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Ⅰ．概   要 
 
2014年度は、東京都港区で恒例となっているチャリティコンサートを非営利団体と共

催のもと開催、チャリティ募金全額は共催団体の活動に活用される。日本太鼓の普及､
振興を図るため､日本太鼓全国フェスティバルを岩手県奥州市で、日本太鼓全国障害者
大会は大阪府大東市で実施した。また、卓越した技術を伝えるための事業としてシニア
コンクールを石川県津幡町にて開催した。後継者の育成を図るための日本太鼓ジュニア
コンクールは、内閣総理大臣賞、総務大臣賞、文部科学大臣賞の下付を受けて 2015 年
３月に長野県長野市で実施した。また、秋田県横手市において開催された｢第 29回国民
文化祭あきた「太鼓の祭典｣に主催団体として参画した。 
国際交流事業は､友好団体である台湾太鼓協会が主催する台湾太鼓フェスティバルと

台湾太鼓ジュニアコンクールに審査委員の派遣と大会運営に協力した。また、第 17 回
日本太鼓ジュニアコンクールに参加するため、全ブラジル太鼓選手権大会と台湾太鼓ジ
ュニアコンクールの優勝チームを日本に招請したほか、今回は初めてアルゼンチンから
も参加があった。また、日本財団からの要請に基づき、昨年に続き、ミャンマーにおけ
るＡＳＥＡＮ障害者芸術祭に、甲州ろうあ太鼓(山梨)を派遣した。なお、海外への講師
派遣については、ブラジルと台湾における太鼓講習会に講師を派遣、当財団の日本太鼓
資格認定制度に基づく講習会及び検定試験を実施して、技術の向上に協力した。 
技術普及事業は､全国講習会と支部講習会の実施による技術の向上と資格検定試験の

実施､さらに学校教職員を対象とした太鼓研修会の実施と認定を推進し、技術の向上、
指導者の育成に努めた。 
広報事業は､恒例となった「成田太鼓祭」や上野公園で昨年に続いて開催された「創

エネあかりパーク」、「世界囲碁Ｕ-20レセプション」等に太鼓チームを派遣協力した。 
会報を定期的(年４回)に発行し､財団の事業活動を周知した。さらに､ホームページへ

のアクセスが､開設から国内外総計 489,091 件(昨年度末 447,283 件)あった。また、日
本太鼓ジュニアコンクールにおいては、前回と同様に全世界に対してネット配信を行い、
出場しているブラジルや台湾を始め、多くの国からライブ中の書き込みによる反響があ
った。 
 
2014年度末現在の加盟支部数､加盟団体数､会員総数及び有資格者数： 
加盟支部数 46支部(42都道府県)    
加盟団体数 708 団体(正会員､一般会員､賛助会員)  
会員総数 20,200 名     
有資格者数 公認指導員    203名  (米国・ブラジル各 1名を含む) 

 技術認定員 10,365名  (ブラジル 1,027名、台湾 512名を含む) 
 
事業内容は､次のとおりである。 
１．主催事業 
(１)日本太鼓助成金交付事業の実施 
(２)日本太鼓コンサートの実施 
(３)日本太鼓全国フェスティバルの実施 
(４)日本太鼓全国障害者大会の実施 
(５)日本太鼓シニアコンクールの実施 
(６)日本太鼓ジュニアコンクールの実施 
(７)国際交流事業の実施 
(８)日本太鼓技術普及事業の実施 
２．一般事業 
(１)広報事業の実施 
(２)協力事業の実施 
(３)後援事業の実施 
(４)調査研究事業の実施 
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Ⅱ． 総 務 関 係  

 

１．理事会の開催 
･第５回理事会  
  日 時  2014 年６月 10日(火) 11:00～14:45 
  場 所  アークヒルズクラブ(東京都港区) 
  出 席  理事 11名 監事 2名  
  議決事項 
   第１号議案 ２０１３年度事業報告及び決算について  

報告事項  職務執行状況について 
 

･第６回理事会  
  日 時  2014 年６月 24日(火) 13:30～14:00 
  場 所  アークヒルズクラブ(東京都港区) 
  出 席  理事 10名 監事 2名  
  議決事項 
   第１号議案 代表理事・副会長及び業務執行理事の選定について 

第２号議案 評議員会の開催について 
 
･第７回理事会 
  日 時  2015 年３月 13日(金) 11:00～12:05 
  場 所  アークヒルズクラブ(東京都港区) 

  出 席  理事７名 監事 2名 
  議決事項  
  第１号議案 ２０１４年度事業計画及び収支予算の一部変更について 
  第２号議案 ２０１５年度事業計画及び収支予算について 
  第３号議案 評議員会の開催について 
  報告事項 職務執行状況について 

 
２．評議員会の開催 
･2014年度定時評議員会 
  日 時  2014 年６月 24日(火) 11:00～12:05 
  場 所  アークヒルズクラブ(東京都港区) 

  出 席  評議員７名 監事２名 
  議決事項 
  第 1号議案  ２０１３年度事業報告及び決算について 

第２号議案  任期満了に伴う理事の選任及び常勤役員の報酬について 
  報告事項  職務執行状況について 
 
･2014年度評議員会 
  日 時  2015 年３月 13 日(金) 13:25～14:15 
  場 所  アークヒルズクラブ(東京都港区) 
  出 席  評議員 9名 監事２名 
  議決事項 

  第１号議案 ２０１４年度事業計画及び収支予算の一部変更について 
  第２号議案 ２０１５年度事業計画及び収支予算について 
  報告事項 職務執行状況について 



 ３ 

３．各種会議の開催 

代議員会 

･第 17回代議員会(会員代表 46名と当財団役員で構成) 

  日 時 2014 年７月 17日(木) 13:00～15:00 

  場 所 笹川記念会館４階「鳳凰の間」(東京都港区) 

  出 席 代議員 50名(本人出席 34 名､委任状出席 4 名､代理出席 10 名、欠席 2 名) 

     及び一般会員２名、支部事務局長等 26名、賛助会員 4社他 

  議事内容 2013年度事業･決算報告､2014年度事業計画並びに収支予算、その他 

 

運営委員会 

・第 51回運営委員会（書面開催） 

  日 時 2014 年６月５日(木) 

    場 所 財団事務局(東京都港区) 

  出 席 12名（書面議決） 

  議事内容  2014 年度助成金交付事業の追加申請について 

･第 52回運営委員会(第 51回技術委員会と合同開催) 

  日 時 2014 年７月 17日(木) 11:00～12:05 

    場 所 笹川記念会館４階第６会議室(東京都港区) 

  出 席 12名(委任状出席２名) 

  議事内容  2013 年度事業・決算報告、2014 年度事業計画並びに予算について(実

施状況と今後の実施内容)、公認指導員の認定について、その他) 

･第 53回運営委員会(第 52回技術委員会と合同開催) 

  日 時 2015 年 1月８日(木) 13:00～16:00 

    場 所 アークヒルズクラブ(東京都港区) 

  出 席 12名(委任状出席２名) 

  議事内容  2014 年度事業について(日本太鼓ジュニアコンクール、日本太鼓全国

フェスティバル、日本太鼓全国障害者大会、日本太鼓シニアコンクー

ルの実施状況等)、2015年度事業について(事業計画、助成金交付事業

の決定)、その他について 

 

技術委員会 

･第 51回技術委員会(第 52回運営委員会と合同開催) 

  日 時 2014 年７月 17日(木) 11:00～12:05 

    場 所 笹川記念会館４階第６会議室(東京都港区) 

  出 席 10名 

  議事内容  2014 年度事業について、2015 年度事業計画並びに予算について(実施

状況と今後の実施内容)、日本太鼓資格認定制度について、その他) 

･第 52回技術委員会(第 53回運営委員会と合同開催) 

  日 時 2015 年 1月８日(木) 13:00～16:00 

    場 所 アークヒルズクラブ(東京都港区) 

  出 席 10名 

  議事内容  2014 年度事業について(日本太鼓ジュニアコンクール、日本太鼓全国

フェスティバル、日本太鼓全国障害者大会、日本太鼓シニアコンクー

ルの実施状況等)、2015年度事業について(事業計画、助成金交付事業

の決定)、その他に日本太鼓資格認定制度について) 

 



 ４ 

･第 53回技術委員会 

   日 時 2015年3月22日(日)19:30～21:30 

     場 所 長野市ホクト文化ホール(長野県長野市） 

   出 席 ９名 

   議事内容 日本太鼓ジュニアコンクールの講評について、日本太鼓資格認定制度

について 

 

４．主務官庁の届出等 

･2014年６月 2013年度事業報告及び収支決算報告書の提出(内閣府) 

･2014年７月 理事・評議員退任による登記事項変更登記完了届の提出(内閣府) 

･2014年12月  評議員退任による登記事項変更登記完了届の提出(内閣府) 

･2015年３月 2015年度事業計画及び収支予算書の提出(内閣府) 

 

５．外部監査の実施 

永和監査法人に監査を委託し、本年度は期中監査を2015年3月９日に実施したほか、

期末監査を2015年5月25日と26日に実施した。 

 

６．事務局 

事務局を東京都港区赤坂１丁目２番２号日本財団ビル５階に置き､2014年度末役職

員数は､常勤役員１名､職員４名、常勤嘱託２名の計７名である。 
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Ⅲ．事 業 関 係 

 

１．主催事業 

 (１)日本太鼓助成金交付事業の実施 

日本太鼓に係る活動の普及､振興を図るため太鼓団体の行う講習会､演奏会､国際交流等の

事業に対し運営委員会に諮り助成金交付先を決定した。 

参加者総数は 17,869 名(観客 12,688名、出演者等 5,181名)であった。 

事業数 35事業(1事業 20万円) 

交付金 １事業 200,000円(総額 7,000,000 円) 

内 訳 講習会 5事業・教職員太鼓研修会 7事業(認定者 178名､ ５級 156名､４級 22名) 

