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庄内町文化創造館 「響ホール」 「響ホール」

入場無料
主　　　催 ／ 公益財団法人 日本太鼓財団、日本太鼓財団 山形県支部
後　　　援 ／ 山形県、山形県教育委員会、庄内町、庄内町教育委員会、
　　　　　　  東北太鼓連合
協　　　賛 ／ 
お問合せ先 ／ 日本太鼓財団 山形県支部事務局　TEL.080－2820－0757　

開場 12:30 　開演 13:00
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山形県東田川郡庄内町余目仲谷地280  TEL 0234-45-1433
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　この度は「山形県太鼓フェスティバル 2021」にようこそお出で下さいました。
　昨年は新型コロナウイルス感染拡大の影響で、やむなく開催を断念しましたが、今年は公益財団
法人日本太鼓財団より多大なるご支援、ご協力を賜り、このように盛大に開催する事が出来ました。
　入場人数制限や感染防止を万全に講じた中での開催となり、何かとご不便をおかけしますが、ご
来場の皆様の安全を守るため、関係者スタッフ一同の苦労の賜物であることをご理解いただきたく
お願い致します。
　今回は各団体が昨年からの長い間、演奏や出演の機会に恵まれなかった悔しさを胸に、二年分の
思いを含めた迫力ある演奏により、会場を盛り上げてくれることでしょう。
和太鼓の躍動感に満ちたリズムと勇壮にして、かつ華麗な響きは、ご来場の皆様の心の奥底に語り
かけるような感動をもたらしてくれることと思いますのでどうぞご期待ください。
　結びに、開催にあたりご支援、ご協力いただいた公益財団法人日本太鼓財団、山形県支部スタッフ、
また関係者各位に心からお礼を申し上げ、ご挨拶といたします。

 おおえ舟唄太鼓の会は、正調最上川舟唄発祥の地である大江
町を拠点に活動しています。大江町にできた和太鼓文化を受け
継ぎながら、太鼓を通して礼儀を学び、周りの人を思いやる心
を持ち、心を一つにし曲に打ち込むよう日々練習に励んでいま
す。
 コロナ禍で練習も十分にできない中ではありましたが、貴重な
演奏の機会を頂きましたので、太鼓の響きが皆さんの心に届き
ますように精一杯頑張りたいと思います。初めて大きなステー
ジでの発表となるメンバーもいます。応援よろしくお願いします。

おおえ舟唄太鼓の会

若獅子
曲　目

　道場理念の「基本は心」を掲げ、平成４年より創作曲の演
奏と和太鼓文化の伝統継承を柱として活動しております。
　活動の場は、地元だけにとどまらず、県外海外にと風の響
きを発信しております。長野冬季オリンピックの開会イベン
トを始め、シドニー、ソルトレイク、アテネとオリンピック
での公演。国連欧州本部での演奏やハワイ、モナコ、韓国と
の交流を現地にて行ってまいりました。
　全国・世界を舞台に山形・酒田の太鼓を発信しております。

太鼓道場風の会

飛翔乱れ打ち、嵐、鼓連
曲　目

粋

　酒田市の太鼓道場「風の会」のジュニアチームとして、日
本太鼓の伝統継承、地域の活性化、青少年の健全育成を目的
に平成24年に発足し、その中でも13名の選抜で構成されてい
る「雷神組」。各種の祭りや地域のイベント行事に積極的に出
演すると共に、大人チームに負けないよう全国を視野に入
れ練習を重ねております。本日も皆様の前で精一杯演奏し
ますので応援よろしくお願いします。

太鼓道場風の会ジュニア（雷神組）

迅雷、風の舞
曲　目

　太鼓道場風の会ジュニア風神組は小学１年生から小学５年
生までが在籍するチームです。基礎的なリズムに親しみなが
ら、憧れの「雷神組」をお手本にみんなで楽しんで日々練習
を重ねています。なかなか公演の機会がない今年度。今日の
発表を楽しみにしていました。今日が初舞台のメンバーも
います。立派な会場で気が引き締まります。曲目は風の響
です。風神組の元気をお客様に届けられるよう、一生懸命
に演奏します。どうぞお楽しみください。

