って演奏します。練習は月２回第１、第
３土曜日、１時間と少ない時間ですが心と太鼓の音をひとつにして
頑張っています。私達の打つ音が皆様の心に響く様に心を込めて打
ち込みます。

釧路聴力障害者協会蝦夷太鼓 ( 北海道 )
みなさんこんにちは！私は代表の山口雄太と申します。どうぞよろしくお願いします。
私たちは、遠く北海道から来ました｢ 釧路聴力障害者協会蝦夷太鼓 ｣です。今年で 39 年目を迎えた北海道で
は最も古い、聴力障害者の太鼓団体です。｢くしろ港祭り｣で初めて全身で感じた和太鼓の響き、これを耳の
不自由な我々でも、演奏することができないか？そのことをきっかけに、私たちの会は出発しました。
39 年前、
その時に指導を頂いたのが、
｢ 北海道くしろ蝦夷太鼓保存会 ｣の山口良雄さんです。今も一緒に、
ずっ
と毎週１回の厳しい稽古を続けてきています。
聴覚障害者は、太鼓の音は振動で伝わり、良く体で感じます。でも、太鼓の淵の音や鳴り物などの高い音が
感じにくく、和太鼓の難しい曲では、いつもずれてしまいます。それと、屋外や広く大きな会場では、苦労し
ます。ですから、このずれをいかに少なくするか、たくさん努力しなければなりません。
太鼓だけではなく、拍子木や鐘、鈴も入った曲があります。時には、アイヌ民族の口琴(こうきん:ビヨー
ンビヨーン )の｢ ムックリの演奏 ｣にもチャレンジします。
このように、１曲１曲感情をこめて、打ち上げることが目標でも
あります。地元のお祭りや、他の町でのいろいろなイベントでも披
露しています。過去に、沖縄にも招かれ遠征したり、シンセサイザー
奏者で有名な｢ 喜多郎さん｣との共演もありました。
本日は、｢ 飛翔 ｣という曲をご披露します。すべての人たちが、夢
と希望をもって、今を大切に、未来へと羽ばたく！様子を表現した
曲です。
どうぞ、私たちの思いを感じ、お聴きください。

甲斐乃和太鼓心響会 ( 山梨 )
皆さんこんにちは。山梨県から参りました「甲斐乃和太鼓心響会」と申します。平成27年６月に立ち上げ
た新しいチームで、日本太鼓全国障害者大会には初めて参加させて頂きます。私達のチームは障害者と健
常者がお互いに手を取り合いながら太鼓を楽しく行おうというチームです。チームの名称は、聴いて下さる
方々の心に響くような太鼓を打てるチームになりたい、との願いを込めて命名しました。
結成してから３年になりますが、障害者団体の大きな大会、
介護施設からの依頼など、私達の名前が少しずつ知られてくるよ
うになり出演数も当初よりはだいぶ増えてきました。私達の拙い
太鼓が多くの方々に喜んでもらえる情景をみると、私たちも嬉し
く、太鼓をやっていてよかったと実感します。
不慣れな私達ですが、今日の為に一生懸命練習をしてきました。
どうぞお聞きください。

お客様からの感想をご紹介いたします
本日｢日本太鼓全国障害者大会｣見せていただきました。
冒頭の塩見理事長さんのご挨拶に深い感銘を覚え、メールさせていただきました。障害のあるなしに関わ
らず、命の尊厳を大事になさっておられるのが伝わってきました。
｢障害者｣は決して｢健常者｣に哀れまれる存在ではありません。そんなことが理事長さんのひとことひとこ
とから伝わってきて涙が止まりませんでした。その後のグループの演奏も違ってみえました。
私にも知的障害の長男がいます。はたして私は彼を一人の人間として、その命を敬ったか、と恥ずかしく
感じました。大きな気づきをいただきました。ありがとうございます。
鈴木節子
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第３回大学太鼓フェスティバル開催
８月 30 日 ( 木 ) 第３回大学太鼓フェスティバルを
東京都文京区の ｢ 文京シビックホール大ホール ｣ に
て、約 900 人の観客を集め盛大に開催いたしました。
この大学太鼓フェスティバルは、18 歳以下を対
象とした日本太鼓ジュニアコンクールが盛んになる
一方で、高校卒業以降の太鼓活動を支援するため、
当財団主催、関東地区の大学生が中心となって設立
した大学太鼓フェスティバル実行委員会が共催とな
り、日本財団の助成事業として実施いたしました。
公演は、主催者を代表して当財団の塩見和子理事
長、共催者の音間大誠実行委員長の挨拶の後、演奏
が始まりました。関東圏及び京都府、大分県からの
12 団体に加え、ゲスト４団体に特別演奏を披露し
ていただきました。
どの大学チームも個性が感じられ、お客様からは
｢ 大学生の溌剌とした若さあふれる演奏に元気をも
らった ｣ との嬉しい声をいただきました。

