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新年あけましておめでとうございます。

会員の皆様には、新しき良い年を迎えられたこと

とお慶び申し上げます。

昨年は新しき令和の時代を迎え、日本中が祝賀

ムードに包まれるなど明るい出来事があった一方、

相次ぐ台風の直撃に全国各地で被害がもたらされま

した。被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。

当財団も10月13日 新潟県上越市で開催を予定して

いた｢第34回国民文化祭･にいがた2019 第19回全

国障害者芸術･文化祭にいがた大会『太鼓の祭典』｣

は新潟県、上越市並びに大会関係者と協議の結果、

安全を考慮し、中止を余儀なくされました。今年開

催予定の第35回国民文化祭･みやざき2020｢太鼓の

祭典｣にご参加いただければ幸いです。中止となっ

た事業もありましたが、日本太鼓財団として会員の

皆様のご協力を得て､昨年も多くの事業を実施する

ことができました。

３月 福島県郡山市において第21回日本太鼓ジュ

ニアコンクールを実施。｢和太鼓たぎり｣(福岡県)

が2017年の初優勝に続き、２度目の優勝に輝きました。

また、ブラジル、台湾が特別賞を受賞し、海外太鼓

団体の活躍が目立ちました。日本太鼓の海外での普

及と技術の向上が加速しており嬉しく感じました。

５月 鳥類を指標として、その生息環境の保護を

目的に活動しておられる一般社団法人バードライフ･

インターナショナル東京と共催し、チャリティコン

サートを開催。当日は共催団体の親団体であるバー

ドライフ･インターナショナルの名誉総裁高円宮妃

久子殿下のお成りを賜りました。来場者から頂戴し

た募金は全額同団体にお渡ししました。

８月 第４回大学太鼓フェスティバルを東京都文

京区で開催。大学太鼓団体15団体に加えてゲスト

４団体が出演し、各大学個性溢れる演奏を披露して

いただきました。

10月 岡山県倉敷市にて第21回日本太鼓全国障害

者大会を開催。29団体334名が出場し、皆様には日

頃の練習の成果を発揮していただきました。

11月 第３回浅草太鼓祭を開催。北海道から九州ま

で23団体が出演し、スカイツリーをバックに多くの太

鼓ファンの前で演奏を披露しました。また、第16回

シニアコンクールは内閣総理大臣賞が新たに下付され、

石川県輪島市で開催。39組が永年培ってきた円熟味

ある演奏を披露し、埼玉県から出場された髙野右吉

氏(髙野右吉と秩父社中)が2014年に続き、２度目の

名人位に輝き、内閣総理大臣賞を受賞しました。

演奏技術の向上と後継者の育成を図るため、全国

講習会を３回開催しました。そのほか、支部主催に

よる、支部講習会７回、学校教職員を対象にした教

職員研修会５回、全国各地で開催されました。

国際交流事業としては、前述のジュニアコンクー

ルにブラジル、台湾チームを招請したほか、７月に

台湾で行われた講習会に指導者･役職員を派遣し、

協力しました。また、ブラジル並びに台湾のジュニ

アコンクールに当財団より役職員と審査員を派遣し

ました。さらに、本年11月 東京都にて開催予定の

｢ワールド太鼓カンファレンス-世界太鼓大会-｣実施

に向けて、アメリカ･オレゴン州ポートランド市に

て開催された｢北米太鼓カンファレンス｣を当財団

の役職員が視察しました。

このように多くの事業を実施できましたのも、

会員の皆様方のご協力と日本財団並びにボートレー

ス関係者のご支援のおかげと感謝申し上げます。

日本太鼓が国内外において益々普及する中、新し

く迎えた2020年は、演奏会事業や全国講習会等の

技術普及事業も、各支部のご協力を得ながら内容を

充実させて進めてまいりたいと思っております。

日本の太鼓界を取り巻く昨今の環境は、練習場所

の音響対策、地方自治体からの助成金の減少等厳し

