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Hideaki Matsumoto
Chairman
Nippon Taiko Foundation

公益財団法人 日本太鼓財団
会長 松本 英昭

Our deepest sympathies and condolences go out to all the
people affected by the 2016 Kumamoto Earthquake.
It is our great pleasure to present the Taiko Charity Concert
this evening for the support of Nonprofit Organization National
Welfare Beauty and Barber Training Association.
Nippon Taiko Foundation celebrates its 19th anniversary this
year. Our foundation now has 46 Chapters in 42 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 Handicapped 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 friendships. 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 12th Nippon
Taiko Senior Competition and the winner of the 18th Nippon
Taiko Junior Competition. We sincerely hope that you will enjoy
the concert this evening.

4 月に発生いたしました一連の熊本地震により亡くなられた方々
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のご冥福をお祈り申し上げますとともに被災された皆様方に心より
お見舞い申し上げます。
このたび「NPO 法人全国福祉理美容師養成協会」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 42 都道府県に 46 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、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、
大分県で開催した第 18 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 18 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 12 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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Katsuyuki Akagi
Executive Director
Nonprofit organization national Welfare Beauty and
Barber Training Association

NPO 法人全国福祉理美容師養成協会
理事長 赤木 勝幸

We are most grateful to the Nippon Taiko Foundation for the privilege of
co-hosting this wonderful charity concert today.
Nonprofit organization national Welfare Beauty and Barber Training
Association (hereinafter referred to as NPO Fukuribi) was established with the
aim of “Realizing the society anyone lives to be oneself”. What inspired me
was the volunteer work to cut the trainees’ hair in Central-Japan training center
of OISCA International in 1983. First, we started as a voluntary organization
in 1997, when I opened my own hair salon in Nisshin city, Aichi. In 2007, we
incorporated it to a professional NPO acting with their special skills of experts
in various fields such as beauty, medical, nursing-care and fashion.
We have supported the elderly, people with disabilities and cancer patients on
their appearance and also given job training to people in developing countries.
One out of eighteen women gets breast cancer in Japan today. So many
women are fighting against “cancer”. Some people do not tell about their
disease to anybody around them. Some continue to work. Some have children
to care. Stomatitis and fever are used to have been thought the most painful
symptoms of chemotherapy. It is surprising that the survey of what is the most
physically painful for patients under chemotherapy conducted by the National
Cancer Center shows especially women suffer from loss of their hair including
eyelashes and eyebrows, even though it is neither painful nor itchy actually.
Some patients say they cannot go out because they care about their appearance.
The troubles of appearance depress them and make them lose their will to
fight against their disease. Furthermore, we have found that they hesitate about
even telling what they want to do. They often say “I should give up my hair to
survive”. They also tell us there is no place to talk about the troubles.
We opened the Appearance Support Center Aichi approximately one minute
by walk from Aichi Cancer Center in November, 2015. Cooperating with
nurses, beauticians, and nailists, we support cancer patients suffering from the
damage of hair, skin and nails, for example “Wigs are too expensive to buy”
and “The troubled nails are embarrassing”.
Now we have kept expanding the activity of appearance support for the
elderly who need care, people with disabilities and cancer patients with medical
experts, since it is considered important to improve their QOL (quality of life)
and to keep their connection to the society these days.
“Appearance support motivates people”, we have convinced through our
activity for 33 years.
We do continue our activities with people from diverse fields.
We would appreciate your warm and continuous support for us.
(Translation:NPO Fukuribi)