 一般事業 23事業(ジュニアコンクール･フェスティバル･海外等)  

＜日本太鼓講習会(海外含む)＞5事業 

１) 第 60回日本太鼓支部講習会（北海道道南）（申請団体:北海道道南支部） 
開催期日 2014 年 6月 28･29日(土日) 
開催場所 だんパラサンパワー380(北海道室蘭市) 
開催内容 主催：日本太鼓財団北海道道南支部 
対 象 者 59 名(受講者 44名､講習内検定 4名、講師スタッフ等 11名) 
 ＊５級 42名 合格認定 
事業費総額 634,500円 

２) 第 8回台湾太鼓講習会（申請団体:台湾太鼓協会） 
開催期日 2014 年 7月 12･13日(土日) 
開催場所 桃園復興郷青年活動センター(台湾桃園県) 
開催内容 主催：台湾太鼓協会 
対象者 157 名(受講者 139名､講師スタッフ等 18名) 
 ＊５級 61名、４級 31名、３級 42名 合格認定 
事業費総額 NT$545,795（1,997,609円） 

３) 第 61回日本太鼓支部講習会（北海道道西）（申請団体:北海道道西支部） 
開催期日 2014 年 9月 27･28日(土日) 
開催場所 幌向ほっとかんアリーナ(北海道岩見沢市) 
開催内容 主催：日本太鼓財団北海道道西支部 
対象者 57 名(受講者 36名､講習内検定 5名､講師スタッフ等 16名) 
 ＊４級 21名､３級 15名 合格認定 
事業費総額 585,500円 

４) 第 62回日本太鼓支部講習会（北海道道北）（申請団体:北海道道北支部） 
開催期日 2014 年 10月 25・26日(土日) 
開催場所 旭川忠和地区センター(北海道旭川市) 
開催内容 主催：日本太鼓財団北海道道北支部 
対象者 44 名(受講者 33名､講習内検定 5名､講師スタッフ等 6名) 
 ＊５級 15名､４級 18名 合格認定 
事業費総額 418,751円 

５) 第 63回日本太鼓支部講習会（東京都）（申請団体:東京都支部） 
開催期日 2015 年 2月 14・15日(土日) 
開催場所 日本財団ビル(東京都港区) 
開催内容 主催：日本太鼓財団東京都支部 
対象者 118 名(受講者 54名､講習内検定 9名､講師スタッフ等 55名) 
 ＊５級 17名､４級 26名、３級 11名 合格認定 
事業費総額 826,952円 
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＜教職員太鼓研修会＞7事業 

１) 宮崎県教職員太鼓研修会（申請団体:宮崎県支部） 

開催期日 2014 年 6月 15日(日) 
開催場所 川南町文化ホール(宮崎県川南町) 
開催内容 主催：日本太鼓財団宮崎県支部 
対象者 51 名(受講者 31名、講師スタッフ等 20名)  
 ＊５級 27名、４級 4名認定 
事業費総額 357,600円 

２) 北海道道西教職員太鼓研修会（申請団体:北海道道西支部） 
開催期日 2014 年 8月 8日(金) 
開催場所 砂川市立北光小学校体育館(北海道砂川市) 
開催内容 主催：日本太鼓財団北海道道西支部 
対象者 40 名(受講者 25名、講師スタッフ等 15名) ＊５級 25認定 
事業費総額 227,000円 

３) 栃木県教職員太鼓研修会（申請団体:栃木県支部） 
開催期日 2014 年 8月 16日(土) 
開催場所 宇都宮市清原体育館(栃木県宇都宮市) 
開催内容 主催：日本太鼓財団栃木県支部 
対象者 67 名(受講者 44名、講師スタッフ等 23名) ＊５級 37名、４級 7名認定 
事業費総額 338,703円 

４) 長崎県教職員太鼓研修会（申請団体:長崎県支部） 
開催期日 2014 年 8月 17日(日) 
開催場所 波佐見農村環境改善センター(長崎県波佐見町) 
開催内容 主催：日本太鼓財団長崎県支部 
対象者 31 名(受講者 19名、講師スタッフ等 12名) ＊５級 13名、４級 6名認定 
事業費総額 257,000円 

５) 島根県教職員太鼓研修会（申請団体:島根県支部） 
開催期日 2014 年 8月 18･19日(月火） 
開催場所 出雲市佐田スポーツセンター「文化練習館」(島根県出雲市) 
開催内容 主催：日本太鼓財団島根県支部 
対象者 20 名(受講者 15名、講師スタッフ等 5名) ＊５級 14 名、４級 1名認定 
事業費総額 243,500円 

６) 長野県教職員太鼓研修会（申請団体:長野県支部） 
開催期日 2014 年 9月 23日(火祝) 
開催場所 御諏訪太鼓会館(長野県岡谷市) 
開催内容 主催：日本太鼓財団長野県支部 
対象者 35 名(受講者 27名、講師スタッフ等 8名) ＊５級 24 名、４級 3名認定 
事業費総額 299,000円 

７) 群馬県教職員太鼓研修会（申請団体:群馬県支部） 
開催期日 2015 年 1月 18日(日) 
開催場所 甘楽町文化会館(群馬県甘楽町) 
開催内容 主催：日本太鼓財団群馬県支部 
対象者 27 名(受講者 17名、講師スタッフ等 10名) ＊５級 16名、４級 1名認定 
事業費総額 278,255円 

＜日本太鼓ジュニアコンクール・フェスティバル等＞23事業 

１) 第 40回富山県太鼓打ち競技会（申請団体:富山県支部） 
開催期日 2014 年 4月 27日(日) 
開催場所 砺波市文化会館(富山県砺波市) 
開催内容 主催：日本太鼓財団富山県支部 
対象者 497 名(観客数 400名、出演スタッフ等 97名)  
事業費総額 216,031円 
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２) 天手鼓舞 20周年記念公演（申請団体: 天手鼓舞） 
開催期日 2014 年 5月 25日(日) 
開催場所 広島市東区民文化センター(広島県広島市) 
開催内容 主催： 広島市中途失聴･難聴者協会文化部 和太鼓天手鼓舞 
対象者 172 名(観客数 144名、出演スタッフ等 28名)  
事業費総額 422,006円 

３) 第 3回ボートピア河辺もりっと収穫祭「太鼓祭り」（申請団体: 秋田県支部） 
開催期日 2014 年 6月 1日(日) 
開催場所 ボートピア河辺(秋田県秋田市) 
開催内容 主催： 日本太鼓財団秋田県支部 
対象者 1,376名(観客数 1,304名、出演スタッフ等 72名)  
事業費総額 202,000円 

４) 加賀太鼓研究会（申請団体: 石川県支部） 
開催期日 2014 年 6月 28･29日(土日) 
開催場所 白山青年の家(石川県白山市) 
開催内容 主催： 日本太鼓財団石川県支部 
対象者 59 名(参加数 47名、講師スタッフ等 12名)  
事業費総額 400,402円 

５) 全九州和太鼓サマースクール（申請団体: 全九州太鼓連合） 

開催期日 2014 年 7月 19･20日(土日) 
開催場所 湯布院自然の家 ゆふの丘プラザ(大分県由布市) 
開催内容 主催： 全九州太鼓連合 
対象者 314 名(参加数 224名、講師スタッフ等 90名)  
事業費総額 2,337,058 円 

６) 第 22回雷童サマースクール（申請団体: 富山県支部） 
開催期日 2014 年 7月 19･20日(土日) 
開催場所 国立立山青少年自然の家(富山県立山町) 
開催内容 主催： 日本太鼓財団富山県支部 
対象者 154 名(参加数 94名、講師･出演スタッフ等 60名)  
事業費総額 648,821円 

７) 宇品みなと太鼓 15周年記念演奏会（申請団体: 宇品みなと太鼓） 
開催期日 2014 年 7月 20日(日) 
開催場所 広島市南区民文化センター(広島県広島市) 
開催内容 主催： 宇品みなと太鼓 
対象者 450 名(観客数 350名、出演スタッフ等 100名)  
事業費総額 636,986円 

８) 北海道和太鼓フェスティバル「北響祭 2014」（申請団体: 北海道道南支部） 
開催期日 2014 年 9月 6日(日) 
開催場所 室蘭港中央埠頭特設会場(北海道室蘭市) 
開催内容 主催： 日本太鼓財団北海道道南支部 
対象者 1,163名(観客数 1000名、出演スタッフ等 163名)  
事業費総額 363,638円 

９) 太鼓ふれあいフェスティバル（申請団体: 福井県支部） 
開催期日 2014 年 9月 14日(日） 
開催場所 越前市いまだて芸術館(福井県越前市) 
開催内容 主催： 日本太鼓財団福井県支部 
対象者 830 名(観客数 620名、出演スタッフ等 210名)  
事業費総額 1,197,798 円 
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10) 第 3回全九州ジュニア和太鼓団体海外派遣交流事業（申請団体: 全九州太鼓連合） 
開催期日   2014年 10月 9～12日(木～日)（派遣） 
      2014 年 12月 19～22日(金～月)（招聘） 
開催場所 員林演芸館(台湾彰化県)(派遣) 

鹿児島市民文化ホール（招聘） 
開催内容 主催： 全九州太鼓連合 
対象者 全 23名（太鼓研修センター8名派遣･迦摩瓅太鼓團 15名招聘）  
事業費総額 820,760円  

11) 台湾太鼓第 7回フェスティバル・第 5回ジュニアコンクール（申請団体: 台湾太鼓協会） 
開催期日 2014 年 10月 11日(土) 
開催場所 員林演芸館(台湾彰化県) 
開催内容 主催： 台湾太鼓協会 
対象者 2,329名(参加･観客数 1,590名、出演スタッフ等 739 名)  
事業費総額 NT$760,907(2,784,920円) 

