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年会費 3,000 円(会費 1,500 円・スポーツ保険 1,500 円)

★

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。

祭り太鼓には仲間がいっぱい！

kengaku1@matsuridaikokengaku1@matsuridaiko-tokyo.com までお気軽に
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道 具も充 分 ではな い状態 でし
た。そんな中でも、 一つ 一つの
イベ ントを大切にし、メンバー
全員で太鼓を叩かせていただけ
る ことに感謝し、見に来 て下さ
る全 てのお客様に満足して頂け
る ことを第 一に考え、現在ま で
活動してまいりました。

■

私はその当時を知る唯 一のメン
バーとして、現在 のメンバーに
当時 の状況を伝える事を使命と
し、今後 の東京支部 の活動に大
きな貢献をして行きたいと考え
ております。
また、新副支部長に 「
吉越 崇
晃」
、「
加倉井 邦子」が就任し、
少しず つではありますが体制が
整いつつあります。

練習やイベントに積極的に参加できる人

日頃より皆様には多大なるご
支援を賜り、心より厚く御礼申
し上げます。
おかげ様 で、琉球國祭り太鼓東
京支部は十 二年目に突入いたし
ま した。そし て、この度、前任
の山城 誠 に代わ り、琉球國祭
り太鼓東京支部 ・
支部長 の任務
を 受け賜る ことにな りま した
「
越川 一宏」
と申します。

１６～２８歳の健康な男女でやる気と体力のある人

■

三千人が
三千人が同時演舞！
同時演舞！

三線大交流祭

秋晴れ の十 一月三日、明治学
院大学白金キャンパス・
ヴォーリ
ズ広場にて、十五時十五分から
「三線大交流祭 」
が行わ れまし
た。
「三線大交流祭」
とは、琉球國祭
り太鼓の国内全 三十五支部と、
沖縄本島、八重山、宮古島での 一
般 募集 の参 加者を 含む 三千人
が、同時刻にＢＥＧＩＮの『三線の
花』
を演舞する、というエイサー
ページェントです。

■

就任挨拶

私が祭り太鼓を は じめた のは
十 一年前、まだ東京支部が結成
され て 一年目の時 でした。当時
はまだイベントも少なく、演舞

私自身、支部長に就任したばか
りで不慣れな点も多々あります
が、東京支部発起人の水野さん
はじめ副支部 長 の吉越 ・加倉
井 ・メンバーひとりひとりの協
力を得 て、皆様に喜んで頂ける
東京支部を築 いてまいります。
今後ともご支援 のほどどうぞよ
ろしくお願い申し上げます。
（
越川 一宏）

沖縄人（うちなーんちゅ）や沖縄が大好きな人・お祭り好きな人

１１/
１１/３

緊 張感 ととも に曲 が 始 ま り 、
《
今、三千人の仲間と同じ曲を踊
っているんだ ！》
と考えた瞬間、
自然と撥を握る腕に力が入りま
した。
そして演舞後の私は、何ともいえ
な い感 動 で満 た さ れ ていま し
た。
琉球國祭り太鼓な ら ではの、こ
の 一大エイサーページェントに参
加出来た事は、私の太鼓人生で
忘れられない素敵な想い出とな
りました。
（
小村 志津乃）

■

新東京支部長

“メンバー募集
メンバー募集”
募集”

・・・練習見学のお申し込み・お問い合わせは・・・

琉球國祭り太鼓 創立 25 周年記念式典
－ おかげ様
おかげ様で琉球國祭り
琉球國祭り太鼓は
太鼓は創立 25 周年を
周年を迎えました －
琉球國祭り太鼓は 1982 年に沖縄市泡瀬で結成されて以来、今や国内に 35 支部・海外に 7 支部を擁する総勢約 1500 名
余りの太鼓集団に成長しました。琉球國祭り太鼓は、本当にたくさんの人に支えられ、ここまで来ることができました。
心から御礼申し上げます。今後ともメンバー一同頑張っていきますので、変わらぬご支援をよろしくお願いいたします。

2007 年 11 月 25 日には、琉球國祭り太鼓創立２５周年
記念公演 『チュバチ！』が沖縄市市民会館で開催されました。
＊チュバチ(沖縄方言) ＝１度に 50 人の仲間ができる

