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太鼓演奏会の開催事業を実施！
コロナ禍で激減した太鼓活動を支援するため全国各地で開催

新型コロナウイルスの影響により激減している太
鼓団体の演奏機会を提供することを目的に、「太鼓
演奏会の開催事業」を日本財団からの支援を受け、
12月より実施いたしました。基準を満たした事業
には最大300万円を交付する新規事業です。

全国各地で、当財団が策定した「太鼓演奏におけ
る新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン」
に基づき、感染対策を講じて太鼓演奏会が開催され
ました。多くの制限がある中での実施でしたが、 
出演者の熱意あふれる演奏に、お客様からは大きな
拍手をいただきました。

支部からは「1年間活動が全くできなかったが、
久しぶりに演奏会が開催でき、活性化につながった」

など活動が再開できたことを嬉しく思う声をいただ
きました。また、出演者からは「コロナウイルス感
染予防に努めながらのフェスティバルではありまし
たが、チームのみんなと、一致団結し、今までにな
い最高のステージに立てたこと本当に感謝していま
す」、「ここまで支えてくれた人たちへの感謝を込め
た。演奏を見て少しでも元気になってくれたらうれ
しい」など、久しぶりに演奏を披露できたことを喜
ぶ感想や感謝の気持ちが寄せられました。

ご来場いただきましたお客様、開催にあたりご支
援をいただきました日本財団並びにボートレース関
係者の方々、運営にご尽力いただきました関係者の
皆様に心より感謝申し上げます。

太鼓演奏会の開催事業　2020年度実施一覧
■関東太鼓まつり
　2020年12月19日(土)
　東京都葛飾区
■第１回ひがし北海道太鼓まつり
　2021年1月23日(土)
　北海道釧路市
■和太鼓フェスティバル岡山記念大会
　2021年1月30日(土)
　岡山県倉敷市
■みやざき和太鼓フェスティバル
　2021年2月21日(日)
　宮崎県宮崎市
■福井太鼓の響演
　2021年2月28日(日)
　福井県福井市
■東日本大震災復興10年 令和3年3･11追悼演奏
　2021年3月7日(日)
　宮城県石巻市
■能登･加賀 和太鼓の祭典
　2021年3月13日(土) 石川県穴水町
　2021年3月21日(日) 石川県小松市
■横浜太鼓祭2021 ～無病息災祈念～
　2021年3月13日(土)
　神奈川県横浜市
■東北太鼓感謝祭東日本大震災復興10年イベント
　2021年3月14日(日)
　岩手県奥州市

■熊本郷土の太鼓響演会
　2021年3月21日(日)
　熊本県熊本市
■彩の国 太鼓祭り
　2021年3月21日(日)
　埼玉県熊谷市
■コロナに打ち勝て信州の太鼓
　2021年3月21日(日)
　長野県辰野町
　長野県青木村
　長野県大町市
■和太鼓演奏会 ～未来へ～
　2021年3月21日(日)
　北海道旭川市
■越中太鼓まつり打魂鼓inなんと
　2021年3月28日(日)
　富山県南砺市
■太鼓AID
　2021年3月28日(日)
　大阪府泉佐野市
■ふくおか和太鼓フェスティバル
　2021年3月28日(日)
　福岡県飯塚市
■栄の国太鼓まつり
　2021年3月28日(日)
　佐賀県佐賀市
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関東太鼓まつり
期日：2020年12月19日(土)　東京都葛飾区

