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けいと

5 才（富岳保育園）

Hideaki Matsumoto
Chairman
Nippon Taiko Foundation

It is our great pleasure to present the Taiko Charity Concert this
evening for the support of Shine On! Kids.
We are very happy and grateful to announce that Nippon
Taiko Foundation celebrates its 20th anniversary this year. Our
foundation now has 45 Chapters in 41 Prefectures throughout
Japan. Under our wings, we have 700 member teams, comprised
of over 20,000 individual Taiko players. The members range from
pre-kindergartners to senior citizens. More recently, women and
people with disabilities are also very active.
Since its establishment in 1997, our foundation has
implemented many projects including Taiko Concerts, Taiko
Junior Competitions, Performances by Challenged Taiko Players,
and various seminars and master courses. These projects were
made possible by the generous support of the Nippon Foundation
and organizations related to the motorboat racing.
In the international arena, our foundation has dispatched Taiko
member teams to 47 different countries over the years.
We were happy to see the participation of Argentine Junior
team in this year’s Nippon Taiko Junior Competition, together
with the winners of Taiko Junior Competitions in Taiwan and
Brazil.
It is noteworthy that through these events, Taiko plays a very
important role to build international friendship. Nippon Taiko
Foundation will continue to promote Taiko both in Japan and
overseas.
This evening, six Taiko teams will be performing. Four teams
were selected to represent various regions in Japan. In addition,
we are also pleased to introduce the winner of the 13th Nippon
Taiko Senior Competition and the winner of the 19th Nippon
Taiko Junior Competition. We sincerely hope that you will enjoy
the concert this evening.
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公益財団法人 日本太鼓財団
会長 松本 英昭

このたび「認定 NPO 法人シャイン・オン・キッズ」の共催を得て、
日本太鼓チャリテイコンサートを開催できますことは、まことに喜
ばしいことであります。
日本太鼓財団は 41 都道府県に 45 支部を設置、加盟団体数 700
団体、会員数 2 万人の組織となっております。
当財団は 2012 年 4 月 1 日に公益財団法人となり、名称も日本
太鼓財団へと変更致しました。1997 年に前身の日本太鼓連盟を設
立以来、
今年で創立 20 周年を迎えました。全国フェステイバル、
ジュ
ニアコンクール等の演奏会事業の開催、講習会、資格認定事業の
実施による国内での普及活動はもとより、47 ヶ国に及ぶ国々で太
鼓を通じた国際交流活動を実施してまいりました。
これもひとえに日本財団並びにモーターボート関連団体のご支
援と太鼓関係者のご協力の賜物と感謝申し上げます。
日本の太鼓は、老若男女、障害の有無に関わらず、また国籍を問
わず益々多くの方々に愛好されております。
本年 3 月には、
ブラジル、
台湾、
アルゼンチンのジュニアチームが、
兵庫県神戸市で開催した第 19 回日本太鼓ジュニアコンクールに参
加のため来日し、太鼓を通じて日本の子供たちと国際交流を深める
ことができました。
私どもは、これからも財団の設立目的である日本太鼓の普及、振
興のため努力をしていく所存でございます。
本日の出演チームは、全国各地から選抜されたチームに第 19 回
日本太鼓ジュニアコンクールの優勝チーム、昨年 12 月に開催した
第 13 回シニアコンクール名人を加えた 6 チームによる演奏会です。
ご来場いただきました皆様には、日本太鼓の魅力、醍醐味を最
後までごゆっくりお楽しみいただければ幸いでございます。

