関東地区長

水野順一郎 挨拶

みふぇー

11

年という月日は長いよう
で短いもので︑
本当に
﹁あっ！﹂
という間に時が過ぎていって
しまったような気がいたしま
す︒東京支部結成からの 年
間︑沖縄本部の目取真さんはも
ちろんのこと︑これまで出会い
お世話になった関係者の方々︑
また東京支部を暖かく応援し
続けてくださったファンの皆
様のおかげで︑活動を続けてこ
られたことを︑心から感謝して
おります︒この 年間︑皆様
には本当にお世話になりまし
た︒改めて御礼申し上げます︒
東京支部 年の集大成とな
った昨年 月の 周年記念
公演にも︑多くのお客様にご来
場いただき︑そして公演を存分
に楽しんでいただきまして︑感
謝の念に堪えません︒誠にあり
がとうございました︒
﹁心︵くくる︶〜美拝しでぃや
びてぃ︵ありがとうの意︶
﹂を
タイトルに掲げ︑今回の公演は
これまで以上に特別な気持ち
10

10

﹁
美拝しでぃ
やびてぃ﹂
新年あけましておめでとう
ございます︒昨年中は大変お世
話になりました︒昨年 月の
東京支部 周年記念公演をも
ちまして︑かねてよりお知らせ
しておりましたように︑祭り太
鼓の現役活動を引退いたしま
した︒
10

10

11
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で取り組んで参りました︒これ
までも︑太鼓の音を打ち響かせ
ることにより︑沖縄から遠く離
れた東京でも沖縄の風を吹か
せ︑沖縄の文化芸能を広く多く
の人に伝えるとともに︑沖縄県
への観光誘客にも貢献したい︑
という目的を持ち︑祭り太鼓東
京支部としての活動を続けて
参りました︒今回は︑その思い
からもう一歩踏み込み︑ありの
ままの沖縄を見ていただいた
上で︑さらに世界へ向けて︑平
和や命の尊さを伝えていきた
いと考え︑今回のような内容の
公演に仕上げました︒
記念公演直前には︑大変悲し
い事件が起こりました︒埼玉支
部長盛山の最愛の一人娘︑陽南
子ちゃんが交通事故に巻き込
まれ︑亡くなったのです︒私た
ちも生まれた時からその成長
を見守り︑慈しんできた︑とて
も愛らしい女の子でした︒この
悲しい出来事により︑私たちは
あらためて︑命とは掛替えのな
いものであるということを思
い知らされ︑その大切さを支部
員一人一人がかみ締め︑考えさ
せられるようになりました︒
年を表す言葉も﹁命﹂とい
う一文字であったことは︑偶然
ではなかったのかもしれませ
ん︒私は現役を退くこととなり
ましたが︑これからの祭り太鼓
を背負っていく若い世代にも︑
2006

引き続き平和や命の尊さを伝
えていきたいと考えています︒
自分がこの世に生を受け︑今こ
うして太鼓を叩けることにつ
いて︑また両親を始め周りの
人々に支えられていることに
ついての︑感謝の気持ちを常に
忘れずに行動できる人間を育
てていきたいと思うのです︒
これまで数々の激励︑教訓の
お言葉をいただきまして︑身に
余る幸せと厚く御礼申し上げ
ます︒ 年間の感謝の意を申
し上げるとともに︑今後も変わ
らずご指導いただき︑琉球國祭
り太鼓東京支部を︑末永くご支
援くださいますよう︑心からお
願い申し上げます︒本当にあり
がとうございました︒
﹁〜美拝しでぃやびてぃ〜﹂
︵関東地区長 水野順一郎︶

＊
﹁美拝しでぃやびてぃ﹂
とは︑
沖縄で古くに使われていた言
葉で︑﹁ありがとうございます﹂
という感謝の気持ちを表すい
わば最上級の表現です︒

１０

明けましておめでとうございます。

「ゆんたくひろば」を読みながら･･･よいお正月をお過ごし下さい。

本年もよろしくお願いいたします。

琉球國祭り太鼓東京支部メンバー一同

みふぇー

くくる

東京支部支部長

10

10

この 周年記念公演を節
目として水野地区長は現役を
退きました︒しかし︑現在の
ように琉球國祭り太鼓が関東
地区でもいろいろな多くの
方々に知られるようになった
のは︑多くの方々によるご支
援の賜物であるのはもちろん
のことですが︑水野地区長が
現在に至るまで常に持ち続け
た高い志と︑それを現実のも
のとする類まれなる実行力に
よるところも大きかったと感
じています︒また︑これまで
祭り太鼓東京支部を引退され
た諸先輩方は︑現役メンバー
に多くの宝物を残して下さ
り︑年々︑出演させて頂ける
イベントの数も増えてまいり
ました︒これもまた感謝すべ
き事です︒
10

