第 58 回
心はひとつ！﹂

雪まつり

報告

さっぽろ

北海道遠征

﹁
北海道と沖縄

２/10-12
今回の北海道遠征では初め
て遠征の副担当を任され不安
もありましたが︑その不安は雪
祭りで踊れる喜びが打ち消し
てくれました︒さらに今回は東
京支部以外にも︑愛知支部から
は小林さん︑現地の北海道支部
から哥さん︑小田さん︑古川さ
ん︑萩野さん︑津島さん︑そし
て本部から指導部長の隆之さ
んにも来ていただき︑自分がこ
の遠征に参加できた事がとて
も嬉しかったです︒

２月 日︑隆之さん小林さ
日の本番当日！晴天の下︑
２回目の出演では︑最後に新
んと合流し羽田を出発 天気 １回目の出演がスタート！ナ 曲
﹁三線の花﹂
を選曲しました︒
予報通り北海道は真っ白な雪 レーションで入場し︑瀧落し︑ 東京支部では初披露というこ
景色となっていました︒皆のテ ミルクムナリ︑クーダーカー︑ ともあって余計に緊張が増し
ンションも上がり︑下見のため 年中口説と慣れた曲目での演 ました︒しかも静かな曲を最後
早速会場に直行しました！
舞になりました︒心配したとお に持ってくるスタイルは今ま
綺麗な氷の家や色々なアニ り︑やはり雪の上は踊りづらか でになかったのでお客様の反
メのキャラクターの雪像が並 ったのですが︑慣れた曲ばかり 応が心配でしたが︑一緒になっ
ぶなか︑巨大なジンベイザメの だったので︑楽しく踊れまし て歌ってくれるお客様もいて︑
雪像が・・・ここが私たちの舞 た︒ただ︑１回目の緊張のせい 演技終了後には会場全体を和
台となるのです︒予想以上の舞 か︑踊りづらさのせいか︑全体 やかなムードにつつみこむこ
台に本番への期待が高まりま 的にへーしが小さかったのが とができ︑出演メンバーも﹁楽
した！しかし積雪による足場 残念でした︒
しかった﹂﹁泣きそうになった﹂
の状況の悪さや東京との気温
と︑とても満足そうでした
の差に少し不安も感じました︒
出演２日目の 日は︑遠征
にくる前に思い描いていた﹁北
海道﹂のイメージ通りの大雪！
ですが︑ミルクムナリや年中口
説で︑休部中だった北海道支部
の哥さん︑小田さん︑古川さん
も交えて一緒に出演できたこ
とは︑とてもいい思い出になり
ました︒もちろん最後には三線
の花も使用し︑やはりお客様の
反応は良く大雪の降りしきる
中﹁最高！﹂
﹁ありがとぉ﹂と
声をかけて頂きました︒わざわ
ざ控室まで来て﹁良かったよ﹂
と言ってくれた方もいて︑メン
バー一同心の温まる︑思い出深
い出演になりました︒
今回︑北海道で琉球國祭り太
鼓 のエ イサー をた くさ んの
方々にお見せすることが出来
て本当に良かったと思いまし
た︒雪も降り︑風も強い中であ

←ミス沖縄と全出演メンバーで

るにもかかわらず︑途中で帰る
こともなく最後まで観ていた
だいたお客様には本当に感謝
しています︒ 日の読売新聞
北海道版に掲載していただい
たことも良い記念となりまし
た︒
また遠征という大きなイベ
ントの副担当をして学んだこ
とも多く︑遠征の大変さも知り
ました︒今後も演技はもちろ
ん︑このような面もしっかりと
出来るようにしていきたいと
思わせられ︑とてもよい経験を
することができたと思います︒
︵池村一輝︶
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↑ 大雪！お客さんの上にも雪が積もる・・・。
ヘーシをかけあい、頑張りました。
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ＢＥＧＩＮ ＴＯＵＲ
2007
オキナワン フール
オーケストラコンサート

ありがとうございます

！！

監督・脚本：中江裕司
BEGIN（原案・タイトル曲「恋しくて」
・
主題歌「ミーファイユー」
）

4 月 28(土) 銀座テアトルシネマ他
全国ロードショー

全席自由 チケット近日発売開始！！

みぃかじ

二回目＊17:00-

/

中野 ZERO ホール

2008 年 1 月 12 日(土)

