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第一部  13:50～
宮前市民館大ホール （13時20分開場）

第二部  18:00～
市民広場 （雨天時/宮前市民館大ホール）

野川囃子保存会

トキメキみやまえ（合同演奏）

横浜都筑太鼓

平保育園

野川种太鼓

ひばり太鼓会

和太鼓チーム 親子DON!!

宮前ねぷた披露＆荒馬踊り

休憩＆太鼓体験コーナー

鼓音と楽鼓隊

どんどこ

和太鼓 蓮

ワークショップ成果発表

ゲスト 友野龍士、宮迫葵、石田憲二郎、

kakuei（OAU）、小島徳秋
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大塚太鼓

野川親子太鼓 大地

川崎太鼓仲間 響

和太鼓 里空

合同演奏 秩父屋台囃子

宮前ねぷた披露＆荒馬踊り

太鼓体験コーナー

被災地支援の取組み

伝統・民俗芸能

友 野  龍 士友 野  龍 士

宮前音頭（市民広場にて）
                 演奏：若葉　踊り：宮前区文化協会

着付けコーナー

宮前市民館2階グループ室（11時

～16時）にて、宮前区文化協会着

付師鈴木和子先生が浴衣の着

付を行います。 持ち物：①浴衣

②半幅帯　③紐2～3本④帯板

⑤裾よけ・肌襦袢。Tシャツやス

パッツの上からでもお手軽に。   

問合せ：044-541-2132

宮前区の伝統・民俗芸能である

「野川神明社祭囃子」をお楽し

みいただけます。昔から伝えられ

てきた郷土芸能の伝承に強く取

り組んでいらっしゃいます。

宮前市民館1階大ホール前ホワイ

エにて、はぐるま稗原農園による

三陸直送海産物の販売がござい

ます。

第一部の休憩時間に、舞台の上

で太鼓の体験ができます。

第19回響け！みやまえ太鼓ミーティング実行委員会/宮前区 イラスト：マユミ  
こどものいえもも保育園/宮崎中学校美術部/宮前平中学校美術部/宮前区まちづくり協議会/
宮前区青少年指導員連絡協議会/宮前区文化協会/はぐるま稗原農園/川崎信用金庫宮前平支店
第19回響け！みやまえ太鼓ミーティング実行委員会事務局（宮前区地域振興課） TEL044-856-3125

主　　催：
協力団体：

問合せ先：

○ プログラムは変更になる場合があります。

○ 救護室が、市民館４階第１会議室にございます。

○ トイレは、区役所１階または、市民館をご利用ください。

GUEST

 小島徳秋は、療育相談でんでん虫の音楽療

法を受けています。現在はパーカッショニスト

kakuei(OAU／paticaman)が講師をつとめる

「でんでん虫太鼓クラブ」に参加し、和太鼓の腕

を磨いています。今回は、小島徳秋とkakueiが、

友野龍士グループにセッションで参加します。

小島徳秋

kakuei 
(OAU/paticaman) ８月２６日（土）８月２６日（土）

第一部 13時50分より 宮前市民館大ホール
第二部 18時より 市民広場（雨天時・宮前市民館大ホール）
第一部 13時50分より 宮前市民館大ホール
第二部 18時より 市民広場（雨天時・宮前市民館大ホール）入場無料入場無料
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地域に伝わる伝統芸能地域に伝わる伝統芸能

