最後は︑メンバーと子供たち
全員で︑もう一度﹁七月エイサ
ー﹂を踊り︑更にカチャーシー
で盛り上がりました︒
私たち祭り太鼓との出会いを
通して︑子供たちの心にも平和
への願いが伝わったと信じら
れた一日でした︒
︵藤田千裕︶

1

→クイズに積極的に手を挙げて参加！

に︑この慰霊の日をどの様に伝
えるかが私たちの課題でした︒
伝える側の私たちもまず﹁慰霊
の日﹂についてレポートをまと
めるなど改めて勉強し直し︑こ
のレポートを基に︑作成したク
イズを使ってわかりやすく学
んでもらうことにしました︒子
供たちは真剣にクイズに参加
してくれて︑この﹁慰霊の日﹂
についても理解を深めてくれ
たようでした︒
次はもちろん︑私たちの演舞
の披露︒皆︑目をキラキラさせ
ながら興味津々に見入ってく
れました︒それもそのはず︑聞
けば︑秋の運動会でエイサーを
踊るために練習中とのこと︒私
たちの演舞の後︑子供たちも手
づくりの締め太鼓を持って︑一
生懸命﹁七月エイサー待ちかん
てぃ﹂を踊ってくれました︒

今年もこの季節がやってきました！
メンバー一同、練習に作業に一生懸命です。
新宿が沖縄に変身する、この一日。
熱い夏の始まりを、私たちと過ごしましょう！
お待ちしています！！

慰霊の日

稲城第六小学校

去る６月 日︑
﹁慰霊の日﹂
︒
この日︑私たちは東京都稲城市
立稲城第六小学校でのイベン
トに出演させていただきまし
た︒
沖縄は太平洋戦争の際︑日本
で唯一︑地上戦が行われた地で
す︒その沖縄戦が集結した６月
日は︑戦没者の霊を慰め平
和を祈る﹁慰霊の日﹂に制定さ
れ︑沖縄では各地で慰霊のイベ
ントが行われ︑人々は正午に︑
糸満市摩文仁にある平和祈念
公園に向かい︑全戦没者に黙祷
をささげます︒私たちも︑会場
の小学校に向かうバスの中で︑
平和祈念公園で行われている︑
沖縄全戦没者追悼式の模様を
ラジオで聞き︑正午にはバスを
一度止めて黙祷をささげまし
た︒
今回小学校から参加したの
は︑４年生の皆さんです︒彼ら
２３

２３

アルタ前(A 会場)
新宿高野 中村屋前(B 会場)
伊勢丹 丸井シティ前(D 会場)
イーストビル前(E 会場)
モア４番街
東口中央通り
歌舞伎町シネシティ広場

14:00
14:20
15:20
16:25
18:50
20:00
20:45

7/28(土)開催！！

■出演予定

2007 新宿エイサーまつり

6/23

伝われ︑平和への願い

Vol.26
2007.7.5 発行

小学生の演技披露 →

← 手づくりの締め太鼓

2007 年ゴールデンウィークイベントラッシュ 出演報告
ゴールデンウィークはエイサーウィーク！？
今年のゴールデンウィークも、有難いことにほとんど毎日イベントの依頼を受けることができまし
た。東急東横店での沖縄物産展に始まり、都立木場公園、福島空港、よみうりランドと大忙しの 1 週
間でした。私はゴールデンウィーク中のすべてのイベントを担当しましたが、メンバーはみな、各イ
ベントで、より良いステージを披露できるよう、連日のイベント参加に協力してくれ、疲れを見せる
ことなく頑張ってくれていたと思います。私もそんなメンバーの姿に励まされるように、楽しく太鼓
を叩けました。もうすぐ、さらなるイベントラッシュの夏を迎えますが、ゴールデンウィーク以上に、
イベント 1 つ 1 つを大切に、盛り上げられるよう頑張るぞー！（盛山哲志）