この度、公益財団法人日本太鼓財団の皆様のご厚意により、このような素
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晴らしいチャリティコンサートを共催させて頂きますことは、誠に光栄であ
り、心より感謝申し上げます。
私ども NPO 法人全国福祉理美容師養成協会（以下 NPO ふくりび）は、私が、
1983 年に、（財）オイスカ中部日本研修センターで海外の発展途上国から来
た若い農業研修生の髪を切るボランティアに参加したことをきっかけに、愛
知県日進市にて独立開業した 1997 年より任意団体として地域の介護施設な
どで活動を始め、2007 年に「誰もがその人らしく美しく過ごせる社会の実現」
を目指し、理美容・医療・介護・ファッションなどの多職種の専門家とともに、
「得意を活かして社会貢献活動」をするプロフェッショナル NPO として法人
化致しました。
国内での高齢者・障害者・がん患者へのアピアランス（外見）支援、途上
国での職業訓練などを実施しています。
現在、日本人女性の乳がん罹患率は 18 人に 1 人と言われるほど、実に多く
の女性が“がん”を患い闘病しています。周囲に闘病中であることを告げてい
ない方や、働きながら、また子育てをしながら闘病する方も大勢います。国立
がんセンターが実施した、
「抗がん剤治療中の患者の身体症状の苦痛度トップ
20」の調査では、外から見える身体症状が多く含まれており、とりわけ、女
性患者さんにとっては、長い間医療が注目してきた口内炎や発熱より、痛みも
かゆみも伴わない、まつげや眉毛の脱毛の方が苦痛という結果だったのです。
治療中、外見が気になって外に出られない、という意見もありました。外見の
悩みは、時に大きな精神的負担になり、闘病意欲にも影響します。
「命が助か
るのならば、髪のことなどで悩んでいる場合ではない」と言って、
「我慢をす
る」
、
「相談するところも無かった」そんな患者さんの声も多く聞きました。
社会と繋がりながら闘病する中で、
「医療用ウィッグが高すぎて買えなかっ
た」
「爪がボロボロで恥ずかしい」などといった髪・肌・爪など外観の悩みに応
えるため、看護師・美容師・ネイリストが連携し、患者の対応をする民間で初
となるアピアランスサポートの専門施設「アピアランスサポートセンターあい
ち」を 2015 年 11 月に、
愛知県がんセンター徒歩１分の場所に開設致しました。
要介護高齢者・障害者・がん患者の方々などへのアピアランスサポートは、
QOL の向上や社会性の維持といった面から、近年、医療・介護の現場で重要
視されてきており、多くの医療関係者と連携しながら、活動を広げています。
「外見のサポートは内面の活力に繫がる」33 年に亘る活動から、そう感じ
ています。
これからも多職種の皆様と一緒に活動を続けていく所存でございます。
今後とも温かいご支援を賜りますよう、お願い申し上げます。
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（資料提供：NPO ふくりび）

(Information provided by NPO Fukuribi)

NPO ふくりびの活動の紹介
高齢者・障害者等の介護施設・自宅への訪問理美容

「アピアランスサポートセンターあいち」の運営、病院内での
がん患者のアピアランス相談会の実施
2015 年 11 月に、闘病中の患者のためのアピアランス（外見）サ
ポートの専門施設を愛知県がんセンター徒歩 1 分の場所に開設、
看護師・美容師・ネイリスト・エステシャンらが、髪・肌・爪な

年 間１万人以上を施術、一般事業者が提供しにくい、居宅訪問の

どの患者の悩みに答え、人口乳房や術後の下着などの展示、試着

ニーズにも対応

も可能。患者会の情報提供や病院との連携で研修なども行う。

Beauty and barber service for the elderly and people with
disabilities at nursing homes and their own homes

Management of Appearance Support Center Aichi and
appearance counseling for cancer patients at hospitals

 e provide our service to more than 10,000 people a year. We
W
accept the request of service at one’s own home, which is difficult
for other companies.

 e opened the Appearance Support Center Aichi approximately
W
one minute by walk from Aichi Cancer Center in November, 2015.
Cancer patients can ask nurses, beauticians, nailists and estheticians
at the center for some advice about hair, skin and nails problem
caused by chemotherapy. Artificial breasts and underwear for breast
cancer patients are displayed and visitors can try it on if they want.
We provide some information of patient groups and some lessons
for patients working together with hospitals.