2

Kimberly Forsythe
President
Shine On! Kids

On behalf of Shine On! Kids, please let me express our gratitude
to the Nippon Taiko Foundation for this opportunity to host the 21st
Taiko Charity Concert.
Shine On! Kids' mission is to support children with cancer and
other serious illnesses and their families throughout Japan. We have
a number of innovative and powerful psychosocial support programs
that directly improve quality of life and resilience for children and their
families during challenging medical treatments in hospital. Founded in
2006, we celebrated our 10th anniversary last year. My husband and I
created the organization after we lost our son to leukemia. At first we
simply hoped to support children in one hospital in Tokyo. Over the
years our programs have grown and are now in 19 hospitals throughout
Japan. We have plans to expand to 22 hospitals by 2018.
Our programs touch children and families throughout the country
and we believe that we are making a difference to not only hospitalized
children, but also to children who have been discharged and are
treated as outpatients. Currently our core programs are the Facility
Dog Program and Beads of Courage®️ Program. In the near future,
we will provide long-term support for all our patients and their
families through our new program in the learning support area, which
emphasizes English, IT and Global Thinking.
The proceeds of this wonderful charity concert will be used for our
Facility Dog Program. Now we have 2 teams of golden retrievers and
nurse handlers in Shizuoka and Kanagawa. This fiscal year, we are
planning to implement the 3rd team in one of the largest children's
hospitals in Japan.
We cannot make a difference without you.
Let's support our children with cancer and other serious illnesses
together as a community of “caring people” and help them to Shine
On!
(Translation: Shine On! Kids)
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認定 NPO 法人シャイン・オン・キッズ
理事長 キンバリー・フォーサイス

認定 NPO 法人シャイン・オン・キッズを代表しまして、この度の
21 回目のチャリティコンサートを開催される日本太鼓財団の皆様に
心より感謝いたします。
シャイン・オン・キッズのミッションは日本国内の小児がんや重
い病気の子どもたちとそのご家族をサポートすることです。私ども
の革新的でパワフルな社会心理面でのサポートプログラムは辛い治
療と向き合う入院中の子どもたちのクオリティ・オブ・ライフ（生
活の質）やレジリエンス（治癒力）を改善するものと信じております。
私と夫が息子を白血病で亡くした事がきっかけで 2006 年にスター
トした我々の団体は、おかげさまで昨年 10 周年を迎えました。当
初は息子がお世話になった東京都内の病院の子どもたちを何とかサ
ポートしたい、という思いだけでスタートしました。その後、私た
ちのプログラムは年月を経て、全国 19 病院に展開するまでになりま
した。2018 年度にはさらに 22 病院に増える予定です。
シャイン・オン・キッズは、現在、
「ファシリティドッグ・プログラム」
と「ビーズ・オブ・カレッジ ®」という主に二つのプログラムを通して、
日本中の多くの子どもたちとそのご家族をご支援しています。また、
近年、入院中のお子様だけでなく、退院されて通院中の方々への“長
期フォローアップ”
と言われる分野にも展開し始めています。さらに、
本年度は、
あらたに「学習サポート事業」もスタートいたします。「英
語 •IT• グローバル」という３つの柱を核に、退院後の子どもたちの
ためになるプログラムを開発して参ります。
今回の素晴らしいチャリティコンサートの収益は、
「ファシリティ
ドッグ・プログラム」の活動資金として大切に使わせていただきます。
現在、静岡県立こども病院と神奈川県立こども医療センターの 2 病
院に、それぞれファシリティドッグと看護師資格を持つハンドラー
がペアで常勤しています。本年度は、日本の代表的な小児医療施設
に 3 頭目のファシリティドッグとハンドラーのチームが就任する予
定です。
私たちの活動は、多くのご支援者の皆様がいらっしゃらなければ
成り立ちません。
シャイン・オン・キッズの活動を通して、小児がんや重い病気と
闘う子どもたちを支援する“コミュニティ”の輪がより一層広がり、
病気と闘う子どもたちが“輝く”社会が構築できましたら幸いです。
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（資料提供 : 認定 NPO 法人シャイン ･ オン ･ キッズ )

(Information provided by Shine On! Kids)

