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Hideaki Matsumoto
Chairman

Nippon Taiko Foundation

It is our great pleasure to present the Taiko Charity Concert this 
evening for the support of Smart Senior Council of Japan.

We are very happy and grateful that Nippon Taiko Foundation 
celebrated its 20th anniversary last 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 and Senior 
Competitions, Performances by People with Disabilities, 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. Last year, 
our foundation sent the Taiko team consisted of people with 
disabilities to Thailand and we received overwhelming praises.

We were happy to see the participation of the winners of 
Taiko Junior Competitions in Taiwan and Brazil together with 
the Argentine Junior team in this year’s Nippon Taiko Junior 
Competition. 

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 14th Nippon 
Taiko Senior Competition and the winner of the 20th Nippon 
Taiko Junior Competition. We sincerely hope that you will enjoy 
the concert this evening.

公益財団法人 日本太鼓財団
会長　松本　英昭

このたび「一般社団法人日本賢人会議所」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、昨年創立 20 周年を迎えました。全国フェステイバル、ジュ
ニア・シ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。昨年 6
月にはタイで行われた「ASEAN 障害者芸術祭」に知的障害者チー
ムを派遣し、メンバーの健闘に現地の皆様から惜しみない拍手をい
ただきました。

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、
石川県金沢市で開催した第 20 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 20 回
日本太鼓ジュニアコンクールの優勝チーム、昨年 11月に開催した
第14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。
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Chairperson Kumiko Hashimoto
Vice Chairperson and Project Leader, Masako Kuriyama

Smart Senior Council of Japan
(Nippon Kenjin Kaigisho)

Tokyo again became the venue for the 32nd Olympic and Paralympic Games in 
2020. Many Japanese people were delighted to listen to this decision. And if this 
was the chance for "thinking about world peace" not only for Japanese but also 
for people from neighboring small island countries, we thought that it would be a 
good opportunity to nurture the next generation keeping hand in hand with each 
other. In 1964, the 18th Olympics was held in the devastated Tokyo after World 
War II, but this was an opportunity to disseminate dreams and world peace to 
children in the defeated country, and Japan was able to host the Olympics with the 
goodwill of friendly nations. With the country’s joining to the United Nations in 
1956, synergistically we were given the time to think about the world closer again. 
Especially, our generation was still young, we realized that it was an important 
mission to join hand in hand with this world as well as this Japan, seeking peace of 
each other. The Tokyo Olympic Games became a great chance for it.

We think that Japan has become recognized as a member of the world again by 
hosting the 18th Tokyo Olympic Games successfully. After the Olympic Games, 
we rebuilt the country after World War II and developed economically very much. 
We think that it was because there were supports and cooperation by the friendly 
nations as well as our own efforts and the geographical advantage of Tokyo that 
connects Asia, Oceania and the Americas, even in narrow Japan.

Such an Olympic and Paralympic Games is not only an opportunity for the 
development of their own countries, but also for children in small island countries 
that will not able to host those Games in their own countries, a wonderful 
opportunity to think about the world peace, to understand the world poverty and 
to connect with international society. We would sincerely like to share the same 
thoughts with the young people in the neighboring island countries. The countries 
of the South Pacific have been very friendly nations since the era before World 
War II and Japan has been helped a lot. We think that it is also the role of members 
of Smart Senior Council of Japan to have many people know about this important 
friendly relationship and connect them to the next generation. 

We think to start with even small things we can do and have been promoting the 
charity activities to invite about 10 high school students to Tokyo, but we have not 
yet reached the necessary funds. We hope that everyone agrees with this purpose 
and will put your goodwill in the box. Also, this project that we are going to pursue 
will involve a lot of wisdom and effort. Please continue your sincere gratitude and 
help to this project.

Thank you for having lots of your favors tonight in advance. We look forward to 
your continuous support. Thank you.