知的・発達障害者身だしなみ支援
知 的・発達障害のある方の就職活動や生活支援として、身だしな
み全般（洗顔や洗髪・ひげそり・メイク・体臭予防や面接時の服
装など）を楽しく学ぶ講座を養護学校や就労移行支援事業所・社
会福祉協議会・特例子会社などの依頼を受け実施。

Appearance support for the Intellectual disability
 e give fun appearance lessons (face washing, shampooing,
W
shaving, makeup, preventing body odor, fashion for job interview
and so on) helpful for their daily life and for getting a job in schools
for the challenged, career transition support offices, social welfare
councils and special subsidiary companies.
がん患者・脱毛症患者向け医療用ウィッグの製造・販売
美容室で相談して作れるセミオーダーの医療用ウィッグとして全
国の美容室 90 軒以上とパートナー契約を結び、研修を行い、本部
の看護師が、病院や患者と美容院を結ぶために試着会や患者会で
のアピアランスサポートを行っている。

Producing and selling medical wigs for cancer and alopecia
patients
 ur medical wigs are sold in more than 90 salons establishing a
O
partnership with us. We hold some seminars for them. Our staff
with nurse’s license provides a counseling support at hospitals and
patients meeting and helps to connect patients and hospitals with our
partner salons.
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知的障害者身だしなみ講座メイク指導
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上記訪問理美容を行う理美容師の養成
出産・育児・介護などの理由で一般の美容室の労働条件と合わず、

PROGRAM

離職を余儀なくされている休職中の美容師を福祉理美容師として
再教育し、労働条件にあった新しいワークスタイルを提示・積極
的に雇用。また、そのビジネスモデルを書籍やセミナーにて美容
業界に公開し、全国での取り組みへと拡大中。

Training barbers and hairdressers for the service above.
 e suggest a new working style for barbers and hairdressers who
W
left salons because of pregnancy, childcare and elderly care. We
train and employ them. We present the business model to beauty
industries in Japan through our how to book and seminars.

１. 神洲太鼓（福岡県）
Shinshu Taiko from Fukuoka Prefecture

２. 文教大学和太鼓部「楓」（神奈川県）
Bunkyo University Taiko Club “Kaede”
from Kanagawa Prefecture

３. やまと獅子太鼓（奈良県）

フィリピンセブでの理美容職業訓練

Job training of beauty and barber in Cebu, Philippines
企業・大学と連携した介護施設でのレクリエーション支援
「ビューティキャラバン」

R ecreation support in nursing homes collaborating with
companies and universities
地域密着型介護情報誌「みかた」「まつさかいご」発行など

Publication of local nursing care free magazines, “Mikata”
and “Matsusakaigo”

Yamato Shishi Taiko from Nara Prefecture

４. 童心・飛騨高山太鼓団（岐阜県）
Doshin Hida-takayama Taiko
from Gifu Prefecture

５. 古屋邦夫（長野県 御諏訪太鼓保存会）
* 第 12 回日本太鼓シニアコンクール名人
Kunio Furuya, Osuwa Taiko
from Nagano Prefecture
*The Winner of Taiko Senior Competition

６. 手取亢龍若鮎組（石川県）
* 第 18 回日本太鼓ジュニアコンクール優勝チーム
Tedori Koryu Waka-ayu Kumi

訪問理美容師養成ベッドカット

from Ishikawa Prefecture
*The Winner of Taiko Junior Competition
ビューティーキャラバン（ヘアメイクイベント）

(Translation by NPO Fukuribi)
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神洲太鼓

文教大学和太鼓部「楓」

神洲太鼓は、1981 年に山口県宇部市にて古神道神理教（こ
しんとうしんりきょう）の分院神社において発足しました。
2001 年より、世代交代により小路美保（しょうじ みお）が
代表となり、活動拠点を北九州市に移しました。翌年８月より
和太鼓教室を開講、現在では子供から大人まで約 150 名が楽し
く和太鼓に取り組んでいます。
特徴としては、発足当初より伝統芸能として名高い、石川県
の加賀太鼓を神事太鼓として継承しており、現在ではその他に
あらゆるスタイルの打法を取り入れて創作も手がけるなど、常
に新しい音色を追求し続けています。

文教大学和太鼓部「楓」は 2005 年に発足しました。
キャンパスがある茅ヶ崎・湘南を中心に、年 1 回の自主公演、
福祉施設やお祭り、各種講演会などで演奏活動を行っています。
現在は２・３年生合わせて 20 名ほどで活動しております。
昨年度はハワイで初めて海外公演を行いました。活動の幅を
広げ、さらなる成長のため日々練習を重ねています。

Shinshu Taiko

Bunkyo University Taiko Club “Kaede”

（福岡県）

(Fukuoka Prefecture)