私は東京支部長として︑
周年を節目とし︑これまでを
振り返りつつ︑新鮮な心構え
で日々の活動に取り組んでい
きたいと考えております︒最
近は入部希望者も多く︑若い
メンバーも増えて参りまし
た︒現役メンバーを見渡すと
経験の浅いメンバーがほとん
どですが︑とてもやる気に溢
れ︑これからの祭り太鼓東京
支部を楽しみに思っておりま
す︒

まだ全ての事を現役メン
バーだけでこなせるように
はなっていませんし︑不安
な面もありますが︑水野地
区長からアドバイスを受け
ながら︑水野地区長が作り
上げてきたものを受け継い
でいきたいと考えていま
す︒そして更に躍進できる
ように一層努力して参りた
いと思います︒

皆様からいただいた御声
援が︑メンバーにとって何
よりの励みになっておりま
す︒これからもご支援のほ
ど︑よろしくお願い申し上
げます︒
︵東京支部長 山城誠︶

琉球國祭り太鼓東京支部オリジナルグッズ販売

新商品！ □ １０周年記念公演Ｔシャツ 〜美拝しでぃやびてぃ〜
サイズＭ・Ｌ ￥２５００−
（黒色・前面に「心」
、背面に「美拝しでぃやびてぃ」のロゴ）

ご挨拶

山城 誠

今回の記念公演が﹁東京支
部 年間の集大成﹂という
ことは︑水野地区長が公演の
準備段階から何度も言って
おりましたが︑仕上がりを見
ますと︑まさにその通りのも
のになったと思います︒記念
公演のために特別に用意し
た数々の衣装や︑これまでに
使った事のないレーザーや
炎といった特殊効果など︑新
しい試みがふんだんに盛り
込まれ︑公演をご覧になられ
た皆様には普段のイベント
とは違ったおもしろさや楽
しさを感じていただけたの
ではないでしょうか︒また第
三部にて︑突然客席が巨大な
赤い布で覆われた時にはさ
ぞかし驚かれたのではない
でしょうか？ これらの本
公演における様々な新しい
試みは︑水野地区長がこの公
演にて︑観客の皆様に今まで
になかった驚きと楽しさ︑そ
して大いなる感動を味わっ
ていただきたいという思い
から発したアイデアを形に
したものです︒ 年という
長い道程の中で︑常に﹁いか
にお客様に楽しんでいただ
くか？﹂という視点で︑考え︑
それを具現化し続けてきた
水野地区長の姿勢は︑これか
らも見習うべき貴重な姿で
あったと感じています︒
10

記念公演報告と
まず始めに︑ 周年記念
公演を無事に終える事が出
来ました事を︑皆様にお礼申
し上げます︒東京支部が設立
されてから 年の間︑メン
バーが歩み︑学んできた事の
集大成として記念公演を開
催する事ができたのも︑多く
の方の支えがあったからで
あると心より感謝しており
ます︒

心 〜美拝しでぃやびてぃ〜

10

10

ご協力頂いた本部・他支
部のメンバーさん︑ ・
の皆さん︑スタッフの皆さ
ん︑そして東京支部を支え
てくださったお客様に︑本
当に心から感謝していま
す︒
記念公演を無事に終え︑
毎年冬に定期公演を行って
いく︑という次の目標もで
きました︒皆様の暖かいご
支援のもと︑支部員一同協
力して頑張っていきます︒
これからも︑どうぞ宜しく
お願いします︒

