
第19回 日本太鼓シニアコンクール

日 時：2022年11月20日（日）　開演 13:30
会 場：こまつ芸術劇場うらら

T h e  1 9 t h  N i p p o n  Ta i k o  S e n i o r  C o m p e t i t i o n

名人位　長谷川 義（豊の国ゆふいん源流太鼓・大分県）

〒923-0921 石川県小松市土居原町710番地

主　　催：      　　　 　　　　　　 、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

特別協力：株式会社 浅野太鼓楽器店

協　　賛：

後　　援：総務省、文化庁、石川県、小松市、北陸放送、テレビ金沢、エフエム石川



公益財団法人 日本太鼓財団

理事長 大 澤  和 彦

　第19回日本太鼓シニアコンクールにご来場いただきました皆さまに、心より

歓迎申し上げます。

　この「日本太鼓シニアコンクール」は、第3回（2006年度）より文部科学大臣

賞が下付されております。これまでの大会の成果が評価され、 第16回（2019年

度）からは名人位へ内閣総理大臣賞が贈られています。

　永年にわたり、太鼓を無心に打ち続け、今日の日本太鼓の隆盛を築いてこら

れた60歳を超えるシニアの方々が、その円熟の技、味のある演奏を日本太鼓が

盛んな石川県において競い合います。同日開催されますジュニアコンクール石

川県大会に出場する子どもたちを含め、次代を担う若い世代に技術が継承され

ていくことを期待いたします。

　当財団は、新型コロナウイルスの対策として、2020年9月に臨床感染制御学

専門家などの立ち会いのもと｢太鼓演奏における演奏者の飛沫飛散状況｣の検証

を行い、その検証結果に基づく「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」を策定いたしました。このガイドラインに基づく感染予防対

策を講じながら、本事業はもちろんのこと、今後も各種事業を実施してまいります。

　最後になりましたが、当財団に多大なご支援をいただいております日本財団

ならびにボートレース関係者、そして本開催にあたりご支援ご協力をいただきま

した総務省、文化庁、石川県、小松市をはじめ、主管団体の日本太鼓財団石川

県支部、北陸三県太鼓協会の皆さまに心からお礼を申し上げます。
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ご  挨  拶



ご  挨  拶

公益社団法人 石川県太鼓連盟 会長

日本太鼓財団石川県支部 支部長

米  田  直  樹

　「第19回日本太鼓シニアコンクール」の開催に際し、ご挨拶を申し上げます。

　いまだに新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から様々な制限があり、

文化活動が思うように実施できない状況が続いています。

　そのような中、関係者各位のご尽力により「日本太鼓シニアコンクール」が石川

県小松市で開催されることに心からお慶び申し上げます。

　本コンクールでの60歳を超える皆さんの円熟した技術、そして多彩な妙技を

今年も拝見できますことを楽しみにしています。

　その卓越した技術で伝統ある日本太鼓を後継者やジュニアコンクールに出場

される若い人達に伝承していって欲しいと思います。

　優勝される方に授与される内閣総理大臣賞（名人位）を目指して、これまでの

練習の成果を充分に発揮され頑張って頂きたいと思います。

　本コンクールの発祥の地としての自負を忘れずに、主催者であります公益財団

法人日本太鼓財団と共に、しっかり手を携え運営をして参る所存でございます

のでご支援・ご協力を賜りますようお願い申し上げます。
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(公財)日本太鼓財団 理事長 大 澤 和 彦

津軽三味線明宏会 主宰 一 川 明 宏

北國新聞社 事業局長 西 本 東 介

(一社)日本マーチングバンド協会 北陸支部支部長
(一社)日本マーチングバンド協会 公認指導員 山 田 正 俊

(公財)日本太鼓財団 会長
豊の国ゆふいん源流太鼓 代表 長 谷 川 　 義
(公財)日本太鼓財団 技術委員会委員長
御諏訪太鼓保存会 代表 古 屋 邦 夫

(公財)日本太鼓財団 副会長
髙野右吉と秩父社中 代表 髙 野 右 吉
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審査委員