いものがあります。日本太鼓財団としては、この社

会情勢の中においても財団の設立目的である日本太

鼓の普及･振興を今後も図っていくため、支部･

会員の皆様との連携を図りながら事業運営にあたり

たいと考えております。

結びに、2020年が日本太鼓界と会員の皆様にとって

良い年になるようご祈念申し上げ、新年のご挨拶と

いたします。

公益財団法人　日本太鼓財団
会　　　　長　松 本　英 昭

新年のごあいさつ
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天候が心配されましたが、おかげさまで雨もほと
んど降らず、盛大に開催されました。今年から地元
との連携をさらに深め浅草太鼓祭を盛り上げるため､
(一社)浅草観光連盟、(一社)奥浅草観光協会、
地元町会、(株)宮本卯之助商店、当財団が集まり、
浅草太鼓祭実行委員会を立ち上げて実施いたしました｡

始めに東京都支部合同チームが息の合った演奏で
東京都支部渡辺洋一支部長作曲｢襷｣を披露しました｡
続いて主催を代表して冨士副実行委員長、塩見副実
行委員長が挨拶、台東区服部区長からご祝辞をいた
だきました。地元浅草からの２団体を含む全国14
都道県23団体がスカイツリーをバックに特色ある
演奏を披露、立ち見が出るなど約1,300名のお客様
が楽しみました。

第３回浅草太鼓祭開催
11月３日(日祝)浅草寺近く｢隅田公園山谷堀広場｣

(東京都支部合同チーム)

(初出演:旭川太鼓連盟･北海道)

(初出演:上州高山いぶき太鼓･群馬)

(初出演:天邪鬼流和太鼓麗彩･岐阜)

(初出演:太鼓衆楽～Raku～･千葉)

(初出演:源流芝太鼓連･東京)

(初出演:待音連･猿若囃子･東京浅草)

(初出演:石浜太鼓･東京浅草)

(初出演:會津田島太鼓保存会･福島)

(初出演:和太鼓大元鼓龍組･東京)

出演順23団体(出演者数312名)　☆は初出演

　１.東京都支部合同チーム(東京) 　13.上州榛東ふるさと太鼓(群馬)

☆２.旭川太鼓連盟(北海道) ☆14.和太鼓大元鼓龍組(東京)

☆３.上州高山いぶき太鼓(群馬) 　15.岩舟武蔵太鼓(栃木)

　４.本陣太鼓(茨城) 　16.長野県太鼓連盟(長野)

☆５.石浜太鼓(東京) ☆17.會津田島太鼓保存会(福島)

　６.髙野右吉と秩父社中(埼玉) 　18.向島游神太皷(東京)

　７.和太鼓水心会(東京) 　19.信濃国松川響岳太鼓(長野)

☆８.待音連･猿若囃子(東京) 　20.倉敷天領太鼓･山部泰嗣(岡山)

☆９.天邪鬼流和太鼓麗彩(岐阜) ☆21.大治太鼓(愛知)

　10.和太鼓鼓一(東京) ☆22.創作和太鼓集団打鼓音(神奈川)

☆11.太鼓衆楽～Raku～(千葉) ☆23.豊の国ゆふいん源流太鼓(大分)

☆12.源流芝太鼓連(東京)
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第16回日本太鼓シニアコンクール開催
11月17日(日)石川県輪島市｢輪島市文化会館｣

この大会は、60歳以上のシニア層を対象として
おり、近年に多い、激しく速い太鼓とは違う味わい
深い演奏を披露するとともに、熟練した太鼓技術を
後進に引継ぐことを目指して実施しているものです。
第３回より文部科学大臣賞が下付されています。
そして、今回より内閣総理大臣賞が新たに下付され
ました。

開会式では、来日されたサンフランシスコ太鼓
道場の田中誠一代表による初っ切り太鼓が行われ、
50年に亘りアメリカにおける太鼓文化の普及･振興
に尽力された功績を讃えて、塩見理事長より感謝状
を授与いたしました。

今大会は16都道府県から39組127名が参加しま
した。栄えある名人位となり内閣総理大臣賞を手に
したのは髙野右吉氏(埼玉･髙野右吉と秩父社中･77歳)
でした。2014年に続き、史上初の２度目となる優勝
に輝き、迫力ある演奏で約900名の観客を魅了して
いました。