29

！！

4/28・29
東急東横店
第八回 沖縄物産展

夏の到来！

４月 日に私たちは都立
木場公園にて出演してきま
した︒当日の天気は良すぎる
くらいの晴天で︑音響を設置
しているだけでも汗がたら
たらと流れていき︑初夏の陽
気を感じました︒
お客様は１回目出演時の
最初からまだかまだかと椅
子に座って楽しみに待って
ていただき︑２回目の出演が
終わる頃には 度を囲まれ
るほど大勢の方に見ていた
だきました︒お客様からたく
さんの笑顔をいただき︑とて
も楽しく気持ちの良い出演
になりました︒
︵吉越崇晃︶

4/30

天候には勝てない⁝

毎年恒例のＧＷイベント
ラ ッ シ ュ！ 一発 目 は４ 月
・ 日の東急東横店の沖
縄物産展での出演でした︒
初日２回目の演舞では︑ス
タートした途端︑暗い空から
ゴロゴロという音と稲光が
⁝︒あっと言う間に大粒の雨
が降り出し︑止む無く途中で
演舞を終了することになっ
てしまいました︒最後まで踊
ることが出来なかったのは
心残りでしたが︑雨が降る
中︑傘もささずに観てくださ
ったお客様が何人もいらっ
しゃったことが︑とても嬉し
く感じられました
︵加倉井邦子︶
28

３０

ゴールデンフェスタ

３６０

イン木場

第一回定期公演開催決定！

新風

みぃかじ

2008 年 1 月 12 日(土)
一回目＊13:00

/

中野 ZERO ホール

二回目＊17:00-

チケット＊前売り¥2000 / 当日¥2500
■全席自由■ チケット イベント会場にて発売中！！
2

3

福島に

！？

！！
１７

よみうりランド
沖縄屋台村

毎年恒例の読売ランド

琉球國祭り太鼓 東京支部
郵便貯金 00170-6-593950

すべり込みセーフ

天気もよく︑お客様も多
くいらしていて︑たくさん
の方に私たちの演舞を見て
いただけました︒おみやげ
に東京支部オリジナルグッ
ズの締め太鼓キーホルダー
などを買っていくお客様も
多く︑沖縄気分を満喫して
いただけたのではないか
な︑と思いました︒
︵豊泉梓︶

＊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。

福島空港
YOU YOUR
フェスティバル

５月３日︑福島空港での
イベント﹃ＹＯＵ ＹＯＵ
Ｒフェスティバル﹄に 名
で参加してきました︒
福島へ日帰りで行くた
め︑集合時間もいつものイ
ベントよりとても早く朝６
時半に集合し︑７時にはバ
スで出発しました︒
しかし︑
ゴールデンウィークという
こともあり︑当然道路は渋
滞・・・︒福島空港に着い
たのは︑なんと演舞時間の
５分前 ﹁わ〜っ！大変！
間に合うかな ﹂と焦りま
したが︑なんとか出演時間
を調整していただき無事に
出演することが出来まし
た︒
！！

5/5.6
ＧＷ最後の締めくくりとな
る５・６日は︑読売ランドの沖
縄屋台村で演舞しました︒
５日は晴天のもと︑
多くの親
子連れに見ていただき︑
２回の
出演は︑
どちらも自然と手拍子
が起こるなど︑大盛況でした︒
また長野支部メンバーも見に
来てくれました︒
６日は︑
雨のため１回だけの
出演になりましたが︑
大雨の降
る中︑
熱烈なファンの方々が最
後まで演舞を見てくれました
涙( ︒)
たくさんの方々の笑顔に出
会い︑癒され︑勇気付けられた
２日間でした︒
メンバーもイベ
ントラッシュ︑お疲れ様でし
た！
︵西嶋慶︶