太鼓道場風の会ジュニア（風神組）

風の響
曲　目

　平成５年に結成。鼠ヶ関小学校と温海小学校の児童１年生
から６年生まで20名で活動しています。太鼓を通して子供
らしく明るく元気よく挨拶する事、つらいことがあっても何
事にもくじけずチャレンジする気持ちを持てる子供になろう
と、稽古に励んでいます。小学１、２、３年生のイナダチ
ーム、４、５、６年生のブリチームの２クラスに分けて、
地元の各種イベントなどで演奏を行ってます。

念珠関辨天太鼓子供会

海　賊
曲　目

　鼠ヶ関の新しい文化を創り出しその人材を養成し、次の世代
に継承していく事を目的として、旧温海町の助成を受けて平成
３年に地元の有志によって発足され今年で31年目を迎えました。
　山と清流、日本海という自然に恵まれた四季折々の表情、
彩りを表現したオリジナル曲の創作、又小学生を中心にした
子供太鼓を創設しての後継者の育成など充実した活動を続け
ています。
　現在は地元のイベント、旅館、老人ホームや県内外の太鼓
フェスティバルなど演奏機会をいただき好評を得ています。

念珠関辨天太鼓創成会

祝い太鼓

粋

曲　目

　私達、ふじしま太鼓鼓粋は、庄内地区で唯一女性のみで活
動している太鼓チームです。
　2004年に結成して以来、地元藤島での活動はもちろん、
各地域の夏祭りやイベントで演奏の機会を頂いてます。
　男性にも負けないパワフルな女性が揃い、日々楽しく活動
しています。
　最後まで心を込めて演奏します。
　応援よろしくお願い致します。

ふじしま太鼓 鼓粋

曲　目

ごあいさつ 日本太鼓財団 山形県支部 支部長　　江　口　信一郎
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思いを含めた迫力ある演奏により、会場を盛り上げてくれることでしょう。
和太鼓の躍動感に満ちたリズムと勇壮にして、かつ華麗な響きは、ご来場の皆様の心の奥底に語り
かけるような感動をもたらしてくれることと思いますのでどうぞご期待ください。
　結びに、開催にあたりご支援、ご協力いただいた公益財団法人日本太鼓財団、山形県支部スタッフ、
また関係者各位に心からお礼を申し上げ、ご挨拶といたします。

ご　祝　辞 山形県知事　　吉　村　美栄子

　この度「山形県太鼓フェスティバル」が盛大に開催されますこと、心からお祝
い申し上げます。
　今般のコロナ禍の影響により、日常生活が大きく制限され、皆様の活動にお
いても大変な御苦労があったと拝察いたします。このような時であっても、対
策を講じながら活動を続けられ、本日のフェスティバルを迎えられたこと、謹
んでお慶び申し上げます。
　太鼓は、我が国の歴史や風土と深く関わりながら発展し、全国各地に根付いた伝統文化でありま
す。全身を使って表現される大太鼓の勇壮華麗な響きや小太鼓の素朴で繊細な響きには、私たちの
魂を揺さぶる力があり、日本の大切な音楽文化の一つであります。
　この度の大会が実り豊かな大会になりますとともに、御来場の方々へ大きな感動を与える舞台に
なりますことを心から期待申し上げます。
　結びに、本大会の開催にあたり多大な御尽力をされました関係各位に心から敬意を表しますとと
もに、本大会の御成功と皆様の御活躍を祈念申し上げ、お祝いの言葉といたします。

ご　祝　辞 庄内町町長　　富　樫　　　透

　「令和３年度山形県太鼓フェスティバル」が、ここ庄内町で盛大に開催されま
すことに心からお祝いを申し上げます。
　太鼓の歴史は縄文時代まで遡り、当時は情報伝達の手段として用いられてい
たと言われています。時代の流れとともに楽器としての用途が加わり、五穀豊
穣を祈るお囃子、能などの郷土芸能、祭礼行事の伴奏など重要な役割を果たす
ようになりました。
　この日本の伝統楽器である太鼓がこれまで受け継がれてきた背景には、本日御出演される皆様、
そして先人の方々が長きにわたり大切に守り続けてこられたからこそと拝察申し上げます。
　結びに、本フェスティバルの開催にあたり尽力されました関係者の皆様方、御出演並びに御来場
の皆様方の今後ますますの御発展と更なる御活躍を心から祈念申し上げ、御挨拶といたします。