中学生が作る宮前ねぷた中学生が作る宮前ねぷた

熱気あふれる舞台演奏熱気あふれる舞台演奏

「トキメキみやまえ」合同演奏「トキメキみやまえ」合同演奏

第 　　　　回第 　　　　回19
 友野龍士は、軽度の知的障害があるも太鼓とともに育ち、愉快

なキャラクターと巧みなバチさばきで独自の世界を創り上げ「無

限の可能性」「今日を生きる・そして明日も・そしてみんなと」を

テーマに心に響く温かい太鼓で演奏活動をしています。本日は

自身の太鼓グループ遊坐楽座より宮迫葵と石田憲二郎とともに

太鼓でエールをつなぐ演奏をお届けします。



横浜都筑太鼓
　１９８６年発足。１９９０年後援会設立。

２００２年ＮＰＯ法人設立。伝統的な和太鼓の

響きを都筑独自にアレンジし、青少年健全育

成と地域に根付く新しい郷土芸能をめざして、

横浜を中心に一年を通して活動しています。

野川种太鼓
　私たち野川种太鼓は今年４月に、野川中学

校支援級の卒業生仲間で作ったグループで

す。月に２回練習しています。今日は私たちの

デビュー舞台ですので頑張ります。応援よろし

くお願いします。

平保育園
　年長クラスになって太鼓がたたけることを、

とても楽しみにしていました。ようやく太鼓

に触れ、毎日少しずつ練習をがんばってきた

姿を披露します。こんな大舞台でたたくこと

はドキドキです。応援よろしくお願いします。

ひばり太鼓会
　２００９年１０月にひばり太鼓会を有志で立

ち上げました。園児・卒園児と父母が参加し、

太鼓を通じて交流をはかり、伝統や文化を学

ぶことを目的として活動しています。

　「第１９回響け！みやまえ太鼓ミーティング」へご来場いただ

きありがとうございます。また出演団体、実行委員の皆様にお

かれましてはご参加、ご協力頂きまして本当にありがとうござい

ます。宮前区には、江戸時代から続く祭り囃子も数多く残って

おり、その後継者育成、また子ども達のふるさとづくりに役立

てたいとの願いから企画された「響け！みやまえ太鼓ミーティン

グ」も１９年目を迎えることができました。今年は「宮前に集え！

太鼓でエールをつなごう」をテーマに掲げ取り組んでいます。

市民館１階大ホール前ホワイエには、出演団体による団体紹介

パネルを展示しております。ぜひ、ご覧ください。

　今年のゲストは友野龍士さん、宮迫葵さん、石田憲二郎さん、

kakuei さん、小島徳秋さんのみなさんです。ゲスト指導による

子ども達のワークショップの成果発表、また初心者による篠笛

ワークショップも開催し、こちらも本日、成果発表がございます。

単なる発表会では終わらせないよう、全体のレベルアップや

ステージの演出にも工夫を凝らしています。

　宮崎中学校美術部による「宮前ねぷた」

の山車と、可愛らしいこどものいえもも保育園の「荒馬おどり」

のコラボレーションに加え、宮前平中学校美術部による手作り

の提灯の飾りつけもあり、地域との交流を目指した活動もしてま

いりました。オープニングでは、伝統芸能のご紹介として「野

川囃子保存会」の公演もございます。長時間になりますが、

最後まで太鼓の競演、祭りの雰囲気を存分にお楽しみください。

和太鼓チーム 親子DON!!
　親子で和太鼓を叩きたい！と結成して、つい

に今年は５周年の節目を迎えることができま

した。これからも続けていけるように、仲間募

集中です。向丘小学校で毎週金曜日に練習し

ているので、気軽に見学体験来てください！

どんどこ
　私たちどんどこは、今年1月に無事に２５周

年記念コンサートを終える事ができました。

現在は新しいメンバーが加わり、基礎から楽

しく稽古に励んでいます。一緒に和太鼓を叩

いてみたい方、ぜひ体験にいらしてください。

鼓音と楽鼓隊
　一度はまればやめられない！　川崎太鼓

仲間響の玉田先生の楽しい指導のもと、小