(Translation: Smart Senior Council of Japan)

一般社団法人 日本賢人会議所
会　長　橋本久美子

　副会長　栗山　昌子
( プロジェクトリーダー )

東京は再び、2020 年の第 32 回オリンピック・パラリンピックの開催
地となりました。この決定を聞いて、多くの日本人は、喜びました。そし
てこれが日本人だけでなく、近隣の小さな島国の人達とも一緒に「世界平
和を考える」時になれば、お互いに手を取り合って進む次世代を育てる良
い機会になると思いました。

1964 年、戦後の荒廃した東京で第 18 回オリンピックが開かれましたが、
これは敗戦国の子供たちに夢を、そして世界平和を発信する機会をと、友
好国の好意により日本が開催国になることができたものです。1956 年の
国連への加盟も相俟って、再び世界を身近に考える時を与えられたのです。
特に、私たち世代は未だ若く、これからはこの日本だけでなく世界と一緒に
手をつないで、お互いの平和を模索して行くことが大事な任務であることを
自覚しました。東京オリンピックは、その大きなきっかけとなったのです。

この第 18 回の東京オリンピックを成功させたことにより、再び日本が
世界の一員と認められるようになったように思います。このオリンピック
を機に戦後の復興を遂げ、経済的にもとても成長いたしました。国民の努
力は勿論のこと、友好国のご支援ご協力と、又狭い日本であっても、アジア、
大洋州、南北アメリカを結ぶ東京という地の利があったからだと思います。

このような、オリンピック・パラリンピックは自国の発展の契機となる
ばかりでなく、また自分の国でオリンピック・パラリンピックを開けない
小さな島国の子供たちにも、国際平和や、世界の貧困への理解と国際社会
との繋がりを考える素晴しい機会ともなります。 是非同じ思いを近隣の島
国の若い人達と一緒に分かち合いたいと思います。南太平洋の国々は、大
戦前から大変な親日国で、日本は多くを助けられてきました。この大事な
友好関係を多くの人達に知ってもらい、次世代にまで繋げていくことが、
私たち日本賢人会議所のメンバーの役割でもあると思います。

小さなことでも、できることからはじめようと思い、高校生達を 10 名
前後招くことができればとチャリティー活動を進めておりますが、未だ必
要なファンドまでには至っておりません。

是非皆様方がこの趣旨に賛同され、お気持ちを存分に箱に入れて下され
ばと思います。また、これから進めていくこの事業には、多くの知恵と労
力が伴います。どうぞ皆さまの善意のお助けを心からお願いいたします。

今宵は沢山のご芳志を有り難うございました。引き続きご支援下さいま
すようによろしくお願いいたします。

Children of the South Pacific Islands 
to the Tokyo Olympic and Paralympic Games
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( 資料提供 : 一般社団法人日本賢人会議所 )
(Information provided by Smart Senior Council of Japan)

一般社団法人 日本賢人会議所とは

理事長　小早川明德

このプロジェクトは日本賢人会議所の企画の一つです。

日本賢人会議所は、同じ思いを持った人たちが相集い、平成 26 年

9 月 4 日に誕生いたしました。

目前に迫る超高齢化社会に於いて、シニア世代の健全な自立を促

し、これに賛同する会員の知識や経験を生かしつつ、同世代、次世

代に向けての提言を行っています。ただいま、「南太平洋の子供たち

を東京五輪に招く」、｢ 多子化推進 ｣、｢ 健康長寿 ｣、｢ 文化伝統を学

ぶ ｣ の 4 つのプロジェクトに取り組んでいます。

また日本賢人会議所では次の 7 つの目標を掲げ、より賢く生きて

行く努力をしております。

　（1）出来ることは自分でします

　（2）人の役に立つことをします

　（3）健康で過ごせるよう努めます

　（4）聞く耳を持ち社会より学びます

　（5）人の温かさを大事にします

　（6）輝く笑顔で謙虚に生きます

　（7）感謝の気持ちを声に出します

What is Smart Senior Council of Japan (Nippon Kenjin Kaigisho)?

Kobayakawa Akinori
President of Smart Senior Council of Japan

This project is one of the activities of "Smart Senior Council of 
Japan (Nippon Kenjin Kaigisho)".

