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K O D O  C U L T U R A L  F O U N D A T I O N

2013 年度年次報告と2014 年度の計画

　平成 25 年度、2013 年度は私共、「公益財団法人 
鼓童文化財団」にとりましては、財団発足以来継続充
実の積み重ねを続けてきました事業（細目は報告書をご
参照ください）に加えて、更なる飛躍と充実のための、
準備的なスタートを切った年でもありました。
　継続的事業の内の「芸術文化の振興」の分野で、
その中の「アウトリーチ活動」では活溌、多彩な内容を
持つことが出来ました。
　文化庁文化交流使として、太鼓芸能集団「鼓童」
名誉団員である藤本吉利は中国各都市に、小島千絵
子はスペイン他、ヨーロッパ３ヶ国で太鼓の演奏を中心に
日本の文化を紹介し、好評を得て、小島千絵子の

2014 年のスペイン公演へと繋がりが生まれました。
　地域活性化の主要な活動としては、「佐渡太鼓体験
交流館」の修学旅行の受け入れをはじめ、ここを拠点と
しての各種のイヴェントを開催することが出来ました。
　各種にわたる財団の活動の中でも、「伝統文化の再
創造」のひとつである、佐渡市柿野浦の研修所の運営
は、鼓童文化財団ならではの太鼓芸能を伝承する次世
代の人材育成を重要な使命として位置付けて居ります。
　次世代を担う人材育成のひとつとして、地域振興に
資する人材−佐渡の島おこし、日本各地の地域おこし−
を育成する、財団として二つ目の研修所の開設を本年
度企画し、準備作業を2013 年にスタート致しました。

　本年度の財団の活動のご報告を申し上
げますと共に、更なる試行の為の活動につ
きまして、皆様の多大なるご支援とご教示を
賜りますよう、心よりお願い申し上げます。

公益財団法人　鼓童文化財団
理事長　島崎信

ご挨拶

◎しまざきまこと
　東京生まれ。武蔵野美術大学名誉教授。国際的なモダンチェア研究者で北欧建築デザイン協会理事、日本・フィンランドデザイン協
会理事長、NPO 東京・生活デザインミュージアム理事長などを務める。近年は新潟の上越と佐渡において地産材を利用した家具「アー
スファニチャー」のデザインを行う。鬼太鼓座創設に関わり、また鼓童創立前からの相談役であり、2004 年より当財団の理事長を務める。

【主な著作】　「近代椅子学事始」「デンマーク・デザインの国」「美しい椅子（全 5 巻）」「ノルウェーのデザイン」ほか

─ 鼓童グループの活動理念 ─
私たちは、太鼓とともに世界をめぐり、

多様な文化や生き方が響き合う
「ひとつの地球」を目指します。

佐渡太鼓体験交流館では、修学旅行など学校単位での太鼓体験の受け入れを多く行っています。
2013 年は 140 校（約 4350 名）の皆さんが訪れました。（写真：藤田みらい）
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金井小学校に鼓童小編成で訪問しました。
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［佐渡］　〜島内各地で様々な活動を展開しました