10 周年記念公演「心〜美拝しでぃやびてぃ〜」 ビデオ・ＤＶＤのお知らせ

お待たせいたしました！
10 周年記念公演の記録ビデオ・ＤＶＤが出来上がりました。
あの感動をもう一度！
記念公演にご来場くださった方も、見逃してしまった方も
ぜひぜひご覧下さい！
¥3500 以上（送料含む）の寄付をいただいた方に、
公演パンフレットを添えて差し上げています。
ご希望の方は、
【お名前・ご住所・電話番号・ご希望のソフト（ビデオ、もしくはＤＶＤ）
・本数】
を明記の上、下記の郵便局口座にお振込下さい。

安里 武博

また︑記念公演直前の悲し
い事故もありました︒メンバ
ーの衝撃も大きく本当に公
演を開催できるのか不安に
なることもありましたが︑
﹁陽南子ちゃんの為にこの
公演を捧げよう﹂と皆で決
め︑悲しみを乗り越え東京支
部員全員で無事本番を迎え
る事ができました︒
本番では︑演舞者・スタッ
フ・お客様の心が一つになっ
たのを感じ︑最高の公演にな
ったと思います︒
OB

OG

東京支部副支部長

10

琉球國祭り太鼓 東京支
部
周年記念公演﹃心〜
くくる〜 美拝しでぃやび
てぃ﹄にご来場頂きました
皆様︑ありがとうござまい
ました︒公演はお楽しみ頂
けましたでしょうか？
お世話になった全ての
方々への感謝の気持ちと︑
いつまでも世界が平和で
あることを願い︑メンバー
全員でひとつひとつ時間
をかけて作り上げてきま
した︒

一年ほど前に水野地区長
から公演の構想を初めて聞
いたとき︑構想のスケールの
大きさに﹁自分たちにそんな
大きな舞台を創りあげるこ
とができるのか？﹂とビック
リしたことを覚えています︒
しかし︑公演のテーマや曲
目︑舞台セットに衣装などが
徐々に形となってくると︑ス
ケールの大きさに驚くだけ
ではなく︑﹁自分たちでこん
な壮大な舞台ができるんだ
なぁ﹂という自信もわいてき
ました︒
今思い返してみると︑春に
開催した自主公演から︑ギリ
シャ遠征・新宿まつり・全島
エイサーまつりと︑記念公演
までは本当に忙しい日々が
続きました︒そんな中︑連日
朝方までに及ぶ作業やミー
ティングを続けてきた︑支部
員ひとりひとりに本当に感
謝しています︒みんなありが
とうね！ みんなの協力の
おかげで︑あの公演を成功さ
せることができました︒
時には作業の進行がうま
くいかず︑余計な作業が増え
て皆には大きな負担をかけ
てしまったこともありまし
たが︑誰一人諦めることなく
最後までやり遂げてくれま
した︒

琉球國祭り太鼓 東京支部
郵便貯金 00170-6-593950

琉球國祭り太鼓東京支部 10 周年記念公演
2006 年 11 月 4・5 日

■

★ 練習は不定期で週に２〜３回、夏季はほぼ毎日あります。

練習やイベントに積極的に参加できる人

土日・祝日の多くはイベント出演となります。

・ 日

１６〜２８歳の健康な男女でやる気と体力のある人

８月

■

途中には︑たーけー先生
︵安里副支部長︶によるエ
イサー講義もありました
が︑参加された方々もメン
バーも真剣に聴き入ってい
る様子で︑沖縄の伝統やエ
イサーに関心を持っていた
だくことが出来たと思いま
す︒最後には︑みんなすっ
かりうちとけて沖縄ムード
でした︒皆さん︑沖縄の芸
能に触れたことで沖縄に興
味を持ち︑楽しんでいただ
けたと思います︒またメン
バーもエイサーについて理
解が深まり︑とても有意義
な時間を過ごすことが出来
ました︒

﹃いちゃりばちょうで
ー︵一度会ったら皆兄弟︶
﹄
まさに私たちにとって素敵
な出会いになりました！
皆さんお疲れ様でした！
︵筋肉痛は大丈夫だったか
な？︶
︵兼城麗美︶