＊髙野名人よりご寄稿いただきました。

名人位を獲得して
髙野右吉と秩父社中　髙野右吉

まずは、記念すべき今大会に出場する機会をいた
だき心より感謝申し上げます。

実は、私はリハーサルで手が普段のように振れず
バチとバチがあたり不安になりました。しかし本番で
は先代右吉がよく言っていた｢無心にして自然の妙に
入る｣という言葉を思いおこし、いままで精進してき
た力のすべてを発揮することが出来ました。結果発
表で自分の名前が呼ばれた時、さらに塩見審査委員
長より｢おめでとう！｣という言葉をいただいた時は
嬉しさで涙がこみあげてきました。無形文化財保持
者の父に追いつけ追い越せと精進をしてきましたが、
今回の受賞で又、一歩近づけたと思うと感無量です。
今後もいままで以上に修行に励み、後継者の成育に
尽力していく覚悟です。

結びに本大会開催にあたり尽力された日本太鼓財
団関係者の皆様に深く深く、御礼申し上げますと共に、
本大会の益々のご発展をお祈りいたします。

＜結果＞(敬称略)

名人位
髙野右吉(埼玉･髙野右吉と秩父社中)

準名人
齋藤通夫(福島･愛宕陣太鼓連響風組)

第３位
若山雷門(岐阜･日本太鼓集団鼓國雷響ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ)

特別賞
野本敏章(福岡･正八幡宮飛龍八幡太鼓奉友会)
櫛引秀明(北海道･室蘭和太鼓會)
長野県太鼓連盟(長野)
中川良治(石川･七尾豊年太鼓保存会)
小幡潔(東京･荏原流れ太鼓ひびき会)
和田昭男(石川･九谷太鼓)
修行兼一郎(鹿児島･天孫降臨霧島九面太鼓保存会)
鈴木保利(静岡･九重太鼓)
飛龍源一郎(埼玉･飛龍太鼓会)
村田謙二(石川･加賀の太鼓｢無限｣)
増田律行(静岡･藤枝太鼓)
大塚淳一(東京･邦楽アカデミー和太鼓大元組)

(表彰式)

審査委員(敬称略)

塩見和子(財団理事長)＊審査委員長
西本東介((株)北國新聞社事業局次長兼事業部長)
山田正俊((一社)日本ﾏｰﾁﾝｸﾞﾊﾞﾝﾄﾞ協会公認指導員)
長谷川義(財団副会長･全九州太鼓連合名誉会長)
河合睦夫(財団評議員･富山県太鼓協会名誉会長)

(準名人　齋藤通夫･福島)

(第３位　若山雷門･岐阜)

(名人位　髙野右吉･埼玉)
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第88回日本太鼓支部講習会(兵庫)
12月７･８日(土日)豊岡市｢兵庫県立但馬文教府｣

　兵庫県支部主催による支部講習会が行われ、地元兵庫県を中心に29名が参加しました。開会式では桂支部長、

花折理事、当財団大澤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。

受講生たちは厳しい寒さの中、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

　４級基本講座　松枝　明美

　５級基本講座　吉岡　賢次

◇技術認定員検定の結果は次のとおりです。

　４級検定　15名受験　15名合格･認定

　５級検定　11名受験　11名合格･認定 (４級基本講座)

創エネ･あかりパーク太鼓演奏協力
11月３日(日祝) 東京都｢上野恩賜公園噴水広場｣

当財団理事で世界的な照明デザイナーの石井幹子氏がプロデュースされた｢創エネ･あかりパーク2019｣が

｢創エネ･あかりパーク2019｣実行委員会主催、経済産業省、国土交通省共催、東京都建設局東部公園緑地事務所、

環境省後援で開催されました。2013年より毎年協力要請を受けて太鼓団体を派遣し、イベントに協力しております。

会場では再生可能エネルギーを中心に、新しい｢創エネ｣･｢省エネ｣技術と、最新の光技術を組み合わせた様々

な美しい明りが灯されました。また、周囲のテントでは燃料電池自動車の実験ショーや工作教室など様々な展示

を通して再生可能エネルギーや｢創エネ｣･｢省エネ｣について多くのお客様が学んでいました。今回は、｢倉敷天

領太鼓｣(岡山)、｢大治太鼓｣(愛知)、｢創作和太鼓集団打鼓音｣(神奈川)、｢豊の国ゆふいん源流太鼓｣(大分)