１　人づくり
２　地域おこし
３　芸術文化の振興
４　国際交流

研修所の校庭で「剣舞」の稽古。

［海外］〜鼓童メンバーの海外派遣事業を行いました

〈佐渡太鼓体験交流館〉

○太鼓体験を通年で実施したほか、4月〜 10月

に新潟県内の小学校を中心に 140 校（4,358 人）

を受け入れました。

○東京・丸の内で定期的に開催している「丸の

内朝大学」の「佐渡フィールドワーク」として太鼓

合宿を行い、その成果をアース・セレブレーション（フ

リンジ）で発表しました。

○「鼓童佐渡特別公演」を主催しました。

（会場：宿根木公会堂）

研修生も出演し、日頃の稽古の成果をお客様に

見ていただきました。（写真下）

○春公演期間には、鼓童名誉団員によるワーク

ショップを行いました。

○夏公演では、宿泊プランを企画しました。

〈アース・セレブレーション2013〉

○佐渡の自然と文化を発信するフェスティバル

「アース・セレブレーション」を企画・運営しました。

メインイベントとなる「城山コンサート」に加え、

太鼓や芸能、文化に触れる「ワークショップ」

や「セミナー」、佐渡の自然を堪能する「佐渡

アウトドア体験」、新企画「トーク＆ライブ」等を

実施しました。

8/23 〜 25　小木地区（城山公園ほか）

○ 2 泊 3日の合宿形式で佐渡を学び、

体験する合宿ワークショップ「佐渡塾」

を開催しました。

寺での瞑想体験や、地元の方と山海

の幸や竹を自らの手で採取し加工して

「佐渡塾晩餐会」として成果を持ち寄

り、体験を皆で語り合いました。（小木、

羽茂地区）

〈アースファニチャー事業〉

○新潟県立佐渡高等学校へ、佐渡

の木工職人により作られた佐渡杉製

のロッカーを43 台納入しました。

〈鼓童文化財団研修所〉

○ 2013 年は、佐渡市柿野浦の研修所（旧岩

首中学校校舎を活用）で、1・2 年生合わせて

17 名が研修生活を送りました。

2014 年１月に修了した 31 期生は、5 名全員が

太鼓芸能集団「鼓童」準団員として生活の場

を鼓童村に移し、稽古をスタートさせました。

10ヶ月間の総合課程を修了した 1 年生は、12

名の内 8 名が 2 年生に進級しました。

○合宿ワークショップ　鼓童文化財団研修所

「鼓童塾〜齊藤栄一の太鼓篇」を開催しました。

○ 8/24「鼓童文化財団研修所 見学会」開催

○セミナー「宮本常一と鬼太鼓座

の時代」を開催

佐渡国小木民俗博物館

○シンポジウム、講演、展示等を実施しました。

3/10　東京・渋谷区　「小木ツーリズムシンポジウム」

6/6 〜 9　東京・台東区　「鼓童紹介パネル展示」で研修所に関する写真展示

9/28　新潟・新潟市、9/ 29　東京・渋谷区「鼓童文化財団研修所 説明会」

○「丸の内朝大学」大手町・丸の内・有楽町エリア全体をキャンパスとする市民

大学「丸の内朝大学」で、「鼓童プロデュース／和太鼓クラス」を開講しました。

4/15　講師：菅野敦司　4/15 〜 5/28（全 7 回）　講師：齊藤栄一

○小島千絵子トーク＆ライブ「紅の寿」を主催しました。（12/23　東京・文京区）

○ 12/7　岩手県大槌町で開催された「奈奈子祭〜冬

の陣〜」（被災地の郷土芸能をサポートし、地域復興を

目指す取り組み）へ鼓童小編成で応援出演しました。

○ 7/31 〜 8/2　長崎・島原市

「第 37 回全国高等学校総合文化

祭」に協賛しました。（ブース出展）

○「小木直江津モニターツアー」を実施しました。

3/22 〜 24　新潟・上越市、佐渡市

※小木三崎百年プロジェクト協議会事業

○小木直江津航路船内イベントの企画・運営を行

いました。（佐渡の民謡踊り実演披露、ミニ太鼓

体験、リラクゼーションサービス実施など）

※佐渡汽船「小木直江津航路」活性化事業

○アメリカ・カリフォルニア州トーランス

ASANO TAIKO US グランドオープニ

ングイベントに藤本𠮷利、藤本容子が参

加しました。

7/26〜28　ASANO TAIKO U.S. グ

ランドオープニングイベントコンサート

7/26、27　ワークショップ「Odaiko」

7/27　ワークショップ「Voice Circle」

○カナダ・バンクーバー

「ちび太鼓 20 周年記念公演」に招か

れ、藤本𠮷利、藤本容子がゲスト出演

しました。

11/30　「ちび太鼓 20 周年記念公演」

公演

ワークショップ

その他の活動★

○小学校・保育園での小編成公演、小学

生の唄の指導、祭りやイベント出演等の企画

制作を行いました。（小木、畑野、両津、金井、

羽茂、新穂、佐和田、相川各地区）

［国内］　
鼓童文化財団 2013 年の主な活動を
地域ごとにまとめました。
詳細は p.7 〜 10 をご覧ください。

活
動
の
柱

〜鼓童小編成やソロ、ワークショップ等のアウト
リーチ活動やシンポジウムなどを開催しました

小木半島

佐  渡

〈文化庁文化交流使〉

○文化庁が芸術家、文化人、研究者等、文化に携わる人々を

一定期間海外各地へ派遣して、日本文化を紹介する「文化庁

文化交流使」として、鼓童より藤本𠮷利と小島千絵子が海外派

遣され、各地で演奏やワークショップを行いました。

藤本𠮷利　派遣先：中国（北京、上海、杭州、延安、西安）

小島千絵子　派遣先：スペイン、ポルトガル、ベルギー、イギリス
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　『奈奈子祭（ななこまつり）』は、震災後のこの
苦境にあっても、東北沿岸地域の方々の暮らしの中
に当たり前にあった郷土芸能の場を何とかして作り、
観客でもあり演者でもあり得る、その土地の皆さんに
元気を取り戻してもらいたいとの思いから始まりまし
た。ご実家が廻り神楽の神楽宿である釜石市の笹

山奈奈子さんの発案で、2013 年 2 月にご実家を
芸能祭の場として開放されたことから『奈奈子祭』
とタイトルされました。
　実行委員長は、奈奈子さんのご主人の笹山政幸
さん。ご自身も仮設住宅に暮らす被災者で、所属
する芸能団体『南
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』も被災されています。祭りを休止さ
せてしまえばいつ復活できるか分からな
い、地域の人達の気持ちも繋げられな
いという強い気持ちから、助成団体から
の支援を受け、ご自分の団体の最小限
の道具を揃えて震災の年の祭礼日に芸
能を出しました。その後、まだ復活に至
れない多くの他所の団体の為に、助成
金の紹介・申請手続きなど、心血注い
で行動されています。
　この笹山ご夫妻を強力にサポートしてき
たのが、追手門学院大学教授の橋本
裕之先生。震災当時、盛岡大学に在