認定 NPO シャイン・オン・キッズの紹介
シャイン・オン・キッズとは
シャイン・オン・キッズは 2006 年 7 月特定非営利活動法人タイ
ラー基金として発足しました。設立者の息子のタイラーは 2 歳を
目前に白血病との闘いの末、その短かすぎる生涯を閉じました。
つらい闘病生活でも笑顔を絶やさなかったタイラーの勇気と自分
たちの経験を役に立てたい、という気持ちから活動がスタートし
ました。
小児がんや重い病気の治療に向き合う子ども達は、長期にわたる
入院治療生活で不安や大きなストレスと闘っています。日本の医
療レベルは世界で最も進んだものといえますが、患者や家族のサ
ポート面ではまだ立ち遅れています。
私 たちシャイン・オン・キッズは、長くつらい入院治療中でも、
子ども達が笑顔を忘れずにいられるように、独自の「心のケア」
のためのプログラムを、全国のこども病院や小児病棟に提供して
います。
2012 年 12 月に優良な活動を行っている NPO 法人として東京都
より「認定 NPO 法人格」を取得しました。
シ ャイン ･ オン・キッズのプログラムは全国の子ども病院・小児
病棟で展開しています。ファシリティドッグは 2 病院、ビーズ・
オブ・カレッジ ® は 18 病院に導入しています。
（2017 年 4 月現在）

（日本初のファシリティドッグベイリー）

（ハンドラー鈴木とヨギは
毎日患者さんの心に寄り添う）
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About Shine On! Kids
 hine On! Kids was incorporated as The Tyler Foundation, a NonS
Profit Organization under the laws of Japan in July 2006. The
creation of the organization was inspired by the smiles and courage
of Mark and Kim Ferris’ son Tyler, who spent much of his short life
battling a very difficult-to-cure kind of leukemia. After they lost
Tyler, they realized there were many ways to take Tyler’s struggles
and their experience and create something positive for families
going through what they had endured.
Shine On! Kids works to make the fight a little easier and the future
much brighter for children with cancer and other serious illnesses
and their families in hospitals throughout Japan. It’s about helping
these children face life with confidence, smiles, hope and courage;
so they can truly Shine On!
In December, 2012, Shine On! Kids became officially certified by
the Tokyo Metropolitan Government.
Today, Shine On! Kids’ programs are supporting children in
hospitals throughout Japan.
Facility Dog Program : 2 hospitals
Beads of Courage® Program : 18 hospitals
ファシリティドッグとは
フ
 ァシリティドッグは、病院に常勤して医療チームの一員として働
けるように、専門的なトレーニングを受けた犬です。 ハンドラー
とペアになって活動し、単なる患者との触れ合いにとどまらず、治
療にも関わっています。日本ではまだ、シャイン・オン・キッズが
派遣する二頭（ゴールデンレトリーバー）しか存在しません。ファ
シリティドッグの大きな特徴は、毎日同じ病院に勤務し、個々のニ
ーズに合わせた活動を行うことです。痛い検査や手術室への付き
添い、リハビリ支援なども行います。いろいろな病院や施設を巡回
訪問することはありません。ときどき来て短い時間にふれ合うので
はなく、同じ犬がいつもそこにいて多くの時間を繰り返し過ごせる
ことが、入院治療している子どもたちの心の励みになります。
フ ァシリティドッグのハンドラーは臨床経験のある看護師です。
ハンドラーとしての専門的なトレーニングを受けることにより、
病院内におけるリスクを最小限におさえ、子どもたちやそのご家
族、医療スタッフも安心して接することができます。また、看護
師としての経験は、動物介在介入の実践とデータの収集に役立っ
ています。
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・現在、静岡県立こども病院および神奈川県立こども医療センタ
ーにて活動中
・1 チーム：年間 2700 ～ 3000 回の訪問

Facility Dog Program
 he Facility Dog Program improves treatment outcomes and
T
children’s approach to medical treatment through Japan’s first, fulltime Animal Assisted Therapy Program at a children’s hospital.
A specially trained therapy dog is paired with a dedicated nurse
handler to make a new kind of medical team that is there every day
to make life in the hospital a little brighter.
Patients are encouraged and comforted by the dog’s wonderful, nonjudgmental nature and benefit both physically and emotionally from
their daily interactions with them. A Facility Dog team can make
thousands of visits per year; they accompany children during scary
or painful medical procedures, sit with children after surgeries, and
comfort parents after hearing the news that their child is sick. For
children, Facility Dogs have the power to turn a scary moment into a
fun moment.
Launched at Shizuoka Children’s Hospital in January 2010, and July
2012 in Kanagawa Children Medical Center.