People of the same feeling gathered together at Smart Senior 
Council of Japan (Nippon Kenjin Kaigisho), born on September 4, 
2014. In the super aging society approaching immediate future, we 
encourage healthy self-reliance of the senior generation, making full 
use of the knowledge and experience of the members who agree with 
it, making recommendations for the same and the next generations 
for the sustainable future. Currently we are working on four projects 
"Inviting children in the South Pacific to the Tokyo Olympic Games", 
"Measures against reducing population", "Healthy longevity" and 
"Learning Japanese culture and traditions". Also, at Smart Senior 

Council of Japan, we have the following seven goals and we are 
making efforts to live more wisely and smart.

　1) I do whatever I can do by myself
　2) I do something useful for people
　3) I will try to stay healthy
　4) I have ears to hear and learn from people and society
　5) I will take good care of people's warmth
　6) I live humbly with a shining smile
　7) I will express my gratitude

私達は、1 人でも多くの方に会員になっていただき、活動を通じて

次世代のためにも持続的で健全な国と社会の実現に貢献して参りたい

と思っております。皆様のご参加を心からお待ち申し上げております。

寄付先：一般社団法人 日本賢人会議所

振込先：ゆうちょ銀行

　　　　口座番号　　０１２０－６－３８７２３５

　　　　「南の島」と書き添えて下さい。

金銭以外のお手伝い、会員になって下さる方はご連絡下さい。

連絡先：一般社団法人 日本賢人会議所

　　　　電話　０３－６８０９－４９５０

　　　　FAX　０３－６８０９－４９５１

　　　　E‐mail info@nipponkenjin.com

（毎月第３月曜日に開催される月曜セミナーで
社会の動向や健康問題、日本の伝統文化などを学ぶ）

（加藤勝信一億総活躍大臣（当時）への「多子化健全社会構築に向けた提言」）
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We would like to contribute to the realization of a sustainable 
and healthy country and society for the next generation through our 
activities with your participation and help.

We sincerely look forward to your participation to Smart Senior 
Council of Japan.

Donation to : Nippon Kenjin Kaigisho
Transfer to : Yucho Bank
Account number : 0120-6-387235
　　　　　　　  Please write "South Island"
If you would like to help other than money, please contact us.
Contact address : Nippon Kenjin Kaigisho
　　　　　　　(Smart Senior Council of Japan)
　　　　　　　Phone 03-6809-4950
　　　　　　　FAX 03-6809-4951
　　　　　　　E-mail info@nipponkenjin.com

(Translation: Smart Senior Council of Japan)

PROGRAM

１. 和太鼓集団　和楽（鹿児島県）
Waraku from Kagoshima Prefecture

２. 新潟ろうあ万代太鼓豊龍会（新潟県）
Niigata Roa Bandai Taiko 
Horyu-kai from Niigata Prefecture

3. 和太鼓会　和光太鼓（東京都）
Wako Taiko from Tokyo 

４. 和田光則（金谷大井川川越し太鼓保存会・静岡県）
* 第 14 回日本太鼓シニアコンクール名人
Mitsunori Wada, Kanaya Oigawa Kawagoshi
Taiko from Shizuoka Prefecture
*The Winner of the 14th Senior Taiko Competition

５. 御陣乗太鼓保存会（石川県）
Gojinjo Taiko from Ishikawa Prefecture

６. 三代目源流少年隊（大分県）
* 第 20 回日本太鼓ジュニアコンクール優勝チーム
Third Generation Genryu Shonen-tai
from Oita Prefecture
*The Winner of the 20th Junior Taiko Competition

（秩父の森に我が国の林業の再生の道を学ぶ）

（南太平洋の島の子どもたちを招くため
2016 年と 2017 年にチャリティー・ゴルフ・コンペを開催）

（「大洋州の島々をもっと知ろう」と題して、
ジョン・フリッツ駐日ミクロネシア連邦大使に公演を頂く）
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新潟ろうあ万代太鼓豊龍会
（新潟県）