( 多摩美術大学 鑓水太鼓 ･ 東京 )

＜出演団体一覧＞(出演順16団体)☆は初出場
１.文教大学和太鼓部楓(神奈川)
２.西武文理大学和太鼓クラブ鼓月(東京)
☆３.神田外語大学和太鼓サークル神樂(千葉)
☆４.多摩美術大学鑓水太鼓(東京)
５.立教大学邦楽サークル｢合唱団アヒル会｣(東京)
☆６.洗足学園音楽大学和太鼓部｢鼓弾｣(神奈川)
☆７.田中孝記念立教大学コミュニティ福祉学部
和太鼓プロジェクト絆の会(埼玉)
☆８.立命館アジア太平洋大学和太鼓“楽”(大分)
☆９.京都造形芸術大学和太鼓悳(京都)
10.日本体育大学伝統芸能和太鼓同好会(東京)
11.中央大学和太鼓サークル鼓央(東京)
12.武蔵野大学和太鼓隼(東京)
ゲスト団体
13.三代目源流少年隊(大分)
14.倉敷天領太鼓(岡山)
15.八丈太鼓六人会(東京)
16.橘太鼓｢響座｣(宮崎)

( 洗足学園音楽大学 和太鼓部「鼓弾」･ 神奈川 )

( 田中孝記念立教大学コミュニティ福祉学部
和太鼓プロジェクト 絆の会 ･ 東京 )

( 立命館アジア太平洋大学 和太鼓 “楽” ･ 大分 )

( 神田外語大学和太鼓サークル 神樂 ･ 千葉 )

第４回大学太鼓フェスティバル
2019年８月29日(木)、今年と同じ会場の｢文京シ
ビックホール大ホール｣にて開催いたします。皆様
のご来場を心よりお待ちしております。

( 京都造形芸術大学和太鼓 悳 ･ 京都 )
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平成30年７月西日本豪雨支援金一覧
西日本を中心に起きた ｢ 平成 30 年７月豪雨 ｣ により亡くなられた方々にお悔やみ申し上げますとともに、被
災された方々に心よりお見舞い申し上げます。太鼓関係者では家屋への損傷等の被害はあったものの、人的
被害はありませんでした。太鼓の購入 ･ 修理のために少しでも役に立てればとの思いから被害を受けた太鼓関
係者への支援金を募りました。これまでに協力いただいた支援金の状況をお知らせし、協力に感謝します。
いただいた支援金は計 1,900,000 円です。(10/14 現在 )
(順不同･敬称略･財団登録名)
■北海道道北
神楽岡太鼓保存会
永山屯田太鼓保存会
■北海道道東支部
厚床獅子舞保存会
釧路太平洋太鼓保存会
しべつとどわら太鼓保存会
ねむろ太鼓保存会
浜中町郷土芸能振興会きり
たっぷ浜太鼓
北海道くしろ蝦夷太鼓保存会
羅臼町郷土芸能知床いぶき
樽保存会
■北海道道央
橋本流地獄太鼓和太鼓會
■北海道道南支部
厚真郷芸保存会
郷土芸能函館巴太鼓振興会
JX 和太鼓班
砂原権現太鼓保存会
橋本流みゆき太鼓
颯太鼓
はやぶさ太鼓
北海いでゆ太鼓
室蘭和太鼓會
真駒内櫓一番太鼓会 ( 一般 )
■青森県支部
遊びっ鼓組 " 遊 "
龍神太鼓保存会
■秋田県支部
合川太鼓保存会
井川桜爛太鼓創作会
いずみ太鼓の会
彌高太鼓の会
櫻林御鷹太鼓
大館曲げわっぱ太鼓
大曲太鼓道場
大森太鼓保存会
金沢八幡太鼓保存会
唐松太鼓保存会
刈和野大網太鼓
河辺太鼓保存会
象潟九十九島太鼓
菖蒲太鼓保存会
消防太鼓隊
仙北太鼓
大雄太鼓愛好会
鷹巣ばやし普及会
高山太鼓 白神会

