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2021　　　夏号
〒105 - 0001　東京都港区虎ノ門1―11―2　日本財団第二ビル6階
公益財団法人 日本太鼓財団　理事長　大澤　和彦
Tel.03 - 6205 - 4377　 Fax.03 - 6205 - 4378
URL:https://www.nippon-taiko.or.jp　Email:info@nippon-taiko.or.jp

7月11日(日)第35回国民文化祭･みやざき2020 
｢太鼓の祭典｣を宮崎市民文化ホール(宮崎県宮崎市)
において開催いたしました。当初は昨年10月に開催
の予定でしたが、新型コロナウイルスの影響を受け、
今年度に延期しての実施となりました。
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｣に則り、演奏
時はマウスシールドまたはマスクを着用。来場者に
は検温と手指消毒、座席の間隔を空けるなど様々な
対策を施しました。
オープニングでは、地元の宮崎県太鼓連合合同

チームが、岩切響一氏が作曲した｢神源｣を総勢72
名で演奏し、盛大な幕開けとなりました。開会式で
は主催者を代表して宮崎市河野太郎副市長、宮崎県
総合政策部矢野慶子次長からご挨拶をいただきまし
た。続いて当財団大澤和彦理事長、全九州太鼓連合
長谷川義名誉会長が挨拶、武井俊輔参議院議員から
ご祝辞を頂戴いたしました。地元宮崎からの7団体
を含む8県18団体(出演者数330名)が出演し、各地
の特色ある演奏が披露され、団体ごとにお客様から
大きな拍手が湧きました。フィナーレは出演団体の
代表者が舞台に集まり、長谷川副会長の音頭でお客
様全員と三本締めを行い、幕を閉じました。
新型コロナウイルスの影響により、久しぶりの主

催事業となりましたが、約900名ものお客様に楽し
んでいただくことができ、「久しぶりに生演奏を見る
ことができて良かった！」「太鼓に元気と希望をも
らった」とのうれしい感想が寄せられました。

ご来場いただきました皆様並びに関係者の方々に
心より感謝申し上げます。

次回は、和歌山県にて本年10月31日(日)第36回
国民文化祭･わかやま2021｢太鼓の祭典｣を開催いた
します。詳細は8ページをご覧ください。

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｣

(全国民謡銭太鼓保存会檀浦流銭太鼓･広島)(舞鶴一座秋月鼓童･宮崎)

＜出演団体一覧＞
出演順18団体　☆は会員団体

☆ 1 .宮崎県太鼓連合合同チーム(宮崎)
☆ 2 .舞鶴一座秋月鼓童(宮崎)
☆ 3 .城南火の君太鼓(熊本)
　 4 .全国民謡銭太鼓保存会檀浦流銭太鼓(広島)
☆ 5 .肥ノ國太鼓衆真紅舞(熊本)
☆ 6 .和太鼓一座天響(宮崎)
　 7 .広島文教大学附属高等学校和太鼓部
　　 ｢文教太鼓葵｣(広島)
☆ 8 .五ヶ瀬中等教育学校太鼓部鼓魂(宮崎)
☆ 9 .熊本市立必由館高等学校和太鼓部(熊本)
☆10.轟太鼓一座(宮崎)
☆11.大和太鼓保存会(佐賀)
☆12.龍潮太鼓(宮崎)
☆13.人吉ねぶか太鼓(熊本)
☆14.大治太鼓保存会(愛知)

ゲスト4団体
☆15.倉敷天領太鼓(岡山)
☆16.和太鼓たぎり(福岡)
☆17.御陣乗太鼓保存会(石川)
☆18.橘太鼓｢響座｣(宮崎)

(城南火の君太鼓･熊本)
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(肥ノ國太鼓衆真紅舞･熊本) (和太鼓一座天響･宮崎)

(広島文教大学附属高等学校和太鼓部｢文教太鼓葵｣･広島) (五ヶ瀬中等教育学校太鼓部鼓魂･宮崎)

(熊本市立必由館高等学校和太鼓部･熊本) (轟太鼓一座･宮崎)

(大和太鼓保存会･佐賀) (龍潮太鼓･宮崎)