審査要領（抜粋）

（五十音順･敬称略）

第6条 コンクールの実施内容は、次のとおりとする。

（1）出場者は、60歳以上の個人または団体とし、公募により出場申請のあったなかから選考する。

（2）団体にあっては、全員が60歳以上とする。但し、伴奏者として60歳未満1名の出場を認める。

（3）個人にあっては、伴奏者の人数及び年齢は問わない。

（4）演奏時間は、個人にあっては4分以内、団体にあっては5分以内とする。

（5）出場者の決定及び出場順は、事務局において定める。

（6）内閣総理大臣賞受賞者の出場は不可とする。

第7条 コンクールの審査は、基準に基づいて厳正に行い、その運営も公正でなければならない。

3 審査基準は、次のとおりとする。

（1）太鼓の打ち始めから打ち終わりまでは、個人にあっては4分以内、団体にあっては５分以内とする。

（1）なお、演奏時間を超過した場合は失格とする。この場合、担当者３名以上を置き計時する。

（2）台詞、歌、伴奏の楽器による演奏は演奏時間に入るものとする。

（3）演奏は、原則として伴奏を含めて生演奏とする。

（4）審査の採点は、100点満点制とする。

（5）審査項目は、次の5通りとする。

　① 音が良く出ているか

　② バチ捌きが良いか

　③ 見ていて楽しさを感じるか

　④ 見ていて元気さを感じるか

　⑤ 上手いと感じるか



プログラム
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◆ 開会式　13：30

◆ 演 奏

 1. 助六太鼓保存会「粋打楽」（東京都）
       伊藤 尚、望月 厚、田中 ちづ子、水落 奈津子

 2. 助六太鼓保存会「こぶし」（東京都）
   三上 洋一、久保 吉己、古田 将、中山 晴奈、岸田 陽子、平野 幸枝、水落 奈津子

 3. 讃岐の鼓響（香川県）
   川江 秀樹、鹿庭 伸二、原 茂芳、宮下 雅子、山神 得夫、森 賢晃

 4. 荏原流れ太鼓ひびき会（東京都）
   松野 敏、岡本 和重、小幡 潔

 5. 久保 史朗（能登雨乞い太鼓 ／ 石川県） 伴 奏：久保 典子

 6. 小幡 潔（荏原流れ太鼓ひびき会 ／ 東京都） 

 7. 濱口 幸（業平夢太鼓 ／ 三重県） 伴 奏：玉置 志埜 

 8. 増田 律行（藤枝太鼓 ／ 静岡県） 

 9. 𠮷田 宗廣（荏原流れ太鼓ひびき会 ／ 東京都）

 10. 中川 良治（七尾豊年太鼓保存会 ／ 石川県） 伴 奏：玉木 郁郎、福田 雅次

 11. 宮井 昭雄（太鼓集団 壱龍 ／ 石川県） 伴 奏：田辺 菊枝

 12. 河合 光夫（岐阜県） 伴 奏：福田 正弘、野尻 治彦、若泉 恵子 

 13. 松井 秀明（打楽 琥珀会 ／ 東京都） 

 14. 立石 健秀（助六太鼓保存会 ／ 東京都） 伴 奏：水落 奈津子

 15. 丹波 良一（石川県） 伴 奏：田辺 菊枝

 16. 飛龍 源一郎（埼玉県）

 17. 森田 利昭（石川県） 伴 奏：田辺 菊枝

 18. 村田 謙二（小松原大太鼓保存会 ／ 石川県） 伴 奏：川島 孝二郎、島田 将嘉

 19. 西岡 知則（大和の響き・京 ／ 京都府） 

 20. 山内 強嗣（富岳太鼓 ／ 静岡県）
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 21. 大江 正明（住吉神社 御神事太鼓保存会 ／ 石川県） 伴 奏：今井 哲也、今井 昴