2013 年のトピックス

　2013 年のアース・セレブレーションでは、東日本
大震災の被災地域の復興支援として、郷土芸能を
応援・紹介する取り組みをしました。いわき市平（た
いら）の菅波青年会は、鼓童が２０年近く前から教
えを受けている団体でもあります。震災を経て「じゃ
んがら念仏踊りは、慰霊や鎮魂、そして今を生きる
人達の魂を奮い起こすことができるという強い自覚が
生まれた」とおっしゃる青年会の方々。観客の皆さ
んに、深い思いの込められた音を披露してくださいま
した。

「アース・セレブレーション 2013」小木みなと公園のフリンジ特設ステージにて
（写真：宮川舞子）

（2013 年 1月1日〜2013 年 12月31日）

−鼓童グループの東日本大震災復興支援活動

籍し、その後、芸能復興支援に尽力されてきた先
生とのご縁により、私達は『奈奈子祭』出演の機
会をいただきました。　

　そんな実行委員の方々の、郷土芸能を復興の力
に、との熱い思いが２月と７月の釜石市での開催を
実現しました。今回その 3 回目、被災を乗り越えて
再オープンした大槌町の「三陸ホテルはまぎく」を
会場とした『奈奈子祭〜冬の陣』にお招きいただき、
小島千絵子・山口幹文・齊藤栄一・見留知弘の
4 名で心を込めて演奏をしてまいりました。
　鼓童の他に近隣の 6 団体が出演し、4 時間半も
の長丁場にも関わらず、客席は満員（のべ 450 名）
の状況。これは地元大槌町の皆さんが結束して、
仮設住宅全戸にチラシを配ったり、シャトルバスを運
行したりという働きの賜物と伺いました。また、地域
の暮らしに芸能が必要であるという状況を多くの人
に知ってもらい、今後の理解者・支援者になっても
らう為に JTB によるツアーが企画され、東京などか
ら20 名が参加。加えて、この新しい形の芸能祭
応援のために、岩手県内で芸能復興支援に携わる
方 も々集結していました。

　当初は、地元の方々のための芸能祭に私達のよ
うな「他所者」が入っていいのかという不安があり
ましたが、開始から4 時間経つくらいの時間帯にも
関わらず、演目が進むごとに皆さんグーッと集中して
見てくださったことに驚きを覚えました。他の出演芸
能団体の方 も々最後まで興味をもって見てくださり、
客席の後ろからかけ声や指笛を鳴らしてくださったり。
お客様から出演後の廊下で握手の手を差し伸べら
れ「良かったよー、ありがとう」と声をかけていただ
いたり。私達の方が、気持ちをいただくこといっぱい
の、感激しきりの公演となりました。震災から3 年に
なろうとする今、お互いに刺激し合える存在になり得

るのだ、という思いを強く持ちました。
　翌日は、共演した芸能団体の拠点を訪ねるツアー
に同行させていただきました。代表者の方から震災
時からその後のお話を聞いたり、衣装の着付け体
験や踊りのワークショップなど。おかげ様で、これか
らぜひ繋がりを持って寄り添って応援していきたい
と思える出会いがありました。お囃子の採譜のお手
伝いや、新潟県の復興交流イベントへの紹介など、
2014 年 3月現在、交流を続けております。

　今回、被災芸能団体の現状を鼓童のメンバーが
この目で見知った、ということは大きな財産となりまし
た。支援格差、町の復興計画の遅延、土地を失っ
た福島の問題…。私達にできることは、３年経った
今だからこそ、風化はさせない意志を持って現地を
訪ね、気持ちの通い合う輪を広げること。芸能が果
たす役割、力を感じ取り、多くの方と共有できます
よう、地道なものではありますが、皆様に応援して
いただけるような活動をこれからも重ねていきたいと
思っております。

■ 福島県いわき市の「菅波じゃんがら念仏踊り」をアース・セレブレーションに招聘。（８月）

■ 岩手県大槌町で開催の芸能祭「奈奈子祭〜冬の陣」に応援出演（12 月）

　担当の千田が、2013 年 6 月に NPO 法人「佐
渡芸能伝承機構」の松田祐樹代表（当財団理
事）と共に大船渡市三陸町綾里（りょうり）を訪ね、
2014 年 3月開催予定の復興祈願祭の打ち合わせ
など、実行委員の方 と々親交を深めました。７月には、

『奈奈子祭〜夏の陣』へのツアー参加と、一昨年

よりご縁のある陸前高田市気仙町の「けんか七夕
祭り」の菅野剛さんに地域の状況を取材。
　また、東京で開催の震災復興支援に関するシン
ポジウムなどに参加し、被災地芸能支援に携わって
こられた方々から様々な教えをいただき、繋がりを広
げさせていただいてきました。　（報告：千田倫子）