(人吉ねぶか太鼓･熊本) (大治太鼓保存会･愛知)
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(倉敷天領太鼓･岡山) (和太鼓たぎり･福岡)

(御陣乗太鼓保存会･石川) (橘太鼓｢響座｣･宮崎)

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｣を終えて

宮崎県支部 支部長 池田靖洋

宮崎県では現在、初めての「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」が開催されております。その一環である「太鼓の祭典」を私ども宮崎県支部が主管となり、公募14団体、

ゲスト4団体の総勢18団体を迎え、関係者のみなさまのご協力のもと宮崎市民文化ホールにて開催し、滞り

なく終了いたしました。開催にあたりましては、日本財団、公益財団法人 日本太鼓財団、全九州太鼓連合

の格段のご支援、ご協力をいただきまして深く感謝申し上げます。また、ご来場いただいたお客様には新型

コロナウイルス感染拡大防止策として様々なご協力をお願いいたしました。全ての方々のご協力があって

開催できたと思います。心より御礼申し上げます。

このコロナ禍で演奏会や練習がなかなか行えない状況で、新しい生活様式を取り入れての「太鼓の祭典」

を開催できたことは、太鼓界にとっても大きな力になると確信いたしております。支部といたしましても

開催にあたりいくつもの難題がありましたが、事前準備や合同練習を行う中で団結した協力体制で乗り越え、

強い絆でつながる事ができました。その甲斐あって、多くのお客様にお越しいただき、たくさんの拍手を

いただくことができました。今後とも太鼓の普及、

発展に少しでも寄与出来るよう取り組んで参ります。

また、本年10月31日和歌山県和歌山市で開催され

ます第36回国民文化祭･わかやま2021、第21回全

国障害者芸術･文化祭わかやま大会｢太鼓の祭典｣

が益々すばらしい大会になることを祈念いたします。

最後に宮崎県支部に｢太鼓の祭典｣の主管をさせ

ていただいた事に深く感謝申し上げます。そして

ご協力いただいた皆様に心から感謝申し上げます。 (宮崎県太鼓連合合同チーム)
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5月28日(金)日本太鼓チャリティコンサートを

東京国際フォーラム(東京都千代田区)にて開催い

たしました。当初はお客様を入れての開催を予定し

ておりましたが、緊急事態宣言を受け、お客様の安

全を考慮し、無観客で実施いたしました。

今回は｢すべての人々に、よりよい健康と尊厳｣

の標語を掲げ、世界のハンセン病根絶とそれに関連

する差別偏見解消、そして高齢化著しいわが国のす

べての人々に等しいケアの手を差し伸べるべく在宅/

訪問看護の拡大を支援している｢公益財団法人 

笹川保健財団｣の事業を支援するために実施いたし

ました。

新型コロナウイルス感染拡大防止に万全を期すた

め、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｣に則り実施

いたしました。出演者は2週間前から検温と体調を

記録し、演奏時はマウスシールドまたはマスクを着

用して演奏を行いました。

トップを飾った｢東京都支部合同チーム｣(東京)

は、総勢24名による渡辺洋一支部長作曲｢襷｣を披

露しました。続いて、日本太鼓の礎を築いた団体の

一つである｢御諏訪太鼓保存会｣(長野)は、｢諏訪

雷｣を演奏しました。2019年のシニアコンクールで

第25回日本太鼓チャリティコンサートを無観客開催
｢公益財団法人 笹川保健財団｣の事業活動を支援

(東京都支部合同チーム)

＜出演団体一覧＞
出演8団体

1.東京都支部合同チーム(東京)

2.御諏訪太鼓保存会(長野)

3.髙野右吉と秩父社中(埼玉)

4.加茂綱村太鼓(宮城)

5.和太鼓大元組(東京）

6.和太鼓会和光太鼓(東京)

7.山部泰嗣(岡山)

8.太鼓集団天邪鬼(東京)