12) 大分県太鼓連合コンサート（申請団体: 大分県支部） 
開催期日 2014 年 10月 12日(日) 
開催場所 由布市はさま未来館(大分県由布市) 
開催内容 主催： 日本太鼓財団大分県支部 
対象者 666 名(観客数 450名、出演スタッフ等 216名)  
事業費総額 477,304円 

13) みやざき太鼓祭（申請団体: 宮崎県支部） 
開催期日 2014 年 11月 2日(日) 
開催場所 こどもの国(宮崎県宮崎市) 
開催内容 主催： 日本太鼓財団宮崎県支部 
対象者 855 名(観客数 432名、出演スタッフ等 423名)  
事業費総額 673,300円 

14) 東日本太鼓まつり in山形（申請団体: 山形県支部） 
開催期日 2014 年 11月 3日(月祝) 
開催場所 酒田市総合文化センター(山形県酒田市) 
開催内容 主催： 日本太鼓財団山形県支部 
対象者 420 名(観客数 298名、出演スタッフ等 122名)  
事業費総額 1,172,496 円 

15) みちのく盛岡 民俗芸能まつり（申請団体: 岩手県支部） 
開催期日 2014 年 11月 3日(月祝) 
開催場所 矢巾町文化会館田園ホール(岩手県矢巾町) 
開催内容 主催： 日本太鼓財団岩手県支部 
対象者 870 名(観客数 508名、出演スタッフ等 362名)  
事業費総額 779,558円 

16) 親子ドンドコミニライブ（申請団体: 兵庫県支部） 
開催期日 2014 年 11月 16日(日) 
開催場所 総合福祉会館ふれあい(兵庫県たつの市) 
開催内容 主催： 日本太鼓財団兵庫県支部 
対象者 70 名(観客数 40名、講師･出演スタッフ等 30名)  
事業費総額 354,708円 

17) 東京都支部 15周年記念コンサート（申請団体: 東京都支部） 
開催期日 2014 年 11月 16日(日) 
開催場所 大田区民プラザ(東京都大田区) 
開催内容 主催： 日本太鼓財団東京都支部 
対象者 545 名(参加･観客数 410名、出演スタッフ等 135名)  
事業費総額 1,200,920 円 
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18) 2014岩手郷土芸能祭、いわて太鼓ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ in一関、いわい太鼓ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ 

（申請団体: 岩手県支部） 

開催期日 2014 年 12月 7日(日) 
開催場所 一関文化センター(岩手県一関市) 
開催内容 主催： 日本太鼓財団岩手県支部 
対象者 685名(観客数 342名、出演スタッフ等 343名)  
事業費総額 1,675,980 円 

19) 第 23回東北太鼓フェスティバル（申請団体: 東北太鼓連合） 
開催期日 2014 年 12月 7日(日) 
開催場所 八戸市公会堂文化ホール(青森県八戸市) 
開催内容 主催： 東北太鼓連合 
対象者 951 名(観客数 542名、出演スタッフ等 409名)  
事業費総額 2,976,044 円 

20) 栃木市岩舟町合併記念 和太鼓フェスティバル 
「これぞ栃木の太鼓！心ひとつに！」（申請団体: 栃木県支部） 
開催期日 2014 年 12月 21日(日) 
開催場所 栃木文化会館(栃木県栃木市) 
開催内容 主催： 日本太鼓財団栃木県支部 
対象者 558 名(観客数 402名、出演スタッフ等 156名)  
事業費総額 913,646円 

21) 第 9回全九州・日本太鼓ジュニアコンクール（申請団体: 全九州太鼓連合） 
開催期日 2014 年 12月 21日(日) 
開催場所 鹿児島市民文化ホール(鹿児島県鹿児島市) 
開催内容 主催： 全九州太鼓連合 
対象者 2,521名(観客数 1,786名、出演スタッフ等 735名)  
事業費総額 3,823,632 円 

22) 第 7回関八州太鼓まつり（申請団体: 関東連絡協議会） 
開催期日 2015 年 2月 1日(日) 
開催場所 埼玉県鴻巣市文化センター(埼玉県鴻巣市) 
開催内容 主催：日本太鼓財団 関東連絡協議会（現：関八州太鼓連合） 
対象者 1,112名(観客数 815名、出演スタッフ等 297名)  
事業費総額 1,093,389 円 

23) 雷童太鼓大会（申請団体: 北陸三県太鼓協会） 
開催期日 2015 年 2月 15日(日) 
開催場所 白山市鶴来総合文化会館クレイン(石川県白山市) 
開催内容 主催： 北陸三県太鼓協会 
対象者 543 名(観客数 360名、出演スタッフ等 183名)  
事業費総額 919,711円 
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（２）日本太鼓コンサートの実施 

広く日本太鼓の周知啓蒙を図るため、政･官・財界・在日海外高官及び各分野のオピニオン

リーダーを対象に、日本の伝統文化である日本太鼓のコンサートを実施した。今年度は、国

際交流の「架け橋」として、日本の文化・芸術を世界に、世界の文化・芸術を日本に発信し、

それらが将来世代にも継承されることが出来る社会の実現を目指している「特定非営利活動

法人友情の架け橋音楽国際親善協会」の活動を支援した。 

募金全額は支援活動のために活かされる。 

名 称 第18回日本太鼓チャリティコンサート(日本財団助成事業) 

期 日 2014年５月30日(金)19:00－20:30 

会 場 草月ホール(東京都港区) 

観客数 300名(全席招待:在日各国大使館､政財界､音楽界などの関係者を招待) 

主 催 公益財団法人 日本太鼓財団 

共 催 特定非営利活動法人 友情の架け橋音楽国際親善協会  

後 援 日本財団､日本音楽財団 

出 演 日本各地より選抜された日本太鼓チーム６組(６県) 

(出演順) 山内 勇人(富岳太鼓・静岡:富士山大太鼓一人打ちｺﾝﾃｽﾄ最優秀賞) 

  真田勝鬨太鼓保存会(長野) 

 大治太鼓保存会(愛知) 

住吉神社御神事太鼓保存会(石川) 

  源通 博(富山: 水舞流越中八幡太鼓保存会:第 10回ｼﾆｱｺﾝｸｰﾙ名人) 

  岩代國郡山うねめ太鼓保存会小若組(福島:第 16回ｼﾞｭﾆｱｺﾝｸｰﾙ優勝ﾁｰﾑ) 

募金総額 993,000円(全額を共催団体に寄付) 

 

（３）日本太鼓全国フェスティバルの実施 

日本各地及で活躍している郷土色豊かな太鼓団体が一堂に会して、太鼓演奏を披露し、日

本太鼓の普及、振興を図るとともに技術の向上並びに団体間の交流を促進するため開催した。

岩手県では初めての全国フェスティバル実施となった。 

また、ボートレースの収益金を活用した新しい価値や文化の創造を目標に、社会貢献を中

心とした番組をスカイパーフェクトＴＶで放映している㈱レジャーチャンネルが、フェステ

ィバルの詳細について収録、放映した。 

名 称 第18回日本太鼓全国フェスティバル(日本財団助成事業) 

期  日 2014年７月６日(日)  開場12:30 開演13:00 終演15:30 

会  場 奥州市文化会館Ｚホール（岩手県奥州市） 

観客数 1,000名 

主  催 公益財団法人 日本太鼓財団 

主 管 東北太鼓連合、日本太鼓財団岩手県支部 

後 援 文化庁、岩手県、岩手県教育委員会、奥州市、奥州市教育委員会､ 

 ＮＨＫ盛岡放送局、ＩＢＣ岩手放送、テレビ岩手、めんこいテレビ、 

 岩手朝日テレビ、岩手日報社、胆江日日新聞社、岩手日日新聞社、 

     エフエム岩手、水沢テレビ 

協 賛 日本財団 

入場料 前売券2,500円 当日券3,000円(来賓席を除き自由席) 

出 演 全国より選抜された日本太鼓10チーム(9都県) 

(出演順) 岩手県合同チーム(岩手)、秩父屋台囃子若葉会(埼玉)、 

 富岳太鼓竜神組(静岡:障害者ﾁｰﾑ)、尾張新次郎太鼓保存会(愛知)、太鼓集団天邪鬼(東

京)、越中いさみ太鼓保存会(富山)、御諏訪太鼓保存会(長野) 

 岩代國郡山うねめ太鼓保存会小若組(福島:日本太鼓ｼﾞｭﾆｱｺﾝｸｰﾙ優勝ﾁｰﾑ) 

 豊の国ゆふいん源流太鼓(大分)、気仙町けんか七夕太鼓保存会(岩手)  
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（４）日本太鼓全国障害者大会の実施 

日本太鼓を療育の一環として行っている知的･身体障害者チームが演奏とともに､日本太鼓

との関わりについて体験活動の発表を行った。この事業は、社会福祉法人富岳会が始められ、

その後は当財団と共に実施していることから毎回共催として行っている。大阪では初めての

開催となった。 

名 称 第16回日本太鼓全国障害者大会(日本財団助成事業) 

期 日 2014年10月５日(日) 開場 11:30 開演 12:00 終演 17:00 

会 場 大東市立総合文化センター サーティホール(大阪府大東市) 

観客数 1,100名(入場無料) 

主  催 公益財団法人日本太鼓財団 

共 催 社会福祉法人富岳会 

主  管 日本太鼓財団大阪府支部 

後 援 厚生労働省､文化庁､大阪府､大阪府教育委員会､大東市、大東市教育委員会、 

 社会福祉法人全国社会福祉協議会 

協 賛 日本財団 

出  演 知的障害、聴覚障害、視覚障害、重複障害団体計34団体(17都府県)  

出演者数 430名(引率含む合計 586名)   