会場：かつしかシンフォニーヒルズ

主催：日本太鼓財団

共催：日本太鼓財団東京都支部

出演：10団体

第１回ひがし北海道太鼓まつり
期日：2021年1月23日(土)　北海道釧路市

会場：釧路市生涯学習センター「まなぼっと幣舞」

主催：日本太鼓財団、日本太鼓財団北海道道東支部

出演：10団体

和太鼓フェスティバル岡山記念大会
期日：2021年1月30日(土)　岡山県倉敷市

会場：玉島市民交流センター玉島湊ホール

主催：日本太鼓財団、日本太鼓財団岡山県支部

出演：14団体

みやざき和太鼓フェスティバル
期日：2021年2月21日(日)　宮崎県宮崎市

会場：宮崎市民文化ホール

主催：日本太鼓財団、全九州太鼓連合

主管：日本太鼓財団宮崎県支部

出演：20団体

福井太鼓の響演
期日：2021年2月28日(日)　福井県福井市

会場：あじさいホール

主催：日本太鼓財団、日本太鼓財団福井県支部

出演：11団体

東日本大震災復興１0年
令和３年３･１１追悼演奏

期日：2021年3月7日(日)　宮城県石巻市

会場：鹿島御児神社

主催：日本太鼓財団、日本太鼓財団宮城県支部

出演：8団体
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能登･加賀 和太鼓の祭典
期日：2021年3月13日(土)、21日(日)　石川県

会場：穴水町　のとふれあい文化センター

　　　小松市　こまつ芸術劇場うらら

主催：日本太鼓財団、日本太鼓財団石川県支部

出演：19団体

横浜太鼓祭202１ ～無病息災祈念～
期日：2021年3月13日(土)　神奈川県横浜市

会場：青葉公会堂

主催：日本太鼓財団、

　　　神奈川県支部横浜太鼓祭実行委員会

出演：10団体

東北太鼓連合 東北太鼓感謝祭
東日本大震災復興１0年イベント

期日：2021年3月14日(日)　岩手県奥州市
会場：胆沢文化創造センター
主催：日本太鼓財団、東北太鼓連合
主管：日本太鼓財団岩手県支部
出演：11団体

熊本郷土の太鼓響演会
期日：2021年3月21日(日)　熊本県熊本市

会場：熊本市火の君文化ホール

主催：日本太鼓財団、日本太鼓財団熊本県支部

出演：15団体

彩の国 太鼓祭り
期日：2021年3月21日(日)　埼玉県熊谷市

会場：熊谷文化創造館さくらめいと太陽のホール

主催：日本太鼓財団、日本太鼓財団埼玉県支部

出演：5団体

コロナに打ち勝て信州の太鼓
期日：2021年3月21日(日)　長野県
会場：辰野町　ｸﾞﾘｰﾝﾋﾞﾚｯｼﾞ横川かやぶきの館
　　　青木村　ふるさと公園あおき
　　　大町市　大町温泉郷 森林劇場
主催：日本太鼓財団、日本太鼓財団長野県支部
出演：15団体
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和太鼓演奏会 ～未来へ～
期日：2021年3月21日(日)　北海道旭川市

会場：旭川市民文化会館 小ホール

主催：日本太鼓財団、

　　　日本太鼓財団北海道道北支部

出演：10団体

越中太鼓まつり打魂鼓inなんと
期日：2021年3月28日(日)　富山県南砺市

会場：南砺市福野文化創造センター「ヘリオス」

主催：日本太鼓財団、日本太鼓財団富山県支部

出演：8団体

太鼓AID
期日：2021年3月28日(日)　大阪府泉佐野市

会場：りんくう公園石舞台特設ステージ全2会場

主催：日本太鼓財団、日本太鼓財団大阪府支部

出演：13団体

ふくおか和太鼓フェスティバル
期日：2021年3月28日(日)　福岡県飯塚市

会場：嘉穂劇場

主催：日本太鼓財団、日本太鼓財団福岡県支部

出演：15団体

栄の国太鼓まつり
期日：2021年3月28日(日)　佐賀県佐賀市

会場：佐賀県立博物館前広場

主催：日本太鼓財団、日本太鼓財団佐賀県支部

出演：12団体

太鼓演奏会の開催事業
202１年度募集！

　2020年度は18事業を採択いたしました。

　2021年度分を募集いたします。基準を満たした事

業には最大300万円が交付されます。事業の申請に

ついては、財団公式サイトに掲載されている実施要

領等をご覧いただいた上でお申込みをお願いいたし

ます。
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2020年度ＪIＣA事業「太鼓の技術認定及び指導者育成」

