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! お久しぶりです。2014年最初の

ニュースレターがやって参りました。皆

様いかがお過ごしでしょうか。今年の冬
は目を見張るほどの記録的な豪雪で、猫

と一緒に犬もこたつで丸くなるほど寒
くなりました。それでも雨ニモマケズ風

ニモマケズ“雪ニモマケズ”、大地を駆け

る駿馬の如く、推して参る所存です。ど
うぞよろしくお願い申し上げます。今年

最初は“おめでたい”話題からお伝えさせ
て頂きます。
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Happy New Year!   And   Happy Birthday!!
ハッピーニューイヤー そして ハッピーバースディ

～風越～日本ツアー 
7月6日（日）: 愛知県名古屋市

              会場 北文化小劇場 15時開演
7月12日（土）: 長野県飯田市 

              会場 飯田市公民館 18時半開演 

7月25日（金）: 長野県伊那市 

       会場 いなっせ  19時開演
7月26日（土）: 岐阜県高山市 

               会場 高山市芸術堂 18時半開演
～風越～世界ツアー
4月~5月: カナダツアー

5月2日: ケローナ コミュニティシアター 

9月~12月: ヨーロッパツアー

     ～遥なる響～日本ツアー
6月7日: 岐阜県中津川市 

              会場 東美濃ふれあいセンター

6月8日: 愛知県小牧市
     会場味岡市民センター
7月27日: 岐阜県群上市
     会場 日本まん真ん中センター

ワークショップ
6月23~27日: 伊那谷和太鼓コース
（初心者向けコース）
8月11~15日: Tokara和太鼓ブートキャンプ
（中級者•上級者向けコース）

フェスティバル
6月28日: 長野県飯田市

幸い下伊那和太鼓フェスティバル 

会場 飯田市公民館 18時半開演 

TOKARA公演•ワークショップ情報

ハート形に揺らめくロウソク。

http://www.tokara.net/kazakoshi/index-jp.html
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http://www.tokara.net/harukahibiki
http://www.tokara.net/harukahibiki
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! 私達和太鼓TOKARAのリーダー、アー

ト•リーが、2月某日誕生日を迎えました。そ

こでメンバー門下生一同、本人には内緒で誕
生会を企画。皆で役割分担も決まり、準備は

着々と進みました。ところが、誕生日前日、
町中が埋まるほどどっかりと積もったのは…

大雪‼︎ これには戸惑いを隠せません。そして

当日の朝。天候は一転、素晴らしい晴天とな

り、雪かきと最終準備は急ピッチで進みまし
た。何とか漕ぎ着けた誕生会開催。サプライ

ズプレゼントもお披露目して進めた誕生会はめでたく大成功で終了したのでした。

! “おめでたい”と言えば、2013年の大晦日

から今年お正月の三が日、私達は長野県阿智村
は昼神温泉郷の宿泊施設等で5回のミニコン

サートを行わせて頂きました。昼神温泉郷の皆
様には、私達TOKARAが結成した当時から、大

変お世話になっております。年納め・年初め

を、太鼓を叩いて迎えられる事は、私達太鼓打
ちにとって何よりも有難い事です。そして今年

は、特別嬉しい事に、縁があり、写真にあるこ
の“浅野太鼓楽器店”の平大太鼓を持って演奏に

伺う事ができました。“浅野太鼓楽器店”は創業四百年の歴史を持つ老舗の太鼓屋さんであり、太

鼓打ちの“憧れ”です。そしてこの大太鼓、見栄えもさることながら、やはり素晴らしい音に惹き
つけられます。こうして迎えた2014年。この一年が太鼓の音と共に明るく切り開かれますよう

願って止みません。

! 今年2014年は和太鼓TOKARA結成10周年の記

念の年！カナダ、日本、ヨーロッパ各国と、ワーク
ショップやコンサートを行って参ります。4月から

のカナダツアーの様子は、次回のニュースレターで
お送りさせて頂くと致しまして、今回は6月28日に

行う「幸い下伊那和太鼓フェスティバル」の情報

をお知らせ致します。今年で第9回目を迎えます、
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お正月ミニコンサート、よいさー！！

太陽のように輝く大太鼓！

チケット絶讃発売中！！



この和太鼓フェスティバル。午

前10時から始まる「幸いフリン

ジ祭り」と、午後6時半から始ま
る「スーパーショー」から成るイ

ベントです。幸いフリンジ祭り
では、プロアマ問わず様々な和

太鼓のグループが交代で演奏して

下さいます。入場無料です。また
現在、出演団体も広く募集中。

興味のある方は是非お問い合わ
せ下さい。そして午後のスーパー

ショーでは、ゲストに様々なグ

ループを迎えコンサートを開催します。ベルギーから「フェニックス太鼓」地元下伊那の「和太
鼓STAGE CREW 吟遊打人」そして鼓童の「花結」、絢爛豪華なゲストの皆様です。ベルギー随