（ハンドラー森田とベイリーの物語「もしも病院に犬がいたら」は 2017 年３月に文庫化）

(Translation by Shine On! Kids)
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PROGRAM
１. みのり太鼓（茨城県）
Minori Taiko from Ibaraki Prefecture

２. 富岳太鼓竜神組（静岡県）
Fugaku Taiko Ryujin-kumi
from Shizuoka Prefecture

３. 上州あずま太鼓会（群馬県）
Joshu Azuma Taiko from Gunma Prefecture

４. 山部泰嗣＆浅野祥（太鼓と津軽三味線）
（岡山 ･ 宮城県）

Taishi Yamabe & Sho Asano,
Taiko & Tsugaru Shamisen
from Okayama and Miyagi Prefecture

５. 野方嘉孝（佐賀県 大和太鼓保存会）
* 第 13 回日本太鼓シニアコンクール名人
Yoshitaka Nogata, Yamato Taiko
from Saga Prefecture
*The Winner of the 13th Senior Taiko Competition

６. 和太鼓たぎり（福岡県）
* 第 19 回日本太鼓ジュニアコンクール優勝チーム
Wadaiko Tagiri from Fukuoka Prefecture
*The Winner of the 19th Junior Taiko Competition
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みのり太鼓
（茨城県）

みのり太鼓は、1992 年４月に結成され今年で 25 年目を迎え
ました。結成時より打ち手の気持ちを全面に乗せた魅力あふれ
る演奏を目指し、打ち手 25 名で構成する創作和太鼓集団です。
オリジナル曲を中心に県内外での演奏活動をはじめ、近年は特
に定期的に和太鼓コンサートやワークショップなどを自ら企画
し成功をおさめています。
今回のご縁をよい経験とし今後の活動に活かせたら幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。

Minori Taiko

(Ibaraki Prefecture)
Minori Taiko was formed in April of 1992 and it celebrates
its 25th anniversary this year. Since its establishment, they have
continued to strive for better performances so as to convey their
passion to the audience through Taiko. Now the team is consisted
of 25 members.
Minori Taiko has performed its original Taiko music pieces at
various events in and out of Ibaraki Prefecture. Recently, the team
is very active to hold workshops and concerts on a regular basis
and their performances are always well received.
Members are happy and honored to have an opportunity to join
the Charity Concert. Minori Taiko sincerely hopes that you will
enjoy tonight’s performance.
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富岳太鼓竜神組
（静岡県）

富岳太鼓は、日本一の霊峰富士の麓、静岡県御殿場市に所在
します。設立のきっかけは 1977 年、社会福祉法人富岳会の理
事長山内令子が、法人の施設を利用する知的にハンディーをか
かえる方たちのセラピーとして、和太鼓に着目したことから始
まりました。独自に開発した和太鼓療育プログラムを効果的に
取り入れ、施設利用者の方たちのセラピーとして実践していま
す。効果は心身他面に表れ、今では障がい者のリハビリテーシ
ョンや社会自立のトレーニングとしては勿論のこと、さらには、
文化・芸術活動にまで広がりを見せています。
富岳太鼓の富岳とは富士山の別名であり、その名の通り、演
奏する曲の総てが富士山にまつわる神話、民話、自然をテーマ
としたものであり、富岳太鼓代表山内強嗣の手によるオリジナ
ルの創作太鼓です。
富岳太鼓は今年で 40 周年を迎えました。

Fugaku Taiko Ryujin-kumi
(Shizuoka Prefecture)

Fugaku Taiko was formed in 1977 when Mme. Reiko
Yamauchi, President of Fugaku-kai, introduced music therapy
using Taiko to the Fugaku-kai schools. Situated at the foot of Mt.
Fuji (“Fugaku” means Mt. Fuji) in Shizuoka Prefecture, Fugakukai is a non-profit social welfare institution for people with
intellectual disabilities.
It is especially noteworthy that the training in Taiko enhances
other creative talents of challenged individuals. Today, Taiko is
well-known as a supplementary tool for rehabilitation of people
with disabilities and training for their social independence.
Their original Taiko pieces are composed by the leader,
Tsuyoshi Yamauchi, all depicting legends, folk stories, and nature
related to Mt. Fuji.
The team celebrates its 40th anniversary this year.
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上州あずま太鼓会
（群馬県）