オンラインセミナー開催
　昨年に引き続きJICA(独立行政法人国際協力機構)の受託事業として日系社会研修｢太鼓の技術認定及び指

導者育成｣を行う予定でしたが、新型コロナウイルス感染拡大により、来日研修は中止になりました。代わ

りとして1月28日(木)にオンラインセミナーを開催しました。

　当日はブラジルをはじめアルゼンチン、メキシコ、ドミニカ、パラグアイより合計82名が参加しました。

主催を代表してJICA横浜センター石亀敬治課長、当財団大澤和彦理事長が挨拶し、セミナーが始まりました。

古屋邦夫技術委員長、矢ケ崎勇健氏(御諏訪太鼓保存会)が実際に研修を行う太鼓道場や太鼓製作の工場を

見せながら研修内容を説明しました。

また、2019年度研修に参加した小西パ

ウロ英樹氏は、自身の体験談を話しま

した。参加者からは｢具体的に研修内

容を知ることができてよかった｣、｢講

師の先生等にオンラインで事前にお会

いすることができてうれしかった｣と

多くの反響が寄せられました。

　たくさんのご参加ありがとうござい

ました。

(オンラインセミナー )

＜理事会＞
1月29日(金)

2020年度第3回理事会(書面)

　1.太鼓演奏会の開催事業の実施

3月3日(水)

2020年度第4回理事会(オンライン)

　1.2021年度事業計画及び収支予算

　2.評議員会の開催

　報告事項　定款の一部変更

　　　　　　職務執行状況

＜評議員会＞
3月3日(水)

2020年度第3回評議員会(オンライン)

　1.2021年度事業計画及び収支予算

　2.定款の一部変更

　報告事項　職務執行状況

＜運営委員会･技術委員会＞
2月25日(木) 

第66回運営委員会･第70回技術委員会(オンライン)

　1.2019年度事業報告並びに決算報告

　2.新型コロナウイルス感染防止対策

　3.2020年度事業の実施と今後の予定

　4.2021年度事業予定

　　①日本太鼓助成金事業の実施

　　②第25回日本太鼓チャリティコンサートの実施

　　③第23回日本太鼓ジュニアコンクール(岡山)

　5.日本太鼓資格認定事業

　　①日本太鼓教本の改訂

　　②第8期公認指導員更新研修会の実施

　　　（詳細は8Pをご覧ください。）

各 種 会 議

　新型コロナウイルスの影響を考慮し、以下の会議を書面またはオンラインにて開催し、次の事項が審議、 

承認、報告されました。
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202１年度主催事業予定
　3月に開催した理事会､評議員会において今年度の事業予定が決定いたしましたので、お知らせします。

＊各種事業のお問合せは財団事務局まで。公式サイトでも情報を随時更新しています。

■第25回日本太鼓チャリティコンサート

　2021年5月28日(金)

　東京国際フォーラム ホールC(東京都千代田区)

■第35回国民文化祭みやざき2020「太鼓の祭典」

　2021年7月11日(日)※2020年度延期分

　宮崎市民文化ホール(宮崎県宮崎市)

■第23回日本太鼓ジュニアコンクール

　2021年8月15日(日)※2020年度延期分

　倉敷市民会館(岡山県倉敷市)

■第6回大学太鼓フェスティバル

　2021年8月24日(火)

　メルパルクホール(東京都港区) 

■第23回日本太鼓全国障害者大会

　2021年10月3日(日)

　DMG MORIやまと郡山城ホール(奈良県大和郡山市)

■第36回国民文化祭わかやま2021「太鼓の祭典」

　2021年10月31日(日)

　和歌山城ホール(和歌山県和歌山市)

■第5回浅草太鼓祭

　2021年11月3日(水･祝)

　隅田公園山谷堀広場(東京都台東区)

■第18回日本太鼓シニアコンクール

　2021年11月21日(日)

　津幡町文化会館｢シグナス｣(石川県津幡町)

■第24回日本太鼓ジュニアコンクール

　2022年3月20日(日)

　オーバード･ホール(富山県富山市)

■第68回日本太鼓全国講習会

　2021年10月16･17日(土日)

　箕輪町文化センター(長野県箕輪町)

■第69回日本太鼓全国講習会

　2022年2月12･13日(土日)

　レスポアール久山(福岡県久山町)

※日本太鼓全国講習会(北海道)