一のフェニックス太鼓。様々なコンテストでの受賞歴も多い塩原 良さん率いる和太鼓STAGE 

CREW 吟遊打人。昨年の紅白歌合戦に出場した鼓童から、花結。どちらのグループも必見です。

もちろん、和太鼓TOKARAも出演致します。ポスターも出来上がり、車に貼り付けた宣伝カーも

駆け回っております。見かけた方は是非声をお掛けください。また、私達の公演では、豊かな子
どもたちの感性を育てるお手伝いができることを願って、4歳以下のお子様の膝上鑑賞も実施し

ています。小さなお子様がいらっしゃる方もご家族でご来場頂けたらと思います。6月28日「幸
い下伊那和太鼓フェスティバル」

老若男女国籍問わず皆様に楽しん

で頂けるステージとなっておりま
す。是非会場でお会いしましょ

う。チケット3月10日発売開始で
す。詳細はこちらをご覧下さい。

年が明けたと思い気や、もう3

月。歳月人を待たず、光陰矢のご

とし。めまぐるしく変化する時の
中で、私達は閃光のように輝く一

瞬を追っています。それはコン

サートであったり、美しい風景で
あったり、はたまた人との繋がり
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宣伝カーでお知らせ中！

チラシ裏にはそれぞれのプロフィールも

http://www.tokara.net/saiwaishimoina/indexj.html
http://www.tokara.net/saiwaishimoina/indexj.html


であったり。その時の思い出や感動、情熱を切り取ったものを、広く共有する為にそして後世に

残す為に、私達はこの度、2013年「風越」世界ツアーを記念して写真集をつくりました。** “世

界中の学校に和太鼓の響きを‼” プロジェクト ** の中で、このTOKARAオリジナル写真集をご購
入頂けます。このプロジェクトは和太鼓TOKARAがツアーで訪れる世界各地の学校で、日本や太

鼓の紹介、体験コーナーも踏まえた公演を無料で提供するプロジェクトです。この活動を通じ
て、未来を担う子どもたちの世界と夢を開くきっかけの手助けとなり得たら…これこそ私達の本

望です。そこでこのオリジナル写真集の売上げを活動資金とし、できる限り多くの学校へ和太鼓

の響きを届けることを目標に活動中です。長期的かつ持続的なプロジェクトとなるよう努めて参
ります。この機会にプロジェクトにご賛同、ご協力頂けましたら幸いです。同プロジェクトの詳

しい情報は公式サイトでご覧頂けます。

最後に写真集の表紙をここに公開させて頂きます。より多くの方に見て頂けたら嬉しいです。そ

れでは、今回のニュースレターはこれで終わりとさせて頂きます。次回はカナダツアーの様子を

お伝え致します。お楽しみに。小野澤 貴史 著
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                                                                       ! 5

•iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

•iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii• iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

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

世界ツアー“風越”
2013年 アート•リー芸歴20周年と

2014年TOKARA結成10周年を記念し、2年間にわたり
世界12ヶ国を横断する世界ツアー“風越”。

私たち 和太鼓TOKARAの拠点、長野県飯田市に
風越山（かざこしやま）という山があります。

風が越えてくる山。風越。
早朝、風に運ばれた霧が谷へ流れ込む情景は

山が羽衣を纏ったかの様に
厳かで美しいものです。

山脈の連なる長野県伊那市の南に位置する飯田の地で
皆様に支えられ、新しいステージを作り上げ
練習を積み、また次の公演へと旅立つ。
海外での公演ツアーが増えるこの数年

私たちTOKARAのエネルギーの原点がここにあります。
風雨に耐え、堂々と美しく聳え立つこの山の様に
それぞれの節目の年を越え、これからも
力強く太鼓人生を歩んでいきます。

和太鼓TOKARAの色として、私たちがこれまで作り上げ
てきた力強く流れる様な身体表現と、さまざまなリズム

を融合したジャズのようでもある音楽の世界を
ぜひ体感していただければと思います。

和太鼓TOKARAのステージは
伝統的な和太鼓に、中国武術、舞踊の

流れる様な曲線的動作を取り入れた独自の振り付けと
その驚異的なスピードとパワーが融合し

観る者を虜にする。
常に新しい楽曲演奏スタイルを探求し

全く新しいTOKARA流パフォーマンスを創り上げる。
世界の様々なリズムを取り入れ

複雑に重なり合ったリズムが創り出す斬新な音楽は
ジャズのようでもあり、聴く者を魅了する
音楽性の高さが注目されている。

リーダー兼 芸術監督であるアート•リーは
現在の太鼓界をリードするトップ奏者の1人として活躍。
2001年、ソロ奏者として、世界で初めて日本政府より芸

術ビザを取得。以来、現在に至るまで唯一の
外国籍和太鼓アーティストとして日本はもとより

世界に活動の場を広げる。
また2005年には、最も権威ある『東京国際和太鼓コンテ

スト•大太鼓部門』において外国人初
唯一となる最優秀賞を受賞。

“風越”日本ツアーの詳細はこちらまで。

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

または
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 ニュースレター情報

和太鼓トカラ CDとDVD
好評発売中！
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以下にリンクして頂けますと
2013年ツアーの様子

などが動画や写真でご覧頂けます。
公演情報

ユーチューブビデオ
フェイスブック
ツイッター
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