第一回定期公演開催決定！

一回目＊13:00

チケット＊前売り¥2000 / 当日¥2500

新風

演舞が終わると︑本番中に ＊﹁ミーファイユー﹂はＢＥ
も関わらず︑ヴォーカルの比 ＧＩＮさんの出身の石垣島
嘉さんが私たちの方を向い の方言で﹁ありがとう﹂の意
て︑親指をだしてガッツポー 味︑ＢＥＧＩＮさんの最新ア
ズをしてくれました！
ルバム﹁オキナワン フール
コンサート終了後は︑ＢＥ オーケストラ﹂の中に同名の
ＧＩＮさんが楽屋に来てくだ 曲があります︒またこの曲は
さって︑メンバー全員と握手 ２００７年ＧＷ公開の映画
をしてくれ︑また心のこもっ ﹁恋しくて﹂の主題歌です︒
たサインを書いてくれまし
た︒ＢＥＧＩＮの皆さんから
の感謝の言葉や挨拶されてい
る姿は︑アマチュアの団体で
あっても太鼓で感動を与える
私たちにとって︑見習いたい
と思う姿勢であり胸を打たれ
ました︒私たちもお客さんに
感動と感謝の気持ちを伝えら
れるような演舞者になりた
い！と︑さらに気持ちが高ま
るイベントになりました︒こ
のイベントに参加できたこと
→コンサート後に楽屋でジャンパー
に ミーファイユー
にサインしていただきました★
︵兼城麗美︶
！！

﹂

当日リハーサルから参加し
ましたが︑ＢＥＧＩＮの皆さ
んは暖かく迎えてくださり︑
生歌︑生演奏に合わせて調整
しました︒私たちのリハーサ
ルが終わると︑ＢＥＧＩＮさ
んのリハーサルを客席の後
方で見学することができ︑メ
ンバーはＢＥＧＩＮさんの
演奏に聞き惚れてウットリ
〜としていました！
全体のリハーサルが終わ
り ︑ 一 時間 ほど 待 機し た
後・・・さあ！本番！コンサ
ートの終盤の出演だったの
で︑お客さんは最高潮に盛り
上がり︑オールスタンディン
グ状態の中︑
﹁かりゆしの夜﹂
の中盤から私たちが入場す
ると︑会場の空気はますます
熱くなり︑さらに歓声も上が
り︑私たちのテンションもア
ゲアゲ でした！そして︑
みんなでカチャーシー！
リハーサル後にメンバー
内で打ち合わせした振り付
けの変更もぶっつけ本番
でしたが︑何とか合わせるこ
とができ︑コンサートを盛り
上げられたと思います︒
﹁三
線の花﹂も感動的で︑いつも
の と は 違う 生演奏 は熱
く︑私たちも暖かな心で踊る
ことができました︒

映画「恋しくて」

﹁
ミーファイユー

２２

！！

３月 ・ 日にＢＥＧＩ
Ｎのコンサートが東京厚生
年金会館で行なわれ︑そのコ
ンサートに私たち東京支部
も友情出演として︑共演させ
て頂きました︒
２１

CD

！！
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40

＊2 本以上ご希望の方は、1 本追加につき＋¥3000 のご寄付をお願

いいたします。

琉球國祭り太鼓 東京支部
郵便貯金 00170-6-593950

﹁長野に

を明記の上、下記の郵便局口座にお振込下さい。

長野遠征報告

琉球放送主催
第 15 回ゆかる日まさる日
さんしんの日 in 松本

いってきました！﹂

三線の日ということでＢ
ＥＧＩＮの﹁三線の花﹂他︑
たくさんの曲を披露し︑こど
もから大人まで多くのお客
さんに楽しんでもらうこと
ができました︒最後のカチャ
ーシーは︑お客様はちょっと
控えめな印象もありました
が︑終わった後には声をかけ
てくださり多くの方に興味
を持って頂けたように感じ
ました︒
私たち東京支部は 周年
をむかえましたが︑立ち上げ
たばかりの長野支部と一緒
にイベントができたことに
よって初心にもどった気持
ちになれ︑長野支部のパワー
をもらい良い刺激をうけま
した︒また︑長野支部メンバ
ーのあたたかい心づかいに
感激し今後も交流を深めて
お互いよき支部でありたい
なと思いました︒これからも
長野支部共々応援よろしく
お願いします︒
︵玉元聖恵︶