内 訳 

＜知的障害等＞（19 団体） 

やまびこ太鼓、あだたら和(なごみ)太鼓(以上、福島)、鼓友 夢光組(富山)、富岳太鼓 竜

神組、静岡ハンディキャップ太鼓の会、なごみ太鼓喜楽、金谷大井川川越し太鼓チャレ

ンジチーム、金谷大井川川越し太鼓浜松チャレンジチーム、風のひびき(以上、静岡)、

恵那のまつり太鼓、ファミリーユニット童鼓(以上、岐阜)、 

山城ノ國 和太鼓 鼓粋「絆」、清光会 和太鼓 韻(以上、大阪)、元太鼓(京都)、 

NPO法人ライフサポートあんしん 和太鼓教室 ひびき(奈良)、神戸なかよし太鼓(兵庫)、

徳島県立国府支援学校和太鼓部、NPO法人太鼓の楽校太鼓一家“虹”(以上、徳島)、 

大分県社会福祉事業団 大分県糸口学園糸口太鼓(大分) 

＜聴覚障害＞（8団体） 

東京ろう者和太鼓倶楽部｢鼓友会｣(東京)、新潟ろうあ万代太鼓 豊龍会(新潟）、 

甲州ろうあ太鼓(山梨)、豊中ろう和太鼓クラブ｢鼓響｣(大阪)、神戸ろう太鼓集団 鼓神、

播州ろう龍姫太鼓集団 鼓鼓呂(以上、兵庫)、広島市中途失聴･難聴者協会 文化部和太

鼓 天手鼓舞(広島)、四国中央いわくら太鼓ろうあ部会 鼓龍会(愛媛) 

＜知的障害・肢体不自由＞（2団体） 

社会福祉法人南陽園 ふれあい和太鼓(石川)、 

社会福祉法人 同朋福祉会あそかの園 同朋太鼓(山口) 

＜視覚障害・聴覚障害＞（1団体） 

すまいる和太鼓クラブ(大阪) 

＜重症心身障害･知的障害＞（1団体） 

伊豆医療福祉センター どんつく(静岡) 

＜知的･肢体･聴覚障害＞（2団体） 

石川県立特別支援学校 龍剣太鼓(石川)、和太鼓 龍船 昴(京都) 

＜発達遅滞＞（1団体） 

与謝の海ぶちあわせ太鼓(京都) 
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（５）日本太鼓シニアコンクールの実施 

第 11 回日本太鼓シニアコンクールは､60 才以上のシニア層を対象として、名人(最優秀者)

に贈られる文部科学大臣賞を目指し、熟練した太鼓技術を後進に引継ぎ、演奏と交流を通じ

日本太鼓の普及振興を図ることを目的に開催した。 

名 称 第 11 回日本太鼓シニアコンクール(日本財団助成事業) 

期 日 2014年11月23日(日) 

会 場 津幡町文化会館「シグナス」(石川県津幡町) 

観客数 1,000名(入場無料・満席) 

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 総務省、文化庁、石川県、津幡町、石川県教育委員会、津幡町教育委員会、 

ＮＨＫ金沢放送局、テレビ金沢、北陸放送、エフエム石川、 

金沢ケーブルテレビネット、石川かほく農業共同組合、津幡町商工会 

協 力 ㈱浅野太鼓楽器店 

協 賛 日本財団 

審査委員 塩見和子(審査委員長)、江頭啓輔（三菱ふそうﾄﾗｯｸ･ﾊﾞｽ(株)相談役） 

福光松太郎（(株)福光屋代表取締役社長）、大場吉美（金沢学院大学美術文化

学部教授）、浅野義幸（(公社)石川県太鼓連盟会長）、長谷川義（全九州太鼓

連合名誉会長） 

＊日本太鼓ジュニアコンクール石川県大会に出場するジュニアチームの代表 

者５名が演奏ごとに評価を行うが、審査対象とはしない。 

出  演 17都道府県 代表 29組 101名 
 加賀太鼓保存会(石川)､華の宴(三重)､藤枝太鼓 BA-BA(静岡)､飛龍太鼓(埼玉)､環

海(石川)､和太鼓大元組いぶし(東京)､秦野観光和太鼓(神奈川)､酒田北前太鼓振

興会(山形)､大森太鼓愛好会(秋田)､古賀冨美子(佐賀･風天太鼓保存会)､小幡潔

(東京･荏原流れ太鼓ひびき会)､世川久美子 (石川･加賀太鼓保存会)､松岡秀春(愛

知･尾張新次郎太鼓保存会)､和田昭男(石川･九谷太鼓保存会)､野本敏章(福岡･正

八幡宮飛龍八幡太鼓奉友会)､青木正行(岐阜･ぎふ愛鼓会)､松本敏春(石川･加賀の

太鼓｢無限｣)､西川清昭(富山･氷見有磯太鼓保存会)､野方嘉孝(佐賀･大和太鼓保存

会)､坂本千鶴子(石川･加賀太鼓 守護神)､山田誠一(福井･坂井無形民俗文化財 火

の太鼓保存会)､黒土 勇(福岡･久山欅太鼓 響生会)､久保史朗(石川･輪島キリコ

太鼓)､岡田博勝(大阪･山城ノ國 和太鼓 鼓粋)､髙野右吉(埼玉･髙野右吉と秩父社

中)､北川清健(石川･加賀太鼓 守護神)､橋本光司(北海道･橋本流地獄太鼓和太鼓

會)､古屋邦夫(長野･御諏訪太鼓保存会)､山本和人(石川･加賀太鼓保存会) 

審査結果  

名人位(文部科学大臣賞､日本太鼓財団賞､石川県知事賞) 

  髙野右吉(埼玉･髙野右吉と秩父社中) 

 準名人(津幡町長賞) 古屋邦夫(長野･御諏訪太鼓保存会) 

 準名人(公益社団法人石川県太鼓連盟賞)  松本敏春(石川･加賀の太鼓｢無限｣) 

 準名人(北國新聞社賞) 野方嘉孝(佐賀･大和太鼓保存会) 

 特別賞 

 津幡町教育委員会教育長賞 黒土 勇(福岡･久山欅太鼓 響生会) 

 (株)テレビ金沢賞 山田誠一(福井･坂井市指定無形民俗文化財火の太鼓保存会) 

 北陸放送(株)賞 野本敏章(福岡･正八幡宮飛龍八幡太鼓奉友会) 

 津幡町商工会賞 大森太鼓愛好会(秋田) 

 石川かほく農業協同組合賞 松岡秀春(愛知･尾張新次郎太鼓保存会) 

 日本太鼓財団石川県支部賞 岡田博勝(大阪･山城ノ國 和太鼓 鼓粋) 

 北陸三県太鼓協会賞 西川清昭(富山･氷見有磯太鼓保存会) 

 (株)浅野太鼓楽器店賞 橋本光司(北海道･橋本流地獄太鼓和太鼓會) 
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（６）日本太鼓ジュニアコンクールの実施 

内閣総理大臣賞・総務大臣賞・文部科学大臣賞が下付された第 17回日本太鼓ジュニアコン

クールを､太鼓界の次代を担う子供達の健全育成と後継者づくりを目的に長野県長野市のホ

クト文化ホールにおいて開催した。大会には、18 歳以下の 441団体 4,559 名(ﾌﾞﾗｼﾞﾙ､台湾を

含む)が予選会に出場して予選を勝ち抜いた代表 54 チーム 610 名が出場､太鼓の技量に加え､

礼儀などの行動に至るまでを審査の対象として行われた。 

また、今回は、初参加となるアルゼンチンの日亜学院・ブエノスアイレス太鼓と昨年の優

勝チームが特別演奏を行い、総参加数は 56チーム 635名となった 

今回も全世界に向けたインターネット配信を行い、特にブラジルやヨーロッパ、台湾をは

じめ、世界各国の愛好家がライブ中継を視聴した。 

海外から参加の、台湾チームが第 3位と文部科学大臣賞、ブラジルチームが特別賞に輝き、

高い評価を得るとともに、初参加となったアルゼンチンチームも審査対象外ではあったが、

立派な演奏を披露した。 

名 称 第17回日本太鼓ジュニアコンクール（日本財団助成事業） 

期 日 2015年３月22日(日)10:00～19:00 

会 場 ホクト文化ホール(長野県県民文化会館) 

観客数 2,170名（満席） 

主 催 公益財団法人 日本太鼓財団 

主  管 日本太鼓財団長野県支部 

後  援 総務省、文化庁、長野県、長野県教育委員会、長野市、長野市教育委員会、 

 日本音楽財団、長野商工会議所、(公財)ながの観光コンベンションビューロー、 

 信濃毎日新聞社、ＮＨＫ長野放送局、ＳＢＣ信越放送、ＮＢＳ長野放送、 

 ＴＳＢテレビ信州、abn長野朝日放送 

協 賛 日本財団 

協 力 (株)浅野太鼓楽器店 

入場料 前売券 2,000円 当日券 2,500円 

審査委員長 塩見和子(日本太鼓財団理事長) 

審査委員 王 妙涓(台湾太鼓協会理事長)､岡田知之(洗足学園音楽大学名誉教授)､ 

喜多郎(音楽家)､西角井正大(国立劇場おきなわ運営財団理事)､ 

長谷川義(日本太鼓財団副会長)､古屋邦夫(日本太鼓財団技術委員会委員長)､

渡辺貞夫(音楽家) 