【【【【
創立二五周年記念念念念】ＯＢ特別寄稿

ゆんたくひろばをご愛読の皆さんこんに
ちは。ＯＢの中村喜 一です。

去る 二月二十四日に祭り太鼓の結成 二十五
周年記念式典が沖縄で行われ、東京支部の
発起人である水野さんと出席致しました。
オープ ニング 『
かぎやでふう』で始まり、来
賓挨拶や会長挨拶と続き、過去の想い出ビ
デオも流れ、厳かに行われました。また式
典後、懇親会があり、現役メンバーによる
演舞 の披露もありました。昔懐かしいメン
バーや諸先輩方に会え、楽しい 一時を過ご
しました。

今回記念式典に出席して、改めて祭り太鼓
の歴史を感じました。私は７年程の在籍で
したが、この祭り太鼓に所属し、多くの仲間
と太鼓を 叩けた事を嬉しく 思います。ま
た、今回神奈川支部初代支部長として功労
賞を 頂けた事は非常に嬉しく、祭り太鼓の
歴史に名を残せることが出来、心から感謝
しております。現役は離れましたが、これ
から も 祭 り太鼓 の活動 に支援 ・
協 力し 、
益々の発展を願っております。

【
寄稿】
初代神奈川支部長 中村 喜 一

琉球國祭り太鼓東京支部 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

～寄付のお
寄付のお願
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

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・

かげさまをもちまして今年創立 12 周年を迎えるこ

ご希望のソフト（ビデオ、もしくはＤＶＤ）
・本数】を明記の上、

が、運営資金のご寄付を募っております。（3500

下記の郵便局口座にお振込下さい。

円以上寄付くださいました方には、３・５・７・１０周

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

年の記念公演ビデオ・DVD を送付させていただき
＊三周年・五周年・七周年の記念公演ビデオ／ＤＶＤも合わせてどうぞ

ます）皆様のあたたかいご支援をよろしくお願い

＊2 本以上ご希望の方は、1 本追加につき＋¥3000 のご寄付を

申し上げます。

お願いいたします。

琉球國祭り太鼓 東京支部
お振込先 ゆうちょ銀行
00170-6-593950

琉球國祭り
琉球國祭り太鼓 東京支部
ゆうちょ銀行
ゆうちょ銀行 0017000170-6-593950
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《日タイ修好
タイ修好 120 周年記念》
周年記念》
タイ王国
タイ王国ラムウォン
王国ラムウォン盆踊
ラムウォン盆踊り
盆踊り
2007 年 12 月 8 日

12 月でも日中
でも日中の
日中の気温 30 度！
暑いタイで
タイで熱い演技を
演技を披露してきました
披露してきました

私たち東京支部十六名は十二
月八日にタイ へ行 ってきまし
た。

(

)

)
(
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て、言葉は通じなくても喜んで
もらえたのがとても嬉しく、、
「
日本には、も っと々、沢山の
感動があるんだよ。」と伝えて
いきたいと思いました。

象にも乗ったよ！！

このお祭りは日泰友好百二十周
年を記念し、バ ンコクにて私た
ちの他にも日本の舞踊やお祭り
をしている団体が出演し、会場
は大盛り上がりでした。
そして、言葉が分からない私た
ちを案内してくれたり、支えて
くれた現地スタ ッフや関係者の
皆様に心から コップ ンカ ップ ！
吉越 崇晃）
（
ありがとう ！） （

サワディーカップ！

私たち祭り太鼓は創作 エイサー
はもちろん、空手 武の舞 や獅
子舞も披露し、タイのお客様は
珍しいも のに目を輝かせ、見入
ってくださ いました。そして、
出演後は超有名人であるかのよ
うに写真撮影の嵐でした 笑
また、せ っかく のタイな ので、
出演だけでは終りません。
タイのシ ョーを見に行 って私た
ちの舞台にも生かせな いかと研
究したり、タイ料理やタイ古式
マッサージを堪能したり、物価
の安さからみんな ここぞとばか
りに買い物三昧！
他 にも寺院 や遺 跡などを 見学
し、タイ王国の歴史に触れるな
ど、貴重な体験をしてきました。
今回の遠征は、メンバーそれぞ
れ いろんな事を感じたと思いま
すが、私はタイでの出演を通し

びっしり！
↓異国の夜空に、届け｢迎恩｣の響き！

広い会場は
↑タイ舞踊や本物の象も出て来るショウ
《サイアムミレニアム》をみんなで鑑賞

お客さんで

↓ガイドのノイさん・旗持ちしてくれた学生さん達と

2008 年 1 月 12 日 13 時～ 17 時～
於 中野ゼロ
中野ゼロ大
ゼロ大ホール

当日は冷たい雨が降る中、多くの
お客様にご来場頂きました。本当
にありがとうございます。
昼の部 ・
夜 の部共に多く の方 の声
援に支えられ、大成功にて終える
事が出来ました。