【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】

﹁
早いですよお客さん！

！？

3/4
３月４日﹃三線の日﹄
︑長
野県山形村のアイシティシ
ョッピングモール内でイベ
ントが行われました︒三線グ
ループの方々の演奏が続く
中で私達祭り太鼓も出演さ
せて頂きました︒
この日は昨年９月に結成
したばかりの長野支部にと
っては記念すべき初イベン
ト！長野支部支部長が東京
支部の元メンバーというつ
ながりもあり︑皆で盛り上げ
ようと東京支部からもメン
バー一同一丸となり︑はりき
って応援に行ってきました︒

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、

珍茨城﹂

そんなハプニングもあり
ながらも︑舞台は大成功☆
帰りにはお客さまからぎゅ
っと握手︒﹁よかったよ！﹂
その一言で肩の力がぬけ︑
嬉しさがこみあげてきまし
た︒
また今度茨城に太鼓叩
きに行くので︑茨城のみな
さん待っててね〜☆
︵上江洲奈央︶

「心〜美拝しでぃやびてぃ〜」 ビデオ・ＤＶＤのお知らせ

↓ 長野支部のメンバーと。

琉球國祭り太鼓東京支部 10 周年記念公演

茨城遠征報告
下館巴ライオンズクラブ
結成２５周年＆
下館巴ライオネスクラブ
結成２０周年記念式典
20

朝７時半︒﹁は︑は︑早
い⁝︒﹂眠い目をこすりな
がら︑メンバー総勢 名は
茨城に向け出発しました︒
茨城県筑西市民会館で行
われた今回のイベントは︑
下館巴ライオンズクラブ＆
ライオネスクラブの結成
＆ 周年の記念事業公
演として私たちが演舞を披
露させていただきました︒
月の記念公演以来の
舞台演舞！とゆうことで︑
リハはピリピリモード︒開
場時間ぎりぎりまで演技の
確認︒しかぁ〜し！⁝⁝
ん？あれ⁝？あ？⁝リハ中
にも関わらず開場を待ちき
れないご年配のお客さまが
どんどん入ってくるではな
いですかぁ〜 メンバー
慌てて退散︒
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国立さくら祭り﹂

昔むかし︑それはさかの
ぼること 年前︑東京に新
たな太鼓団体が誕生したそ
うな︒本部を沖縄に置き魅
力的な演舞を多く披露いた
せる創作エイサー団体﹁琉
球國祭り太鼓﹂
の東京支部︒
結成当初は今とは違ってイ
ベント出演の依頼が全くな
く︑それはもう日々︑困難
の連続だったそうな︒そん
な中︑メンバーのツテによ
り︑ようやく初めて出演さ
せていただいたイベントが
年前のこの︑国立さくら
祭り・・・︒
11

4/1
第３０回
国立さくら祭り

当団体において記念すべ
き初出演イベント﹁聖地﹂
に今年も参加させていただ
きました！桜・・・見事な
ほど︑満開です︒思わず見
惚れます︒空・・・雲ひと
つない晴天です︒風・・・
夏を彷彿とさせるような熱
さです︒そう︑まさに夏で
した！まだ春になったばか
りで暑さに慣れていないメ
ンバーには正直苦しいと感
じる瞬間もありましたが︑
そんな顔は出来ません！出
演メンバー 人︑最後まで
笑顔で︑力をふりしぼって
盛大に叩いています︒お客
様も一体になって盛り上が
ってくれます︒ 年ずっと
→ ひ〜〜やぁ
見守ってくださった方か
← 暑かった〜〜
ら︑初めて私たちの演技を
ご覧になった方まで・・・
すべての皆様の応援があっ
てこその 年︒これからも
お客様の期待を裏切ること
なく飛躍することを胸に︒
琉球國祭り太鼓東京支部は
年目の春もここ︑国立よ
り発進したのです︒
︵松浦正典︶
11
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新連載！メンバーリレーコラム
「私と○○」

vol.1

「私と名前」
我謝 孟春

寄付のお願い
いつも私たち琉球國祭り太鼓東京支部の活動を応援し
ていただき、誠にありがとうございます。おかげさまをも

みなさん初めまして、祭り太鼓東京支部の☆我謝☆といいます。この名前な
んて読むんだろうと思った方多いと思いますが…「がじゃ」と読みます♪宜し
くお願いします！！
私は沖縄出身でちょうど２年前に東京に来ました。沖縄と東京では環境がだい
ぶ違っていて最初は戸惑うことが多かったんです。その中でも驚いたことが
自分の名前が読めない人が多いことでした。「がじゃ」と自分が言ってもあだ
名と間違えられることもしばしばありました。沖縄では読めない人はほとんど
いなかったので東京に来て自分の名前は珍しいんだと感じました。
祭り太鼓のメンバーにも他に変わった名字いるかもしれません。今度イベント
等見る機会があれば衣装の胸の所に書いてある名前に注目してみてはいか
がでしょうか(^^)
あっあと自分見つけたら「がじゃ〜」って呼んでくださいねo(^o^)o
→ 次回は高橋壌二くん、お願いします★