上州あずま太鼓会は、1990 年地域に何か伝統芸能を起こし
伝承して行こうと当時の青少年団体役員有志の発案から「ふる
さと創生事業」を活用し発足いたしました。
翌年には子供達のチームも加わり、今では小学１年生から 60
歳代まで 40 数名の会員にて日々和太鼓の研鑽に励んでおりま
す。
日本の伝統文化である和太鼓のもつ伝統のリズムに、新しい
創造の息吹を取り入れ、人々の〝魂″に届くより身近な音の世
界の確立こそ我々の使命と考えております。
結成当初より地域の祭りを中心に積極的に参加し、今では県
内外の演奏会・各イベントにも参加しております。
又、和太鼓を通して明るく豊かな郷土づくりと青少年の健全
育成を目指しております。

Joshu Azuma Taiko
(Gunma Prefecture)

Joshu Azuma Taiko was started in 1990 with the members
of the Youth Organization in Gunma Prefecture to promote a
Japanese culture and to hand down to the future generations.
In the following year, junior members joined and now the team
has 40 members ranging from 6 years old to those in their sixties.
The team is eager to improve their Taiko performances and to
reach the audiences’ hearts by incorporating modern style into the
traditional Japanese Taiko.
Since its organization, Joshu Azuma Taiko has been actively
joining local festivals and soon also started to be invited to
perform at various events in and out of Gunma Prefecture.
They believe that Taiko plays a key role to nurture young
people and vitalize their region.
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山部泰嗣＆浅野祥 太鼓と津軽三味線
（岡山 ･ 宮城県）

山部 泰嗣（太鼓）
1988 年、岡山県倉敷市生まれ。３歳から太鼓に親しみ、６歳で
地元の倉敷天領太鼓のメンバーとして舞台に立つ。
2004 年、
「東京国際和太鼓コンテスト大太鼓の部」に最年少の
16 歳で出場し、最優秀賞を獲得。独特のリズム感と抜群に早いバチ
捌きを特徴とし、自由自在に和太鼓で表現する。舞台演出、作曲な
ど和太鼓の可能性を追求し、他ジャンルとのセッションも積極的に
行っている。
浅野 祥（津軽三味線）
1990 年、宮城県仙台市生まれ。５歳の時、祖父の影響で三味線
を始め、７歳で津軽三味線全国大会に最年少で初出場。
翌年より各級の最年少優勝記録を次々と塗り替える。2004 年、
津軽三味線全国大会で最高峰のＡ級で最年少優勝。その後、連続優
勝し３連覇。同大会の殿堂入りを果たす。
民謡、
古典芸能はもちろん、
ジャンルを超えて活動の場を広げている。

Taishi Yamabe & Sho Asano,
Taiko & Tsugaru Shamisen (Japanese three-stringed instrument)
(Okayama and Miyagi Prefecture)

Taishi Yamabe (Taiko) was born in Okayama Prefecture in 1988. He
started Taiko at the age of 3 and performed on the stage as a member of
Kurashiki Tenryo Taiko at 6.
In 2004, he participated in Tokyo International Taiko Contest and
became the youngest winner in the Big Taiko Division at 16. His
performance features superb Taiko technique and unique rhythm. He also
composes original Taiko music pieces and performs with the artists of
other genres.
Sho Asano (Tsugaru Shamisen) was born in Miyagi Prefecture in 1990.
Influenced by his grandfather, he started Shamisen at the age of 5 and
took part in Tsugaru Shamisen National Competition at 7.
Breaking the youngest winner record at every level of the competition,
he finally became the youngest player to win the Grandprize at the highest
level of the competition at age 14 in 2004. Later, he defended the title two
years in a row.
Now, he enjoys not only playing typical Shamisen pieces but also
challenging himself to perform with the artists of other genres.
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野方嘉孝（大和太鼓保存会）