が出演し、それぞれ得意曲を演奏すると、その迫力に道行く人々が足を止めステージに集まりました。途中から

雨が降り出しましたが、約500名のお客様はフィナーレまで熱心に見入っていました。

(倉敷天領太鼓･岡山) (創作和太鼓集団打鼓音･神奈川)

(大治太鼓･愛知) (豊の国ゆふいん源流太鼓･大分)

第26回ＴＡＦＩＳＡワールドコングレス2019東京演奏協力
11月13日(水)～16日(土)東京都千代田区｢都市センターホテル｣

　スポーツを推進するため２年に１度、世界中の関係機関が

集まる国際会議｢ＴＡＦＩＳＡワールドコングレス｣に主催の

(公財)笹川スポーツ財団から依頼を受け、太鼓集団天邪鬼(東京)

がウェルカムレセプションとクロージングセレモニーで演奏い

たしました。

　世界各国から集まった会議の参加者延べ600名は迫力ある演

奏に圧倒され、大きな拍手を贈っていました。
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第８回東北太鼓ジュニアコンクール開催
11月10日(日)宮城県名取市｢名取文化会館｣

　東北太鼓連合主催 東北５県より21団体が参加し、盛況裡に終了いたしました。

優　勝　やまばと太鼓(秋田)

準優勝　岩代國郡山うねめ太鼓保存会小若組(福島)

第３位　岩手県立宮古水産高等学校太鼓部(岩手)

日本太鼓財団賞　高倉蘖太鼓(宮城)

　規定により予選で全国大会出場権を得ていない団体の中から

最上位の団体が全国大会出場権を得ます。今回は準優勝の｢岩代

國郡山うねめ太鼓保存会小若組｣(福島)の出場が認められること

となりました。 (優勝:やまばと太鼓)

第14回全九州･日本太鼓ジュニアコンクール開催
12月15日(日) 佐賀県佐賀市｢佐賀市文化会館｣

　｢三代目源流少年隊｣(大分)が優勝しました。詳細は当財団ホームページをご参照ください。
　規定により予選で全国大会出場権を得ていない団体の中から最上位の団体が全国大会出場権を得ます。
　今回は｢院内童龍太鼓｣(大分)の出場が認められることとなりました。

第３回日本太鼓ジュニアコンクール北海道大会開催
11月24日(日)北海道室蘭市｢室ガス文化センター｣

　日本太鼓財団北海道連合会主催 北海道５地区より18団体が
参加し、盛況裡に終了いたしました。

優　勝　橋本流みゆき太鼓(道南)
準優勝　室蘭和太鼓會(道南)
第３位　赤平火太鼓保存会(道西)
日本太鼓財団賞　太鼓衆多仲や一門(道西)

　規定により予選で全国大会出場権を得ていない団体の中から
最上位の団体が全国大会出場権を得ます。今回は準優勝の｢室蘭
和太鼓會｣(道南)の出場が認められることとなりました。 (優勝:橋本流みゆき太鼓)

第10回台湾太鼓ジュニアコンクール･第12回台湾太鼓フェスティバル開催
12月１日(日)台湾･苗栗縣(台中)｢苗北藝文中心｣

　台北･台中よりジュニアコンクールには21団体に加えて特別演奏２団体が出場、またフェスティバルには
13団体に加えて特別演奏２団体が出演しました。コンサートが終わると観客を完全入替えでフェスティバルが
開催されましたが、両公演とも満員となり、あわせて2,000名以上の観客を集め、盛況裡に終了いたしました。

　審査の結果、｢葫蘆墩Smile太鼓團｣が４度目の優勝を果たし、
今年３月に愛知県名古屋市で開催する第22回日本太鼓ジュニア
コンクールに出場することが決定しました。準優勝の｢天祥太鼓
團｣は昨年12月15日に佐賀県佐賀市で開催された第14回全九州･
日本太鼓ジュニアコンクールにて特別演奏しました。