 22. 雁部 隆治（向島游神太皷 ／ 東京都）

 23. 得能 力知（銚子太鼓保存会 ／ 石川県） 伴 奏：太田 由香里

 24. 小川 義昭（石川県） 伴 奏：宮井 昭雄 

 25. 増田 勝明（向島游神太皷 ／ 東京都） 

 26. 望月 宏子（向島游神太皷 ／ 東京都） 

 27. 櫛引 秀明（地獄太鼓 ／ 北海道） 伴 奏：横尾 駿介

 28. 若泉 恵子（越前権兵衛太鼓 ／ 福井県） 伴奏：福田 正弘、庄山 国英、河合 光夫

◆ 表彰式

●客席への出入りは、団体の入替え時にお願いします。

●客席は、照明が暗くなっておりますので、移動の際はお気を付けください。

●演奏観覧中も常時マスクを着用し、咳エチケットにご協力ください。

●会場内では対面、大声での会話はお控えください。観覧中は声援などの声出しはせず拍手のみでお願い

します。

●客席での写真撮影や動画撮影はできません。

●客席内における携帯電話の通話はご遠慮ください。携帯電話はマナーモードに切り替えるようにお願い

いたします。

●客席内での、お食事・お飲物はご遠慮ください。

●貴重品等は、ご自身での管理をお願いします。

●新型コロナウイルス感染が疑われる方はご退場いただき、かかりつけ医や保健所に相談してください。

イベント参加後2週間以内に新型コロナウイルス感染症を発症した場合は、主催者（日本太鼓財団）に

必ずご連絡ください。万が一、イベント開催後2週間以内にお客様の中から陽性者が出た場合は、速やかに

日本太鼓財団公式サイトにて情報を公開します。

　日本太鼓財団公式サイト　https://www.nippon-taiko.or.jp

ご来場のお客様へ



第1回 シニア太鼓大会　　2004年11月28日(日)　石川県立音楽堂邦楽ホール 
 優秀賞 井戸 竹次郎
 敢闘賞 東出 南弥子、今井 博、高沢 正一
 技能賞 池田 喜代治、高 銃太郎、斉田 米夫、高森 孝夫 

第2回 日本太鼓シニアコンクール　　2005年11月27日(日)　のとふれあい文化センター 
 名人位 (財)日本太鼓連盟賞・(社)石川県太鼓連盟賞 

加賀白山太鼓吹雪会 高 銃太郎 
  北國新聞社賞
 準名人 穴水町長賞 七尾豊年太鼓保存会　今井 博、高沢 正一
   　　　　　　　　　　山下 良、高森 孝夫
 準名人 (社)石川県太鼓連盟会長賞 山代湯の華太鼓　本村 清
 準名人 (社)石川県太鼓連盟会長賞 越中いさみ太鼓保存会　河合 睦夫
 準名人 北陸三県太鼓協会賞  九谷太鼓保存会　和田 昭男 

第3回 日本太鼓シニアコンクール　　2006年12月24日(日)　白山市松任文化会館
 名人位 文部科学大臣賞・(財)日本太鼓連盟賞 
  石川県知事賞・北國新聞社賞 尾張新次郎太鼓保存会　安井 富
  (社)石川県太鼓連盟会長賞
 準名人 白山市長賞 七尾豊年太鼓保存会　高沢 正一
 準名人 (株)テレビ金沢賞 越中いさみ太鼓保存会　河合 睦夫
 準名人 白山商工会議所会頭賞 山代湯の華太鼓　本村 清
 準名人 三菱ふそうトラック・バス(株)会長賞 山鹿太鼓保存会　田中 寛次郎
 準名人 (社)石川県太鼓連盟理事長賞 龍 連山と和太鼓「龍」　龍 連山
 準名人 北陸三県太鼓協会会長賞 越前打込太鼓会　矢尾 登 