「心〜美拝しでぃやびてぃ〜」 ビデオ・ＤＶＤのお知らせ

琉球國祭り太鼓東京支部 10 周年記念公演

お問合せ:キャピタルヴィレッジ Tel.03-3478-9999
祭り太鼓東京支部でもチケットを販売しております。

↑ よみうりランド舞台裏にて。子獅子も出番待ち！！

5/3

りんけんバンド 東京コンサート 2007
出演決定！！

2007 年 10 月 6 日(土)
日本青年館 大ホール

−JR 中央・総武線各駅停車信濃町駅または千駄ヶ谷より徒歩 9 分−

開場 17:30 / 開演 18:00

料金:大人 6,000 円／小学生 3,000 円(税込) ※全席指定※
未就学児で座席を必要としない場合は入場無料

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。

祭り太鼓に入れば世界中に仲間ができる！
ハワイ支部からめんそ〜れ☆

はじめまして！ハワイ支部のレティシィア・マーティンです。
私はお母さんの勧めで祭り太鼓に入り、最初はまったく興味
がなく、ただ練習をするだけでした。今年４月にはハワイ支部
は１０周年を迎え、これを機にもう祭り太鼓をやめてしまおう
か、とも思っていたのですが、この夏、日本に来て古典曲「仲
順流り」を一曲覚えて、ハワイ支部に持ち帰ろうと心に決め、
練習することにしました。
ｍｉｘｉを通して東京支部のメンバーと出会い、こうして日本に
来て練習に参加する事ができて、とってもうれしかったです。
９月には、また日本に来て東京支部のメンバーとともに、一緒
に練習してイベントに出演することが私の１番の目標です！

２０

60

﹁思い出＋α﹂をくれた

１９

みなと祭り

５月 ・ 日︑
﹃第 回
東京みなと祭﹄に出演しま
した︒約７年振りの出演と
なる︑東京支部の成長を語
る上で欠かせない思い出い
っぱいのイベントです︒
土曜日は会場へ向かう途
中︑思わぬ車両アクシデン
トやスコールのような大雨
に見舞われました︒どうな
ることやら⁝とハラハラし
ながら何とか晴海会場に着
くと︑まるで私達の到着を
待っていたかのように雨が
上がりました！
早速準備して︑青空が覗
き始めた空と海をバックに
移動中のトラブルを吹き飛
ばすかのように元気な笑顔
で演舞を披露しました︒
そして午後はシャトル船
に乗って楽しく日の出埠頭
まで移動︒各地の名物料理
を楽しんだり船を待ってい
るお客様に演舞を見て頂き
ました︒

↑レティちゃん

5/19・20
第 60 回
東京みなと祭

２日目の日曜日は︑前日
の雨がまるで嘘のような快
晴でした︒会場への移動も
前日のようなトラブルに見
舞われることなくスムーズ
でした︒前日同様晴海会
場・日の出埠頭で演舞しま
したが︑両会場とも暑い中
たくさんのお客様が見に来
て下さいました︒
そして︑２日間の出演を
終えた私の額には⁝﹃リボ
ン焼け﹄が すでに出来て
いた腕の﹃手甲焼け﹄もさ
らにくっきり 涙( ︒)毎年こ
の時期になるとメンバーは
日焼けに悩まされるので
す︒街を歩いていて腕や額
に奇妙な日焼けがある人が
いたら︑それはメンバーの
可能性︑大！です 笑( )
そんな︑思い出たっぷり
日焼けくっきりの東京みな
と祭りでした
︵小村志津乃︶
！！

(^^)

寄付のお願い

2007 新宿エイサーまつりにむけて、準備の真っ最中！！

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。

新宿の街に堂々とそ

びえ立つ旗頭！これ

もメンバーが補修し

ています︒

琉球國祭り太鼓 東京支部
お振込先 郵便貯金
00170-6-593950

4

「私たち・僕たちデビューしました！！」

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。
『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からのメッセージです。

仲間と共に

２７

！！

大(田梨花 )