優　勝　葫蘆墩Smile太鼓團(台中市)
準優勝　天祥太鼓團(台中市)
第３位　東山太鼓薪火組(台北市)
日本太鼓財団賞　狄斯耐太鼓團(桃園市) (優勝:葫蘆墩Smile太鼓團)

日本財団笹川陽平会長並びに当財団石井幹子理事文化功労者に選ばれる
　10月30日 2019年度の文化功労者に日本財団笹川陽平会長並びに当財団石井幹子理事が選ばれました。
文化功労者とは、日本国内で文化の発展について大きな功績を残した人物に贈られる称号です。
　笹川会長は文化振興･社会貢献事業などで様々な課題解決に取り組んできたことが、石井理事は東京
タワーのライトアップで注目され、建築や景観の持ち味を引き出す手法で照明の世界を開拓したことが評
価されました。心よりお祝い申し上げます。
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第22回日本太鼓ジュニアコンクール

期日:2020年３月22日(日)　 開場9:30　開演10:00　終演19:30予定

会場:名古屋国際会議場センチュリーホール

　　 〒456-0036　愛知県名古屋市熱田区熱田西町１番１号 Tel.052-683-7711

主催:公益財団法人日本太鼓財団　主管:中日本太鼓連合、日本太鼓財団愛知県支部

入場料:前売券2,000円　当日券2,500円

　　　 (チケットぴあにて２月１日10時より販売開始！　Tel.0570-02-9999　 Ｐコード172-294)

＊今回もインターネットにより生中継いたします！　遠方で会場にお越しになれない方は､

　当財団ホームページよりご覧いただけます。　http://www.nippon-taiko.or.jp

出場団体:61団体【国内59団体(40都道府県)､ブラジル､台湾代表チーム】(予定)

出場団体及び出場順番は2020年１月10日 開催の運営･技術合同委員会にて決定。

予選実施:36支部428団体4,363名(海外予選含む)　支部推薦:６団体　支部未開設県:２団体

道東:北海道釧路江南高等学校蝦夷太鼓部 岐阜:上石津もんでこ太鼓保存会｢結｣

道西:赤平火太鼓保存会 三重:響座いなせ組

道南:橋本流みゆき太鼓 奈良:大和の國 鼓粋

道北:富良野彌榮太鼓保存会 京都:さくらジュニア

道央:江別見晴台 鼓楽会 豊太鼓 大阪:金光藤蔭高等学校和太鼓部"鼓響"