第4回 日本太鼓シニアコンクール　　2007年11月25日(日)　石川県こまつ芸術劇場うらら 
 名人位 文部科学大臣賞・(財)日本太鼓連盟賞 
  石川県知事賞・北國新聞社賞 加賀湯の華太鼓　本村 清
  (社)石川県太鼓連盟会長賞
 準名人 三菱ふそうトラック・バス(株)会長賞 加賀太鼓保存会　山本 和人
 準名人 小松市長賞  加賀太鼓保存会　北村 喜昌
 準名人 (株)テレビ金沢賞 山鹿太鼓保存会　田中 寛次郎
 準名人 北陸放送(株)賞 越中いさみ太鼓保存会　河合 睦夫 

第5回 日本太鼓シニアコンクール　　2008年11月23日(日)　七尾市和倉温泉観光会館
 名人位 文部科学大臣賞・(財)日本太鼓連盟賞 
  石川県知事賞・北國新聞社賞 七尾豊年太鼓保存会　高沢 正一
  (社）石川県太鼓連盟会長賞
 準名人 七尾市長賞 共栄太鼓 風雅　東出 南弥子
 準名人 (財)日本音楽財団賞 越中いさみ太鼓保存会　河合 睦夫
 準名人 (株)テレビ金沢賞 加賀太鼓保存会　北村 喜昌
 準名人 北陸放送(株)賞 福光もちつき太鼓保存会　林 敏三 

第6回 日本太鼓シニアコンクール　　2009年11月22日(日)　津幡町文化会館「シグナス」
 名人位 文部科学大臣賞・(財)日本太鼓連盟賞 
  石川県知事賞・北國新聞社賞 住吉神社御神事太鼓保存会　寺野 明
  (社)石川県太鼓連盟会長賞
 準名人 津幡町長賞  加賀太鼓保存会　岩城 正治
 準名人 (株)テレビ金沢賞 水舞流越中八幡太鼓保存会　源通 博
 準名人 北陸放送(株)賞 髙野右吉と秩父社中 

第7回 日本太鼓シニアコンクール　　2010年11月21日(日)　石川県こまつ芸術劇場うらら 
 名人位 文部科学大臣賞・(財)日本太鼓連盟賞 
  石川県知事賞・北國新聞社賞 越中いさみ太鼓保存会　河合 睦夫 
  (社)石川県太鼓連盟会長賞
 準名人 (社)石川県太鼓連盟賞 加賀太鼓保存会　岩城 正治
 準名人 北國新聞社賞 正八幡宮飛龍八幡太鼓奉友会　野本 敏章
 準名人 小松市長賞 加賀の太鼓「無限」　松本 敏春

第8回 日本太鼓シニアコンクール　　2011年11月20日(日)　輪島市文化会館 
 名人位 文部科学大臣賞・(財)日本太鼓連盟賞 
  石川県知事賞・北國新聞社賞 豊の国ゆふいん源流太鼓　長谷川 義
  (社)石川県太鼓連盟会長賞
 準名人 輪島市長賞 越前権兵衛太鼓保存会　佐藤 貞夫 
 準名人 (株)テレビ金沢賞 正八幡宮飛龍八幡太鼓奉友会　野本 敏章
 準名人 北陸放送(株)賞 水舞流越中八幡太鼓保存会　源通 博 

開催実績
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開催実績

第9回 日本太鼓シニアコンクール　　2012年11月25日(日)　七尾サンライフプラザ
 名人位 文部科学大臣賞・(公財)日本太鼓財団賞 
  石川県知事賞 

加賀太鼓保存会　北村 喜昌

 準名人 七尾市長賞 七尾豊年太鼓保存会　高森 孝夫
 準名人 (社)石川県太鼓連盟会長賞 越前権兵衛太鼓保存会　佐藤 貞夫
 準名人 北國新聞社賞 水舞流越中八幡太鼓保存会　源通 博 

第10回 日本太鼓シニアコンクール　　2013年11月24日(日)　白山市松任文化会館 
 名人位 文部科学大臣賞・(公財)日本太鼓財団賞
  石川県知事賞  

水舞流越中八幡太鼓保存会　源通 博

 準名人 白山市長賞 御諏訪太鼓保存会　古屋 邦夫
 準名人 北國新聞社賞 加賀の太鼓「無限」　松本 敏春
 準名人 (公社)石川県太鼓連盟賞 下関平家太鼓保存会勝山会　清水 義雄 