■ その他、継続活動や、被災地芸能支援に関わる方 と々のネットワーク作り

山田町の愛宕青年会による八木節。震災後まもなく、若者達の強い思いで復活
を遂げた（写真提供：遠野まごころネット様）

『奈奈子祭〜冬の陣〜』に小編成で出演
12月7日
会場：三陸花ホテルはまぎく（岩手県大槌町浪板海岸）
出演：臼澤鹿子踊（大槌町）／城山虎舞（大槌町）／雁舞道七福神（大槌町）
／愛宕青年会八木節（山田町）／鵜鳥神楽（普代村）／早池峰岳神楽（友
情出演：花巻市）／鼓童（小島千絵子、山口幹文、齊藤栄一、見留知弘）

沿岸の虎舞、幕系鹿踊、神楽などの後、鼓童が応援出演。約1時間演奏させていただきました。
（写真提供：民俗芸能STREAM代表・西嶋一泰氏）
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2014 年の計画より

　佐渡の行政機関と医療機関からの委託で、太鼓芸
能を通じた理学療法、作業療法、言語療法、健康スポー
ツに融合させた研究と実践を、それぞれの分野の専門
家と協働で行います。佐渡市の高齢福祉アドバイザー
である心療内科の先生より、認知症の予防に有酸素運
動が有効であるとの実証データがあることから、太鼓によ
る運動療法の共同研究を提案いただいたことがきっか
けです。
　この取り組みは、「エクササイズ」「佐渡」「ドン（太鼓の
音）」をかけて、「エクサDON」とネーミングされました。
　2014年度には、計８回の試行的な教室と２回の保健
師への研修会を予定しています。