技術委員 浅野義幸､景山道隆､鈴木孝喜､髙野右吉､安江信寿､渡辺洋一､田中俊己 

出場団体 54団体610名 

 火の神乙女太鼓爽(鹿児島)、赤平火太鼓保存会(道西)、和太鼓一期一会(熊本)、

あそびっ鼓組“遊”(青森)、宇品みなと太鼓(広島)、不知火太鼓ジュニア(佐賀)、

岩手県立大船渡東高等学校太鼓部(岩手)、山城ノ國和太鼓鼓粋(大阪)、念珠関

辨天太鼓子供会 (山形)、群馬県立藤岡中央高等学校和太鼓部「ひびき」(群馬)、

和太鼓たぎり(福岡)、高倉櫱太鼓(宮城)、はいばら太鼓保存会(静岡)、追分い

ぶき太鼓(道央)、熊本市立必由館高校和太鼓部(熊本)、輪島・和太鼓虎之介(石

川)、北海道くしろ蝦夷太鼓ジュニア(道東)、二丈太鼓｢恬｣(福岡)、やまばと太

鼓(秋田)、由布はさま太鼓(大分)、本陣太鼓(茨城)、信州上田真田陣太鼓保存

会真田大助隊(長野)、響音子ども太鼓(香川)、海老名東柏太鼓(神奈川)、信濃

国松川響岳太鼓子供会(長野)、橘太鼓響座ジュニア(宮崎)、天城連峰太鼓(静岡)、

福留じょんがら太鼓龍青(石川)、越中いさみ太鼓保存会春蘭(富山)、おおむら

太鼓連くじら太鼓(長崎)、日向の国響(宮崎)、松平わ太鼓(愛知)、都立美原高

等学校和太鼓部(東京)、和紙の里和雅美太鼓(福島)、大和の響き･京(京都)、聖

太鼓の会(佐賀)、鼓遊(東京)、手取亢龍若鮎組(石川)、岩舟武蔵太鼓-和(栃木)、
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旭川永山屯田太鼓Jr.翔(道北)、八ツ杉太鼓遊心(福井)、人吉ねぶか太鼓(熊本)、

和太鼓グループ響座いなせ組(三重)、別所ともえ太鼓会ジュニアチーム(兵庫)、

日南太鼓衆「爽空」(宮崎)、厚真郷芸保存会(道南)、各務原太鼓保存会(岐阜)、

掛合太鼓ジュニア(島根)、甲斐和太鼓衆信玄太鼓・飛竜(山梨)、青木村義民太

鼓保存会こまゆみ会(長野)、川越ふじ太鼓(埼玉)、太鼓衆楽(疾風組)(千葉)、

ブラジリア光太鼓(ブラジル)、葫蘆墩(ふるとん)Smile太鼓團(台湾)  

特別演奏 日亜学院・ブエノスアイレス太鼓(アルゼンチン)  

岩代國郡山うねめ太鼓保存会小若組(福島・昨年優勝チーム) 

審査結果 優  勝･内閣総理大臣賞 橘太鼓「響座」ジュニア(宮崎) 

 準優勝･総務大臣賞 信濃国松川響岳太鼓子供会(長野) 

 第３位･文部科学大臣賞 葫蘆墩 Smile 太鼓團(台湾) 

 第４位･長野県知事賞 手取亢龍若鮎組(石川) 

 第５位･日本太鼓財団長野県支部賞 日向の国「響」(宮崎) 

 特別賞 

長野県教育委員会賞 熊本市立必由館高等学校 和太鼓部(熊本) 

長野県議会議長賞 日南太鼓衆「爽空」 

長野市長賞 ブラジリア光太鼓（ブラジル） 

長野市教育委員会賞 東京都立美原高等学校 和太鼓部(東京) 

長野商工会議所会頭賞 天城連峰太鼓(静岡) 

(公財)ながの観光  

ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝﾋﾞｭｰﾛｰ賞 青木村義民太鼓保存会こまゆみ会(長野) 

信濃毎日新聞社賞 おおむら太鼓連くじら太鼓(長崎) 

ＮＨＫ長野放送局長賞 人吉ねぶか太鼓(熊本) 

株式会社浅野太鼓楽器店賞 海老名東柏太鼓(神奈川) 

有限会社諏訪響太鼓店 和太鼓たぎり(福岡) 

ブラジル太鼓協会賞 輪島・和太鼓 虎之介(石川) 

台湾太鼓協会賞 あそびっ鼓組“遊”(青森)   

アルゼンチン太鼓協会賞 火の神乙女太鼓 爽(鹿児島) 

日本太鼓財団国際友好賞 ブラジリア光太鼓(ﾌﾞﾗｼﾞﾙ) 

日本太鼓財団国際友好賞 葫蘆墩 Smile 太鼓團(台湾) 

日本太鼓財団国際友好賞 日亜学院・ブエノスアイレス太鼓(ｱﾙｾﾞﾝﾁﾝ) 

 

（７）国民文化祭あきた 2014の実施 

秋田県で開催された国民文化祭の太鼓の祭典に、秋田県支部の尽力により、当財団が初め

て主催者として名を連ねた。当日の場内は終始満員の大盛況であり、終了時まで、会場に入

れず入場待ちの人が多く並び、全国各地から参加する太鼓団体を見学しようと賑わった。 

名 称 第29回国民文化祭・太鼓の祭典 

国民文化祭あきた2014 躍動の響き！かまくらの里“横手”から 

期 日 2014年11月２日(日) 10:00～16:20 

会 場 秋田ふるさと村 ドーム劇場 （横手市赤坂字富ケ沢62-46） 

観客数 1,000名(入場無料・満席) 

主 催 文化庁、秋田県、横手市、横手市教育委員会、公益財団法人日本太鼓財団、  

秋田県太鼓連盟、第29回国民文化祭秋田県実行委員会、 第29回国民文化祭横 

手市実行委員会  

協 力 東北太鼓連合 

出  演 14都県代表 34組 101名 
 湯沢南家佐竹太鼓・湯沢南中学校郷土芸能クラブ(秋田)、那珂市文化協会瓜連

おはやし保存会(茨城)、象潟九十九島太鼓(秋田)、打吹童子ばやし(鳥取)、吾
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北清流太鼓一番風(高知)、讃岐国分寺太鼓保存会(香川)、男鹿和太鼓愛好会(秋

田)、苅和野大綱太鼓(秋田)、まほらの郷鷹座巣小林八幡太鼓(山梨)、鳥海前

ノ沢太鼓保存会(秋田)、那珂市文化協会那珂太鼓保存会(茨城)、御諏訪太鼓保

存会(長野)、いずみ太鼓の会(秋田) 、羽川剣ばやし保存会下浜太鼓(秋田)、

下野不動太鼓保存会(栃木)、大治太鼓保存会(愛知)、上山太鼓囃子鼓流(山形)、

奥州白河太鼓(福島)、仙北太鼓(秋田)、秋田立大曲養護学校｢曲養太鼓｣(秋田)、

婦人団体連絡協議会たかのすふるさと太鼓(秋田)、八郎太鼓龍勢会(秋田)、東

今泉八幡太鼓(秋田)、魁鼓/KAIKO･500(静岡)、念珠関辨天太鼓創成会(山形)、

大曲太鼓道場(秋田)、和太鼓いぶき(秋田)、皷風(宮城)、大館曲げわっぱ太鼓

(秋田)、やまばと太鼓(秋田)、｢文教太鼓｣(広島文教女子大学付属高等学校)(広

島)、菖蒲太鼓保存会(秋田)、龍連山と和太鼓｢龍｣(山形) 

 

（８）国際交流事業の実施 

2014 年度の海外における太鼓公演は、日本財団がミャンマーにおける障害者の啓蒙活動事

業を推進するため依頼があり、昨年同様に甲州ろうあ太鼓(山梨)をミャンマーに派遣して、

障害者フェスティバル等で演奏を披露、大好評を得た。 

また、友好団体である台湾太鼓協会が主催する台湾太鼓フェスティバルと台湾太鼓ジュニ

アコンクールに審査委員の派遣と大会運営に協力した。 

招請事業は、長野県長野市で行われた第 17 回日本太鼓ジュニアコンクールに併せて招請し

た。今回は、第 11 回全ブラジル太鼓選手権大会(出場 19 チーム 191 名)で優勝したブラジリ

ア光太鼓と第５回台湾太鼓ジュニアコンクール(出場 22 チーム 254名)で優勝した葫蘆墩 (ふ

るとん)Smile 太鼓團を招請した。また、アルゼンチンの優秀なジュニアチームをブラジル・

台湾と同様に招請した。ブラジル・アルゼンチンチームはコンクール終了後、ブラジル関連

の学校やモーターボートレース場で演奏を披露した。 

海外への講師派遣は、ブラジルと台湾における太鼓講習会に講師を派遣し、当財団の日本

太鼓資格認定制度に基づく講習会及び検定試験を実施、技術の向上に協力した。 

 

≪海外交流事業≫ 太鼓ファンド事業 

○ミャンマー太鼓公演 

期 間  2014年11月30日(日)～12月９日(火) 

派遣地  ミャンマー(ネピドー・ヤンゴン) 

派遣団体 甲州ろうあ太鼓 計７名(代表：井上直光)山梨県 

派遣者  塩見和子(理事長)、秋田 稔(総務部長)、印出公平(事業課長)  

＜IMMENSE SPECTRUM ASEAN Festival of Disabled Artists2014＞太鼓演奏 

会 場  Myanmar International Convention Center (ネピドー) 

主 催  ミャンマー障害者自立生活運動 (MILI) 

内 容  オープニング演奏 12月３日(水)19:30-19:50 観客数 1,900名 

＜国立盲学校訪問太鼓演奏＞ 

会 場  国立盲学校内講堂(ヤンゴン) 

内 容  太鼓演奏等 12月５日(金)14:00-15:00 観客数 70名 

＜IMMENSE SPECTRUM ASEAN Festival of Disabled Artists 2014＞太鼓演奏 

会 場  National Theatre of Yangon (ヤンゴン)隣接屋外特設会場 

主 催  ミャンマー障害者自立生活運動 (MILI) 

内 容  太鼓演奏 12月６日(土)18:00-18:20 観客数 1,500名(満席) 

    クロージング演奏  

12月７日(日)19:23-19:40 観客数 1,500名(満席) 

 