會津田島太鼓保存会
愛宕陣太鼓連響風組
安達太良太鼓保存会
あぶくま太鼓 紅組
飯坂八幡神社祭り太鼓保存会
飯豊権現太鼓保存会
岩代國郡山うねめ太鼓保存会
奥州須賀川松明太鼓保存会
奥州ふるどの流鏑馬太鼓保
存会
大越町鬼五郎幡五郎和太鼓
保存会
小町夢太鼓
標葉せんだん太鼓保存会
大川渓流太鼓保存会
相馬野馬追太鼓
たかさと小町太鼓保存会
高松山権現太鼓会
智恵子のふるさと太鼓保存会
帝京安積高等学校和太鼓部
天栄山黄金太鼓保存会
ならは天神太鼓うしお会
西田こまち太鼓保存会
塙まつりばやし保存会
原町第一小学校子供九曜太鼓
磐梯熱海開湯太鼓保存会
磐梯明神太鼓保存会
広野昇龍太鼓
福島県立相馬高等学校相馬
太鼓部
福島県立塙工業高等学校
和太鼓部
方木田稲荷太鼓クラブ
北陵太鼓
みつもり太鼓クラブ
みや誠承太鼓
山木屋太鼓
吉倉八幡太鼓クラブ
和紙の里 和雅美太鼓
和太鼓 疾風
○関八州太鼓連合
東京都太鼓連合
千葉県太鼓連盟
神奈川県太鼓連盟
群馬県太鼓連盟
栃木県太鼓連盟
埼玉県太鼓連盟
茨城県太鼓連盟
静岡県太鼓連盟
■岐阜県支部

田代太鼓振興会
鳥海前の沢太鼓保存会
成瀬仙人太鼓
仁賀保太鼓伝承会
能代べらぼう太鼓
羽川剣ばやし保存会下浜太鼓
東今泉八幡太鼓
日住太鼓
峰神太鼓
祭鼓連
御嶽清流太鼓保存会
やまばと太鼓
雄和太鼓保存会
湯沢南家佐竹太鼓
横手かまくら太鼓
蘭導
八郎太鼓龍勢会
和太鼓集団ＥＮ
■宮城県支部
石巻日高見太鼓
奥州柴田一番太鼓
女川潮騒太鼓 轟会
加茂綱村太鼓
北中山観音太鼓
高倉蘖太鼓
登米春嵐太鼓
白鶯太鼓鶯鳴会
閖上太鼓保存会
米山丸山太鼓
利府太鼓
涌谷太鼓
和太鼓グループ幻創
■山形県支部
あまるめ飛龍太鼓
羽前の国ふながた猿羽根太
鼓保存会
おおえ舟唄太鼓の会
尾花沢花笠太鼓
酒田北前太鼓振興会
太鼓道場 風の会
東北公益文科大学和太鼓部
W-ind
十坂太鼓保存会
鳥海太鼓保存会
念珠関辨天太鼓創成会
ふじしま太鼓鼓粋
米沢民謡一家・米沢御囃子連
■福島県支部
会津猪苗代太鼓 猪駄天
会津坂下安兵衛太鼓
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安岐太鼓保存会
天邪鬼流和太鼓麗彩
恵那のまつり太鼓
大垣麋城太鼓
各務原太鼓保存会
加納ふるさと太鼓保存会
上石津もんでこ太鼓保存会
岐阜神代響太鼓
岐阜県太鼓連盟獅子の会
岐阜勇爽太鼓
岐阜和太鼓和道
磨墨太鼓保存会
童心・飛騨高山太鼓団
中津川太鼓保存会
中山太鼓保存会
日本太鼓集団・鼓國雷響プ
ロジェクト
羽島子ども太鼓クラブ
羽流太鼓
ファミリーユニット童鼓
美濃乃国水郷太鼓保存会
美濃の国羽島太鼓
美濃もとす太鼓保存会
養老象鼻山太鼓の会
麗澤瑞浪中学・高等学校
太鼓部
■長野県支部
青木村義民太鼓保存会
足長剛勇太鼓
あづみの鼓友会
大鹿太鼓愛好会
岡谷太鼓保存会
御諏訪太鼓保存会
源流美麻太鼓
佐久鯉太鼓保存会
真田勝鬨太鼓
信濃之國神川煌神太鼓
信濃国松川響岳太鼓
堀金常念太鼓
信州安曇野穂高太鼓
信州上田真田陣太鼓
信州小谷太鼓
信州真田六文銭太鼓保存会
信州鬼無里鬼女紅葉太鼓保
存会
信州辰野太鼓
信州裾花彩鳥太鼓
鈴岡太鼓
諏訪聾太鼓連
大浅間火煙太鼓保存会