岩手:岩手県立宮古水産高等学校太鼓部 兵庫:別所ともえ太鼓会ジュニアチーム

宮城:高倉蘖太鼓 岡山:倉敷天領童太鼓

秋田:やまばと太鼓 広島:宇品みなと太鼓

山形:太鼓道場風の会ジュニア｢雷神組｣ 島根:掛合太鼓ジュニア

福島:田島太鼓 龍巳会 山口:下関平家太鼓保存会 勝山会

栃木:岩舟武蔵太鼓Ｊｒ 高知:明徳義塾中学･高等学校 和太鼓部

茨城:創作和太鼓集団 みのり太鼓 香川:和太鼓集団 夢幻の会 子ども太鼓

群馬:群馬県立安中総合学園高等学校和太鼓部｢飛翔｣ 福岡:神洲八幡巫太鼓

埼玉:川越ふじ太鼓 　　:糸島二丈絆太鼓

千葉:和太鼓 凪 佐賀:不知火太鼓

東京:東京都立美原高等学校和太鼓部｢和心響華｣ 　　:大和太鼓保存会

　　:東京都立白鷗高等学校和太鼓部 長崎:おおむら太鼓連くじら太鼓

神奈川:海老名東柏太鼓 熊本:菊陽武蔵剣豪太鼓

静岡:学校法人沼津学園飛龍高等学校和太鼓部 　　:人吉ねぶか太鼓

　　:静岡県立伊豆総合高等学校郷土芸能部 　　:熊本市立必由館高等学校 和太鼓部

新潟:沼垂小学校 万代太鼓 鼓助 大分:三代目源流少年隊

富山:越中いさみ太鼓 飛龍 宮崎:橘太鼓｢響座｣ジュニア

石川:輪島･和太鼓 虎之介 　　:日南太鼓衆｢爽空｣

　　:手取亢龍若鮎組 　　:太鼓研修センター｢響｣

福井:八ッ杉太鼓 遊心 鹿児島:火の神乙女太鼓 爽

山梨:勝山中学校 太鼓部 　　:志布志ちりめん太鼓

長野:信濃国松川響岳太鼓子供会 北海道:室蘭和太鼓會

愛知:松平わ太鼓 東北:岩代國郡山うねめ太鼓保存会 小若組

　　:尾張新次郎太鼓保存会 九州:院内童龍太鼓

　　:海東流神楽太鼓保存会 ブラジル:クリチーバ若葉太鼓

 台湾:葫蘆墩Smile太鼓團

特別出演:和太鼓たぎり(福岡･昨年第21回日本太鼓ジュニアコンクール優勝団体)

＊ 大会規定により、支部予選で21団体以上の参加があった場合は２団体、31団体以上の場合は３団体が出場

できます。これにより、熊本･宮崎から３団体、東京･静岡･石川･福岡･佐賀･鹿児島の各支部から２団体。

また大会開催地の愛知県支部からは３団体が参加。なお、東北大会の結果から｢岩代國郡山うねめ太鼓保

存会小若組｣(福島)、北海道大会の結果から｢室蘭和太鼓會｣(道南)、九州大会の結果から｢院内童龍太鼓｣

(大分)が、それぞれ規定により全国コンクールの出場を認められました。残念ながら、今回不参加の支

部は青森、徳島、沖縄の３支部です。
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2020年度事業予定
３月に開催する理事会､評議員会において決定いたしますが､取り急ぎ新年度の予定をお知らせします。

＊各種事業のお問合せは財団事務局まで！ホームページでも情報を随時更新しています。

　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

　メール info@nippon-taiko.or.jp　ホームページ　http://www.nippon-taiko.or.jp

☆代議員会

　2020年７月３日(金)

　笹川記念会館(東京都港区)

■第24回日本太鼓チャリティコンサート

　2020年６月12日(金)

　草月ホール(東京都港区)

■第５回大学太鼓フェスティバル

　2020年８月28日(金)

　文京シビックホール大ホール(東京都文京区)

■第22回日本太鼓全国障害者大会

　2020年10月４日(日)

　岡谷カノラホール(長野県岡谷市)

■第35回国民文化祭･みやざき2020｢太鼓の祭典｣

　2020年10月25日(日)

　宮崎市民文化ホール(宮崎県宮崎市)

■第４回浅草太鼓祭

　2020年11月３日(火･祝)

　隅田公園山谷堀広場(東京都台東区)

■第17回日本太鼓シニアコンクール

　2020年11月15日(日)

　七尾サンライフプラザ(石川県七尾市)

■第23回日本太鼓ジュニアコンクール

　2021年３月21日(日)

　倉敷市民会館(岡山県倉敷市)

■第68回日本太鼓全国講習会

　2020年６月27･28日(土日)

　岩見沢市民会館まなみーる(北海道岩見沢市)

■第69回日本太鼓全国講習会

　2020年９月26･27日(土日)

　川北町総合体育館(石川県川北町)

■第70回日本太鼓全国講習会

　2021年２月13･14日(土日)

　シーハットおおむら(長崎県大村市)

■海外指導者派遣

　台湾太鼓講習会(台湾太鼓協会)７月

　ブラジル太鼓講習会(ブラジル太鼓協会)１･２月

事務局だより事務局だより

ＪＩＣＡの日系社会研修｢太鼓の指導者育成｣研修生が来日
　2020年１月13日から３月27日まで約３ヶ月間、ブラジルから研修生４名が来日します。３級公認指導員取

得を目指し全国･支部講習会の受講および、ジュニアコンクールの運営を学ぶためスタッフとして参加する

ほか、様々な打法を学ぶため各地で研修を行う予定です。皆様の地域に行った際には、ご協力お願いいた

します。詳細は当財団ホームページをご覧ください。

　研修生４名

第35回国民文化祭･みやざき2020

第20回全国障害者芸術･文化祭みやざき大会｢太鼓の祭典｣出演者募集中！
　2020年10月25日(日)宮崎県宮崎市｢宮崎市民文化ホール｣にて開催する第35回国民文化祭･みやざき2020