（2014 年 1月1日〜2014 年 12月31日）

2 月22 日に佐渡市主催で試験的に行われた第１回「太鼓たたいてエクサ DON」

太鼓芸能集団 鼓童の活動
■鼓童 佐渡特別公演 2013 - 春 -
4月 26日〜 29日、5月 1日〜 6日

新潟・佐渡市　宿根木公会堂

演出：小島千絵子

出演：藤本𠮷利、小島千絵子、山口幹文、齊

藤栄一、漆久保晃佑、地代純、三浦康暉、福

島雅仁／研修生 2 年生

■鼓童 佐渡特別公演 2013 - 夏 -
7月 13日〜 16日、18日〜 21日

新潟・佐渡市　宿根木公会堂

演出：小島千絵子

出演：藤本𠮷利、小島千絵子、山口幹文、宮

﨑正美、立石雷、（船橋裕一郎・21日のみ）

／研修生 2 年生

■小編成公演／イベント出演
3月 10日　岡山・倉敷市　「第５回日本縦断和

太鼓コンサート天地人の大太鼓〜北海道編〜」

出演：藤本容子、見留知弘

3 月 17日　山梨・身延町　「角田山妙光寺開

創七百年記念身延山 700 人大法要」

出演：小島千絵子、山口幹文、見留知弘／金

城光枝

5月 16日　新潟・佐渡市　

「JR 新潟デスティネーションキャンペーン」視察

出演：小島千絵子、山口幹文、見留知弘

5月 22日　新潟・佐渡市　「Caledonian Sky

鼓童パフォーマンス公演」　

出演：小島千絵子、山口幹文、見留知弘、漆

久保晃祐、地代純、福島雅仁、三浦康暉

6月 12日　新潟・佐渡市　金井小学校

「鼓童スペシャル〜明日へ〜」

出演：小島千絵子、山口幹文、宮﨑正美、小

松崎正吾

6月 23日　新潟・佐渡市　佐渡太鼓体験交流

館　「八海醸造ミニコンサート・ワークショップ」

出演：山口幹文、十河伸一

6月 23日　広島・廿日市市「阿厳太鼓結成３３

周年記念　和太鼓ライブ in はつかいち」" 平清

盛の如く夢を創り伝承する族たち" ゲスト出演

（1 部）阿厳太鼓「鼓響の会」（２部）出演：

藤本𠮷利、藤本容子

7月 6日　新潟・佐渡市　両津　「佐渡青年会

議所創立 40 周年記念祝賀会」演奏

出演：小島千絵子、山口幹文、船橋裕一郎、

宮﨑正美、立石雷

7月 26日〜 28日　アメリカ・カリフォルニア州トー

ランス　ASANO TAIKO U.S. グランドオープニ

ングイベントコンサート

出演：藤本𠮷利、藤本容子／今福優、木村俊

介、堂本英里、末長愛、Los Angeles Taiko 

Institute (LATI) Staff、特別ゲスト：前進太鼓

（27日のみ）

26日、27日　ワークショップ「Odaiko」講師：

藤本𠮷利

27日　ワークショップ「Voice Circle」講師：藤

本容子

7月 27日　新潟・佐渡市　白山丸展示館

「白山丸まつり前夜祭」

出演：山口幹文、船橋裕一郎、宮﨑正美、立

石雷

８月 2日　新潟・佐渡市　深浦　「夕焼け神楽

（上越桑取地区神楽）」に友情出演

出演：小島千絵子、山口幹文、船橋裕一郎

9月 29日　新潟・新潟市「南浜病院祭」

出演：山口幹文、齊藤栄一

10月11日　東京・港区　「鼓童特別編成公演」

出演：藤本𠮷利、小島千絵子、藤本容子、山

口幹文、宮﨑正美、草洋介、小松崎正吾／

金城光枝

10月 13日　栃木・壬生町

「円仁 PR 事業特別公演」

（2 部）出演：藤本𠮷利、小島千絵子、藤本容子、

山口幹文、宮﨑正美、草洋介、小松崎正吾／

金城光枝

10月 16日〜 18日　新潟・佐渡市　両津文化

会館　「第3回世界の鼓童とともに 芸能の宝島・

佐渡　おけさ・鬼太鼓・鼓童の祭典」

出演：藤本𠮷利、小島千絵子、山口幹文、宮

﨑正美、草洋介、小松崎正吾／両津鬼太鼓組、

しぐれ会、はまなす会、民謡研究会

10 月 23日　新潟・佐渡市　佐渡太鼓体験交

流館　「うたのびっくり箱」公開リハーサル

出演：藤本容子、宮﨑正美

10月 24日　新潟・佐渡市　羽茂保育園

「うたのびっくり箱」

出演：藤本容子、宮﨑正美

11 月 15日　新潟・佐渡市　八幡館「日中韓

文化交流フォーラム」歓迎晩餐会で演奏

出演：小島千絵子、齊藤栄一

11月 30日　カナダ・バンクーバー

「ちび太鼓 20 周年記念公演」ゲスト出演

出演：藤本𠮷利、藤本容子

12月 7日　岩手・大槌町

「奈奈子祭〜冬の陣〜」応援出演

出演：小島千絵子、山口幹文、齊藤栄一、見

留知弘／臼澤鹿子踊、城山虎舞、雁舞道七

福神、愛宕青年会八木節、鵜鳥神楽、早池

峰岳神楽

12月 23日　東京・文京　トーク＆ライブ「紅の寿」

出演：小島千絵子、藤本𠮷利、藤本容子、山

口幹文、齊藤栄一、宮﨑正美、前田剛史ほか

／永六輔、伊藤多喜雄、木村俊介、金城光枝、

内藤哲郎、西野貴人

■藤本𠮷利
＜文化庁文化交流使派遣事業＞

1月 28日　中国・北京　日本人学校

1月 29日　中国・北京　日本人学校

2月 1日　中国・北京　日本料理店「初音」

2月 4日　中国・上海　日本人学校

2月 5日　中国・杭州日本人学校

2月 15日　中国・延安

2月 16日　中国・西安

2月20日　中国・北京　日本料理店「MANZO」

（以上すべて太鼓の実演）

4月 29日　新潟・佐渡市　佐渡太鼓体験交流

館　「あなたも大太鼓打ちに！」ワークショップ

■小島千絵子
＜文化庁文化交流使派遣事業＞

1 月 27日　スペイン・バルセロナ　日本人会新

年餅つき

2月 15日　スペイン・マタロ　ワークインプログレス

2月 20日、21日　スペイン・マドリード　ワークショップ

2月 21日　スペイン・マドリード　日本大使館実演

2 月 28日　ポルトガル・リスボン　オリエント博物

館　レクチャー／ワークショップ／実演

3月 1日　ポルトガル・シントラ市現代美術館オー

2013 年の活動報告 （2013 年 1月1日〜2013 年 12月31日）

■ 深浦学舎
　2012年3月に閉校した旧深浦小学校校
舎は、鼓童文化財団が事務局を担う活用
委員会が佐渡市より無償貸付を受けて管
理運営しています。当校舎には2005年に
竣工した体育館があり、小木半島の尾根
上の高台に位置することから、佐渡市の広
域避難所にも指定されています。
　鼓童文化財団は、旧深浦小学校活用
委員会の一員として、避難所としての維持
管理を行いながら、鼓童誕生の原点である

「日本海大学構想」を再創造する学びの場として、この
施設を「深浦学舎」と名付け、活用させていただくことと
なりました。その第一歩として、「地域づくり」コースの実
習生が寄宿を始めます。また、国内外から太鼓や佐渡
の文化を研修する目的で佐渡を訪問するグループの受
け入れを始めます。そして、国内外の大学、シンクタンク
等と共同で、企業経営者、社会人、学生等、幅広い方々
に向けた研修プログラムの開発を進めてまいります。
　小木地区では、旅館・民宿の閉館が相次いでいること
から、宿泊施設として活用し、地域活性化が図られること
への期待が持たれており、今回の改修工事では、浴室、
耐熱材による内装、消防設備、浄化槽等、旅館業として
の基準を満たす整備を行いました。なお、この改修工事
にかかる費用は、寄付金により賄うことができました。ご
支援いただきました皆様に、深く感謝申し上げます。

■ 「地域づくり」コース試行第一期開始
　鼓童文化財団では、これまで研修所運営で培ってき
た経験を活かし、2014年4月より、鼓童の舞台メンバー
を目指すコースとは別に、佐渡の自然や文化の中で学ん
だ経験を、全国各地の地域振興のために活かせる人材
を育成する「地域づくり」コースの開設に向けた一歩を
踏み出します。
　「地域づくりを担う人材を育てるためには、どのような
研修プログラムが必要か」、更には「地域づくりとは何か」