千曲市五加子供太鼓
千曲川坂城陣太鼓
日本アルプス白馬八方太鼓
保存会
野沢温泉道祖神太鼓
聖太鼓保存会
聖大権現清流太鼓
北斎太鼓運営協議会
馬籠黎明太鼓保存会 馬籠衆
丸子太鼓保存会
三郷太鼓協議会
みのわ太鼓保存会
三好町やまびこ太鼓
和田獅子太鼓
■愛知県支部
Oya 鼓
尾張新次郎太鼓保存会
海東流神楽太鼓保存会
願成観音太鼓保存会
清洲町伝統芸能保存会
鯱龍太鼓
杉浦太鼓

転輪太鼓
松平わ太鼓
三河神富太鼓
三河神明太鼓
吉川太鼓鼓流
和太鼓かがり火
■石川県支部
愛鼓会
石川ろう劇団 ｢ 結 ｣
彌栄太鼓保存会
大場潟乃太鼓
加賀豊年太鼓沖町保存会
笠間弓堀太鼓
金沢百萬石太鼓
加能の響会
九谷太鼓保存会
御陣乗太鼓保存会
壺中天
志賀疾風太鼓保存会
城山太鼓保存会
住吉神社御神事太鼓保存会
打族

辰巳こんころ太鼓保存会
チビッ子九谷太鼓
銚子太鼓保存会
出城虫送り太鼓保存会
手取亢龍太鼓保存会
富樫太鼓
冨木神幸太鼓
冨木八幡太鼓保存会
七尾豊年太鼓保存会
能登黒島天領太鼓保存会
能登国穴水長谷部太鼓
のと半島鹿波獅子太鼓
炎太鼓
友禅華太鼓
龍青
若原明神太鼓
輪島高洲太鼓
輪島・和太鼓虎之介
和太鼓摩凛
■福井県支部
朝六ツ子供太鼓
越前権兵衛太鼓保存会

勝山左義長ばやし保存会
坂井市無形民俗文化財火の
太鼓保存会
名田庄太鼓保存会勇粋連
八ツ杉権現太鼓
○全九州太鼓連合
日本太鼓財団福岡県支部
日本太鼓財団佐賀県支部
日本太鼓財団長崎県支部
日本太鼓財団熊本県支部
日本太鼓財団大分県支部
日本太鼓財団宮崎県支部
日本太鼓財団鹿児島県支部
■その他
(株)浅野太鼓楽器店
全国日本剣道場連盟
大学フェスティバル募金
障害者大会募金
国民文化祭おおいた募金
イカミヨウタロウ
オオサワミチヨ
塩見理事長他太鼓財団役職員

