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 10月、日本では実りの秋といった所でしょうか。公園の木々から枯れ葉が落
ちる中、私達はポーランドのポズナン市へいきました。トカラinポーランド、初入
国です。
 ポズナンはポーランドにある最古
の町の一つで、歴史ある建物が町中に
とけ込んでいます。道路には電車が
通っていて、住んでいる方はこの路面
電車を利用しています。そんなポズナ
ンではジャパンウィークというイベン
トに参加させて頂きました。このイべ
ントは毎回開催地を変えて様々な国で
１週間程かけて行われています。今ま
でにもドイツやスペインでこのイベン
トに参加させて頂きました。学校訪問
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   •5月2日(金)：風越～カナダ ケローナ
   •6月28日(土)：幸い下伊那和太鼓フェスティバル～長野県 飯田市
                             会場 飯田市公民館
   •7月6日(日)：風越～愛知県 名古屋市 会場 名古屋市北文化小劇場
• •      25日(金)：風越～長野県 伊那市 会場 いなっせ
• •      26日(土)：風越～岐阜県 高山市 会場 高山市芸術堂
• •      27日(日)：典藝～岐阜県 群上市 会場 日本まん真ん中センター

ポーランドへ初入国！

色鮮やかな建物が立ち並ぶポズナン



やオペラ座での公演、日本人ダンサーと
のコラボレーションと、充実した時間を
すごしました。
 学校訪問では小学校に伺わせて頂
き、元気いっぱいの子供達の前で演奏を
し、また、一緒に太鼓を叩いたりもしま
した。太鼓を初めて見た子供達の反応は
とても大きく、特に座って叩く”秩父屋
台囃子”が終わった後には地鳴りのよう
な歓声が上がりました。そして体験の時

間になると、もう待ちきれない様子の子供達が、全速力で走ってきました。私達も
少しポーランド語を勉強し、右手がリッ
クスで左手がレンクスと、話してみまし
た。体験は「じゃあ次は！リンクスを....
アップ！」と、日本語 ポーランド語 英
語が入り乱れる中進みました。最後には
身振り手振りも交えて、皆で一緒に「い
ち に そーれ！！」の日本語の掛け声と
ともに三・三・七拍子を叩きました。子
供達は終わってからも休み時間に私達を
見つけては手を振ってくれました。
 演奏はオープニング演奏を野外で行い、劇場とオペラ座でそれぞれ二回ずつ公
演をさせて頂きました。イベント４日目。今年はコンテンポラリーダンサーの藤城 
道博様と共演する機会がありました。大太鼓を二つ使ったこの日限りの”渚物語”に
合わせ、狐に扮する藤城様が舞台上を所狭しと踊る大迫力の公演に会場は大盛り上
がり！！藤城様ありがとうございました。これ以外の演奏では毎回３０分程の公演
を行わせて頂きました。”打ち合わせ太鼓”や”天地神明”など、日によって曲目を変え

て、伝統曲からオリジナル曲まで力一杯
叩かせて頂きました。そして嬉しい事
に、すべての公演で大きな拍手とアン
コールを頂きました。 感謝の気持ちで
胸がいっぱいです。ポーランドでは多く
の方と出会い、あたたかさを頂きまし
た。この繋がりを忘れずにいつの日かま
たポーランドで演奏したいです。思うだ
けでなく、本当にそう出来るよう尽力
致します。
 最終日、公演の後に特別な出来事が

皆で一緒に右手をあげて！

ダンスと太鼓のコラボレーション

帰り道に見つけた ポズナンマーク
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ありました。演奏を終えた後、会場に
お越し頂いたお客様と一緒に、記念写
真を撮らせて頂きました。スタッフの
方の話では、これ迄38回を数えるジャ
パンウィークの長い歴史の中で、初め
ての事だそうです。そのような場に立
ち会うことができ、とても光栄です。
胸が詰まる思いです。ありがとうござ
いました。その時の写真が一番下にあ
ります。ご覧下さい。
 さて、ポーランドでのジャパン
ウィークを終えた私達は、早速次の日に
出発です。４時間程車を走らせ、ドイツのベルリン市へと向かいました。国は越え
ていますが、まるで隣町にでも行くような感覚です。ベルリンではここを拠点に活
動している太鼓グループの皆さんと共に２日間のワークショップを行わせて頂きま

