
菖蒲太鼓保存会は美郷町で昭和

60年に結成されました。会員数

は55名、毎過1回の練習に励み、

凜内外の各種イベントに出演する

などしております。毎年ふるさと

村太鼓フェスティバルに参加して

おり、お客様と一緒になって太鼓

を楽しんでいます。今年も菖蒲太

鼓頑張るぞ！

I 11 鉛太麟卿璽EN I 
刺激を受ける為であったり、レベルアッ

プする為であったり、他の団体との交流の

場であったり、ただ単に呑む為（笑）であっ

たりと参加理由は違いますが、秋田市内

3団体（禰高、いずみ、下浜）の太鼓バカ

が集い、平成25年に生まれた団体です。

団体名のENはOであり、縁であり宴

でありと全てが丸くおさまるようにとの願い

を込めて付けました。

113渾嘩紐紐麟
「刈和野の絹引き」を盛り上げ

ようと1987年に刈和野大絹太鼓

の会が誕生しました。32年目を

迎えた現在では、小中高の子ども

達に加え大人も一緒になり活躍中

です。勇壮に打ち鳴らす太鼓の響

きをたくさんの人の心に届けられ

るよう一生懸命頑張っています。

こ

私達大曲太鼓道場は、花火の街大仙市

大曲を中心に活動している太鼓団体です。

小学校から社会人まで幅広い年齢層の

仲間が集まり、 「一打全力」をモットー

に日々 練習に励んでおります。

一人でも多くの方へ「大曲の花火」の

迫力と感動を、メンバー一人一人の太鼓

に懸ける熱い熱い懇いが伝わる様、全力

で演奏させていただきます。

112横釦いまくら太麟
私たちは伝統芸能での活動をしていた中

で、陸前高田市で行われた「第1回全国太

鼓フェスティバル」に横手ばやしとして出演

しました。

そこで他県団体に演奏に経験し得ない

世界を感じ、衝撃と感動に新たな可能性、

感覚を掘り起こされました。今まで守ってきた

伝統芸能を踏まえ、さらに一歩進んだ自らの

太鼓の世界を創造していこうと結成しました。

114やまば以紅麟 ＿ 

やまばと保育園（秋田市）の卒園児と

地域の子どもを中心として活動している

太鼓団休です。太鼓の技術だけでなく、

挨拶や礼儀、思いやりの心など、人として

大事なことを身につけ健やかな成長への

魏がることを願っております。「太鼓には

間違いがない」、そういう思いの全てを太

鼓の音一つひとつに込め、皆さんに感動

していただける演奏を心掛けております。
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◆第28回秋田県子とも太鼓フェスティバル

（第22回日本ジュニアコンクール秋田県大会）

AM10:30-c開場10:00)