（神奈川県）

(Kanagawa Prefecture)

Shinshu Taiko was founded in Yamaguchi Prefecture in 1981 to
dedicate to the deity of the ancient Shinto shrine, “Shinri-kyo”.
Mio Shoji became the leader of Shinshu Taiko in 2001 and the
team’s home base moved to Kitakyushu-city, Fukuoka Prefecture.
In the following year, Taiko training courses started and now there
are about 150 players ranging from children to adults associated
with this team.
Shinshu Taiko learned Taiko from Kaga Taiko, well known for
the traditional sacred Taiko in Ishikawa Prefecture. They keep
themselves challenged by incorporating a variety of other Taiko
performing styles into traditional ones.

Bunkyo University Taiko Club “Kaede” was formed in 2005.
Since its establishment, the team has enjoyed performing Taiko at
its annual concert, welfare facilities, festivals and various lecture
meetings around Shonan area of Kanagawa prefecture, where
Bunkyo University is located. Now the team is comprised of 20
members mostly sophomore and junior students.
Last year, Kaede had an opportunity to perform Taiko in
Hawaii, the first performance abroad. The team will continue to
strive for better performances with widened scope.
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やまと獅子太鼓

童心・飛騨高山太鼓団

やまと獅子太鼓は、金魚が泳ぐ歴史ある城下町、奈良県大和
郡山市の文化発揚、郷土愛の向上と共に、青少年の健全育成を
目指し 1997 年１月に設立されたアマチュアグループです。
市内在住在勤の社会人、主婦、高校生以上のメンバー主体の
チーム（やまと獅子太鼓）
、ジュニア育成チーム（雷音）、の２
チーム約 50 名で活動。魂の叫びを力強く表現するため日々切
磋琢磨しています。
大和郡山市内の行事や祭り、イベントを中心に奈良県内外で
も演奏活動を行い、市内外の小中学校の和太鼓クラブ等の指導
を通じて、和太鼓の裾野を広げるとともに地元に愛されるグル
ープを目指しています。

魂の熱い歓びを心の奥深くに感じる一刻（ひととき）と、此
の太鼓と会話が出来る瞬（いま）の倖せを礎にして、己の細胞
が未来永劫歓喜するものであり続けます。
「童心・飛騨高山太鼓団」は、歴史溢れる飛騨高山で平成 8
年に生まれ、自然の美に触れながら成長してきました。
代表・挾場賢（はさば まさる）を中心に、国内はもとより、
アメリカ、ドイツ、イタリア、ニューカレドニア島など海外に
おいても日本太鼓の良さを広めるべく演奏活動を行って来まし
た。
また、熊本城、富士山における大太鼓一人打ち大会では優秀
賞者をあわせて 6 名輩出するなど、幅広く活躍をしています。

Yamato Shishi Taiko

Doshin Hida-takayama Taiko

Yamato Shishi Taiko was formed in January, 1997 to promote
the traditional culture and nurture young people. The team is
located in Yamato-koriyama city of Nara Prefecture, well known
for goldfish farming.
The team is comprised of two groups totaling 50 members;
one is an adult team “Yamato Shishi Taiko” consisted of working
adults, housewives, high school and university students, and the
other is a junior team “Raion”.
They are eager to improve their Taiko performance so as to
convey their passion to the audience through Taiko.
Yamato Shishi Taiko is active to participate in various events
in and out of Nara Prefecture and to teach Taiko in elementary
schools and junior high schools around Yamato-koriyama city.

In 1996, Doshin Hida-takayama Taiko was established with
the members attracted by the beat of Taiko in Hida-takayama,
Gifu Prefecture. Every time they play Taiko, members feel elated
through unity with Taiko.
Hida-takayama where the team is located, is well known as the
historical city surrounded by beautiful nature.
Led by the leader of the team, Masaru Hasaba, Doshin Hidatakayama Taiko has given performances not only in Japan but also
overseas such as USA, Germany, Italy and New Caledonia and its
performance is always well received.
They are very proud that in total, six players have won the
special prizes at Big Taiko Single Performer Contests held in the
Kumamoto Castle and at the foot of Mt. Fuji.
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（奈良県）

(Nara Prefecture)

（岐阜県）

(Gifu Prefecture)