第11回 日本太鼓シニアコンクール　　2014年11月23日(日)　津幡町文化会館「シグナス」 
 名人位 文部科学大臣賞・(公財)日本太鼓財団賞
  石川県知事賞 

髙野右吉と秩父社中　髙野 右吉

 準名人 津幡町長賞 御諏訪太鼓保存会　古屋 邦夫
 準名人 (公社)石川県太鼓連盟賞 加賀の太鼓「無限」　松本 敏春
 準名人 北國新聞社賞 大和太鼓保存会　野方 嘉孝 

第12回 日本太鼓シニアコンクール　　2015年11月22日(日)　輪島市文化会館 
 名人位 文部科学大臣賞・(公財)日本太鼓財団賞 
  石川県知事賞  

御諏訪太鼓保存会　古屋 邦夫

 準名人 輪島市長賞 久山欅太鼓 響生会　黒土 勇
 準名人 (公社)石川県太鼓連盟賞 金谷大井川川越し太鼓　和田 光則
 準名人 北國新聞社賞 加賀太鼓保存会　山本 和人 

第13回 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
 名人位 文部科学大臣賞・(公財)日本太鼓財団賞 
  石川県知事賞 

大和太鼓保存会　野方 嘉孝

 準名人 七尾市長賞 加賀の太鼓「無限」　松本 敏春
 準名人 (公社)石川県太鼓連盟賞 金谷大井川川越し太鼓　和田 光則
 準名人 北國新聞社賞 標葉せんだん太鼓保存会 

第14回 日本太鼓シニアコンクール　　2017年11月19日(日)　津幡町文化会館「シグナス」 
 名人位 文部科学大臣賞・(公財)日本太鼓財団賞 
  石川県知事賞 

金谷大井川川越し太鼓　和田 光則

 準名人 津幡町長賞  加賀の太鼓「無限」　松本 敏春
 準名人 (公社)石川県太鼓連盟賞 日本太鼓集団 鼓國雷響プロジェクト　若山 雷門
 準名人 北國新聞社賞 越前のら打ち衆鼓友会　河合 光夫

第15回 日本太鼓シニアコンクール　　2018年11月25日(日)　白山市松任文化会館 
 名人位 文部科学大臣賞・(公財)日本太鼓財団賞
  石川県知事賞 

加賀の太鼓「無限」　松本 敏春

 準名人 白山市長賞 日本太鼓集団 鼓國雷響プロジェクト　若山 雷門
 準名人 (公社)石川県太鼓連盟賞 久山欅太鼓 黒土 勇
 準名人 北國新聞社賞 越後・親不知太鼓　建部 祐子 

第16回 日本太鼓シニアコンクール　　2019年11月17日(日)　輪島市文化会館 
 名人位 内閣総理大臣賞・(公財)日本太鼓財団賞
  北國新聞社賞・(公社)石川県太鼓連盟賞 

髙野右吉と秩父社中　髙野 右吉

 準名人 文部科学大臣賞 愛宕陣太鼓連響風組　齋藤 通夫
 第３位 石川県知事賞 日本太鼓集団 鼓國雷響プロジェクト　若山 雷門

第17回 日本太鼓シニアコンクール　　＊新型コロナウイルスの影響により中止

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」 
 名人位 内閣総理大臣賞・(公財)日本太鼓財団賞
  北國新聞社賞・(公社)石川県太鼓連盟賞 

豊の国ゆふいん源流太鼓　長谷川 義

 準名人 文部科学大臣賞 讃岐の鼓響
 第３位 石川県知事賞 富岳太鼓　山内 強嗣
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〈 設　立　日 〉 1997年11月11日