第 13 回日本太鼓シニアコンクール
（60 歳以上のコンクール）名人

（佐賀県）

大和太鼓保存会は、佐賀県大和町の町おこし事業の一環とし
て大和町商工会青年部のメンバーにより 1989 年に結成され、
野方嘉孝は創立メンバーの一人です。太鼓歴は今年で 28 年を
数えます。
1991 年にはジュニアの部ができ、その指導役を野方嘉孝が
務め、後に会の代表となりました。現在は、
（公財）日本太鼓財
団代議員、佐賀県太鼓連盟会長、全九州太鼓連合副会長も務め
ております。
本日は、昨年 12 月の第 13 回日本太鼓シニアコンクールで名
人位に輝き、
文部科学大臣賞を受賞した際の演奏を披露致します。

Yoshitaka Nogata, Yamato Taiko

(Saga Prefecture)
The Winner of the 13th Senior Taiko Competition
(Competition for those over the age of 60)
Yamato Taiko was established with the fervent wishes of vitalizing
Yamato-town of Saga Prefecture in 1989. The members were consisted
of the Youth League of Yamato Town Society of Commerce and
Industry and Yoshitaka Nogata was one of them. Since then, he has
continued to practice Taiko with concerted efforts for 28 years.
He started teaching the junior group of the team formed in 1991, and
later became the leader of Yamato Taiko.
Now he is also the representative of Saga Chapter of Nippon Taiko
Foundation, the president of Saga Taiko Federation, and the vicepresident of All Kyushu Taiko Union.
Nogata won the Grandprize of 2016 Senior Taiko Competition held
last December and received the Award from the Ministry of Education,
Culture, Sports, Science and Technology.
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和太鼓たぎり

第 19 回ジュニアコンクール
（18 歳以下のコンクール）優勝チーム

（福岡県）

和太鼓たぎりは福岡県糸田町に伝統文化の伝承 ･ 普及 ･ 地域
の活性化を願い 2009 年に結成されました。糸田町には『泌泉
（たぎり）の坪』があり、この坪から脈々と湧き出る清らかで勢
いのある水源のようにありたいと命名いたしました。
今回演奏します『キリクサン』という曲は、映画『青春の門』
でも知られる香春岳（かわらだけ）そびえる“炭都筑豊”の炭
鉱夫達の気質や生き様を表現した曲です。『キリクサン』とは明
日の命さえわからぬ炭鉱夫達の中で、最も尊敬された“真のや
ま男”の名称です。
“炭都”に生きた炭鉱夫達の壮絶な生き様を、和太鼓の楽曲を
通じ、少しでも皆様に伝え表現できればと心から願っております。
和太鼓たぎりは、今年３月 19 日兵庫県神戸市で開催された
「第 19 回日本太鼓ジュニアコンクール」
（予選参加 522 チーム、
5,506 名）で、見事優勝に輝きました。

Wadaiko Tagiri

(Fukuoka Prefecture)
*The Winner of the 19th Nippon Taiko Junior Competition
(Competition for those under the age of 18)
Wadaiko Tagiri was formed in 2009 aiming to promote a traditional
culture in Itoda-town of Fukuoka Prefecture, well known as the former
coal-mining town.
Wadaiko Tagiri’s “Tagiri” is taken from the famous local spring
called “Tagiri-no-tsubo” with the hope for the team to be pure and
powerful like the spring.
Tonight’s performance is entitled “Kirikusan”. Kirikusan depicts
the spirits of the coal miners who worked in a harsh environment in
the region. Coal miners were always living with the fear for life. With
the deep respects, members put every effort to express Kirikusan’s
righteous spirits through Taiko.
Wadaiko Tagiri is extremely happy and grateful to win the
Grandprize of this year’s Junior Taiko Competition selected from 522
teams, 5,506 participants.
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☆公益財団法人 日本太鼓財団イベント情報☆
■大学太鼓フェスティバル

2017 年 8 月 31 日（木）
「文京シビックホール」
（東京都文京区）
大学生による太鼓活動を支援するため実施します。
入場無料

■日本太鼓全国フェスティバル

2017 年 9 月 21 日（木）
「国立劇場大劇場」
（東京都千代田区）
財団創立 20 周年を記念して、全国各地を代表するチームが一堂に会し、
開催される演奏会。
入場料 前売 2,500 円 当日３,000 円