「地域づくりの人材はどのように自立できるか」という根
本となる課題に対して、実践を通して向き合っていくこと
から始めたいと考えています。
　深浦学舎を拠点に活動を開始する、2名の第一期
実習生との、地域づくりに向けた新たな挑戦が始まりま
す。

旧深浦小学校の校舎全景。鼓童村にほど近く、かつては鼓童メンバーの子ども達も通っていました。

■ 太鼓と医療介護を融合させた「認知症予防プログラム」の開発

小島千絵子の芸歴 37 年の軌跡を綴った特別企画「紅の
寿」には、かねてより親交の深い永六輔さん、伊藤多喜雄
さんも駆けつけてくださいました。（写真：宮川舞子）
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校、亀田西小学校、濁川小学校、坂井輪小

学校、和納小学校、荻川小学校、阿賀小学校、

桃山小学校、笹山小学校、新津第一小学校、

丸山小学校、小合小学校、鏡淵小学校、笹

口小学校、坂井東小学校、関屋小学校、小

林小学校、新通小学校、青山小学校、早通

南小学校、曽野木小学校、大形小学校、立

仏小学校、竹尾小学校、万代長嶺小学校、満

日小学校、越前小学校、入舟小学校、新潟大

学教育学部附属 新潟小学校、南万代小学校、

有明台小学校、西内野小学校、大野小学校、

亀田小学校、巻南小学校、潟東西小学校中之

口東小学校、中野山小学校、山の下小学校、

笠木小学校、両川小学校、大通小学校、大

淵小学校　〈新発田市〉川東小学校、七葉小

学校、中浦小学校、加治川小学校、御免町小

学校、紫雲寺小学校、藤塚小学校、佐々木小

学校、車野小学校、松浦小学校、猿橋小学校、

赤谷小学校　〈聖籠町〉蓮野小学校　〈村上

市〉神納小学校、保内小学校　〈胎内市〉築

地小学校、きのと小学校、胎内小学校　〈長岡

市〉越路西小学校、柿小学校、才津小学校、

大積小学校、宮本小学校、富曽亀小学校、豊

田小学校、脇野町小学校、石坂小学校、長岡

聾学校、栖吉小学校、東谷小学校、神田小

学校、渋海小学校、関原小学校、和島小学

校、青葉台小学校　〈南魚沼市〉五日町小学校、

城内小学校、赤石小学校、浦佐小学校、六日

町小学校、北辰小学校　〈柏崎市〉北条小学

校、中通小学校、枇杷島小学校、剣野小学校、

半田小学校、西山町 6 年生合同宿泊体験学習、

北鯖石小学校、田尻小学校、新道小学校　〈田

上町〉田上小学校、羽生田小学校　〈妙高市〉

姫川原小学校

［佐渡島内の保育園・学校］姫津保育園、多

田保育園、佐和田中学校、赤泊小学校、相川

小学校、あいかわ幼稚園、さわた幼稚園、畑

野小学校、沢根小学校、金井小学校、新穂

小学校、羽茂小学校、小木小学校

7 月 10日　新潟・佐渡市　佐渡太鼓体験交流

館　「ネイグル新潟社員旅行」太鼓体験と講演会

講師：十河伸一（太鼓体験）、菅野敦司（講演）

10月 27日　新潟・佐渡市〜上越市

小木直江津航路船内イベント 太鼓ミニ体験講師

■大井キヨ子
新潟・佐渡市　佐和田「刺し子教室」 講師

2月 13日、3月 13日、4月 17日、5月 15日、6

月 12日、10月 16日、11月 13日、12月 11日

新潟・佐渡市　小木「たたこう館 刺し子教室」 

講師　3月16日、5月18日、6月8日、9月21日、

10月 26日、11月 16日、12月 14日

新潟・佐渡市　小木「小木公民館 刺し子講座」

講師　5 月 27 日、6 月 27 日、7 月 25 日、9 月

12 日、9 月 26 日、10 月 24 日、11 月 7 日、11

月 14日

新潟・佐渡市「人形劇 ほっぺん先生の動物日

記　へんてこヒヨドリ」小木図書館活動として参

加　2月 20日、2月 23日、2月 27日

新潟・佐渡市 「小木さざなみ会」地域活動とし

て参加　5月 2日〜 5日、6月 16日、7月 20日、

7月 21日、7月 28日、8月 2 〜 4日、8月 14日、

8月 15日、9月 15日、11月 17日

4月 27日〜 5月 6日　新潟・佐渡市 金井　大

慶寺　平成佐渡の刺し子「きるもの展」

11月 23日、24日　新潟・佐渡市 小木

「小木地区文化祭」刺し子展示・小木地区公

民館講座 　刺し子生徒の作品発表

鼓童文化財団研修生の活動
■ 2013 年に実施した主な稽古・研修
・太鼓、踊り、唄、笛、身体基礎、能、茶道、