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

■

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

■

練習やイベントに積極的に参加できる人

★ 練習は不定期で週に２〜３回、夏季はほぼ毎日あります。

土日・祝日の多くはイベント出演となります。

！！

5

周年記念公演を見た時の 私は日頃から感動を与えて
感動が忘れられなくて︑自分 頂く機会が多く︑私も感動を
もみんなと一緒に太鼓を叩 与えられる人になりたいと
きたい
と入部しました︒ 強く願うようになりました︒
自分も見てる人も楽しいと 日々の練習は︑決して楽しい
感じられる太鼓ができれば 事ばかりではないと思いま
とおもいます︒ ︵池崎香織︶ すが︑この場所で沢山の事を
吸収していきたいです︒

！！

沖縄で続けていた太鼓を踊
りたい 友達が欲しい
という思いで入団しました
︵笑︶目標はデビュー＆基礎
２点セットが綺麗にできる
事 皆さん︑ユタシクウニ
！！

ゲーサビラ

メンバー募集

10

！！

新(貝法枝 )
早く先輩たちのようにかっ
こいい演技が出来るように
私が祭り太鼓を始めた理由
なりたいです︒今まで祭り太
鼓にもらってきた感動を︑今 は︑格好良さはもとより︑
度はそれを自分が作り出せ 歳という年齢と環境から︑仲
間と純粋に熱くなれるのが
るようになりたいです
最後と感じていたためです︒
富(田鎮多 )
この機会を大切に精一杯励
み︑デビューを迎えたいと思
エイサー経験がなく︑本当に
います︒何卒︑よろしくお願
ド素人ですが︑○ヵ月後には
い致します︒
水(野哲志 )
デビューして︑自分が初めて
祭り太鼓の演技を見た時の
ずっと憧れてたエイサーを 感動を︑今度は自分がお客様 今自分がこうやって太鼓を
始めることができ︑嬉しいで 方に与えられるような打ち 打てる事を当たり前だと思
す︒次は早くレギュラーメン 手になります ︵那須愛加︶ わず︑いつも感謝の気持ちを
忘れずにこれからも頑張っ
バーの仲間入りになれるよ
ていきたいです！これから
う頑張ります︒ ︵野底優美︶
よろしくお願いします！
︵外山貴之︶

打ち手になるまで、練習やテストでなかなか思うようにいか
ず、悔しくて悔しくて、毎日のように太鼓の夢を見ていました。
今回東京ドームのイベントでデビューさせていただいて、演技
中お客様に拍手をいただき、とても思い出に残る、最高なデビュ
ーイベントとなりました。 (山崎日香里)

自分の目標としているイベ
ントはまだないのですが
月頃のイベントでデビュー
したいと思っています︒まだ
入ったばかりですが周りに
遅れを取らぬよう力いっぱ
い頑張っていきます︒
青(木佑介 )
１０

デビュー
デビューを目指す！！

しました！！

！！

！！

※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。

イベント予定

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。

７/１４(土)

イ
９/２３（日）
・２４(月・祝)

７/２９(日)

府中伊勢丹 めんそ〜れ〜沖縄展

第 12 回西東京サマーフェスティバル

アクロスモール新鎌ケ谷

時間＊12:00- / 14:00-

時間＊未定

時間＊未定

場所＊ISETAN 府中店 8 階催物場

場所＊田無駅前通り

場所＊アクロスモール新鎌ケ谷

*京王線府中駅下車徒歩２分

*北総線・東武野田線・新京成線：新鎌ヶ谷駅駅前

８/３(金)

７/１４(土)

９/２４(月・祝)

おらほ仙川夏祭り

中野チャンプルーフェスタ 2007

時間＊未定

日本海太鼓 30 周年記念公演

時間＊19:00 ごろ

場所＊京王線仙川駅周辺

時間＊14:30-

場所＊中野サンプラザ前広場
*JR 中央線・総武線／東京メトロ東西線「中野」駅

場所＊新潟県柏崎市民会館

８/５(日)