さな子から大人まで、和気あいあいと活動し

ています。月に２回、日曜日の午前に練習し

ています。見学・体験大歓迎！

和太鼓 蓮
　２００８年に結成した創作和太鼓グループ

です。太鼓と出逢って自ら体験した楽しさや感

動を多くの方と共有できるよう、シンプルな中

にも熱い心をこめて演奏しています。メンバー

はいつでも募集中！若い力求む！

和太鼓 里空
　私たち和太鼓里空は１９９９年に結成さ

れ、今年で１８年目を迎えました。２０代から

７０代の幅広い年齢層で構成され、総勢２０

名で活動しています。毎年地域のお祭りや中

学校での太鼓教室などに参加しています。

荒馬踊り 野川囃子保存会 大塚太鼓
　私たち大塚太鼓は、宮前区の宮崎中学校

を練習場所に、小学生から大人までのメン

バーが和太鼓を楽しんでいるグループです。

「仲良く楽しく」和気あいあいと活動してい

ます。

　野川の囃子は、江戸時代の末期に、横

浜市都筑区北山田に伝えられていた囃子

を習い覚えたものを、明治十年（1877）頃、

野川の地に伝えられたのが始まりと言わ

れています。

　本日の演目の「おかめ手踊り」は、おか

めがひじょうにかわいがっている獅子と

暮らしていましたが、ひょんな事からひょ

っとこと知り合いになって一緒に暮す様

になりました。ずっと一緒に暮らしていま

したが、ある時おかめはこのままでは獅

子をひょっとこに取られてしまうんでは

ないかと思い、獅子に成り代わり、ひょっ

とこを食べてしまう。と言う里神楽です。

　青森県津軽地方に伝わる踊りで、田植

えが終わったあとに、農作業で使った馬

を休ませ感謝する行事の中で踊られてき

たものです。

今回も、こどものいえもも保育園さんの

協力により、元気いっぱいの荒馬踊りが

披露されます。「今年度は自分達が出番だ

とはりきっている年長児・ひまわり組。出

番をとても楽しみにしています。ぜひご

覧ください。」

憧れの馬をつけて思いきり跳びはね、走

る園児達が、舞台をより賑やかに演出し

てくれます。「ラッセーラ！」の掛け声で

応援してあげてください。

宮前ねぷた
　平成２２年に、青森県の弘前ねぷたを

参考に、宮崎中学校美術部と地元の大工

さんのボランティア団体の協力を得て作

成された「宮前ねぷた」。今年も宮崎中学

校美術部の皆さんに新しい絵を描いても

らい、８回目のお披露目ができる運びとな

りました。夏の暑い中、紙の型取りから墨

入れ、蝋入れ、着色、紙張りとすべての

工程を美術部生徒が一丸となって行い、

素晴らしい出来となりました。どうぞ、太

鼓の響きとともに宮前ねぷたの鮮やかな

絵をお楽しみください。

提灯制作
　「第８回響け！みやまえ太鼓ミーティン

グ」以来、毎年宮前平中学校美術部に提

灯を５個ずつ作ってもらっています。過

去に作成いただいたものもあわせて、舞

台と市民広場に展示します。ひとつづつ

手で塗っていく提灯には生徒さんの個性

が出ていて、既製品にはない良さがあり

好評です。舞台の照明や市民広場のかが

り火とともに、イベントの雰囲気を一段と

盛り上げてくれます。

川崎太鼓仲間 響
　間もなく創立２５周年を迎える響です。先

月、若者が中心となって響ライブを行いまし

た。民舞や新曲に取り組み、私たちの新た

な１ページを作りました。今回は、そんな新

しい響をご覧ください。

野川親子太鼓 大地
　子どもから大人まで太鼓が大好きで楽しん

でいます。今年は新曲にも挑戦します。また来

年５月２７日に宮前市民館で行う３５周年記

念公演に向けてメンバー一同練習に励んでい

ます。観に来てくださいね〜

みやさき

第1９回響け！みやまえ太鼓ミーティング実行委員長　新井 良子

出演団体紹介

平成２９年 テーマ 宮前に集え！宮前に集え！
太鼓でエールをつなごう太鼓でエールをつなごう