＜第 63 回日本太鼓全国講習会 ( 愛知 ) ＞

更( 新研修会の様子

９月22･23日(土日)愛知県支部主管の全国講習会を西尾市｢グリーンホテル三ヶ根｣にて実施いたしました。
地元愛知県をはじめ、14都府県から86名が受講し、開会式では、塩見和子理事長、愛知県支部芝川征夫支部長、
来賓として西尾市の中村健市長からそれぞれ励ましと歓迎の挨拶がありました。２日間の講習会では、受講
生たちは皆熱心に講習を受けていました。
総合指導
古屋 邦夫
○専門講座
○基本講座
秩父屋台囃子講座
髙野 右吉(埼玉)
３級基本講座
安江 信寿
助六太鼓講座
今泉
豊(東京)
４級基本講座
若山 雷門
締太鼓講座
長谷川 義(大分)
５級基本講座
松枝 明美
専門講座講話
長谷川 義(副会長)
◇技術認定員検定の結果は次のとおりです。
１級検定 ６名受験 ６名合格(１名認定)
２級検定 ６名受験 ６名合格
３級検定 19名受験 19名合格･認定
４級検定 13名受験 13名合格･認定
５級検定 30名受験 30名合格･認定
◇第７期公認指導員更新研修会
講師 浅野昭利((一財)浅野太鼓文化研究所理事長)、
長谷川義(副会長)、古屋邦夫(技術委員長)
34名が更新手続きを完了しました。
)

＜第 81 回日本太鼓支部講習会 ( 富山 ) ＞

５級基本講座の様子

９月１･２日(土日)富山県支部主催の支部講習会が立山町｢国立立山青少年自然の家｣で行われました。
今回は地元富山県を中心に52名が参加しました。開会式では西川雅清副支部長、当財団大澤和彦常務理事
からそれぞれ歓迎と励ましの挨拶があり２日間の講習会が始まりました。受講生たちは秋雨降る中、２日間
一生懸命受講していました。
総合指導
古屋 邦夫
○基本講座
３級基本講座 安江 信寿
４級基本講座 若山 雷門
５級基本講座 川口 亜香
◇技術認定員検定の結果は次のとおりです。
３級検定 ４名受験 ４名合格･認定
４級検定 ８名受験 ８名合格･認定
５級検定 31名受験 31名合格･認定
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第７回ボートピア河辺もりっと収穫祭 ｢ 太鼓祭り ｣
５月27日(日)ボートピア河辺にて開催された｢第７回ボート
ピア河辺もりっと収穫祭｣にて、秋田県支部が祭りの盛り上げ
役として太鼓演奏を披露しました。当日は天候に恵まれ、野外
ステージの上で、ジュニアチームの演奏や大人数での合同演奏
など迫力のある演奏に多くのお客様に喜んでいただけました。

アジア婦人友好会創立 50 周年記念式典
６月29日(金)会員相互の友好と協力活動を通じて、アジア･
大洋州諸国間の理解と親善に努められているアジア婦人友好会
より出演依頼を受け、50周年記念式典において、太鼓集団天邪
鬼(東京)を派遣いたしました。気迫あふれる演奏に、この日の
式典にご臨席された皇后陛下は拍手を送られていました。

東京 ･ 虎ノ門一丁目琴平町会の夏祭り
８月10日(金)夕刻当財団ビルの町内会である｢虎ノ門一丁目
琴平町会｣の夏祭りが開催され、邦楽アカデミー和太鼓大元組
ジュニア(東京)と、日本財団関連団体関係者で構成された和太
鼓水心会(東京)が演奏を披露しました。
オフィスビル街での夏祭りの太鼓演奏に、家路に向かう人々
も足を止め、夏の暑さを一時忘れ楽しんでおられました。
( 和太鼓水心会 )

第７期公認指導員更新研修会･日本太鼓支部講習会(北海道道西)開催中止のお知らせ
｢平成30年９月北海道胆振東部地震｣により亡くなられた方々にお悔やみ申し上げますとともに、被災さ
れた方々に心よりお見舞い申し上げます。
９月29･30日(土日)北海道岩見沢市｢幌向総合コミュニティセンターほっとかん｣にて開催を予定していた
第７期公認指導員更新研修会･日本太鼓支部講習会(北海道道西)は、地元関係支部と検討し、開催を中止す
ることになりました。なお、公認指導員更新研修会は以下日程で開催予定ですので、参加可能な方は至急
財団事務局まで連絡下さい。
■公認指導員更新研修会
■お問合せ先
公益財団法人日本太鼓財団 事務局
①開催期日:2018年12月22日(土)
開催場所:岩見沢市民会館｢まなみーる｣(北海道岩見沢市)
Tel.03-6205-4377 Fax.03-6205-4378
②開催期日:2019年２月16･17日(土日)
Email:info@nippon-taiko.or.jp
開催場所:宇城市中央公民館(熊本県宇城市)