沖縄人（うちなーんちゅ）か沖縄が大好きな人・お祭り好きな人

高円寺阿波踊り報告

おらず︑ほぼ全員が始めて
月 日
の状態で︑担当さんとの連
絡もなかなかうまくとれず
公開練習報告
に︑１日目はスタート時間
がわからなかったり︑車を
﹃
いちゃりば
置きに行ってくれたメンバ
ーがスタートに間に合わな
ちょうでー﹄
かったりと︑非常にヒヤヒ
ヤさせられました︒
でも︑
無事スタンバイし︑
曲がかかれば︑私たちの舞
台の始まりです！ 阿波踊
りのたくさんの連の中での
いきなりのエイサーの登場
に︑驚かれていたお客さん
もおられましたが︑
皆さん︑
快く受け入れてくださっ
て︑掛け声をかけていただ
いたり︑手拍子をしていた
だいたり︑そして終われば
たくさんの拍手！ もちろ
ん獅子も大人気！ 両日と
もに約１時間の演舞で︑夜
中踊り続ける徳島阿波踊り
に比べると︑もっと踊りた
い！ と物足りなさもあり
ましたが︑﹁やっぱり阿波踊
りは楽しいね﹂とみんな笑
顔で︑この夏を終えること
ができたのでした︒
︵小黒奈央︶

■

11

23

?0

川崎大学の体育館に地域
で体操や運動の講師をされ
ている 代から 代のア
ダルトな方々が集まり︑エ
イサーを通して楽しく体を
動かし︑学習してきまし
た！ まず始めは︑わたし
たちメンバーがいつも通り
︵練習着で！︶に練習し︑
その様子を見学していただ
きました︒基本曲を２・３
曲踊ったらなんと拍手が
とても興味深々で︑そ
の視線にこちらも緊張しま
した︒
その後︑見学の方々に太
鼓・パーランクーを体験し
ていただきました︒体験で
は︑意外と太鼓が重かった
ようで︑
﹃キツイ〜﹄との声
もありましたが︑太鼓を打
ったときは
﹃気持ちいい〜﹄
と大変喜んで下さいまし
た︒最後には︑メンバーと
一緒に七月エイサーを踊れ
るまでに上達し︑楽しく踊
ることが出来ました！

kengaku@matsuridaiko-tokyo.com

﹃
夏はやっ
ぱり・
・
・

8

50

2006

阿波踊り！﹄

の本拠地杉並区におけるこ
の大きなお祭りに参加でき
ることはメンバーにとって
も大変嬉しいことで︑多く
のメンバーが参加しまし
た︒また徳島支部・奈良支
部からも忙しい中︑応援に
来ていただき︑ますます気
合が高まりました︒
夕方︑高円寺駅前に集合
しましたが︑商店街は人・
人・人でいっぱい！ 年齢
問わず︑活気あるお祭り気
分に街全体が湧き上がって
います︒でも︑わたしたち
にとっては︑この人込みは
受難 ･･･
太鼓を運ぶにも旗
を運ぶにも音響カーを運ぶ
にも︑お客さんにぶつから
ないようにと︑とっても気
を使います︒
高円寺阿波踊りに参加し
たことのあるメンバーは︑
今の東京支部にはほとんど

・・・お問い合わせ・・・・・・・

２７

新宿エイサーに︑全島エ
イサー︑他にもたくさんの
イベントを駆け抜けた祭り
太鼓東京支部の 年夏の
締めくくりは︑全国三大阿
波踊りの一つ︑高円寺阿波
踊りでした︒開催 回目と
いうことで︑特別に参加さ
せていただくことになった
のです︒
が！ しかし︑ 月末の
この週末はイベントが重な
りダブルブッキングならぬ
トリプルブッキング！また
前週は全島エイサーと︑み
んなの夏の疲労もピークで
はありましたが︑東京支部

メンバー募集

２６

！！

30

「私たち・僕たちデビューしました！！」

年掛ってようやくデビュ
ー出来ました︒特にバチ回し
に長い時間を費やしたので︑
途中﹁自分には無理なんじゃ
ないか﹂と諦めかけた時期も
ありましたが︑仲間の励まし
と先輩方の熱心なご指導に
より辛い時期を乗り越える
ことが出来ました︒いつまで
も初心を忘れず︑見る人を魅
了する打ち手となれるよう
精進します︒︵小村志津乃︶

いします

！！

見(里瑞穂 )