古屋邦夫 ( 御諏訪太鼓保存会 )

手取亢龍若鮎組

第 12 回日本太鼓シニアコンクール名人

第 18 回ジュニアコンクール優勝チーム

御諏訪太鼓保存会は、諏訪大社の神楽（かぐら）の鼓舞楽（こ
ぶがく）を伝承する無形文化財であり、地元を代表する郷土芸
能です。1953 年の保存会結成以来、国内外あわせて約 600 チ
ームを指導するとともに、演奏活動を行なっております。1964
年の東京オリンピックをはじめ 1998 年には地元長野県で開催
された長野冬季オリンピック閉会式に参加し、世界初の 2,000
人の揃い打ちと、日本の祭りを飾る勇壮な太鼓の響きを全世界
に届け、強い感動と感銘を与えました。テレビでは NHK 大河
ドラマ「武田信玄」
「織田信長」
「風林火山」への出演が有名です。
本日は故小口大八先代から引き継いだ、長い歴史に刻まれた日
本の伝統ある太鼓を、2015 年日本太鼓シニアコンクールにて
名人位をいただきました現会長、古屋邦夫が打ち鳴らします。

手取亢龍若鮎組は、
小中学校の生徒を対象とした青少年講座
「太
鼓教室」の受講生と、手取亢龍太鼓保存員の子供達で、保育園児
から高校生までの幅広いメンバーで 1998 年に結成しました。
古来より、地域に伝わる「虫送り太鼓」のリズムを基本とし
て創作、川北町の自然や文化を表現しています。
現在は、小学５年生から高校３年生までの 11 名の会員で活
動しています。地元川北まつりを始め、各種イベントに多数出演、
ろう学校の皆さんとの交流を始め、ボランティア活動などにも
積極的に参加をしています。
また、今年３月 20 日大分県大分市で開催された「第 18 回日
本太鼓ジュニアコンクール」
（予選参加 430 チーム、4,495 名）
では、石川県代表として出場し、2005 年、2013 年に引き続い
て、3 度目の優勝を果たすことができました。

（長野県）

Kunio Furuya, Osuwa Taiko

(Nagano Prefecture)
*The Winner of Nippon Taiko Senior Competition
Competition for those over the age of 60

（石川県）

Tedori Koryu Waka-ayu Kumi

(Ishikawa Prefecture)
*The Winner of Nippon Taiko Junior Competition
Competition for those under the age of 18

Osuwa Taiko, one of the Intangible Cultural Assets in Nagano
Prefecture, has been handed down through generations. The team
originates from “Kagura”, the sacred Shinto music and dance,
dedicated to the deity of Suwa Great Shrine.
Since Osuwa Taiko was started by late Daihachi Oguchi in 1953, the
team has received great reviews for its performances in various events
in and out of Japan including numerous TV appearances.
They had a privilege to perform at the Tokyo Olympics in 1964 and
at the closing ceremony of the Nagano Winter Olympics in 1998 when
for the first time, two thousand players played Taiko together.
The team is also active in teaching throughout Japan and overseas.
Now about 600 teams are members of Osuwa Taiko School.
Kunio Furuya, the present leader of Osuwa Taiko, is the Grandprize
Winner of 2015 Senior Taiko Competition.

Tedori Koryuu Waka-ayu Kumi was formed in 1998 with members
of Kawakita Town Taiko Class and Tedori Koryu Taiko, ranging
from kindergartners to high school students. The members of today’s
performance consist of 11 members ranging from age 11 to 18.
Their performance style is based on “Mushiokuri Taiko” originated
from the cultural and regional agricultural rituals that have been
handed down through generations in Kawakita town, Ishikawa
Prefecture. The team participates in many events and festivals and
also actively gives volunteer performances at welfare facilities such as
schools for the deaf.
Following 2005 and 2013, this is the third time the team has won
the Grandprize at this year’s 18th Junior Taiko Competition. For this
competition, 430 teams, 4,495 players participated in the regional trials.
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☆公益財団法人 日本太鼓財団イベント情報☆
■日本太鼓全国フェスティバル

2016 年 7 月 10 日（日）
「四街道市文化センター」（千葉県四街道市）
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。
前売券 2,500 円 当日券 3,000 円