〈 公益財団移行日 〉 2012年4月1日

〈 資　　　産 〉 基本財産3億円

〈 加盟支部数 〉 47支部（43都道府県）

〈 加盟団体数 〉 約670団体（2022年11月現在）

〈 会 員 総 数 〉 約18,000人

〈 理　　　事 〉 会　長 長谷川　義 豊の国ゆふいん源流太鼓代表･全九州太鼓連合名誉最高顧問

 理事長 大澤　和彦 常　勤

 副会長 髙野　右吉 髙野右吉と秩父社中代表

 常務理事 佐々城　清 常　勤

 理　事 浅野　昭利 （一財）浅野太鼓文化研究所理事長

 理　事 石井　幹子 （株）石井幹子デザイン事務所代表取締役社長

 理　事 中西　由郎 元（一財）日本モーターボート競走会監事

 理　事 山内　強嗣 （福）富岳会理事長

〈 評　議　員 〉 評議員 岩切　邦光 全九州太鼓連合会長

 評議員 岡田　知之 前（公社）日本吹奏楽指導者協会会長

 評議員 河合　睦夫 越中いさみ太鼓保存会相談役·富山県太鼓協会名誉会長

 評議員 佐藤　淳子 元（一財）ライフ･プランニング･センター理事

 評議員 高島　肇久 （学）津田塾大学理事

 評議員 古屋　邦夫 御諏訪太鼓保存会会長･中日本太鼓連合会長

 評議員 宮崎　義政 銚子はね太鼓保存会会長･千葉県支部支部長

 評議員 渡辺　洋一 太鼓集団天邪鬼代表･関八州太鼓連合会長

〈 監　　　事 〉  監　事 伊藤　勝彦 弁護士　ITN法律事務所

 監　事 竹村　葉子 弁護士　三宅･今井･池田法律事務所
（五十音順･敬称略）
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日本太鼓ジャンボリー2022
　期　　日：2022年4月26日（火）
　場　　所：国立劇場大劇場（東京都千代田区）
　主　　管：関八州太鼓連合、日本太鼓財団東京都支部
　出演団体：11団体

第7回 大学太鼓フェスティバル
　期　　日：2022年8月26日（金）
　場　　所：江戸川区総合文化センター（東京都江戸川区）
　共　　催：大学太鼓連盟
　主　　管：関八州太鼓連合、日本太鼓財団東京都支部
　出演団体：12団体

第24回 日本太鼓全国障害者大会
　期　　日：2022年10月23日（日）
　場　　所：御殿場市民会館（静岡県御殿場市）
　共　　催：社会福祉法人 富岳会
　主　　管：日本太鼓財団静岡県支部
　出演団体：18団体

第6回 浅草太鼓祭
　期　　日：2022年11月3日（木・祝）
　場　　所：隅田公園山谷堀広場（東京都台東区）
　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
　出演団体：12団体

美ら島おきなわ文化祭2022「太鼓の祭典」
　期　　日：2022年11月6日（日）
　場　　所：名護市民会館大ホール（沖縄県名護市）
　主　　催：文化庁、厚生労働省、沖縄県、沖縄県教育委員会、名護市、名護市教育委員会、
　　　　　　美ら島おきなわ文化祭2022沖縄県実行委員会、美ら島おきなわ文化祭2022名護市実行委員会、
　　　　　　公益財団法人 日本太鼓財団
　主　　管：日本太鼓財団沖縄県支部
　出演団体：27団体

第25回 日本太鼓ジュニアコンクール
　期　　日：2023年3月19日（日）
　場　　所：金沢歌劇座（石川県金沢市）
　主　　管：日本太鼓財団石川県支部
　出場団体：50団体程度

日本太鼓技術普及事業（日本太鼓講習会＆資格認定事業）
　第69回日本太鼓全国講習会　2023年2月11日（土）・12 日（日）　長崎県大村市

※ 2022年11月現在の情報です。詳細は財団公式サイトをご確認ください。　https://www.nippon-taiko.or.jp

公益財団法人 日本太鼓財団 2022年度の事業活動
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