太鼓大好き！一日でも早く
みんなと一緒に踊れるよう
に頑張るので︑よろしくお願

ずっとやりたかったエイサ
ー︒太鼓に関わっていること
がとても幸せです︒頑張りま
すッ！
︵岩永侑子︶

迷惑かけっぱなしですが︑毎
日のように太鼓を打てる事
が幸せです︒打ち手になれる
よう頑張ります︒
︵山崎日香里︶

１曲１曲がなかなか仕上が 太鼓の練習だけで無くメン
新宿エイサー祭りでデビュ 入部してからあっという間
らず︑気持ちが挫けそうな時 バーとの飲み会や旅行︑祭り
ーしました！毎日先輩方に に 年が過ぎました︒デビ
もありましたが︑どうしても 太鼓本当にサイコーです！
教えてもらったおかげでデ ューイベントの新宿エイサ
諦めたくなくて︑ただひたす 早く打ち手としてデビュー
ビューでき︑とっても楽しい ーから始まり︑全島エイサ
ら練習の日々でした︒何とか して恩返し出来ればと思っ
ですが︑もっともっと魅力的 ー︑そして 周年記念公演︒
記念公演に間に合って︑泣き ています︒
森(下杏子 )
な演技が出来るように気を 改めてこんな舞台に立たせ
たいくらいに嬉しかったで
引き締め直して練習に励み てくれた祭り太鼓に感謝し
ます
エイサーを通し す︒長い間︑指導してくれた デビューしたいとはやる気
ます！絶対 斉(藤貴美恵 )
て︑演技はもちろん︑精神的 り励ましてくれたメンバー 持ちを抑え︑一打一打を確実
な面など自分自身をもっと たちに心から感謝していま に︑そして物にできるよう頑
成長できるように頑張って す︒まだまだマスターしたい 張ります！
景(山和泉 )
いきたいです ︵池村一輝︶ 曲がたくさんありますので︑
これからも一つ一つこつこ
一ヶ月くらい太鼓を練習し
つと頑張っていきたいと思
ました︒太鼓を通して日本人
ってます︒
小(黒奈央 )
の友達をつくり︑そして沖縄
の文化を学びたいと思いま
す︒ リ(ディア・プライアー
ジョーンズ )

仲間とともに！

入部してからデビューまで
の一年間︑ほとんどが悔しい
思いばかりでした︒投げ出し

デビューめざして

！！

！！

1

てしまいそうになったけど 夏の一大イベントであり︑自
先輩方や仲間たちに支えら 分が入部するきっかけにも
れ︑なんとか記念公演でデビ なった新宿エイサー祭りで
ューすることができました︒ デビューしました︒記念公演
これからもその時の気持ち では本当に多くの方々に支
を忘れず︑また︑これから経 えられている事を実感しま
験するであろう悔しさを太 した︒それを忘れずに楽しく
鼓に込めて成長していきた 太 鼓 を 叩 い て い き た い で
豊(泉梓 ) す！
︵福田有砂美︶

デビュー！

イ

いです︒

パーランクー

10

！！！

とうとう！

デビューしました！

2

私たちは、
「プロ意識を持つアマチュア集団でありたい」と考えています。
できるかぎり良い演技を見ていただきたいとの思いから、日々練習を積み重ねています。
新しくメンバーに加わった新人さんたちはまず太鼓を叩く基本動作である「バチまわし」から
始めます。その後「足上げ」という足の基本動作を加えて練習します。
基本形が出来上がって初めて曲の練習をすることができます。
東京支部でよく利用する６曲を基本曲と呼び、基本曲すべてのテストに合格して
初めて皆様の前に『デビュー』することができます。
『デビュー』までは早くても数ヶ月、中には 1 年以上かかる
メンバーもいます。
もちろん、ジュニアも同じです。
このコーナーは、
『デビュー』したメンバー、
イベントには旗もちとして出演している新人さん、
パーランクーデビューしたメンバーからのメッセージです。

イベント予定
１/１(月)

イ
３/２１(水・祝)・２２(木)

１/２５(木)

BEGIN TOUR 2007
〜オキナワン フール オーケストラ
コンサート〜

沖縄 感謝の夕べ
*一般の方は入場できません。

琉球祭り 2007
時間＊13:00- /15:00-（予定）
場所＊さいたま新都心 COCOON
JR さいたま新都心駅下車すぐ

時間＊18:30-

２/２(金)