私たち、新潟ろうあ万代太鼓豊龍会は、音楽の好きな仲間と文化
活動を推進するため 1981 年に創設され、毎週練習を重ねてまいり
ました。メンバーは全員ろう者です。

現在、新潟まつりのパレード、介護施設、福祉団体、小中学校など
で演奏を披露しているほか、1995 年にアメリカ、1998 年にはロシ
アに渡り、国際交流の大任を果たすことができました。2009 年には
新潟市で開催された第 9 回全国障害者スポーツ大会の開会式で皇太
子殿下をお迎えして、歓迎太鼓を披露しました。

2014 年 5 月には東日本大震災の被災地である宮城県の南三陸町
へ訪問し太鼓演奏を披露、2015 年の 3 月にも、宮城県塩罐市で開
催された「第 50 回耳の日記念手話まつり」に出演させて頂きました。

2012 年には結成 30 周年を迎えました。今後も意気の合った演奏
を披露し続けたいと思います。

Niigata Roa Bandai Taiko Horyu-kai
(Niigata Prefecture)

Niigata Roa Bandai Taiko Horyu-kai was formed in 1981 to promote 
Taiko by members with hearing impairment. Every one of them loves 
Taiko and enjoy practicing every week.

The team regularly performs at the local Niigata Festivals, 
nursing homes, and various schools. They were delighted that their 
performances in the US (1995) and Russia (1998) greatly contributed 
to the international cultural exchanges. In 2009, at the opening 
ceremony of the 9th National Sports Competition for People with 
Disabilities in Niigata, the team was honoured to perform in the 
presence of the Crown Prince. 

After the Great East Japan Earthquake, March 11, 2011, members 
have been active visiting the disaster areas in the hope of encouraging 
the local people through their performances.

The team celebrated its 30th anniversary in 2012. Each and every 
member is determined to continue to perform with concerted efforts.

和太鼓集団和楽
（鹿児島県）

NHK 大河ドラマ『西郷どん』で話題の鹿児島県。その北西部
に位置し、昔は薩摩藩と肥後藩の国境（くにざかい）、今は世界
一のツルの渡来地出水市を拠点として活動する和太鼓集団和楽

（わらく）です。
日本太鼓を中心とした伝統的な芸能にさらなる魅力や可能性

を見いだし、芸能を継承しながらも、現代音楽の中で次世代へ
つなぐ和太鼓集団です。
『和楽』とは、日本の芸能を通して、人と人との和を結び、そ

して繋がり、その中で新しい芸能を創り出し、そこに楽しみを
見出すという願いを込めて名付けました。

今までにカナダや韓国で海外公演をしたほか、2015 年には、
第 30 回国民文化祭かごしま 2015『和太鼓の祭典』で演奏を披
露したほか、一般公演、学校公演、北海道釧路市などの友好都
市との文化交流事業など、県内外で活動しています。

Waraku
(Kagoshima Prefecture)

Waraku is located in Izumi-city, northwest of Kagoshima 
Prefecture in Kyushu, best known for wintering cranes.

The team has been pursuing to incorporate modernism to the 
traditional Taiko so that young generation will be also attracted to 
Taiko.

Waraku is named in the hope of creating joy by connecting 
people to people through Taiko and creating the new tradition in 
the long run.

They have given performances at numerous events in Japan 
as well as foreign countries such as Canada and South Korea. 
In 2015, the team performed during the 30th National Cultural 
Festival held in Kagoshima.
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和田光則
（金谷大井川川越し太鼓保存会・静岡県）

第 14 回日本太鼓シニアコンクール名人
（60 歳以上の全国太鼓コンクール）

1945 年　長崎県生まれ
1980 年　金谷大井川川越し太鼓の一員となり、太鼓を始める
1990 年　金谷大井川川越し太鼓会長就任
1998 年　障害者チームを立ち上げる
2001 年　静岡県太鼓連盟会長就任
2005 年　若手を育てるため、金谷大井川川越し太鼓会長引退
　　　　 静岡県太鼓連盟会長引退
2017 年　シニアコンクール名人位
　　　　 文部科学大臣賞受賞