入場料：無料！イベント開催 13:30〜16:30

第 26 回ふるさと香澄夏祭り

北口より徒歩 1 分

１０/６(土)

時間＊18:50-

７/２２(日)

りんけんバンド 東京コンサート2007

場所＊習志野市香澄ふれあい公園

第 31 回にしはら夏祭り

時間＊開場 17:30 開演 18:00

８/６(月)

時間＊18:00場所＊京王線幡ヶ谷駅西原商店街

場所＊日本青年館 大ホール
*料金:大人 6,000 円／小学生 3,000 円(税込)

納涼バイキング
時間＊19:30-

７/２６(木)

１１/４(日)

場所＊ラ・ベルオーラム地下二階

サマフェス!!
'07-ARTIST VILLAGE FESTIVAL時間＊19:30-

中野ちゃらんけ祭り

ラ・サルローヤル

時間＊未定

*入場有料。銀座線稲荷町駅 徒歩 5 分

場所＊中野駅前

８/１０(金)・１１(土)

場所＊代々木公園
野外ステージ＆イベントスペース
*ＪＲ原宿駅・東京メトロ千代田線代々木公園駅下車

７/２８(土)

１１/２５(日)

OKINAWA NIGHT 2007
時間＊各日 18:00-

琉球國祭り太鼓設立 25 周年記念公演(仮)

場所＊ホテルラングウッド

*沖縄本部のイベントです。

*有料バイキング。大人¥4500 小人¥2100

2007 新宿エイサーまつり

２００８年 １/１２(土)

JR 日暮里駅南口下車徒歩１分

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場所＊中野ＺＥＲＯホール

みなさんこんにちは〜！僕の名前は高橋壌二︵
ジョー

まず自分はこの祭り太鼓に中学２年生で入部し今の

ジ︶
といいます︒
よろしくお願いします︒

高校３年生まで活動をしています︒自分はあるきっか

それは大人メン

！！

けから祭り太鼓に入ることになったのですが︑
そこから

自分の人生が大きく変わりました

バーとの交流です︒
練習や遠征などで一緒にいることに

より︑
自分の知らない知識︑
大人の常識︑
それに思いやり

の心を学ぶことができました︒
以前は︑
自分はあまりし

っかりしていなかったのですが︑
祭り太鼓で︑
いろいろな

ことを教わる事が出来て︑
生活︑
だけではなく︑
人生その

太鼓では︑
普通では経験できないことが︑
たくさんあ

ものがよい方向へ変わることができました！

りました！新宿の道路がイベント会場になったり︑
遠征

で︑
北は北海道から南は沖縄まで︑
いろいろなところへ

いきました︒ギリシャにも遠征に行きました！太鼓は

本当にすごい経験をさせてくれます︒学校に行きなが

ら太鼓に行くのは︑
多少忙しいですが︑
とっても充実で

きます♪

是非太鼓に興味がある高校生のか

編集後記

(>̲<)

最後に︑
いま祭り太鼓には︑
高校生が自分をいれて３

(゜▽゜)

人しかいません

「ぼくと祭り太鼓」
高橋 壌二

た︑
一緒に太鼓を叩きましょう！

vol.２

では〜この文章を読んだ高校生は１回見学に来てく

「私と○○」

ださいね♪まってま〜す

メンバーリレーコラム

*全席自由。前売り¥2000 当日¥2500

担当＊澤口・小黒・藤田・小村・豊泉

「沖縄の太鼓をやっているんです」というと、決まって「へぇ〜。じゃあ、年に何回も沖縄に行くの？いいな〜」と言われます。が！現実、私た
ちの夏はイベントの出演ラッシュ。沖縄のパンフレットを眺めて「いいな〜、行きたいな〜」とため息をつき、今日も練習に向かうのです・・・。
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