場所＊東京厚生年金会館

飯田電気工業株式会社 記念パーティー

* チケット(¥5,500-)が必要です。

時間＊18:30-

１/８(月)

お正月イベント 2007
太鼓ドンドン祭り
時間＊14:00- /16:00場所＊東京お台場メガウェブ
(トヨタ シティショウケース内)

１/１１(木)

場所＊明治記念館

４/１５(日)

*一般の方は入場できません。

BEGIN TOUR 2007
〜オキナワン フール オーケストラ
コンサート〜

２/１１(日)

下館巴ライオンズクラブ並びに下館巴ラ 時間＊18:30場所＊長野県県民文化会館 中ホール
イオネスクラブ 25 周年記念式典」(仮)
時間＊開演 12:30 予定
* チケット(¥5,500-)が必要です。
場所＊筑西市民会館
*詳細未定

１１/２５(日)

日本メナード化粧品東京支店
ニューイヤーパーティー

琉球國祭り太鼓設立 25 周年記念公演(仮)

時間＊14:00-

※各イベントの詳細につきましては、
東京支部ＨＰを

場所＊東京お台場

ご覧いただくか、
祭り太鼓東京支部事務局へお問い合

ホテルグランパシフィックメリディアン
*一般の方は入場できません。

*沖縄本部のイベントです。

１１月・１２月ごろ

わせ下さい。イベントによっては、直前まで内容が決
定しないものもございます。ご了承下さい。

第一回定期公演(仮)
＊詳細未定

寄付のお願い

名幸寛人の

名幸コラム

いつも私たち琉球國祭り太鼓東京支部の活動をご支持いただ
き、誠にありがとうございます。おかげさまをもちまして 2006 年
に創立 10 周年を迎えることができました。今後も様々な活動を
通して、沖縄の文化・芸能を広く伝えていきたいと、メンバー一

「沖縄そば」

同練習に励んでおります。しかしながら、私たちはアマチュア
団体でありますので、運営資金のやりくりには非常に頭を悩ま
せております。大変恐縮なお願いではございますが、運営資金
のご寄付を募っております。（3500 円以上寄付くださいました方
には、３・５・７・１０周年の記念公演ビデオ・DVD を送付させてい
ただきます）皆様のあたたかいご支援をよろしくお願い申し上
げます。

琉球國祭り太鼓 東京支部
お振込先 郵便貯金
00170-6-593950

編集後記

記念公演までの一ヶ月はあまりに凝縮

されていて記憶がないくらい︒みんな遅く

まで大道具・小道具・衣装作りに追われて

いましたね︒それも今となってはいい思い

出 と
･･･感慨に浸る間もなく︑ゆんたくひろ
ば発行の時期！そしてＢＩＧＩＮのコンサ

ートに出演させていただくことが決まり︑

新曲の﹁三線の花﹂を覚える︒練習に作業

に︑祭り太鼓に休息はないのです ︒
･･･
担当＊澤口・小黒・都築・豊泉

沖縄で麺類といえば沖縄そばである。そばといっても、そば粉は使わず
小麦粉100％を使っている。ただうどんと違う所はそこに「かん水」もし
くは木灰を水に浸した上澄みの「灰汁」を加えるのが特徴。これにより生
地は黄色味を帯び、同時に独特の風味とコシが生まれる。太さはうどんを
やや細くして平べったくしてちぢれさせた感じでしょうか。ただ実際に
は、麺の幅や形も地域や店によってビミョーに違っている。この麺を豚だ
しとカツオだしを合わせたスープでいただくそばを沖縄の島々では「沖縄
そば」と総称しているのである。具は三枚肉やソーキ（あばら肉）とかま
ぼこ、ネギを乗せるのが基本だが、スープには七味唐辛子もしくは泡盛に
唐辛子を付け込んだコーレーグースをかける。そして薬味に紅しょうがを
のっけるといった案配。
どうでしょう。沖縄独特の実に個性的な麺でしょう。逆に日本全国にあ
るうどんや日本そばは逆に珍しいほどで、今や国民食ともいうべきラーメ
ン業界も沖縄では栄えてないのが現状なんです。
何しろ、この南西諸島一帯では年越しそばも沖縄そばなのである。みな
さんも今度の年越しに沖縄そばはいかがでしょーか？