Mitsunori Wada, Kanaya Oigawa Kawagoshi Taiko
(Shizuoka Prefecture)

The Winner of the 14th Senior Taiko Competition
(competition for those over the age of 60)

1945 Born in Nagasaki Prefecture, Kyushu
1980 Started playing Taiko and joined Kanaya Oigawa 
　　 Kawagoshi Taiko
1990 Became the leader of its team
1998 Formed the team for people with disabilities
2001 Became the chairman of Shizuoka Taiko Federation
2005 Retired from the leader of the team and the Federation
　　 in order to nurture young people
2017 Won the Grandprize of the 14th Senior Taiko 
　　 Competition and received the Award from the Ministry
　　 of Education, Culture, Sports, Science and Technology

和太鼓会 和光太鼓
（東京都）

和太鼓会和光太鼓は打ち手同士が呼吸を合わせて一打一打に心を込
める“粋な桴さばき”を継承したく活動しております。静と動を巧み
に活かした演奏は各方面から高い評価を得ております。

現在では地元はもちろんのこと国内では箱根神社大祭・陸前高田
けんか七夕まつり等々のイベント、国外ではアメリカ・ヨーロッパ・
アジア・中東など各国での演奏も数多く経験させて頂いております。

当会の言語を超えた日本太鼓の演奏活動が日本の強みである地域
性豊かな魅力を持ち 2020 年のオリンピック・パラリンピック以降
も見据えた伝統事業であるとして beyond2020 プログラムの「伝統
文化継承事業」に認められました。

時代の流れに捉われず、日本太鼓本来の音色を打ち鳴らし律動を
重ね音楽の三要素を目指し“心で打つ”を信条に本物の“太鼓道”
を守り歩んでおります。

Wako Taiko
(Tokyo)

Wako Taiko was founded to pass down to the future generations 
the sophisticated performance style brought by perfect harmony. 
Their performances featuring both dynamism and serenity are highly 
evaluated.

They are invited to perform at major events in Japan such as Hakone 
Shrine Grand Festival and Rikuzen Takada Kenka Tanabata Festival. 
The team has also received opportunities to perform in foreign 
countries including the US, Europe, Asia and the Middle East.

Through these activities, Wako Taiko is included in “Beyond 
2020” programs. “Beyond 2020” is the official national project which 
certifies the usage of the program’s logo mark to cultural programs 
which contributes to the creation of legacy with rich diverse cultures 
the next generation will be proud of.

Rather than following the trends, they will continue to strive for 
authentic Taiko Performances by focusing on three elements of music; 
Rhythm, Melody, and Harmony.
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御陣乗太鼓保存会
（石川県）

御陣乗太鼓保存会の名舟町は、輪島塗、朝市で有名な輪島市街地
より東に 15km ほど海沿いの半農半漁の村です。御陣乗太鼓が一部
の者だけのものでなく、名舟町全体のものであることがこの太鼓の
特徴でしょう。80 戸程の小さな集落ではありますが、夏の大祭「名
舟大祭」に男衆はすべてのエネルギーを爆発させます。

御陣乗太鼓は、1576 年、越後の上杉謙信が奥能登平定のため名
舟町に押し寄せて来た時に、攻撃から村を守ったという由来のある
太鼓です。村人たちは郷土を守るため、古老の指示に従い、夜陰に
乗じて樹の皮の仮面を被り、海藻で作った髪をふりみだし、上杉勢
に攻め入りました。上杉勢は思いもよらぬ陣太鼓と奇怪きわまる怪
物の夜襲に驚き退散したと伝えられています。これが御陣乗太鼓の
起源とされています。