造形、俳句、サンバ（打楽器演奏）

・魚のさばき方、農作業、自由研究、講義など

・鼓童舞台メンバーとの合同稽古、鼓童舞台メン

バーの稽古見学

・佐渡島内の鼓童公演やアース・セレブレーション

等でのイベントの現場体験

・酒蔵見学と酒造り体験

・「松ヶ崎中学校」学校林整備作業への参加

・「トライアスロン」等、島内イベントのボランティア

など

■交流事業
5月23日「日本自然環境専門学校ワークショップ」

6月 20日「松ヶ崎中学校交流会（春）」

6月 22、23日「内野中学校交流会」

7月 1日「前浜小学校交流会」

9月 25日「佐渡特別支援学校ワークショップ」

10月 8日「松ヶ崎中学校交流会（秋）」

11月 17日「柿野浦敬老会」（演奏）

（指導：石原泰彦）

10月 1日「金井中学校交流公演」

（指導：齊藤栄一）

■実地研修
鼓童佐渡特別公演 2013 春・夏に出演（2 年生）

「ツアー参加実地研修」として交流学校公演に

参加

演出：前田剛史　出演：船橋裕一郎、石塚充、

中込健太、前田剛史、立石雷、福島雅仁／渡

辺健吾（研修生 2 年生）

12月 2日　鳥取・鳥取緑風高等学校

3日　鳥取・倉吉総合産業高等学校

5日　鳥取・皆生養護・鳥取聾学校ひまわり分

校

6日　鳥取・米子養護学校

10日　新潟・長岡立中之島中学校／

新潟市立西川中学校

11日　新潟・胎内師産業文化会館

（胎内市立中条中学校）

16日　埼玉・和光市民文化センター

（埼玉県立朝霧高等学校）

17日　神奈川・横須賀市立衣笠小学校

■祭りへの参加や見学
祭りへの参加　柿野浦（4 月）、小木（8 月）、

岩首（9月）

祭り見学　浜河内、羽茂、相川、小木ほか

薪能見学　ほか

鼓童文化財団の活動
3月 10日　東京・渋谷区

「小木ツーリズムシンポジウム」開催

3月 22 〜 24日　新潟・上越市、佐渡市

「直江津モニターツアー」実施

6月 6日〜 9日　東京・台東区

「鼓童ワン・アース・ツアー2014 〜伝説」会場で

「鼓童紹介パネル展」で研修所に関する写真

を展示

7月 31日〜 8月 2日　長崎・島原市

「第 37 回全国高等学校総合文化祭」に協賛

（ブース出展）

8月 24日　新潟・佐渡市

「鼓童文化財団研修所 見学会」開催

9月 28日　新潟・新潟市

9月 29日　東京・渋谷区

「鼓童文化財団研修所 説明会」開催

12月 20 〜 24日　東京・文京区

「鼓童ワン・アース・ツアー2014 〜神秘」会場で、

研修所に関する写真を展示

〈アース・セレブレーション2013〉

【EC プレイベント】 

プニングセレモニー公演

3月 3日、4日　ベルギー・ブリュッセル　ワークショップ

3月 7日〜 9日　イギリス・ロンドン　ワークショップ

3月 31日　和歌山・日高川町

「桜・舞・道成寺」鼓童の舞姫　小島千絵子

の舞と太鼓の世界　ゆきあひ〜清姫〜

出演：小島千絵子／木村俊介、西野貴人、池

上眞吾、西田ひろみ、池田安友子

4 月 14日　東京・目黒区　「千絵子流女打ち

講座〜しなやかに、そして舞うように〜」

4月 28日　新潟・佐渡市　佐渡太鼓体験交流

館　「千絵子流女打ちの基本」ワークショップ

5月 18日　新潟：上越市　五の会「ゆきあひ」

舞台〜水・火・風・空・土〜

出演：小島千絵子／中野亘

5月 26日　京都・京都市　「ゆきあひ」雪月花

5月 27日　奈良・天理市　天理教校学園高等

学校　和太鼓部ワークショップ

6月 29日　奈良・奈良市

「西光寺 チャリティ太鼓コンサート」ゲスト出演

※東日本大震災復興支援イベント

8月 11日　東京・目黒区

「千絵子流女打ち講座〜夏〜」

8 月 20 日、21 日　神奈川・川崎市　梵天＆

鼓童　小島千絵子の世界　舞舞台「道成寺」

出演

9月 27日　新潟・上越市　

「ゆき逢ひ」ライブコンサート

出演：小島千絵子、山口幹文／西野貴人

9月 27日〜 29日　新潟・上越市

「千絵子流女打ち集中講座」合宿ワークショップ

10月 27日　東京・目黒区

「千絵子流女打ち講座〜秋〜」

12月 14日　東京・青山

和太鼓「梵天」特別公演「道成寺」出演

■藤本容子
1月 15日〜 17日、21日　新潟・佐渡市 小木

小木小学校「唄のワークショップ」

1月 23日　新潟・佐渡市　畑野

畑野小学校「校歌の唄指導」