 １６ 

≪海外交流事業≫ 太鼓ファンド事業 

○台湾太鼓ジュニアコンクール＆フェスティバル  

 ＜第５回台湾太鼓ジュニアコンクール＞ 

期 間   2014年10月８日(水)～12日(日) 

 派遣先   台湾 

 派遣者   塩見和子(理事長)､長谷川義(副会長)､大澤和彦(事務局長)､成瀬靖子(事務局員) 

 開催日   10月11日(土)  

 会 場   員林演芸廰(彰化縣員林) 

 観客数   1,100名 

 出演団体  22チーム254名 

特別出演団体 ２チーム 

日本から全九州太鼓ジュニアチーム：太鼓研修センター｢響｣(宮崎) 

天祥太鼓團(台中市)：前回台湾大会優勝チーム 

＊昨年に続き、地元の少年刑務所に入所中の太鼓チームが法務大臣の許可を得て、男女混合の

チームで参加した。 

 審査委員長 長谷川義(日本太鼓財団副会長) 

 審査委員 江頭啓輔(三菱ふそうトラック・バス株式会社相談役) 

 内田陽子(日本交流協会台北事務所文化室日本語専門家) 

 周 恭平(台北演奏家連盟音楽総監) 

 蔡 哲明(國立台灣交響楽團打楽器首席) 

 黄 瑞豊(台湾爵士鼓王) 

 審査結果 優 勝： 葫蘆墩Smile太鼓團(台中市) 

 第２位： 迦摩瓅太鼓團(桃園縣) 

 第３位： 泰山太鼓團(新北市) 

 特別賞： 東山高中太鼓隊(台北市・日本太鼓財団賞)  

ひろか源流太鼓團(台北市・日本交流協会賞) 

柏齡太鼓團(台北市・浅野太鼓賞)、 

勁太鼓(屏東市・台北演奏家協会賞) 

＜第７回台湾太鼓フェスティバル＞ 

 出演団体  17チーム245名が出演 

 特別出演  日本から  太鼓研修センター「響」(宮崎)  

 

○ブラジル・台湾＆アルゼンチンジュニアチーム招請 

期 間 2015年3月19日(木)～28日(土) 

招請者 ブラジリア光太鼓(ブラジル) 引率３名、団員12名、付添５名 

葫蘆墩Smile太鼓團(台湾) 引率２名、団員12名、付添４名 

日亜学院・ブエノスアイレス太鼓 引率２名、団員14名、付添２名 

＜第17回日本太鼓ジュニアコンクール＞ 

期 日 3月22日(日)10:00-19:00 

会 場 長野・ホクト文化ホール 

主 催 公益財団法人日本太鼓財団 

観客数 2,170名(満席) 

受 賞 ３位・文部科学大臣賞も併せて受賞：葫蘆墩Smile太鼓團(台湾)  

特別賞・長野市長賞：ブラジリア光太鼓(ブラジル) 

財団賞 ３チームに国際友好賞として長胴太鼓を贈呈 
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海外から参加した各国から協会賞が贈られた 

ブラジル太鼓協会賞：輪島・和太鼓 虎之介(石川) 

台湾太鼓協会賞：あそびっ鼓組“遊”(青森) 

アルゼンチン太鼓協会賞：火の神乙女太鼓(鹿児島) 

特別参加 日亜学院・ブエノスアイレス太鼓(アルゼンチン) 

＜コレジオ・ピタゴラス・ブラジル 特別公演＞ 

期 日 ３月24日(火)10:00-11:00 

会 場 コレジオ・ピタゴラス・ブラジル校(群馬県太田市) 

演 奏 ブラジリア光太鼓(ブラジル)、日亜学院・ブエノスアイレス太鼓(アルゼンチン) 

観客数 約150名（同校在校生等） 

＜ボートレース桐生 特別公演＞ 

期 日 ３月24日(水)15:40-16:00 16:30-16:50 

会 場 ボートレース桐生(群馬県みどり市) 

演 奏  ブラジリア光太鼓(ブラジル)、日亜学院・ブエノスアイレス太鼓(アルゼンチン) 

観客数 約500名 

＜日伯学園 特別公演＞ 

期 日 ３月25日(水)10:00-11:00 

会 場 大泉町文化むら大ホール(群馬県大泉町) 

演 奏 ブラジリア光太鼓(ブラジル)、日亜学院・ブエノスアイレス太鼓(アルゼンチン) 

観客数 約150名 

 

≪指導者派遣事業≫ 太鼓ファンド事業 

○台湾太鼓講習会への指導者派遣 

期 間 2014年7月10日(木)～14日(月) 

派遣地 台湾 

講 師 古屋邦夫、松枝明美、渡辺徳太郎(以上、財団派遣) 

  髙島奈々、髙島笑美、野方嘉孝(以上、自費参加:全て１級公認指導員) 

事務局 印出公平(事業課長) 

＜第７回台湾太鼓講習会＞ 

講習会 7月12日(土)･13日(日) 

会 場 救國團復興青年活動中心(桃園縣) 

受講者 139名(３級42名、４級36名、５級61名) 

結 果 ３級42名、４級31名、５級61名 

○ブラジル太鼓講習会への指導者派遣     

期 間 2015年１月９日(金)～１月25日 (日) 

派遣国 ブラジル 

派遣者 蓑輪敏泰氏(１級公認指導員) 

＜日本太鼓講習会・資格認定試験＞ 

講習会 １月9日(金)・10日(土)・11日(日) 

会 場 プレジデンテ･プルデンテ市  

受講者 59名(１級５名２級５名３級５名受講、４級14名受講、５級30名受講) 

結 果 59名受検、全員合格･52名認定 

(１級３名合格･１名認定、２級２名合格･２名認定、３級５名合格、４級14名合格、

５級30名合格） 

＜日本太鼓講習会・資格認定試験＞ 

講習会 １月17日(土)・18日(日) 
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会 場 ブラジリア市 

受講者 18名(全員５級) 

結 果 18名全員合格 

＜日本太鼓講習会・資格認定試験＞ 

講習会 １月23日(金)・24(土)・25日(日) 

会 場 サンベルナルド・ド・カンポ市 

受講者 148名(１級16名、２級12名、３級12名、４級30名、５級78名) 

結 果 133名合格･認定127名 

(１級16名受検･10名合格･４名認定、２級12名受検･4名合格･認定、３級12名受検･11

名合格、４級30名全員合格、５級78名全員合格） 

ブラジルでの結果 

   １級基本講座   21名受講   13名合格 ５名認定 

   ２級基本講座   17名受講   ６名合格 ６名認定 

   ３級基本講座   17名受講 16名合格 16名認定 

   ４級基本講座   44名受講 44名合格 44名認定 

   ５級基本講座  126名受講  126名合格 126名認定 

       計  225名受講 (205名合格)197名認定 

 

（９）日本太鼓技術普及事業の実施 

日本太鼓技術普及事業は､技術の向上を図るため日本太鼓全国講習会を３回､日本太鼓支部

講習会を４回実施した。また､これらの講習会に併せて指導員としての資格について認定する

「公認指導員」と奏者としての技術水準の資格について認定する「技術認定員」の認定試験

を資格認定規程に基づき行う。併せて､文部科学省の学習指導要領が改正(中学は 2002 年、高

校は 2003 年)され日本太鼓などの和楽器を授業に取り入れることとなったのを受けて実施し

ている､学校教職員を対象とした太鼓研修会を７回実施し､参加者を技術認定員(1 回目 5 級､2

回目 4級)に認定した。 

 ○ 公認指導員(2014年度３月末日の認定数) 

＊公認指導員の現在数は203名となった。(内訳は次のとおり) 

 １級公認指導員  42名 (米国１名を含む) 

 ２級公認指導員  37名   

 ３級公認指導員 124名 (ブラジル１名を含む) 

 合計     203名  

○ 技術認定員(2014年度３月末の認定数) 

１級技術認定員  149名  

２級技術認定員   291名  

３級技術認定員 1,156名 

 ４級技術認定員 2,125名  

 ５級技術認定員 6,644名  

 合計     10,365名 (ブラジル1,027名、台湾512名を含む) 

    ＊知的･身体障害者資格取得者は計61名(上記に含む) 

   (３級公認指導員1名、３級技術認定員6名、４級16名、５級38名) 

 

＜全国講習会＞３回 ＊全講習会共通 

 受講料 大人10,000円(会員9,000円)、子供(中学生以下)5,000円(会員4,500円) 

講師は、全員１級公認指導員 
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① 第50回日本太鼓全国講習会 

期  日 2014年6月21日(土)･22日(日)  

会  場 身延町総合文化会館(山梨県身延町) 

主  催 公益財団法人 日本太鼓財団 

主  管 日本太鼓財団山梨県支部 

後 援 文化庁、山梨県、山梨県教育委員会、身延町、身延町教育委員会、 

 NHK甲府放送局、朝日新聞甲府総局、テレビ山梨、毎日新聞甲府支局、 

 産経新聞甲府支局、山梨日日新聞、山梨放送、読売新聞甲府支局、日本財団 

講座･講師･受講者数 

受講者総数 160名 内訳会員(大人75名･子供78名) 一般(大人７名)  

総合指導   古屋  邦夫(技術委員長) 

専門講座 尾張新次郎太鼓講座(複式単打法) 安井  富 14名 

 助六太鼓講座(単式複打法) 今泉  豊 22名 

 秩父屋台囃子講座(複式複打法) 髙野 右吉 17名 

基本講座 ３級基本講座 松枝 明美 21名 

 ４級基本講座 安江 信寿 34名 

 ５級基本講座(初心者講座) 渡辺 洋一 52名 

検定員 古屋邦夫､松枝明美､安江信寿､渡辺洋一 

検定結果 総計 145名受験(143名合格・120名認定)  

 １級検定 10名受験 0名認定 (合格者８名) 

 ２級検定 29名受験 14名認定 (合格者29名) 