台湾太鼓協会が平成 30 年度外務大臣表彰
台湾太鼓協会が、日本との友好親善関係増進に多大な
貢献をした個人や団体に贈られる ｢ 外務大臣表彰 ｣ を受
賞され、
その表彰式が８月29日(水)日本台湾交流協会(台
北市 ) で執り行われました。
台湾太鼓協会は 2007 年に設立され、設立当初から台
湾太鼓講習会や台湾太鼓フェスティバルを毎年開催する
など、
台湾における日本文化の普及活動が高く評価され、
その功績が讃えられました。
誠におめでとうございます。

訃

報

日本太鼓の普及、発展のために永年ご尽力いただきました景山道隆氏 ( 三刀屋太鼓振興会 ･ 島根 ) が 2018
年８月 11 日にご逝去されました。
( 享年 88 歳 ) 景山氏は当財団設立当初より技術委員として、また１級公認
指導員として講習会や財団の活動にお力添えいただきました。謹んでお悔やみ申し上げますとともに、心
からご冥福をお祈り申し上げます。
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第 15 回ブラジル太鼓選手権大会開催
９月８日 ( 土 ) ブラジル太鼓協会主催の第 15 回ブラジル太鼓選手権大会がサンパウロにおいて約 600 名の
観客を集めて開催されました。ジュニア部門 13 団体、ミリン (12 歳未満 ) 部門７団体、リーブレ ( フリー )
部門９団体、マスター部門 (40 歳以上 ) ４団体の合計 33 団体に加え、大太鼓部門９名、特別演奏 ( 前年度優
勝 ｢ 飛翔太鼓 ｣、アルゼンチン ｢ ブエノスアイレス太鼓 ｣) が参加し盛大に行われました。また、審査員には
財団から３級公認指導員の栄口カロリーナ氏 ( アルゼンチン ) を派遣し、実施に協力しました。
ジュニア部門では清心太鼓 ( ドラセーナ市 ) が初優勝
を果たし、３月に福島県郡山市で開催するジュニアコン
クールに出場が決定しました。
ジュニア部門上位の結果は次の通りです。
優 勝 清心太鼓 ( ドラセーナ市 )
準優勝 若葉太鼓 ( クリチーバ市 )
第３位 前進太鼓 ( カスカベル市 )

( 清心太鼓 )

事務局だより
第２回浅草太鼓祭

入場料：無料

期日：2018年11月3日(土祝) 開演12:00 終演予定16:00
会場：隅田公園山谷堀広場(山谷堀広場台東リバーサイドスポーツセンター脇)
〒111-0024 東京都台東区今戸1-1-10 Tel.03-3872-3181
主催：公益財団法人日本太鼓財団
主管：関八州太鼓連合、日本太鼓財団東京都支部
後援：台東区、一般社団法人浅草観光連盟、一般社団法人奥浅草観光協会、馬道地区町会連合会、
清川地区町会連合会
協賛：日本財団
出演団体：21団体

第15回日本太鼓シニアコンクール

入場料：無料

期日：2018年11月25日(日) 開演13:30 ＊9:30～日本太鼓ジュニアコンクール石川県予選開催
会場：白山市松任文化会館 〒924-0872 石川県白山市古城町２ Tel.076-276-5611
主催：公益財団法人日本太鼓財団、公益社団法人石川県太鼓連盟、一般財団法人石川県芸術文化協会、
北國新聞社
主管：日本太鼓財団石川県支部、北陸三県太鼓協会
後援予定：総務省、文化庁、石川県、白山市、白山市教育委員会、ＮＨＫ金沢放送局、テレビ金沢、
北陸放送、エフエム石川、あさがおテレビ、白山商工会議所、松任市農業協同組合、
石川かほく農業共同組合
協賛：日本財団
出場団体：42団体
表彰：名人位(文部科学大臣賞)、準名人、特別賞など