二〇〇八年 一月十 二日に東京支
部・
埼 玉支部主催の定期公演が行
われました。

へへへへのののの軌跡
定期公演『『『『
新風』』』』

～ 新風（みいかじ）～

今回の定期公演の話しが支部内で
持ち上がった のは、十周年記念公
演の余韻さめやらず の頃でした。

その話しを聞いた時は、正直 不安 公演が始まってからはメンバーみ 退した水野さんと共に祭り太鼓 躍を胸に誓い、進化していきたい
でした。メンバー の舞台を作り上 んな が 余裕を 持 って演技に集 中 東京支部の活動を、支え引っ張っ と思います。
（
西嶋 慶）
げ る力は信じていましたが、十周 し、堂 々とした演技を披露してい てくれた先輩方です。
年記念公演直後でもあり、その短 た様に思えました。
居なくなる のは淋しいですが、
期間で引退した水野さんの作った
舞台を越える舞台を作る事が出 そして夜の部後半には、感情を抑 今の祭り太鼓東京支部は世代交
来るのかという疑問が自分の中に えられず 泣きながら演技するメ 代の時と考えて、先輩方が作り
ンバーが数名見えた時は、気持ち 上げ て来たこの十 二年間の実績
あったからです。
がひしひしと伝わ って来て今ま で を汚す事の無いよう、現メンバー
でも 、そんな 戸惑いは支部長、副 貰 い泣き した事 の無 かった 自 分 で新しい東京支部のさらなる飛
支部長はじめ皆との話し合いが進 が、貰い泣きしていた事に気付いた
むにつれ消え去り、どんな舞台に 時は驚きました。
な る のか楽しみにな ってき ま し
それだけ今回の公演は自分もメン
た。
バーも各々二〇〇％力を出しきっ
今回の定期公演には新曲をどんど た感覚があったのだと思います。
ん取り入れました。通常練習の中
に定期公演の練習曲を取り入れ、 今回の公演を最後に引退したメン
時には近くの公園で練習を行い個 バーが多数います。長い間、先に引
人の演技完成度を高めました。
舞台構成の枠組みが出来て各部の
担当が決まり、いよいよ全体の形
がハッキリして来ると、練習量も増
えてきました。押し迫ってくると、
そこからはリハーサルを重ねに重
ね 一曲 一曲念 入りに演技 の入り
方、下がり方、演技構成、曲の繋ぎ
方、隊列と細かく確認しあいまし
た。
そして本番当日、最後 のリハを終
えた後 のメンバーは、練習を積み
重ねて来た自信から、『さあやる
ぞ ！』
という気概に溢れ ていまし
た。

オープニングの龍は僕たちが操りました。

東京支部・埼玉支部 定期公演

たくさんのお客様にご来場いただきました。ありがとうございます。
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「
さぶっ」
控え室から外に出たとき の第
一声でした。

それもそ のはず 、衣装はいつも
と変 わ らず 半袖 。通 り を 歩 く
人々は手袋 ・
マフラー ・
厚い上着
を着た人ばかりで、当然ですが
同じように半袖を着た人は誰も
いませんでした。

さ て、ステージはどうかと言い
ますと、も ちろん屋外で、大通
りにあ る北海道洞爺湖サミット
を テー マにした 「
守りたい地球、
子供たちの未来」
の大雪像のステ
ージ でした。ステージ の横で出
演を 待 つ間も みなガ タガ タ 震
え、本当にこんな中で叩くのかと
信じられない気持ちでした。

でも、いざ ステージに上がると、
目の前には、会場を 埋めつくす
程のお客さんが見に来てくださ
っていて、その光景を目にしたら
寒さなんてなんのその。

２/１１
さっぽろ雪祭
さっぽろ雪祭り
雪祭り

読売新聞 平成二〇年 二月十 一日朝刊

たくさんの温かいお客さんと 一 そ、今回のイベントの成功があり
体となって、本当に楽しく叩かせ ました。
哥さんをはじめ、いろいろな方に
ていただきました。
支えられながら、また 一つ忘れ
られない思い出ができました。
（
八木 隆）

また、今回の札幌雪祭り の遠
征では、沖縄の西原支部 ・
神奈川
支部 ・
栃木支部 ・
埼 玉支部 ・
東京
支部 のメンバー総勢約十五名で
参加し、他支部との絆を 深める
意味でも大変意義のある遠征に
なりました。