オープニンク合同演奏

1. 東成瀬村子とも仙人太鼓

2. 大曲太鼓道楊

3. 大森太鼓保存会少年部

4. 仙北太鼓Jr

5. やまばと太鼓

6. 明神太鼓
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東成瀬村子ども仙人太鼓は、ふ

るさとを愛する心 を育てようとい

う願いから結成された団体です。

今年は 1年生から 6年生の 16 

名が、成瀬仙人太鼓の会員より指

導 していただき、毎週練習に励ん

でいます。 一生懸命演奏しますの

で応援よろし くお願い します。

◆露25回秋田ふるさと村太鼓フェスティJOI,

1. やまばと太鼓教室

2. にかほ子とも太鼓教室

3. 仁賀保太鼓伝承会

4. 羽川剣ばやし保存会下浜太鼓

5. 大雄太鼓愛好会

6. 大森太鼓保存会

7. いすみ太鼓の会

8. illl北太鼓

9. 菖蒲太鼓保存会
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花火の街、大仙市大曲を中心に

活動しています。夜空に華開く大

輪の尺玉や仕掛け花火・ ・・。

本日聴いて下 さる皆様へ少しで

も大曲の花火の迫力と感動が伝わ

りますよう全力で演奏させていた

だきます。 宜 しくお願いいた しま

す。

10. 大曲太鼓道場

11. 和太鼓集団 EN 

12. 横手かまくら太鼓

13. 刈和野大網太鼓

14. やまばと太鼓

15. 合同演奏

16. フィナーレ

14螂這Jr

星

1 やまばと太麟縁墾
やまばと保育園のたか組(6オ児）・

つばめ組(5オ児）と小学校1年生を

対象にした「やまばと太鼓教室」のメ

ンバーです。

先聾のかっこいい姿に憧れ「あん

な風に叩けたらいいな」と夢に向かっ

て第一歩。間違ってもいいから元気

良くドンドンドン。

一生懸命な姿を応援してください。

laに賀儲太饉f鵠含 I 

2 ~ い厖挙ども太麟縁墾
今年のメンバーは低学年中心で

はありますが、勉強熱心で楽譜の

読み方もあっという間に覚え、頑

張 っています。 まだまだ「良い

音」 ・ 「ひとつの音」は難しいけ

れど、太鼓が大好きという気持ち

はひとつです！元気よく演奏 しま

す。応援よろしくお願いします。

大森太鼓保存会は、今年で 32

年目を迎えました。楽しんで太鼓

を演奏することを大切にしながら、

一人一人の心と音をひとつにでき

るよう練習に励んでいます。

太鼓を演奏できる環境に感謝し、

練習の成果をこの舞台で発揮でき

るよう、精一杯頑張ります。 L
 Isやまばa這 I 

今年も金賞を 目指 して頑張 りま

す！

応援よろしくお願いいたしま す！

16暉紐麟

日本海、 鳥海山、仁賀保高原と

自然豊かなにかほ市。仁賀保太鼓

伝承会はここで生まれ、 今年で創

立 31年目 となりました。仁賀保

町からにかほ市へ と時代は移り ゆ

く中、 「仁賀保の音」を伝承する

べく、日々楽しむことを一番に練

習に励んでいます。ご声援のほど

よろしくお願い します。

Is這太麟鑽輻含
平成4年発足から早27年経過

しました。太鼓本来の良さを実感

し、メンバー一丸となって頑張っ

ていきます。

保育園児はイベン トや敬老会参加、

中学生 は学校祭に向 けて毎日頑

張っています。

秋田市叢南端の海水浴場で有名な下

浜を担点に活動しており、総勢60名の大

所帯です。毎週水曜日が小～中、土曜日は

高校生以上に分かれて練習しております。
小・中学校は下浜太鼓。本日の出演は

高校生以上の［下浜太鼓濱衆］。自分の
子どもが打つ姿を見て結成した母さんチー

ムが下浜太鼓濱華（はな）。今年度も定期

演奏会で打つ子どもの姿を見て6名の父

親、母親が加入しました。

Is *"紐麟儲釦含
大森太鼓保存会は昭和62年7月、

太鼓を愛し愛郷心に燃える有志の人

が集まり、太鼓を借りて練習したのが始

まりです。ふるさとを愛し、大森町に伝

わる伝統太鼓の継承と新たな世代に

引き紺ぐ創作太鼓により、地域の活性

化を目指して精進しています。子ども達

と大人のパワーを合わせて、元気に演

奏するので応援をよろしくお願いします。

I 7 U)ずa太麟邸含
結成23年目を迎えることが出来、こ

れもたくさんの方々の応援や支えのお

陰と心から感謝いたします。昨年、新

人会員が一気に増え、練習会場は活

気に満ち溢れております。本日演奏す

る曲は、新人の為に作った新曲です。

今日客席にいる新人達、そしてお客

様の心に届くよう、 一打ー打に思いを

たぎらせ演奏します。心一丸！

平成元年に創立してから今年で

31年目を迎えま した。

毎週 1~2回、楽しみながら練

習に励み、県内各種イベントに出

演するなど活動しております。

応援よろしくお願いいたします。

Is螂太麟 I 

やまばと保育園（秋田市）の卒園児と地

域の子どもを中心として活動している太

鼓団体です。太鼓の技術だけでなく、挨

拶や礼儀、思いやりの心など、人として大

事なことを身に付け、健やかな成長へと

繋がることを願っています。「太鼓には間

違いがないj、そういう思いの全てを太鼓

の音一つひとつに込め、皆さんに感動し

ていただける演奏を心掛けております。

結成から 13年。

地域の伝統芸能 「横手ばやし」

を受け継ぎながら、自由な発想の

創作太鼓の両方を通して和太鼓の

楽しさを表現していきたいと思い

ます。