■日本太鼓全国障害者大会

2017 年 10 月 1 日（日）
「御殿場市民会館」
（静岡県御殿場市）
全国各地の障害者チームが一堂に会し、開催される演奏会です。
入場無料

■国民文化祭「太鼓の祭典」

2017 年 10 月 15 日（日）
「DMG MORI やまと郡山城ホール」（奈良県大和郡山市）
全国各地の勇壮な太鼓が一堂に集まる演奏会。
入場無料

■創立 20 周年記念

日本太鼓フェスティバル

2017 年 11 月 3 日（金 ･ 祝）
「浅草・隅田公園山谷堀広場」（東京都台東区）
財団設立から 20 年目を迎え、記念フェスティバルを開催いたします。
入場無料

■日本太鼓シニアコンクール

2017 年 11 月 19 日（日）
「津幡町文化会館シグナス」（石川県津幡町）
60 歳以上の世代を対象に実施されます。
入場無料

■日本太鼓ジュニアコンクール

2018 年３月 25 日（日）
「金沢歌劇座」
（石川県金沢市）
「太鼓の甲子園」。全国およびブラジル、台湾から選抜された 18 歳以下
のチームが一堂に会し、競うコンクールです。
入場料 前売 2,000 円 当日 2,500 円

■日本太鼓全国講習会

2017 年６月 24 日（土）・25 日（日）福島県郡山市
2017 年９月 16 日（土）・17 日（日）長野県箕輪町
2018 年２月 17 日（土）・18 日（日）宮崎県宮崎市
基本講座から専門講座まで幅広い講習を行う全国講習会には、年齢を問
わず初心者からベテランまでが参加されます。また、各支部主催の支部
講習会も開催されています。

■日本太鼓資格認定制度

講習会最終日に実技試験と筆記試験を行います（希望者のみ）。資格を
お持ちでない方は、5 級から受験可能。
「技術認定員」５級～ 1 級、指
導者のための「公認指導員」3 級～ 1 級の資格があります。

詳細につきましては、当財団のホームページをご覧ください。
www.nippon-taiko.or.jp
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☆ Taiko Event Schedule ☆
2017. 8. 31, Thursday

■ Nippon Taiko University Festival

(Bunkyo Civic Hall, Bunkyo-ku, Tokyo)
Performances by university students in Japan.
Admission free
2017. 9. 21, Thursday

■ Nippon Taiko Festival

(National Theatre, Chiyoda-ku, Tokyo)
Performances by noted Taiko teams from various regions of Japan.
Advance Ticket 2,500 yen Today’s Ticket 3,000 yen
2017.10. 1, Sunday

■ National Challenged Taiko Festival

(Gotenba-city Hall, Gotenba-city, Shizuoka)
Mentally/physically challenged Taiko teams gather to perform and exchange
their Taiko experiences.
Admission free
2017.10.15, Sunday

■ National Cultural Festival-Taiko Festival

(DMG MORI Yamatokoriyama Jo Hall, Yamatokoriyama-city, Nara)
Performances by Taiko teams from various regions of Japan.
Admission free
2017. 11. 3, Friday

■ The 20th Anniversary Nippon Taiko Festival
(Asakusa Sumida Park, Taito-ku, Tokyo)
Performances by Taiko teams from all over Japan.
Admission free
2017. 11. 19, Sunday

■ Nippon Taiko Senior Competition

(Tsubata-cho Culture Center, Cygnus, Tsubata-cho, Ishikawa)
All performers are over the age of 60.
Admission free
2018. 3. 25, Sunday

■ Nippon Taiko Junior Competition

(Kanazawa Kageki-za, Kanazawa-city, Ishikawa)
Junior performers under the age of 18 selected from prefectural preliminary
contests perform at this nation-wide final competition. Teams from Brazil
and Taiwan will join, too.
Advance Ticket 2,000 yen Today’s Ticket 2,500 yen

■ Nippon Taiko Courses

Nippon Taiko Seminars are held as below:
2017. 6.24-25 (Sat. Sun.) Koriyama-city, Fukushima
2017. 9.16-17 (Sat. Sun.) Minowa-town, Nagano
2018. 2.17-18 (Sat. Sun.) Miyazaki-city, Miyazaki
Anyone regardless of age can take basic to advanced level courses. Our
chapters also hold Taiko courses.