ごあいさつ 公益財団法人 日本太鼓財団 理事長　　大　澤　和　彦

　本日は「山形県太鼓フェスティバル 2021」にご来場いただき、誠にありがと
うございます。
　本事業は、太鼓の力強い響きによる新型コロナウイルス感染症の終息祈願に
加え、以前のように活動することが困難な太鼓団体に対し、演奏機会の提供を
目的に実施いたします。本日の出演者も、皆さまに演奏をご披露させて頂ける
この機会を楽しみに、今日まで練習を重ねてきました。ご来場の皆さまには、感
染予防の観点から不便をおかけいたしますが、各団体の特色あふれる演奏を最後までごゆっくりお
楽しみいただき、日本太鼓に対するご理解を深めていただければ幸いでございます。
　結びに、開催にあたり格別のご支援をいただきました日本財団なら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する全ての皆さまに深く感謝申し上げます。
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　結びに、開催にあたりご支援、ご協力いただいた公益財団法人日本太鼓財団、山形県支部スタッフ、
また関係者各位に心からお礼を申し上げ、ご挨拶といたします。

ご　祝　辞 山形県知事　　吉　村　美栄子

　この度「山形県太鼓フェスティバル」が盛大に開催されますこと、心からお祝
い申し上げます。
　今般のコロナ禍の影響により、日常生活が大きく制限され、皆様の活動にお
いても大変な御苦労があったと拝察いたします。このような時であっても、対
策を講じながら活動を続けられ、本日のフェスティバルを迎えられたこと、謹
んでお慶び申し上げます。
　太鼓は、我が国の歴史や風土と深く関わりながら発展し、全国各地に根付いた伝統文化でありま
す。全身を使って表現される大太鼓の勇壮華麗な響きや小太鼓の素朴で繊細な響きには、私たちの
魂を揺さぶる力があり、日本の大切な音楽文化の一つであります。
　この度の大会が実り豊かな大会になりますとともに、御来場の方々へ大きな感動を与える舞台に
なりますことを心から期待申し上げます。
　結びに、本大会の開催にあたり多大な御尽力をされました関係各位に心から敬意を表しますとと
もに、本大会の御成功と皆様の御活躍を祈念申し上げ、お祝いの言葉といたします。

ご　祝　辞 庄内町町長　　富　樫　　　透

　「令和３年度山形県太鼓フェスティバル」が、ここ庄内町で盛大に開催されま
すことに心からお祝いを申し上げます。
　太鼓の歴史は縄文時代まで遡り、当時は情報伝達の手段として用いられてい
たと言われています。時代の流れとともに楽器としての用途が加わり、五穀豊
穣を祈るお囃子、能などの郷土芸能、祭礼行事の伴奏など重要な役割を果たす
ようになりました。
　この日本の伝統楽器である太鼓がこれまで受け継がれてきた背景には、本日御出演される皆様、
そして先人の方々が長きにわたり大切に守り続けてこられたからこそと拝察申し上げます。
　結びに、本フェスティバルの開催にあたり尽力されました関係者の皆様方、御出演並びに御来場
の皆様方の今後ますますの御発展と更なる御活躍を心から祈念申し上げ、御挨拶といたします。

ごあいさつ 公益財団法人 日本太鼓財団 理事長　　大　澤　和　彦

　本日は「山形県太鼓フェスティバル 2021」にご来場いただき、誠にありがと
うございます。
　本事業は、太鼓の力強い響きによる新型コロナウイルス感染症の終息祈願に
加え、以前のように活動することが困難な太鼓団体に対し、演奏機会の提供を
目的に実施いたします。本日の出演者も、皆さまに演奏をご披露させて頂ける
この機会を楽しみに、今日まで練習を重ねてきました。ご来場の皆さまには、感
染予防の観点から不便をおかけいたしますが、各団体の特色あふれる演奏を最後までごゆっくりお
楽しみいただき、日本太鼓に対するご理解を深めていただければ幸いでございます。
　結びに、開催にあたり格別のご支援をいただきました日本財団なら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する全ての皆さまに深く感謝申し上げます。
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