名人位に輝き、内閣総理大臣賞を獲得した髙野右吉

氏が率いる｢髙野右吉と秩父社中｣(埼玉)が、秩父

夜祭の伝統の技を披露しました。｢加茂綱村太鼓｣(宮

城)は、仙台に伝わる躍動感あふれる｢すずめ踊り｣

を太鼓と一体になって披露したのが印象的でした。

海外でも活躍している｢和太鼓大元組｣(東京)は、

オリジナリティあふれる曲｢燦(きらめき)｣を演奏

しました。｢和太鼓会和光太鼓｣(東京)は、息の合っ

た江戸の粋な桴さばきを披露しました。｢山部泰嗣｣

(岡山)は、大太鼓を中心とした演奏で、気迫のこもっ

た太鼓の響きでした。最後は｢太鼓集団天邪鬼｣(東京)

が、一糸乱れぬ熱演で、舞台に花を添え、幕を閉じ

ました。

当日の演奏は、YouTubeにて配信しておりますので、

下記QRコードもしくはURLから是非ご覧ください。

動画配信URL

https://www.nippon-taiko.or.jp/movie/

(御諏訪太鼓保存会･長野)

＊ ｢公益財団法人 笹川保健財団｣への募金を下

記の募金受付口座にて受け入れております。

ご協力をよろしくお願いいたします。

＜募金受付口座＞

　三菱UFJ銀行

　虎ノ門支店(041)　普通預金　1429220

　公益財団法人 日本太鼓財団　理事長　大澤和彦
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(髙野右吉と秩父社中･埼玉) (加茂綱村太鼓･宮城)

全国講習会並びに第8期公認指導員更新研修会の延期
　予定しておりました2021年度の全国講習会並びに第8期公認指導員更新研修会は新型コロナウイルスの感

染状況を鑑み、来年度に延期となりました。延期後の日程等につきましては、詳細が決まり次第、改めて

ご案内いたします。

(和太鼓大元組･東京) (和太鼓会和光太鼓･東京)

(山部泰嗣･岡山) (太鼓集団天邪鬼･東京)
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＜理事会＞
2021年度第1回理事会(オンライン)

6月4日(金)開催

　1.2020年度事業報告(案)

　2.2020年度決算報告(案)

　3.日本太鼓助成金交付規程の一部変更

　4.役員賠償責任保険の加入

　報告事項　定款の一部変更

　　　　　　職務執行状況

＜評議員会＞
2021年度定時評議員会(オンライン)

6月22日(火)開催

　1.2020年度事業報告(案)

　2.2020年度決算報告(案)

　3.定款の一部変更

　報告事項　役員賠償責任保険の加入

　　　　　　職務執行状況

各 種 会 議

　以下の会議を開催し、次の事項が審議、承認されました。

第23回日本太鼓ジュニアコンクール変更について
　2021年8月15日(日)倉敷市民会館(岡山県倉敷市)にて開催を予定しておりました第23回日本太鼓ジュニア

コンクールにつきましては、主管団体である岡山県支部のご協力のもと、新型コロナウイルスの感染対策

に取り組みながら準備を進めて参りました。

　しかしながら、昨今の新型コロナウイルスの急激な感染拡大を踏まえて協議の結果、会場での開催を 

見合わせることといたしました。

　今年3月からの延期にもかかわらず、ご準備いただいておりました出場者並びに関係者、開催を心待ち

にしてくださいました皆様には、急なご案内となりご迷惑をおかけしますが、何卒ご理解をいただきます 

ようお願い申し上げます。

　なお、実開催は見合わせることといたしましたが、動画審査での開催を行います。詳細が決定次第、改め

て公式サイトにてお知らせいたします。

＜出場団体一覧＞
1 .高倉蘖太鼓(宮城)

2 .川越ふじ太鼓(埼玉)

3 .火の神乙女太鼓爽(鹿児島)

4 .天城連峰太鼓(静岡)

5 .不知火太鼓ジュニア(佐賀)

6 .菊陽武蔵剣豪太鼓(熊本)

7 .和太鼓サスケ(石川)

8 .ふじた傳三郎太鼓童(岡山)

9 .おおむら太鼓連くじら太鼓(長崎)

10.三代目源流少年隊(大分)

11.神洲八幡巫太鼓(福岡)

12.岩手県立宮古水産高等学校太鼓部(岩手)

13.創作和太鼓集団みのり太鼓(茨城)

14.和太鼓集団夢幻の会子ども太鼓(香川)

15.宇品みなと太鼓(広島)

16.金光藤蔭高等学校和太鼓部“鼓響”(大阪)