　 2021年6月に北海道岩見沢市で開催を予定してい

ました全国講習会は、新型コロナウイルスの影響

により2022年度に延期となりました。

代議員会をオンラインにて開催
　毎年、各支部代表者が集まり開催している代議員会を、今年は新型コロナウイルス感染拡大防止の観点

から7月2日(金)にオンラインにて実施いたします。会議のご案内は後日、支部長及び事務局長、一般会員、

賛助会員に通知いたします。

第25回日本太鼓チャリティコンサートの無観客開催について
　2021年5月28日(金)に開催を予定しておりました第25回日本太鼓チャリティコンサートは、東京都における

緊急事態宣言の5月31日までの延長を鑑み、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、無観客での開催

(後日動画配信)に変更いたしました。

　楽しみにお待ちくださいました皆様には、ご迷惑をおかけしますが、何卒ご理解いただきますようよろ

しくお願い申し上げます。

　なお、動画配信につきましては、詳細が決まり次第、公式サイトにてお知らせいたします。

○購入された入場券について

　チケットぴあで購入された入場券は当財団で払い戻しは行っておりません。

　チケットぴあにてお手続きをお願いいたします。

　払い戻しの期間は以下のとおりです。

　5月16日(日)10時～6月14日(月)まで

　チケットぴあインフォメーション：0570-02-9111(10:00～18:00)
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支部講習会２事業(海外含む)
7月17･18日(土日)第14回台湾太鼓講習会(台湾)

2022年2月19･20日(土日)日本太鼓支部講習会(岡山)

教職員研修会２事業
7月24日(土)大分県教職員太鼓研修会(大分)

8月7日(土)第19回群馬県教職員太鼓研修会(群馬)

一般事業２5事業(海外含む)
6月6日(日)第12回 讃岐の鼓響(香川)

6月20日(日)備中温羅太鼓定期公演(岡山)

6月27日(日)

　全九州ジュニア和太鼓フェスティバル(長崎)

7月～10月石川県下太鼓打ち競技大会(石川)

7月17･18日(土日)

　えれこっちゃみやざき和太鼓フェスティバル(宮崎)

7月24･25日(土日)全九州和太鼓サマースクール(大分)

7月24･25日(土日)

　第1回日本太鼓岡山県支部サマースクール(岡山)

7月25日(日)

　第17回ブラジル太鼓ジュニアコンクール

　　　　　　　　　　　＆フェスティバル(ブラジル)

8月29日(日)第1回日本太鼓岡山県支部太鼓祭り(岡山)

9月5日(日)第29回東北太鼓フェスティバル(秋田)

9月12日(日)太鼓魂2021(福井)

9月19日(日)

　第13回台湾フェスティバル

　　　　　　　　・第11回台湾ジュニアコンクール(台湾)

9月19日(日)･12月19日(日)

　第10回全九州ジュニア

　　　　　　　和太鼓団体海外派遣交流事業(台湾､福岡)

9月20日(月･祝)2021年度福岡県和太鼓フェスティバル(福岡)

9月23日(木･祝)第2回ひがし北海道太鼓まつり(北海道)

9月26日(日)

　疫病退散祈願･東日本大震災復興10周年

　　　　　　　　　　いわて太鼓フェスティバル(岩手)

10月10日(日)北海道道西支部20周年記念演奏会(北海道)

10月30･31日(土日)

　釧路太平洋太鼓保存会創立50周年記念公演(北海道)

11月7日(日)

　第4回北海道太鼓ジュニアコンクール(北海道)

11月13･14日(土日)星野村まつり和太鼓コンサート(福岡)

11月28日(日)第10回東北太鼓ジュニアコンクール(岩手)

12月19日(日)

　第16回全九州･日本太鼓ジュニアコンクール(福岡)

2022年

1月30日(日)第13回関八州太鼓祭り(静岡)

2月6日(日)鼓動初め-TATAKIZOME-(大阪)

3月21日(月･祝)志童和太鼓フェスティバル2022(兵庫)