最後に、現地で大変お世話になっ
うた）
さ
た元北海道支部長の哥（
ん。哥さんの支えがあったからこ

新聞にも大きく取り上げられました
(
)

《 新宿エイサー祭りで踊ろう！》
!! 一般参加者 30 名大募集 !!
【募集要項】
募集要項】










条

件：小学校高学年以上*で体力に自身があり(気温の高い中での演舞となります)、健康でエイサーに興味がある方、
沖縄が大好きな方（*中学生以下の方は練習・出演に保護者の同伴が必要です）
2008 年 7 月 26 日(土)13 時～21 時“第 7 回新宿エイサー祭り”に参加可能な方
募集人数：30 名 ※募集定員を超えた場合は抽選とさせて頂きます
募集期間：2008 年 4 月 6 日(日)より 4 月 27 日(日)まで
ご応募お
応募お待ち
演 技 曲：
「ミルクムナリ」
「かりゆしの夜」
「三線の花」
「七月エイサー」他 計 3～5 曲(予定)
しています！
！
しています
演技指導：2008 年 5 月～7 月、週１～2 回、各回 2 時間程度（主に平日夜間・不定期）
講
師：水野 順一郎 (東京支部 OB)、琉球國祭り太鼓東京支部メンバー
練習場所：都内各所（代々木・新宿・後楽園ほか室内防音練習場）
参 加 費：1 万円（スポーツ保険 1,500 円、パーラン鼓 4,000 円、教則ビデオ 1,000 円、練習場使用料 3,500 円）
※衣装作成については参加者の希望を伺った上で決定します。

◆ 性別・国籍*は問いません！（*指導は日本語のみとなります）親子で参加ももちろん OK！
◆ エイサー経験がなくても大丈夫！ 一から丁寧に指導します
◇お問い合わせ・
わせ・お申し込みは：
みは： bosyu@
bosyu@matsuridaiko
matsuridaikotsuridaiko-tokyo.com まで

【お名前】
【性別】
【生年月日】
【住所】
【電話番号】
【e-mail アドレス】をお送り下さい。
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「私たち・
たち・僕たちデビュー
たちデビューしました
デビューしました！！」
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。
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
デビュー
初めて皆様の前に『デビュー』することができます。
しました！
『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。
しました！
もちろん、ジュニアメンバーも同じです。

こんにちは。琉球國祭り太鼓東京支部に所属している、冨田鎮多です!!僕は１月１２日に行わ
れた定期公演『新風』で太鼓デビューしました。
リハーサルではなかなかうまくいかず、心配なことがたくさんありましたが、本番は大成功だった
のでよかったです!!
僕はデビューしてまだ日も浅く、まだまだ学ばなきゃいけないことがたくさんあります。これからも
一生懸命がんばります。 (冨田 鎮多)

多くの先輩方の指導により、ずっと憧れていた打ち手になることができました。ここまでくるの
に、辛いことや悔しいことなど多くのことを経験してきました。しかしその分、得るものも大きく、頑
張ってよかったと思います。また何より同期の外山貴之(とやまん)と冨田鎮多(ちんた)と一緒にデ
ビューできたことが嬉しいです!!
これからも皆さんの期待に応えて頑張っていきたいと思いますので応援よろしくお願いします。
（青木 祐介）

かくらい

くにこ

加倉井 邦子

→ 次は上地 優さん
お願いします！

◆琉球國祭り太鼓東京支部オリジナルグッズ好評販売中！◆
ここでしか手に入らない！オリジナルグッズを販売しております。
○締め太鼓キーホルダー

各色３００円

○月桃和紙しおり

各色２５０円

○締め太鼓キーホルダー＆月桃和紙しおりセット
○美拝しでぃやびてぃ T シャツ
○泡盛｢まさひろ｣オリジナル１０周年記念ラベル

各色５００円
サイズ M/L/LL 各２５００円
７２０ml２５００円
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私が祭り太鼓に入部してから、早くも２年という年
月が過ぎました。人見知りだった私が、すっかり祭り太
鼓に染まったのは、ひとえに諸先輩方のおかげと考えて
おります。

「私と先輩」

祭り太鼓には尊敬できる先輩方がたくさんいました。
練習やイベントの手配・
練習指導 ・
備品の手入れなど、
数えきれないくらいの業務を率先してこなしていく先
輩方。その後ろ姿を、尊敬と羨望の眼差しで熱く見つ
め、懸命に後をついていきました。

vol.４

この２年以上の月日の中で、残念ながら多くの先輩方
が祭り太鼓を卒業していきました。家族のように過ご
してきたメンバーと、これまでのように会えなくなって
しまう のはとても寂しいことでしたが、そうとばかり
言っていられません ！新たに入部したメンバー達の先
輩として、今度は私がみんなを引っ張っていかなくては
いけないのです。