 ３級検定 21名受験 21名認定 

 ４級検定 34名受験 34名認定 

 ５級検定 51名受験 51名認定 

講習内検定参加者 10名（２級公認指導員２名、３級公認指導員１名、１級技術認定員７名） 

 

② 第51回日本太鼓全国講習会 

期  日 2014年９月13日(土)･14日(日) 

会  場 片平ふれあいセンター(福島県郡山市) 

主  催 公益財団法人 日本太鼓財団 

主  管 東北太鼓連合、日本太鼓財団 福島県支部 

後  援 文化庁､福島県､郡山市､郡山市教育委員会､日本財団 

講座･講師･受講者数 

受講者総数 123名 内訳会員(大人60名･子供58名)､一般(大人５名) 

総合指導  古屋 邦夫(技術委員長) 

専門講座 御諏訪太鼓講座(単式複打法) 松枝 明美 18名 

 三ツ打太鼓講座(複式単打法) 河合 睦夫 15名 

 締太鼓講座(単式単打法) 長谷川 義 27名 

基本講座 ３級基本講座 鈴木 孝喜 14名 

 ４級基本講座 渡辺徳太郎 ８名 

 ５級基本講座(初心者講座) 渡辺 洋一 41名 

検定員 古屋邦夫､鈴木孝喜､渡辺徳太郎､渡辺洋一 

検定結果 総計 102名受験(102名合格・76名認定)  

 １級検定 20名受験 ４名認定 (合格者20名) 

 ２級検定 18名受験 ８名認定 (合格者18名) 

 ３級検定 14名受験 14名認定 
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 ４級検定 ９名受験 ９名認定 

 ５級検定 41名受験 41名認定 

講習内検定参加者 15名（２級公認指導員１名、３級公認指導員７名、１級技術認定員７名） 

 

③ 第52回日本太鼓全国講習会 

期  日 2015年2月21日(土)･22日(日) 

会  場 鹿児島県立青少年研修センター(鹿児島県鹿児島市)  

主  催 公益財団法人 日本太鼓財団 

主  管 全九州太鼓連合、日本太鼓財団鹿児島県支部 

後  援 文化庁、鹿児島県、鹿児島県教育委員会、鹿児島市、 

鹿児島市教育委員会、日本財団 

講座･講師･受講者数 

受講者総数 162名内訳会員(大人71名･子供82名)､一般(大人４名･子供５名)、 

         内台湾からの受講 (受講者28名)、シンガポール(受講者1名)  

総合指導  古屋 邦夫(技術委員長) 

専門講座 御諏訪太鼓講座 (複式単打法) 松枝 明美 25名 

 八丈太鼓講座  (単式複打法) 菊池  修 15名 

 源流太鼓講座  (複式複打法) 長谷川 義 34名 

基本講座 ３級基本講座 安江 信寿 13名 

 ４級基本講座 若山 雷門 26名 

 ５級基本講座(初心者講座)  田中 俊己 49名 

検定員 古屋邦夫､安江信寿､若山雷門､田中俊己 

検定結果 総計 138名受験(135名合格・認定102名) 

 １級検定 25名受験 12名認定(合格者25名) 

 ２級検定 32名受験 ９名認定(合格者29名) 

 ３級検定 13名受験 13名認定  

 ４級検定 26名受験 26名認定 

 ５級検定 42名受験 42名認定 

講習内検定参加者 ６名(２級公認指導員１名、３級公認指導員３名、１級技術認定員２名) 

 

○日本太鼓支部講習会＆認定事業 

  ①第60回日本太鼓支部講習会(北海道道南) 

期  間 2014年6月28日(土)･29日(日) 

会  場 だんパラ サンパワー３８０(北海道室蘭市) 

主  催 日本太鼓財団 北海道道南支部 

協 賛 公益財団法人 日本太鼓財団 

後 援 室蘭市、室蘭市教育委員会、日本財団 

講座･講師･受講者数 

 総合指導    古屋  邦夫(技術委員長) 

 ５級基本講座 橋本 光司 44名受講 42名検定 42名合格認定 

受講総数 受講者 44名、検定者数42名、合格認定者数42名  

検定員  古屋邦夫、橋本光司 

講習内検定参加者 ４名（２級公認指導員２名、３級公認指導員２名） 
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②第61回日本太鼓支部講習会(北海道道西) 

期  間 2014年9月27日(土)･28日(日) 

会  場 幌向総合コミュニティセンターほっとかん(北海道岩見沢市) 

主  催 日本太鼓財団北海道道西支部 

協 賛 公益財団法人 日本太鼓財団 

後 援 日本財団、岩見沢市、岩見沢市教育委員会 

講座･講師･受講者数 

 総合指導    古屋  邦夫(技術委員長) 

 ３級基本講座 橋本 光司 15名受講 15名検定・15名合格認定 

 ４級基本講座 渡辺 洋一 21名受講 21名検定・21名合格認定 

受講総数 受講者数36名 、検定者数36名 、合格認定者数36名  

検定員 古屋邦夫、橋本光司、渡辺洋一 

講習内検定受講者 ５名（２級公認指導員２名、３級公認指導員３名） 

 

③第62回日本太鼓支部講習会(北海道道北) 

期  間 2014年10月25日(土)･26日(日) 

会  場 旭川市忠和地区センター(北海道旭川市) 

主  催 日本太鼓財団北海道道北支部 

協 賛 公益財団法人 日本太鼓財団 

後 援 旭川市教育委員会、日本財団、旭川太鼓連盟、 

講座･講師･受講者数 

 総合指導 古屋  邦夫(技術委員長) 

 ４級基本講座 橋本 光司 18名受講 18名検定 18名合格認定 

 ５級基本講座 渡辺 洋一 15名受講 15名検定 15名合格認定 

受講総数 受講者数33名 、検定者数33名 、合格認定者数33名  

検定員 古屋邦夫、橋本光司、渡辺洋一 

講習内検定参加者 ５名（２級公認指導員２名、３級公認指導員３名） 

 

④第63回日本太鼓支部講習会(東京) 

期  間2015年2月14日(土)･15日(日) 

会  場 日本財団ビル(東京都港区) 

主  催 日本太鼓財団東京都支部 

協 賛 公益財団法人 日本太鼓財団 

後 援 日本財団、関八州太鼓連合 

講座・講師・受講者数 

 総合指導 古屋  邦夫（技術委員長） 

 ３級基本講座 松枝 明美 11名受講 11名検定 11名合格認定 

 ４級基本講座 三浦 一浩 26名受講 26名検定 26名合格認定 

 ５級基本講座 渡辺 洋一 17名受講 17名検定 17名合格認定 

受講総数 受講者数54名、検定者数54名、合格認定者数54名 

検定員 古屋邦夫、松枝明美、三浦一浩、渡辺洋一 

講習内検定参加者 ９名（２級公認指導員１名、３級公認指導員３名、 

１級技術認定員４名、認定検定１名） 

 

（10）日本太鼓貸与事業の実施 

日本太鼓を所有しない太鼓愛好者に対して当財団の所有する太鼓を希望により貸与する。
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今年度は次の通り、貸与事業を行った。 

期  間 2014年4月1日～2015年3月31日 

保管場所 日本財団ビル地下４階倉庫(東京都港区赤坂1-2-2 日本財団ビル内) 

貸与実績 和太鼓水心会(2014年4月1日～2015年3月31日) 

 ＊保管場所において練習を行うため、他に希望がない限り、特別に継続使用を

認めている。 

 

２．一般事業 

(１)広報事業の実施 

①会報の発行 

会報をさらに充実し､毎号 1,100 部発行､加盟団体及び各関係先に配布するとともに、ホー

ムページにも掲載している。 

第 66号(４月号)､第 67号(７月号)､第 68号(10月号)､第 69号(１月号) 

 

②成田太鼓祭･太鼓情報発信基地 

千葉県成田市の成田山新勝寺並びに参道において開催した「成田太鼓祭」において「太鼓

情報発信基地」を開設した。 

期  日 2014 年 4月 12日(土)・13日(日) 

会  場 成田山新勝寺参道(千葉県成田市) 

主  催 日本太鼓財団千葉県支部 

協 力 公益財団法人 日本太鼓財団 

来場者 9,394名(成田太鼓祭観客数 225,000名)  

 

③ホームページの充実 

事業の開催内容や会報等の情報を常時入力し､ホームページの充実を図る。 

URL:http://www.nippon-taiko.or.jp 

開設後のアクセス数は､2015 年３月末日現在で海外を含めて 489,091 件(昨年度末 447,283

件)であった。2015 年度においてリニューアルを図る。 

 

④テレビ･新聞･雑誌への広報活動 

○ 日本太鼓フェスティバル、日本太鼓全国障害者大会やシニアコンクール、講習会等がテレ

ビ、新聞等で記事として広く紹介された。 

○ ＤＨＣシアター(旧シアターテレビジョン)(スカパー！ch.547)において当財団の各種公

演が定期的に放映され広く太鼓愛好者に鑑賞されている。 

○ 日本太鼓ジュニアコンクールをインターネットでライブ配信を行った。世界で視聴できる

ため、参加するブラジル・台湾及びアルゼンチンでは多くの方が視聴すると共に中継中の

｢書き込み｣も多く寄せられ広報活動としては有効であった。 

○ 各地において、加盟団体や財団関係者がテレビ･新聞･雑誌等に数多く紹介された。 

 

(２)協力事業の実施 

国や地方公共団体並びに関係団体が実施した６事業に対し､積極的に協力し､日本太鼓の普

及に務めた。 

 

① 「グロービス杯世界囲碁Ｕ-20レセプション」太鼓公演 

世界で活躍する 20 歳以下の囲碁愛好者が東京に集って開催される大会のレセプションに、

主催者から当財団に対し太鼓チームの派遣要請があった。 

http://www.theatertv.co.jp/
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主 催 公益財団法人日本棋院 

協  力 公益財団法人 日本太鼓財団 

公 演 2014年５月８日(木)  