202１年度太鼓エイド(日本太鼓助成金交付事業)決定
　2月25日(木)運営委員会において、次の29事業が承認されました。報告書受理後、助成金20万円が交

付されます。今年度より｢日本太鼓助成金交付事業｣は｢太鼓エイド｣に名称変更しました。

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」

期日:2021年7月11日(日)　 開場9:30　開演10:30　終演17:30予定

会場:宮崎市民文化ホール

　 　〒880-0930 宮崎県宮崎市花山手東3丁目25-3　Tel.0985-52-7722

主催:文化庁、厚生労働省、宮崎県、宮崎県教育委員会、宮崎市、宮崎市教育委員会、

　 　第35回国民文化祭宮崎県実行委員会、第20回全国障害者芸術･文化祭実行委員会、

　 　第35回国民文化祭、第20回全国障害者芸術･文化祭宮崎市実行委員会､公益財団法人 日本太鼓財団

主管:全九州太鼓連合、日本太鼓財団宮崎県支部、宮崎県太鼓連合

◇オープニング演奏:宮崎県太鼓連合合同チーム(宮崎)

◇公募団体:16団体(6県)

　大治太鼓保存会(愛知)、打吹童子ばやし、逢鷲太鼓連(以上鳥取)、全国民謡銭太鼓保存会檀浦流銭太鼓、

　宇品みなと太鼓、広島文教大学附属高等学校和太鼓部「文教太鼓 葵」(以上広島)、

　大和太鼓保存会(佐賀)、城南火の君太鼓、肥ノ國太鼓衆 真紅舞、熊本市立必由館高等学校和太鼓部、

　人吉ねぶか太鼓(以上熊本)、轟太鼓一座、五ケ瀬中等教育学校太鼓部 鼓魂、和太鼓一座 天響、龍潮太鼓、

　舞鶴一座 秋月鼓童(以上宮崎)

◇ゲスト団体:5団体(5県)

　愛宕陣太鼓連響風組(福島)、御陣乗太鼓保存会(石川)、倉敷天領太鼓(岡山)、和太鼓たぎり(福岡)、

　橘太鼓｢響座｣(宮崎)

入場料:無料
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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:https://www.nippon-taiko.or.jp/　Email:info@nippon-taiko.or.jp

太鼓演奏における新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン改定

　前号掲載した｢太鼓演奏における新型コロナウイルス感染拡

大予防ガイドライン｣を改定いたしました。右記QRコードより 

ご覧になれます。引き続き事業等の開催可否の判断基準や、 

演奏会･練習実施の対策等として、本ガイドラインのご活用、

感染防止対策等を講じていただきますようお願いします。

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平井隆氏(常陸乃国ふるさと太鼓会･茨城)が 

ご逝去されました(享年75)。平井氏は1級公認指導員として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。

第2３回日本太鼓ジュニアコンクール

　3月21日(日)に予定していた第23回日本太鼓ジュニアコンクールは新型コロナウイルス感染拡大防止のた

め延期し、8月15日(日)に開催することに決定しました。例年の支部予選方式ではなく、7ブロック(北海道、

東北、関東、中日本、近畿、中四国、九州)にてそれぞれ選抜を行い、代表団体を選出して実施いたします。

期日:2021年8月15日(日)　 開場9:30　開演10:30　終演18:00予定

会場:倉敷市民会館　〒710-0054　岡山県倉敷市本町17-1　Tel.086-425-1515

主催:公益財団法人 日本太鼓財団

主管:日本太鼓財団岡山県支部

出場団体(予定):地区代表23団体と海外(台湾)代表団体

＊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､

　当財団公式サイトよりご覧いただけます。　https://www.nippon-taiko.or.jp/

第８期公認指導員更新研修会

　規程により3年毎に行われる公認指導員の第8期更新研修会は、以下のとおり日本太鼓全国講習会で実施

します。対象は2021年3月31日現在、1級技術認定員に降格中の公認指導員を含む255名となります。

○第1回(第68回日本太鼓全国講習会)　 2021年10月16･17日(土日)　長野県箕輪町

○第2回(第69回日本太鼓全国講習会)　 2022年2月12･13日(土日)　 福岡県久山町

○第3回(第70回日本太鼓全国講習会)　 2022年6月　　　　　　　　 北海道岩見沢市(予定)

＊なお、この研修会に不参加の場合は、公認指導員としての資格を喪失しますのでご注意ください。

(新旧対照表) (ガイドライン)