「私と○○」

先輩方には遠く及びませんが、メンバーみんな で協力
しながら、東京支部を盛り上げ ていきたいと思ってお
ります。これからも皆様の熱いご声援を、宜しくお願
いします ！

メンバーリレーコラム

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。

４/６(日)

イ
７/２０(日)

５/４(日)

国立さくらフェスティバル

世界の屋台村(沖縄デー)

中野ちゃんぷる～フェスタ

時間＊12:30-

時間＊12:00- / 14:30- (2 回公演)

場所＊国立市谷保第 3 公園

場所＊よみうりランド 太陽の広場ステージ

時間＊未定
場所＊中野サンプラザ前広場

※入場には入園料が必要です。沖縄県に本籍・
現住所がある方は証明書持参で入場無料とな

４/６(日)

ります

｢きよ香｣｢抱瓶｣｢群星館｣合同大花見会
時間＊未定

※会費制。お問い合わせは沖縄居酒屋｢抱瓶｣
まで

時間・場所
＊14:00- 新宿通り会場

近畿日本ツーリスト・メイトサマーキャ
ンペーン

＊18:00- モア四番街・東口中央通り・

時間＊未定

【新宿エイサー祭りで踊ろう！】
私達と一緒に第 6 回新宿エイサー祭り
で踊ってくれる一般参加者を募集しま
す。詳しくは５ページをご覧ください。

場所＊新宿ステーションスクウェア他

４/１９(土)

沖縄物産展

５/２５(日)

時間＊11:00- / 15:00- (2 回公演)

新潟県柏崎市復興支援特別公演

場所＊新宿京王百貨店 特設会場

時間＊12:30-15:00
場所＊新潟県柏崎市西港町夕陽ドーム

４/２６(土)・２７日(日)

時間＊13:00- / 15:00- (両日とも 2 回公演)

７/２７(日)

西東京サマーフェスタ
場所＊田無駅前

７/１９(土)

上野夏祭り

８/３ (日)

時間＊16:00-

５/３(土)

歌舞伎町シネシティ広場

時間＊未定

第 9 回沖縄物産展
場所＊渋谷東急東横店

第６回 新宿エイサー祭り
５/１０(土)

場所＊代々木公園中央噴水付近

７/２６(土)

場所＊上野中央通り・水上ステージ他

おらほ仙川夏祭り
時間＊未定

2008 ゴールデンフェスタ in 木場

場所＊京王線仙川駅ハーモニーパーキング

時間＊未定
場所＊東京都立木場公園
交通＊東京メトロ東西線｢木場｣駅

○編集後記○
春は別れと出会いの季節。
メンバーの中にも卒業・入学・
入社など、人生の節目を迎えた
者が少なくありません。
そして今春、私にも大きな出会
いが。これまでご縁がないと思
っていた花粉症氏とのお付き合
いが始まりました(涙)。氏は公
園練習に励む私をたびたび訪れ
てくれます。むずむずぐじゅぐ
じゅ…はっくしょーーい！！鼻
水というあまりありがたくない
お土産つきで。

◇ 5 月 25 日、柏崎市に行ってきます！ ◇

平成 19 年 7 月 16 日発生・
日発生・新潟県中越沖地震 復興支援特別公演
私たち琉球國祭り太鼓東京支部は、平成 19 年 9 月 24 日に新潟県柏崎市民会館での「日本
海太鼓 30 周年記念公演」に出演させていただく予定でしたが、7 月 16 日に発生した新潟県
中越沖地震のため、公演が中止となりました。
私たちにも何かできることはないかと考え、少しでもお役に立てればと思い、これまで各
地のイベント会場で義援金のご協力をお願いしてまいりました。お陰さまで平成 20 年４月 1
日現在、¥173,454 円のご協力を得ることができました。ご協力頂いた皆様、本当にありがと
うございます。
この度柏崎市などのご助力により、来たる 5 月 25 日に柏崎市で演舞させていただく運びと
なりました。皆様の暖かいお気持ちの詰まった義援金をメンバーの元気と笑顔と共に届けて
まいります。
公演の様子は次号｢ゆんたくひろば 29 号｣にてご報告させていただく予定です。

担当＊小村志津乃
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