会 場 株式会社グロービス本社ビル(東京都千代田区) 

派遣団体 助六太鼓４名(東京)  

観客数 100名 

 

② 「虎ノ門一丁目琴平町会夏祭り」太鼓公演 

海洋船舶ビルが加盟する同町会が行う夏祭りに､太鼓演奏の要請を受けて太鼓チームの出

演協力を行った。 

主  催 虎ノ門一丁目琴平町会 

期  日 2014年 8月 8日(金) 

会  場 虎ノ門一丁目ファミリーマート前路上(東京都港区) 

出  演 邦楽アカデミー和太鼓大元組ジュニア(東京)、和太鼓水心会(東京) 

観客数 約 300 名 

 

③ 「第 26回水心会夏祭り」太鼓公演 

「水心会夏祭り」が三越本店屋上において開催されるにあたり､太鼓演奏の要請を受け､

出演協力を行った。 

主  催 水心会実行委員会(幹事団体･公益財団法人ﾌﾞﾙｰｼｰ&ｸﾞﾘｰﾝﾗﾝﾄﾞ財団) 

期  日 2014年 9月３日(金) 

会  場 日本橋三越本店屋上(東京都中央区) 

出  演 邦楽アカデミー和太鼓大元組(東京)、和太鼓水心会(東京) 

観客数 約 600 名 

 

④ 「創エネ・あかりパーク 2014」太鼓公演 

東日本大震災の復興支援を祈念して、「明りと稔りの秋祭り」をコンセプトとして実施さ

れたもので、当財団に対して、本事業に対する太鼓団体の派遣及び当日の実施運営の協力

が要請され、出演協力を行った。 

主  催 創エネ・あかりパーク 2014実行委員会(経済産業省、環境省、東京都で構成) 

協  力 公益財団法人 日本太鼓財団 

期  日 2014年 10月 31日(金) 

会  場 上野恩賜公園 (東京都台東区) 

出  演 岩代國郡山うねめ太鼓保存会小若組(福島)、 

  髙野右吉と秩父社中(埼玉)、富岳太鼓(静岡)、助六太鼓(東京) 

観客数 約 600 名 

 

⑤ 第３回東北太鼓ジュニアコンクール 

東北６県のジュニア優秀チームが一堂に会し、ジュニア層の発展と親睦を目的に開催され

た東北ジュニアコンクールに財団賞を交付した。 

主  催 東北太鼓連合 

協  力 公益財団法人日本太鼓財団 

期 日 2014年 12月７日（日） 

会 場 八戸市公会堂（青森県八戸市） 

観客数 約 2,000名（来場者、出場者、関係者） 

参加団体 17団体(青森 3、岩手 6、秋田 1、山形 1、宮城 3、福島 3) 

優 勝 あそびっ鼓組“遊”(青森) 

準優勝 奥州水沢颯人和太鼓乃会(岩手) 
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３位  高倉蘖太鼓(宮城) 

４位  大船渡東高等学校太鼓部(岩手) 

５位  山木屋太鼓(福島) 

特別賞 日本太鼓財団賞･念珠関辨天太鼓子供会(山形)、浅野太鼓楽器店賞･相馬高等学

校相馬太鼓部(福島)、諏訪響太鼓店賞･松川一の宮太鼓はな組(岩手)、鈴木太

鼓店賞･和紙の里和雅美太鼓(福島) 

第 23回東北太鼓フェスティバル  

＊ジュニアコンクールに引き続き、東北６県より６チームが出場して演奏を披露 

 

⑥ 第９回全九州・日本太鼓ジュニアコンクール 

九州７県のジュニア優秀チームが一堂に会し、ジュニア層の発展と親睦を目的に開催され

たジュニアコンクールに財団賞を交付した。 

主  催 全九州太鼓連合 

協  力 公益財団法人日本太鼓財団 

期  日 2014年 12月 21日(日) 

会  場 鹿児島市民文化ホール（鹿児島県鹿児島市） 

観客数 1,800 名 

出演数 55チーム(特別演奏団体含む) 

特別出演 迦摩瓅太鼓團(第５回台湾太鼓ジュニアコンクール準優勝チーム) 

(台湾のジュニアコンクール準優勝チームを招待） 

優 勝 橘太鼓「響座」ジュニア(宮崎) 

準優勝 日向の国「響」(宮崎) 

第３位 おおむら太鼓連くじら太鼓(長崎) 

第４位 人吉ねぶか太鼓(熊本) 

第５位 火の神乙女太鼓 爽(鹿児島) 

財団賞 和太鼓 たぎり(福岡) 

特別賞 山川ツマベニ少年太鼓(鹿児島)、二丈太鼓「恬」(福岡)、霧島九面太鼓保存会   

郷花(鹿児島)、由布はさま太鼓(大分県)（以上の団体が 10位以内） 

     日南太鼓衆「爽空」(宮崎)、志布志ちりめん太鼓(鹿児島)、二丈絆太鼓(福岡) 

     龍潮太鼓いろは隊(宮崎) 

 

(３)後援事業の実施 

公益財団法人 日本太鼓財団の支部並びに関係団体が､日本太鼓の普及､振興を図るために実

施した 16の事業に対し後援を行った。 

なお､全事業における参加者総数は 16,883名､観客数総数は 394,274 名であった。 

①４月 12･13日(土日) 成田太鼓祭(第 26回) (千葉県:成田山新勝寺・表参道) 

主催:成田太鼓祭実行委員会 参加者 1,800名 観客数 225,000名 

②４月 13日(日) 和太鼓の祭典どんどこ音楽祭 2014 (福岡県:行橋市民会館) 

主催:どんどこ音楽祭実行委員会、正八幡宮飛龍八幡太鼓奉友会 参加者 182名 観客数 861名 

③５月 25日(日) 相模龍王太鼓創立 35周年コンサート(神奈川県:相模原市民会館) 

主催:相模原市和太鼓愛好会 参加者 120名 観客数 950名 

④６月 14日(土) 御諏訪太鼓宗家小口大八先生に捧げるコンサート～『感謝』～(長野県:ｶﾉﾗﾎｰﾙ) 

主催:小口家 参加者 409名 観客数 302名 

⑤７月 26･27日(土日) 第 29回富士山太鼓まつり (静岡県:富士山交流ｾﾝﾀｰ｢富士山樹空の森｣) 

  主催:富士山太鼓まつり実行委員会 参加者 460 名 観客数 18,000名 

⑥８月 13･14日(水木) 第 45回市民祭岡谷太鼓まつり (長野県:ｲﾙﾌﾌﾟﾗｻﾞ広場周辺、ｶﾉﾗﾎｰﾙ) 

主催:岡谷市、岡谷商工会議所、岡谷市観光協会、岡谷市区長会 参加者 3,300名 観客数 130,000名 

⑦８月 24日(日) 第 15回長野県障害者親睦交流太鼓発表会 (長野県:諏訪市文化センター) 
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主催:日本太鼓財団長野県支部 参加者 270名 観客数 330名 

⑧９月 21日(日)～11月 24日(月祝) 全国幼稚園・保育園幼児音体ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ 2014(全国:全国 22会場) 

主催:全日本幼児教育連盟 参加者 8,573名 観客数 12,789名 

⑨９月７日(日) 第 20 回秋田ふるさと村･第 23 回秋田県子ども太鼓フｪｽﾃｨﾊﾞﾙ･第 17 回日本太鼓

ｼﾞｭﾆｱｺﾝｸｰﾙ秋田県大会 (秋田県:秋田ふるさと村ﾄﾞｰﾑ劇場)  

主催:(株)秋田ふるさと村、日本太鼓財団秋田県支部、秋田県太鼓連盟 参加者:277名 観客数1,066名 

⑩10月 19日(日) 平成 26年全国太鼓フェスティバル (岩手県:陸前高田市立第一中学校) 

主催:全国太鼓フェスティバル実行委員会 参加者 220名 観客数 700名 

⑪10月 26日(日) 第 12回全国太鼓の競演 in天童 (山形県:天童・和太鼓会館) 

主催:第 12回全国太鼓の競演 in天童実行委員会 参加者 76名 観客数 213名 

⑫11月９日(日) 第 13回全国太鼓ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ太鼓ｴﾓｰｼｮﾝ (群馬県:藤岡市みかぼみらい館) 

主催:太鼓ｴﾓｰｼｮﾝ実行委員会、藤岡市、(公財)藤岡市文化振興財団 参加者190名 観客数921名 

⑬11月 23日(日) 第 26回山梨県ふるさと太鼓まつり･第 14回山梨県ｼﾞｭﾆｱ太鼓ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ  

(山梨県:富士川町ますほ文化ﾎｰﾙ) 

 主催:山梨県太鼓連盟、富士川町太鼓ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ実行委員会 参加者 150名 観客数 350名 

⑭１月４日(日) 第 17回心のふる里千葉の太鼓 (千葉県:東金文化会館)  

主催:日本太鼓財団千葉県支部、千葉県太鼓連盟 参加者 303名 観客数 400名 

⑮３月 15日(日) 第 14回飯坂温泉太鼓まつり (福島県:パルセいいざか) 

主催:飯坂温泉観光協会 参加者 350名 観客数 1900名 

⑯３月 29 日(日) 第 28 回秋田県太鼓ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ･東今泉八幡太鼓創立 35 周年記念(秋田県:大仙市

中仙市民会館ﾄﾞﾝﾊﾟﾙ)  

主催:日本太鼓財団秋田県支部、秋田県太鼓連盟 参加者 203名 観客数 492名 

 

(４)調査研究事業の実施 

日本太鼓に関する文献･資料の収集及び日本太鼓並びに伝統芸能等の事業を視察し研究する

など調査研究事業を積極的に行った。 

また、日本の大学における太鼓クラブの有無の実態調査を行い、今後のネットワークづくり

などのために生かしていく。 

 