17.信濃国松川響岳太鼓子供会(長野)

18.院内童龍太鼓(大分)

19.鼓粋ジュニア(神奈川)

20.橘太鼓｢響座｣ジュニア(宮崎)

21.輪島･和太鼓虎之介(石川)

22.岩代國郡山うねめ太鼓保存会小若組(福島)

23.越中いさみ太鼓保存会春蘭(富山)

24.赤平火太鼓保存会(北海道)

25.クリチーバ若葉太鼓(ブラジル)(予定)

26.葫蘆墩Smile太鼓團(台湾)(予定)

第6回大学太鼓フェスティバル開催延期
　2021年8月24日(火)メルパルクホール東京(東京都港区)にて開催を予定しておりました｢第6回大学太鼓

フェスティバル｣は、東京都における緊急事態宣言の9月12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、延期いたしました。

　楽しみにお待ちくださいました皆様には、急なご案内となり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、延期後の日程・会場等につきましては、詳細が決まり次第、改めて公式サイトにてお知らせいた

します。
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第23回日本太鼓全国障害者大会
期日:2021年10月3日(日)　開場11:30　開演12:00 

会場:DMG MORI やまと郡山城ホール

　 　〒639-1160　奈良県大和郡山市北郡山町211-3　Tel.0743-54-8000

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:日本太鼓財団奈良県支部

協賛:日本財団

出場団体:約30団体

入場料:無料

＊ 新型コロナウイルスの感染拡大状況によっては、変更や中止となる可能性があります。

　当財団公式サイトで随時情報を掲載いたしますのでご確認ください。

＜運営委員会･技術委員会＞
第67回運営委員会･第71回技術委員会(オンライン)

5月13日(木)開催

　1. 日本太鼓助成金交付規程助成金交付基準(別表)

の改訂並びに事業名称の変更

助成金交付基準額が現行は｢原則として１事業

20万円｣だが、2022年度から｢教職員研修会は20

万円･それ以外は原則として１事業30万円以内｣

となった。また、日本財団の指導により｢日本

太鼓助成金交付事業｣から｢太鼓エイド｣に名称

変更した。

　2.日本太鼓ジュニアコンクール開催要領の改訂

開催要領に新たに｢第13条 その他、特別な事情

がある場合は、運営委員会及び技術委員会にお

いて協議の上決定する｣を追記した。

　3.第23回日本太鼓ジュニアコンクール(岡山)の実施

第23回大会に限り旅費の50％を補助。また、 

第22回大会の中止を受け、第23回大会に限り 

参加資格の年齢を｢2021年4月1日時点で19才 

以下｣とした。

　4.第24回日本太鼓ジュニアコンクール(富山)の実施

新型コロナウイルス感染予防の観点から出場団

体数を削減するため、｢各支部からは原則1団体｣

とした。

　5.2020年度助成金交付事業の追加申請

追加申請4事業を承認した。

　6.2021年度助成金交付事業の追加申請

追加申請1事業を承認した。

　7.その他

①第8期公認指導員更新研修会の延期

②日本太鼓教本の改訂

③委託契約書(太鼓演奏会の開催事業)一部変更

④日本太鼓ジュニアコンクール審査委員

⑤ワールド太鼓カンファレンス-世界太鼓大会-

⑥ブロック長･支部長の兼任禁止について

⑦ ジュニアコンクール予選における審査委員の

選定方法

⑧ ジュニアコンクールのブロック選抜における

出場団体数の割り振りについて

第68回運営委員会･第72回技術委員会(オンライン) 

7月2日(金)開催

　1.2020年度事業報告並びに決算報告

　2.2021年度事業計画並びに収支予算

①第23回日本太鼓ジュニアコンクール実施計画案

　 新型コロナウイルス感染拡大防止による入場

者の制限として｢入場券の一般販売は無し、

出場団体への販売のみ。かつ1団体あたり10枚

を上限｣とした。

②第24回日本太鼓ジュニアコンクール実施計画案

　 出場団体の旅費補助は第24回大会以降、会員

に限ることとした。

③太鼓演奏会の開催事業追加募集

　3.その他

①公認指導員更新研修会の実施内容

② 日本太鼓ジュニアコンクール審査要領･採点

用紙等の統一

③日本太鼓教本の改訂

＜代議員会＞
第24回代議員会(オンライン)