した。ワークショップの内容は”祭り太
鼓”そして”三宅太鼓”の二曲です。どち
らの曲もシンプルなリズムが続く分、
身体を沢山使います。腰を下げて腕を
上げ、リズムを覚えてからはまるで自
分との戦いです。練習を終えた頃には
皆さん脚はガクガク、腕はプルプル、
でも顔はニコニコと、大変ながらも明
るい雰囲気でワークショップは終わり
ました。

 次の日、この２ヶ月の間滞在してい
たメンヒェングラーンバッハ市に帰って
きました。いよいよ４ヶ月にも及んだ
ヨーロッパツアー最後のコンサートで
す！この劇場でコンサートをするのは２
回目。先月の初回公演の様子を地元紙が
大絶賛。大きな反響を頂き、この追加公
演の運びとなりました。有難いことで
す。加えて、なんとチケットは３日で完
売！熱が入ります！！今回のコンサート
でも前回と同じく前列が３つと、横側にベンチが追加で設置されました。本当に私

皆で構え、祭り太鼓！叩き続けます！

お客様の声がすぐ側で聞こえます

魂込めて、天  地  神  明！！



達から目と鼻の先にお客様が座っています。距離が近いと心まで近づくような気が
します。曲によっては熱気と共に汗まで飛び交いますが、そこはご愛嬌ということ
で(笑)。曲目は緊張感漂う中”シルクロード”から始まり”水鏡”、”静雷鳴”、”三宅太
鼓”の順番で前半は終了し、後半は”渚物語”から”火霧”に続き、大太鼓を使う”天地神
明”そして”波頭の響き”と、明るく激しい曲を精一杯叩かせて頂きました。曲の合間
には客席からの掛け声もあり、会場皆で一緒に演奏している様なコンサートでし
た。演奏を終えて、多くのお客様から「また来年も見に来るよ！」という嬉しい言
葉を頂きました。今から来年が楽しみです。
 長いようであっという間だったヨーロッパツアーもついに終わりました。が、
しかし「今振り返ってみると...」なんてしみじみしている暇もありません。来年は
TOKARA結成１０周年！！今年に勝る勢いで走り続ける所存です！！その軌跡は
ニュースレターは勿論、ツイッターやフェイスブック、更にはファンクラブサイト
にて随時 更新しています。私達がこうして活動できていられるのも支えて下さる皆
様あってのもの。その期待に最大限答えられるよう頑張ります。これからも
TOKARAメンバー一同 遠くから 遠くまで 進み続けて参ります。小野澤 貴史 著

ポーランドのジャパンウィーク最終日
会場全体がひとつになりました。
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お問合せ
和太鼓TOKARA 

395-0826長野県飯田市
松尾水城3598 B-202

TEL/FAX: 0265-59-8768
Email: info@tokara.net

もしくは
wadaiko.tokara.japan@gmail.com 
ウェブサイト: www.tokara.net

これ迄のニュースレターをご希望の方は
Tokara Newsletter subscription 

site

初CD
「Toward the Undiscoverd Country~

未知の世界へ~」
収録曲数 8曲 収録時間 58分

リンクと試聴 

http://www.tokara.net/info/ttuccd-jp.html

初DVD
「天地神明」

収録曲数 7曲 収録時間 58分
好評発売中！

その他、販売グッズの詳細は 
 http://www.wadaiko-tokara.net/

tokaramerchandisej.html

以下にリンクして頂けますと、ツアーの様子
などが動画や写真でご覧頂けます。

Performance Schedule
Tokara on YouTube
Tokara on Facebook

Tokara on Twitter

皆様のご声援 
本当にありがとうございます。 

TOKARAメンバー一同、益々精進して
参ります。今後ともどうぞよろしく

お願い申し上げます。 
和太鼓アーティスト アート・リー 

和太鼓TOKARA
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