■大学太鼓フェスティバル

2016 年 9 月 2 日（金）
「草月ホール」（東京都港区）
大学生による日本太鼓のコンサートを初めて実施します。
入場無料

■日本太鼓全国障害者大会

2016 年 10 月 2 日（日）
「大垣市民会館」（岐阜県大垣市）
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。体験発表、
障害者による絵画等の展示も行います。
入場無料

■国民文化祭 太鼓の祭典

2016 年 11 月 20 日（日）
「名古屋国際会議場センチュリーホール」（愛知県名古屋市）
全国各地の勇壮な太鼓が一堂に集まる演奏会。
入場無料

■日本太鼓シニアコンクール

2016 年 12 月 4 日（日）
「七尾サンライフプラザ」（石川県七尾市）
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

2017 年 3 月 19 日（日）
「神戸国際会館こくさいホール」（兵庫県神戸市）
「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。
前売券 2,000 円 当日券 2,500 円

■日本太鼓全国講習会

2016 年 6 月 25 日（土）・26 日（日）秋田県湯沢市
2016 年 9 月 17 日（土）・18 日（日）兵庫県神戸市
2017 年 2 月 11 日（土）・12 日（日）福岡県篠栗町
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、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 ☆
2016. 7. 10, Sunday

■ Nippon Taiko Festival

(Yotsukaido-city Cultural Center, Yotsukaido-city, Chiba)
Performances by noted Taiko teams from various regions of Japan.
Advance Ticket 2,500 yen Today’s Ticket 3,000 yen
2016. 9. 2, Friday

■ University Taiko Festival

(Sogetsu Hall, Minato-ku, Tokyo)
Performances by university students in Japan.
Admission free
2016.10. 2, Sunday

■ Handicapped Persons Nippon Taiko Festival

(Ogaki City Hall, Ogaki-city, Gifu)
Mentally/physically challenged Taiko teams gather to perform and exchange
their Taiko experiences. The art works enhanced by the Taiko therapy are
also exhibited.
Admission free
2016.11.20, Sunday

■ National Cultural Festival-Taiko Festival

(Nagoya International Conference Hall, Nagoya-city, Aichi)
Performances by Taiko teams from various regions of Japan.
Admission free
2016. 12. 4, Sunday

■ Nippon Taiko Senior Competition

(Nanao Sunlife Plaza, Nanao-city, Ishikawa)
All performers are over the age of 60.
Admission free
2017. 3. 19, Sunday

■ Nippon Taiko Junior Competition

(Kobe Internatilnal Hall, Kobe-city, Hyogo)
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:
2016. 6.25-26 (Sat. Sun.) Yuzawa-city, Akita
2016. 9.17-18 (Sat. Sun.) Kobe-city, Hyogo
2017. 2.11-12 (Sat. Sun.) Sasaguri-town, Fukuoka
Anyone 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
46 支部（42 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

(公財)日本太鼓財団 理事・評議員一覧
会
長
副 会 長
理 事 長
常務理事

松本 英昭
長谷川 義
塩見 和子
中西 由郎

(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
(公財)日本音楽財団理事長
常勤

理

事

石井 幹子
大宅 映子
島津 久永
西角井正大
三隅 治雄
山内 令子

(株)石井幹子デザイン事務所代表取締役
評論家
(公財)山階鳥類研究所理事
(公財)国立劇場おきなわ運営財団理事
(独)東京文化財研究所名誉研究員
(社福)富岳会理事長

評 議 員

大竹 英雄
岡田 知之
北村
汎
河野 和義
佐藤 淳子
高島 肇久
濱田麻記子
富治林 浩
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
元駐英大使
気仙町けんか七夕保存会会長・岩手県支部顧問
(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シアター代表取締役社長
大和の響き｢京｣代表・京都府支部長
銚子はね太鼓保存会会長・千葉県支部長
音楽家

監

池田
長内

Nippon Taiko Foundation
Chairman
Established
Branches
Members

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

事

靖 弁護士、三宅・今井・池田法律事務所
健 弁護士、長内法律事務所

Purpose:	To further disseminate and to promote Japanese
traditional Taiko culture both domestically and
internationally.

（五十音順・敬称略）

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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