7月2日(金)開催

　1.2020年度事業報告並びに決算報告

　2.2021年度事業計画並びに収支予算

①第23回日本太鼓ジュニアコンクール実施計画案

②第24回日本太鼓ジュニアコンクール実施計画案

③太鼓演奏会の開催事業追加募集

　3.その他

　報告事項　日本太鼓助成金交付規程の一部変更

　　　　　　日本太鼓ジュニアコンクール審査要領

　　　　　　･採点用紙等の統一

＊ 第23回日本太鼓ジュニアコンクールは動画審査に

変更となりました。そのため、一部決定事項に変

更があります。
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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

第36回国民文化祭･わかやま2021

第21回全国障害者芸術･文化祭わかやま大会「太鼓の祭典」

期日:2021年10月31日(日)　開場10:00　開演10:30

会場:和歌山城ホール 大ホール(予定)

　　 〒640-8511　和歌山県和歌山市七番丁23番地　Tel.073-435-1194

主催:文化庁/厚生労働省/和歌山県/和歌山県教育委員会/和歌山市/和歌山市教育委員会/

　　 第36回国民文化祭、第21回全国障害者芸術・文化祭和歌山県実行委員会/

　　 第36回国民文化祭、第21回全国障害者芸術・文化祭和歌山市実行委員会/

　　 公益財団法人 日本太鼓財団

主管:和歌山県太鼓連盟

◇公募団体:19団体(11府県)

　華音(神奈川)、天邪鬼流和太鼓麗彩、鼓國雷響JAPAN、岐阜県太鼓連盟獅子の会(以上岐阜)、

　和太鼓サスケ(石川)、大治太鼓保存会(愛知)、御璃刃(三重)、金光藤蔭高等学校和太鼓部“鼓響”、

　太鼓集団潮(以上大阪)、天音太鼓保存会、境原和太鼓クラブ、DRUM輪、和太鼓衆団髙松一家、

　和太鼓集団和響(以上和歌山)、打吹童子ばやし(鳥取)、竹原市立仁賀小学校、和太鼓集団打魂(以上広島)、

　福岡大学和太鼓部鼓舞猿(福岡)、橘太鼓｢響座｣(宮崎)

◇ゲスト団体:5団体(5県)

　名護桜太鼓(沖縄)、尾張新次郎太鼓保存会(愛知)、御陣乗太鼓保存会(石川)、

　豊の国ゆふいん源流太鼓(大分)、第23回日本太鼓ジュニアコンクール優勝団体

第5回浅草太鼓祭

期日:2021年11月3日(水祝)　開演12:30 

会場:隅田公園山谷堀広場(台東リバーサイドスポーツセンター脇)

　　 〒111-0024　東京都台東区今戸1-1-10　Tel.03-3872-3181

主催:浅草太鼓祭実行委員会、公益財団法人 日本太鼓財団

主管:関八州太鼓連合、日本太鼓財団東京都支部　協賛:日本財団　特別協力:株式会社 宮本卯之助商店

出演団体:約15団体

第18回日本太鼓シニアコンクール出場者募集中！

期日:2021年11月21日(日)　開演13:30 

　　 ＊10:00～日本太鼓ジュニアコンクール石川県予選開催

会場:津幡町文化会館｢シグナス｣

　　 〒929-0342　石川県河北郡津幡町北中条3丁目1番地　Tel.076-288-8526

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

協力:株式会社 浅野太鼓楽器店　協賛:日本財団

演奏時間:団体5分以内、個人4分以内　表彰:名人位･準名人･特別賞等

費用:全ての費用は出場者の自己負担(参加料は不要)

お問合せ･申込先:下記、公益財団法人 日本太鼓財団までお問合せ、お申し込みください。

　　　　　　　　担当:印出、笠原

申込締切:9月30日(木)＊当日到着分まで有効

入場料:無料

入場料:無料

入場料:無料

＊ 新型コロナウイルスの感染拡大状況によっては、変更や中止となる可能性があります。

　当財団公式サイトで随時情報を掲載いたしますのでご確認ください。