1961 年 2 月輪島市指定文化財に、1963 年には石川県無形文化財
に指定されました。

三代目源流少年隊
（大分県）

第 20 回ジュニアコンクール優勝チーム
（18 才以下の全国太鼓コンクール）

三代目源流少年隊は、2015 年文化庁伝統文化親子教室事業の「太
鼓教室」として発足しました。由布市無形文化財「豊の国ゆふいん
源流太鼓」の指導を受けています。「使わない鉄が錆びるように活動
しないことは知性を損なう」を心がけ、人として心を磨くことも日々
指導していただいています。

少年隊は、「はい」という素直な心、「ありがとうございました」
という感謝の心を忘れず、これからも活動していきます。

三代目源流少年隊は、今年３月 25 日石川県金沢市で開催された「第
20 回日本太鼓ジュニアコンクール」（予選参加 536 団体、5,704 名）
で、見事優勝に輝きました。

すべての物・事・人に感謝して、本日「天地源流」を打ちます。
更なる高見をめざして精進していきます。

Gojinjo Taiko
(Ishikawa Prefecture)

Gojinjo Taiko originates from Nafune-town, a fishing and farming 
village, located 15km east of Wajima-city well known as Wajima-nuri 
(traditional lacquer ware), seafood and farmer’s market. The members of 
Gojinjo Taiko are limited to only people living in small Nafune-town with 
80 households. Members are very looking forward to the summer festival, 
“Nafune Taisai”and they put all their passion into the festival.

The origin of Gojinjo Taiko dates back to 1576, when it is reputed to have 
saved the village of Nafune on the Noto Peninsula in Ishikawa Prefecture 
from an offensive launched by the well-known war lord, Kenshin Uesgi, 
to invade the interior region of Noto. In courageous attempt to defend their 
native land, the villagers penetrated the Uesugi ranks under the cover of 
darkness, wearing masks of bark and with seaweed on their heads to give 
the appearance of tangled long hair. The Uesugi camp was thrown into 
confusion at the unexpected sound of their Jintaiko (battle drums), and the 
unearthly appearances. They fled from the region in due haste. It is said that 
the tremendous noises heard that night were the sounds of Gojinjo Taiko. 

Gojinjo Taiko was designated as an Intangible Cultural Asset by Wajima 
City in 1961, and by Ishikawa Prefecture in 1963.

Third-Generation Genryu Shonen-tai
(Oita Prefecture)

*The Winner of the 20th Nippon Taiko Junior Competition
(competition for those under the age of 18)

Third-Generation Genryu Shonen-tai was started as one of the 2015 
Traditional Culture Parent-child Classroom Projects promoted by the 
Agency for Cultural Affairs. The team has been training Taiko under 
Yufuin Genryu Taiko, one of the Intangible Cultural Assets by Yufu-
city in Oita Prefecture.

The team has been taught that leaning technique has to go in hand 
with self-improvement. The team’s motto is “Never forget to be 
humble and thankful”. 

Third Generation Genryu Shonen-tai is extremely happy and 
grateful to win the Grandprize of this year’s Junior Taiko Competition 
selected from 536 teams 5,704 participants.

Tonight’s performance is entitled, “Tenchi Genryu”. Members put 
their efforts to express their appreciation for this opportunity and to 
those who have supported their activities. Shonen-tai will continue to 
strive for better performances.
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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

2018 年 8 月 30 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

■日本太鼓全国障害者大会
2018 年 10 月 7 日（日）

「文京シビックホール」（東京都文京区）
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
2018 年 10 月 14 日（日）

「J：COM ホルトホール大分」（大分県大分市）
全国各地の勇壮な太鼓が一堂に集まる演奏会です。
入場無料

■浅草太鼓祭
2018 年 11 月 3 日（土 ･ 祝）

「浅草・隅田公園山谷堀広場」（東京都台東区）
伝統文化が根付く浅草の地で、関東近隣の太鼓団体を中心に演奏を披露
します。
入場無料

■日本太鼓シニアコンクール
2018 年 11 月 25 日（日）

「松任文化会館」（石川県白山市）
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
2019 年 3 月 24 日（日）