｢太鼓の祭典｣の出演者を募集中です。詳細は当財団ホームページをご覧ください。

　応募締切は2020年４月１日(木)。皆様のご応募お待ちしております。

小西　英樹　パウロ

(27歳･天龍和太鼓)

田中　マルコス　輝男

(37歳･咆哮)

八幡　枝里

(22歳･柳太鼓)

堀江　ラファエル　一郎

(24歳･風林火山)
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第90回日本太鼓支部講習会(大分)
2020年１月25･26日(土日)

会場:由布市自然体験学習施設　ゆふの丘プラザ ＜お問合せ･申込先＞

　　 〒879-5113　大分県由布市湯布院町川西1200-8 日本太鼓財団大分県支部

　　 Tel.0977-85-2525 事務局長　安部　香織

主催:日本太鼓財団大分県支部 〒879-5506　大分県由布市挟間町挟間894-6

総合指導･５級基本講座　古屋  邦夫(技術委員会委員長) 携帯090-4580-4691　Fax.097-583-1018

＊詳細は決まり次第当財団ホームページに掲載します

第91回日本太鼓支部講習会(栃木)
2020年２月１･２日(土日)

会場:大田原市ふれあいの丘シャトー･エスポワール ＜お問合せ･申込先＞

　　 〒324-0024　栃木県大田原市福原1411-22 日本太鼓財団栃木県支部

　　 Tel.0287-28-3131 事務局長　細川　智彦

主催:日本太鼓財団栃木県支部 〒329-2504　栃木県矢板市泉400-1

総合指導　古屋  邦夫(技術委員会委員長) 携帯070-5545-2120　Fax.0287-38-1031

４級基本講座　　　　　　　　齋藤　通夫 ＊詳細は決まり次第当財団ホームページに掲載します

５級基本講座(初心者講座)　　渡辺徳太郎

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

第92回日本太鼓支部講習会(茨城)
2020年２月29日･３月１日(土日)

会場:取手市福祉会館 ＜お問合せ＞

　　 〒302-0005　茨城県取手市東1-1-5 日本太鼓財団茨城県支部

　　 Tel.0297-73-3251 事務局長　平野　直子

主催:日本太鼓財団茨城県支部 〒302-0011　茨城県取手市井野5048-1

総合指導　古屋  邦夫(技術委員会委員長) 携帯090-9150-2061

４級基本講座　　　　　　　　松枝　明美 ＜申込先＞

５級基本講座(初心者講座)　　渡辺　洋一 公益財団法人日本太鼓財団

申込締切:２月15日(土)＊当日到着分まで有効 〒105-0001　東京都港区虎ノ門1-11-2-6F

 Tel.03-6205-4377　Fax.03-6205-4378

第67回日本太鼓全国講習会(佐賀)
2020年２月15･16日(土日)

会場:佐賀市文化会館　〒849-0923　佐賀県佐賀市日の出1-21-10　Tel.0952-32-3000

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) 専門講座

基本講座 ゆふいん源流太鼓講座(複式複打法)　長谷川　義

３級基本講座　　　　　　　　安江　信寿 助六太鼓講座(複式単打法)　  　　　今泉　　豊

４級基本講座　　　　　　　　若山　雷門 締太鼓講座(単式単打法)　　　　　　山部　泰嗣

５級基本講座(初心者講座)　　田中　俊己 講話　浅野昭利((一財)浅野太鼓文化研究所理事長)

＜申込先＞ ＜お問合せ＞

公益財団法人日本太鼓財団 日本太鼓財団佐賀県支部

〒105-0001　東京都港区虎ノ門1-11-2-6F 事務局長　藤田　恭彦

Tel.03-6205-4377　Fax.03-6205-4378 携帯080-2735-3786　 Fax.0952-57-2545

申込締切:１月31日(金) ＊当日到着分まで有効