ちまして今年創立 11 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

出会いあれば別れあり・・・

でも私たち仲間は、どこにいても太鼓でつながっている！！

移籍！！

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

■

１６〜２８歳の健康な男女でやる気と体力のある人

■

★ 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。

11

12

メンバー募集

しました！！

目標としていた記念公演には間に合いませんでし
たが︑無事にデビューすることが出来ました！ご指
導下さった先輩方︑一緒に新人期間をすごし︑励ま
しあったメンバー︒本当にありがとうございまし
た！そしてこれから私の演舞を見てくださるお客様
にも︑一足お先に﹁ありがとうございます！﹂
︵加倉井邦子︶

■

デビュー

・・・お問い合わせ・・・・・・・
kengaku1@matsuridaiko-tokyo.com

が︑実際やってみれば︑み
んな優しい方ばかりで︑太鼓
に対する真剣さ︑一生懸命さ
は沖縄と変わらず︑すぐにう
ちとけることができました︒
東京では仕事はてーげー
というわけにもいかず︑どう
しても練習に参加できない
時もあり︑なかなか上達せ
ず︑悔しい思いもしておりま
すが︑早くみなさんと一緒に
叩けるようがんばっていき
たいと思います！
︵米山敬吾︶

きました！

← 温泉旅行もいきました
約１年前︑転勤で沖縄に滞
在していた時に祭り太鼓に
出会い︑でーじカッコいい演
技に一目惚れして那覇支部
に入部しました︒
仕事はてーげー︵？︶太鼓
は一生懸命！︵笑︶の楽しい
生活を送っていたのですが︑
去年の 月に会社から非情
にも東京への強制送還を命
じられ︑ 月から東京支部
に入部しました︒沖縄県内で
すら︑支部が違えば︑雰囲気
や指導方針も違うため︑東京
支部に入るときは馴染める
かどうか︑不安でドキドキで
した︒

那覇支部から

どこの支部でも 、
祭り太鼓でこれか
らもいっぱい思い
出つくっていこう
ね！

東京支部メンバー︑そし
て東京支部を支えてくだ
さる方々︑祭り太鼓の演舞
を見てくださる方々︑一人
一人に感謝しています︒広
島でも祭り太鼓を続けて
行きたいと思っています
ので︑今後とも祭り太鼓を
ご支援頂ければ幸いに思
います︒
︵都築和也︶

広島支部へ

← 雪まつりにて

新宿エイサーまつり︑
周年記念公演︑札幌雪まつ
り⁝⁝︒祭り太鼓を始めて
以来︑数々の素晴らしい舞
台で叩かせて頂きました︒
私事ですが︑仕事の都合
で東京を離れ︑広島での生
活を始めました︒東京で祭
り太鼓をやってきた２年
間を振り返ると︑﹃一期一
会﹄の言葉の意味を考えさ
せられます︒演技の練習以
外にも発生する数々の作
業を朝方まで一緒にして
きた家族同然のメンバー︒
その作業を終えて作り上
げた演舞を熱心に見て下
さる一人一人のお客様︒
２年前︑祭り太鼓に入部
したときは︑こんな素晴ら
しい仲間に出会え︑こんな
沢山のお客様に見て頂け
るとは思いもよりません
でした︒
１０

イベント予定

※各イベントの詳細につきましては、東京支部ＨＰをご覧いただくか、祭り太鼓東京支部事務局へお問い合わせ下さい。
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。

４/２８(土)・２９(日)

イ
８/３(金)

５/１９(土)・２０(日)

第八回 沖縄物産展

第 60 回 東京みなと祭

おらほ仙川夏祭り

時間＊11:00- /15:00-

時間＊(晴海会場)19 日 11:30-/20 日 10:00-

時間＊未定

場所＊渋谷東急東横店 西館 8 階催物場
JR 渋谷駅下車すぐ

日の出会場は時間未定

場所＊京王線仙川駅周辺

場所＊日の出会場・晴海会場
日の出会場＊JR 浜松町駅より徒歩 8 分、ゆり

４/３０(月)