「けんしん郡山文化センター」（福島県郡山市）
「太鼓の甲子園」。全国都道府県から選抜された 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
2018 年 6 月 2 日（土）・3 日（日）群馬県藤岡市
2018 年 9 月 22 日（土）・23 日（日）愛知県西尾市
2019 年 2 月 16 日（土）・17 日（日）熊本県宇城市
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

☆ Taiko Event Schedule ☆
2018. 8. 30, Thursday
■ Nippon Taiko University Festival
(Bunkyo Civic Hall, Bunkyo-ku, Tokyo)
Performances by university students in Japan. 
Admission free
2018.10. 7, Sunday
■ National Challenged Taiko Festival
(Bunkyo Civic Hall, Bunkyo-ku, Tokyo)
Mentally/physically challenged Taiko teams gather to perform and exchange 
their Taiko experiences.
Admission free
2018.10.14, Sunday
■ National Cultural Festival-Taiko Festival
(J:COM Horuto Hall OITA, Oita-city, Oita)
Performances by Taiko teams from various regions of Japan.
Admission free
2018. 11. 3, Saturday
■ Asakusa Taiko Festival
(Asakusa Sumida Park, Taito-ku, Tokyo)
Performances by Taiko teams in Japan.
Admission free
2018. 11. 25, Sunday
■ Nippon Taiko Senior Competition
(Matto Culture Center, Hakusan-city, Ishikawa)
All performers are over the age of 60.
Admission free
2019. 3. 24, Sunday
■ Nippon Taiko Junior Competition
(Kenshin Cultural Center, Koriyama-city, Fukushima)
Junior performers under the age of 18 selected from prefectural preliminary 
contests perform at this nation-wide final competition.  
Advance Ticket 2,000 yen  Today’s Ticket 2,500 yen

■ Nippon Taiko Courses
Nippon Taiko Seminars are held as below:
2018. 6.2-3 (Sat. Sun.) Fujioka-city, Gunma
2018. 9.22-23 (Sat. Sun.) Nishio-city, Aichi
2019. 2.16-17 (Sat. Sun.) Uki-city, Kumamoto
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 会長　松本　英昭
設　立　日 1997 年 11 月 11 日
公益財団移行日 2012 年 4 月 1 日
加 盟 支 部 45 支部（41 都道府県）
加盟団体数 700 団体
会 員 総 数 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 Hideaki Matsumoto 
Established 11 November 1997
Branches 45 Prefectural Chapters
Members 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

( 公財 ) 日本太鼓財団 理事・評議員一覧
会　　長 松本　英昭 （一社）地方公務員共済組合協議会会長
副 会 長 長谷川　義 ゆふいん源流太鼓代表･全九州太鼓連合名誉会長
副 会 長 髙野　右吉 髙野右吉と秩父社中代表
理 事 長 塩見　和子 （公財）日本音楽財団会長
常務理事 大澤　和彦 常勤

理　　事 石井　幹子 （株）石井幹子デザイン事務所代表取締役
 大宅　映子 評論家
 島津　久永 （公財）山階鳥類研究所顧問
 中西　由郎 （公財）日本ゲートボール連合専務理事
 山内　強嗣 社会福祉法人富岳会理事長

評 議 員 大竹　英雄 （公財）日本棋院顧問（名誉碁聖）
 岡田　知之 （公社）日本吹奏楽指導者協会会長
 河合　睦夫 越中いさみ太鼓相談役・富山県太鼓協会名誉会長
 北村　　汎 元駐英大使
 佐藤　淳子 （一財）ライフ･プランニング･センター理事
 髙島　肇久 （株）海外通信･放送･郵便事業支援機構取締役会長
 濱田麻記子 （株）林原チャンネル代表取締役社長
 古屋　邦夫 御諏訪太鼓保存会会長･長野県支部支部長
 宮崎　義政 銚子はね太鼓保存会会長･千葉県支部支部長
 渡辺　貞夫 音楽家

監　　事 長内　　健 弁護士　長内法律事務所
 竹村　葉子 弁護士　三宅・今井・池田法律事務所

（敬称略）