■ Nippon Taiko Official Certification

Your Taiko skill can be measured by official certification tests. Three
levels of Taiko Instructor’s Certificate and five levels of Taiko Technical
Certificate are issued by the Foundation. Beginners are welcome.

For further information, please visit our website at
www.nippon-taiko.or.jp
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公益財団法人 日本太鼓財団 概要
代 表 者
設 立 日
公益財団移行日
加盟支部
加盟団体数
会員総数

会長 松本 英昭
1997 年 11 月 11 日
2012 年 4 月 1 日
45 支部（41 都道府県）
700 団体
20,000 人

目

的：日本太鼓の伝統伝承並びに普及・振興を図り、
もって我が国文化の発展に寄与することを目的
としています。

事

業：その目的を達成するため、次の事業を行います。
（1）日本太鼓の伝統伝承及び創作・普及活動への支援
（2）日本太鼓の演奏会、コンクール及び講習会等の開催
（3）日本太鼓を通じた国際交流
（4）日本太鼓に関する技能認定
（5）日本太鼓に関する調査・研究
（6）その他この法人の目的を達成するために必要な事業

Nippon Taiko Foundation
Chairman
Established
Branches
Members

Hideaki Matsumoto
11 November 1997
45 Prefectural Chapters
700 Taiko Teams
(20,000 Individual Taiko Players)

Purpose:	To further disseminate and to promote Japanese
traditional Taiko culture both domestically and
internationally.
Activities:	In order to achieve the objectives of the Foundation,
following activities are being pursued.
1. Supporting the development of Taiko traditions and its new
creations
2. Organizing Taiko concerts, seminars and festivals
3. Hosting international cultural exchanges
4. Training and educating Taiko players
5. Conducting surveys and researches on Taiko
6. Other activities in support of the Foundation’s objectives
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( 公財 ) 日本太鼓財団 理事・評議員一覧
会
長
副 会 長
副 会 長
理 事 長
常務理事

松本 英昭
長谷川 義
髙野 右吉
塩見 和子
大澤 和彦

（一社）地方公務員共済組合協議会会長
豊の国ゆふいん源流太鼓代表・全九州太鼓連合名誉会長
髙野右吉と秩父社中代表
（公財）日本音楽財団会長
常勤

理

石井
大宅
島津
中西
山内

幹子
映子
久永
由郎
強嗣

（株）石井幹子デザイン事務所代表取締役
評論家
（公財）山階鳥類研究所顧問
（公財）日本ゲートボール連合専務理事
富岳太鼓代表

評 議 員

大竹 英雄
岡田 知之
河合 睦夫
北村
汎
佐藤 淳子
髙島 肇久
濱田麻記子
古屋 邦夫
宮崎 義政
渡辺 貞夫

（公財）日本棋院顧問（名誉碁聖）
洗足学園音楽大学名誉教授
富山県太鼓協会名誉会長
元駐英大使
（一財）ライフ･プランニング･センター理事
（株）海外通信･放送･郵便事業支援機構取締役会長
（株）DHC テレビジョン代表取締役社長
御諏訪太鼓保存会会長･長野県支部支部長
銚子はね太鼓保存会会長･千葉県支部支部長
音楽家

監

長内
竹村

事

事

健 弁護士
葉子 弁護士

長内法律事務所
三宅・今井・池田法律事務所
（敬称略）
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主催 ／ Sponsored by

〒 107-0052 東京都港区赤坂 1-2-2
Akasaka 1-2-2, Minato-ku, Tokyo 107-0052
Tel (03) 6229-5577 Fax (03) 6229-5580
URL : http://www.nippon-taiko.or.jp
E-mail : info@nippon-taiko.or.jp

共催 ／ Co-Sponsored by

〒 103-0023 東京都中央区日本橋本町 3-3-6 ワカ末ビル 7 階
Wakamatsu Building 7F, 3-3-6 Nihonbashi-Honcho,
Chuo-ku, Tokyo 103-002
Tel (03) 6202-7262
URL: http://sokids.org/ja/
E-mail: info@sokids.org

後援 ／ Supported by
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