2019年度助成金交付事業申請受付について
2019年度助成金交付事業の申請受付を開始しました。詳細は当財団ホームページを参照下さい。
対象期間：2019年４月より2020年３月までの間に実施する事業
申請締切：12月25日(火) 助成金額：１事業あたり上限20万円
＊詳細は、財団事務局担当笠原(Tel.03-6205-4377)までお問合せ下さい。
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第64回日本太鼓全国講習会(熊本)
期日：2019年２月16･17日(土日)
会場：宇城市中央公民館 〒869-0552 熊本県宇城市不知火町高良2273-1 Tel.0964-32-0277
主催：公益財団法人日本太鼓財団
総合指導
古屋 邦夫(技術委員会委員長)
基本講座
３級基本講座
４級基本講座

安江
若山

信寿
雷門

５級基本講座(初心者講座)

田中

俊己

更新研修会講師

専門講座
源流太鼓講座(複式複打法)
八丈太鼓講座(単式複打法)

長谷川
菊池

義(大分)
修(東京)

三ツ打太鼓講座(複式単打法)
河合 睦夫(富山)
専門講座講話
長谷川義(副会長)
浅野昭利((一財)浅野太鼓文化研究所理事長)、長谷川義(副会長)、古屋邦夫(技術委員長)

申込先：公益財団法人日本太鼓財団
〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-11-2-6F
Tel.03-6205-4377 Fax.03-6205-4378

お問合せ:日本太鼓財団熊本県支部

＊詳細が決まり次第当財団ホームページに掲載いたします。

事務局長 坂口 繁幸
Tel.090-8669-6315
Fax.096-232-0836

第83回日本太鼓支部講習会(福岡)
期日：2019年１月26･27日(土日)
会場：レスポアール久山 〒811-2501 福岡県糟屋郡久山町久原2603-1 Tel.092-976-2444
主催：日本太鼓財団福岡県支部
総合指導･５級基本講座
古屋 邦夫(技術委員会委員長)

お問合せ･申込先
日本太鼓財団福岡県支部 事務局長 田中
〒819-1623 福岡県糸島市二丈石崎83-1

＊詳細が決まり次第当財団ホームページに掲載します。 Tel.090-2395-2394

茂雄

Fax.092-325-2800

第84回日本太鼓支部講習会(東京)
期日：2019年２月２･３日(土日)
会場：日本財団ビル 〒107-0052 東京都港区赤坂1-2-2 Tel.03-6205-4377(財団事務局)
主催：日本太鼓財団東京都支部
総合指導
古屋 邦夫(技術委員会委員長) お問合せ･申込先
基本講座
３級基本講座
４級基本講座

松枝
安藤

明美
王子

日本太鼓財団東京都支部
事務局長 湯澤 元一
〒144-0052 東京都大田区蒲田5-46-8

５級基本講座(初心者講座)

渡辺

洋一

Tel.03-3737-7446

Fax.03-3730-3428

＊詳細が決まり次第当財団ホームページに掲載いたします 。 携帯090-1996-2582

ジュニアコンクール予選結果･推薦報告は11月末締切!!
2019年３月24日(日)第21回日本太鼓ジュニアコンクールが福島県郡山市｢けんしん郡山市民文化センター｣
で開催されます。予選が終了した支部は予選実施報告書･出場団体推薦書を、予選を実施せず推薦する支部
は出場団体推薦書を、出場が決まった団体は出場申込書を、11月30日(金)までにそれぞれ提出して下さい。
課題曲は全チームが確定後、年内に一斉送付いたします。
なお、支部のない地域(滋賀･和歌山･愛媛･高知･鳥取･山口)で出場を希望される団体は財団事務局担当
笠原(Tel.03-6205-4377)までご連絡下さい。

公益財団法人 日本太鼓財団
〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-11-2 日本財団第二ビル６階
Tel.03-6205-4377 Fax.03-6205-4378
URL:http://www.nippon-taiko.or.jp Email:info@nippon-taiko.or.jp
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