かもめ「日の出」駅よりすぐ

８/５(日)

晴海会場＊
「東京駅丸の内南口」
、
「銀座四丁目」 いけばな嵯峨御流の会

ゴールデンフェスタ イン 木場

「有楽町駅」
「豊洲駅」｢錦糸町駅」などより都 時間＊14:30-

時間＊未定

バスに乗車、終点「晴海埠頭」下車

場所＊飯野ホール
*一般の方は入場できません

場所＊都立木場公園
東京メトロ東西線「木場」(T13)下車徒歩 5 分

５/３(木)
福島空港 YOU YOUR フェスティバル
間＊未定
場所＊福島空港

５/２６(土)・２７(日)
９/２４(月・祝)

ＪＴＢ沖縄キャンペーン
*場所・詳細未定

日本海太鼓 30 周年記念公演
時間＊14:30-

６/３０(土)

場所＊新潟県柏崎市民会館

東京お宝市場 2007

入場料：無料！イベント開催 13:30〜16:30

時間＊11:00-/14:00-

５/５(土)・６(日)

よみうりランド 沖縄屋台村

場所＊東京ドーム

１１/２５(日)

７/１４(土)・１５(日)・１６(月)

琉球國祭り太鼓設立 25 周年記念公演(仮)

時間＊12:30- /15:30-

上記のいずれかの日にちの出演になります

場所＊よみうりランド 太陽の広場ステージ

ISETAN 府中店・沖縄物産展

*入園料が必要です（沖縄県に本籍、現住所が *詳細未定

２００８年 １/１２(土)

ある人は証明書持参で入園無料）

新宿エイサーまつり 2007

琉球國祭り太鼓東京支部・埼玉支部
第一回定期公演
「新風(みぃかじ)」

場所＊新宿駅東口

時間＊①13:00- / ②17:00-

７/２８(土)
５/１３(日)
第 31 回
オール朝日フォトフェスティバル
時間＊未定
場所＊こどもの国

*沖縄本部のイベントです。

場所＊中野ＺＥＲＯホール

*全席自由。前売り¥2000 当日¥2500
チケット近日発売

７/２９(日)

*東急田園都市線長津田駅よりこどもの国線

第 12 回西東京サマーフェスティバル

こどもの国駅下車徒歩 2 分

時間＊未定

*入園料が必要です。

場所＊田無駅前通り

編集後記

先日接骨院に行き︑先生に﹁エイサーと

いうのをやっているんですよー﹂と言った

ら︑
﹁見たことあるよ！大宮駅で﹂
﹁えっ﹂

日にちを聞いてみると︑私たちが大宮で出

演した日︒さらに看護師さんも﹁自分も新

宿中央公園でみたことあります﹂
﹁えっ︑そ

れも私たちです⁝﹂世間の狭さを感じまし

た︒ビバ！祭り太鼓

担当＊澤口・小黒・豊泉

川口市園児死亡事故に関する
署名活動御協力の御礼

盛山 哲志

先日は︑川口市園児死亡事故に関する署名活
動に御協力いただき誠にありがとうございまし
た︒各メディアにも報じられましたように︑非
常に多くの御署名をいただいた甲斐もあり︑刑
事裁判においては本件加害者に対して懲役５年
という︑現行法では最高の刑が科せられること
になりました︒また︑業務上過失致死傷罪の改
正を求める要望書も︑川口市長の岡村幸四郎様
と御一緒させていただいた上で︑法務省に提出
させていただくことができました︒その結果︑
新たに自動車運転過失致死傷罪という法律の成
立に向けて︑各関係機関が手続きを進めている
最中です︒
法律に関する専門家などの御意見もあり︑私
たちの要望通りの立法にはならない見通しです
が︑社会的にも一定の結果を残すことができた
のも︑御署名いただいた方々の御協力の賜物と
厚く感謝申し上げます︒また︑御礼が遅くなり
ましたことを深くお詫び申し上げます︒

！！

訂正とお詫び：前回のゆんたくひろば 24 号で「鶴見
にある川崎大学」と掲載しましたが、
「横浜商科大学
鶴見校舎」の誤りでした。謹んでお詫びいたします。