11月 19日　新潟・佐渡市　新穂

「音を楽しむ」うたのワークショップ

※佐渡市機能訓練事業

■山口幹文
3月 2日　新潟・佐渡市　相川　「一管風月」

出演：山口幹文／佐藤世子

3月 24日　新潟・佐渡市

「佐藤世子ピアノ発表会」ゲスト出演

5月 5日　新潟・佐渡市　宿根木公会堂

「篠笛講座」ワークショップ

6月 15日　新潟・佐渡市　佐和田　

「一管風月」コンサート

出演：山口幹文／佐藤世子

6月 21日　群馬・前橋市

「一管風月」コンサート

6月 29日　新潟・新潟市　「新桜会」

出演：山口幹文／佐藤世子

9月 12日　茨城・水戸市

「一管風月」コンサート

出演：山口幹文／宮田まゆみ

「風の彩　二管の綾　其の五」コンサート

出演：山口幹文／森美和子

9月 14日 福島・いわき市　

16日　東京・台東区

18日　愛知・名古屋市

21日　岐阜・岐阜市

22日　京都・京都市

23日　大阪・大阪市

9月 15日　東京・目黒区

「太鼓の里 響和館〜篠笛講座 実践編」

11月 17日　新潟・新発田市

「一管風月」コンサート

出演：山口幹文／佐藤世子

11月 18日　新潟・南蒲原郡

 「田上中学校講演会」

■齊藤栄一
3月3日　新潟・魚沼市　「和太鼓ワークショップ」

5 月 4日　新潟・佐渡市　佐渡太鼓体験交流

館　「お気軽太鼓教室」ワークショップ

「丸の内朝大学 鼓童プロデュース和太鼓クラス」

4月 15日、22日、23日、5月 20日、21日、27日、

28日 東京・千代田区

6月 8日、9日　新潟・佐渡市　佐渡太鼓体験

交流館　「丸の内朝大学和太鼓クラス フィールド

ワーク 太鼓合宿」

8月 25日　新潟・佐渡市 小木地区

「アース・セレブレーション2013 フリンジ」　

丸の内朝大学和太鼓クラス成果発表

10月 10日〜 14日　新潟・佐渡市　鼓童文化

財団研修所　「鼓童塾〜齊藤栄一の太鼓篇」

■見留知弘
4月 24日　新潟・新潟市

「佐渡汽船創立 100 周年記念祝賀会」出演

出演：見留知弘／狩野泰一

■宮﨑正美
8 月 13日　新潟・佐渡市　「羽茂大崎世界一

小さな花火大会太鼓ワークショップ」

鼓童文化財団スタッフの活動
■菅野敦司
4月 15日　東京・千代田区　「丸の内朝大学」 

講演

12 月 7日　新潟・新潟市　「公害資料館連携

フォーラム in 新潟」分科会セッションゲスト

■十河伸一
通年 佐渡太鼓体験交流館（たたこう館）　太鼓

体験講師

〈修学旅行の受け入れ〉

［埼玉県］県立浦和特別支援学校

［長野県］〈長野市〉共和小学校

［新潟県］〈阿賀町〉津川小学校、日出谷小学

校、鹿瀬小学校　〈阿賀野市〉神山小学校、

分田小学校、堀越小学校、前山小学校、安

野小学校、山手小学校、赤坂小学校　〈燕市〉

燕東小学校、分水北小学校、粟生津小学校、

燕南小学校、吉田北小学校　〈加茂市〉加茂

小学校、下条小学校、加茂南小学校、七谷

小学校　〈刈羽村〉刈羽小学校　〈魚沼市〉

須原小学校、広神東小学校、入広瀬小学校、

堀之内小学校　〈見附市〉見附小学校　〈五

泉市〉五泉小学校、橋田小学校、五泉南小

学校、愛宕小学校、五泉東小学校、川東小

学校、巣本小学校　〈三条市〉西鱈田小学校、

南小学校、一ノ木戸小学校、月岡小学校、井

栗小学校、保内小学校、四日町小学校　〈糸

魚川市〉糸魚川小学校、浦本小学校　〈十日

町市〉松之山合同小学校 ( 松里小学校ほか )、

中条小学校、東小学校、田沢小学校　〈出雲

崎町〉出雲崎小学校　〈小千谷市〉南小学校、

千田小学校　〈上越市〉安塚小学校、明治小

学校、黒田小学校、大島小学校、古城小学校、

保倉小学校、春日新田小学校、美守小学校、

上杉小学校、春日小学校　〈新潟市〉金津小

学校、内野小学校、浜浦小学校、潟東南小学

校、月潟小学校、山潟小学校、東山の下小学

小木地区文化祭で、刺し子の作品を展示しました。
（講師：大井キヨ子）

「鼓童塾」太鼓をたたく前に入念なストレッチを行います。
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I　正味財産増減の部
1.　経常増減の部

（1）  経常収益
 1. 基本財産運用益 643,609
 2. 事業収益 77,393,743
 3. 鼓童の会収入 7,828,500
 4. 寄付金収入 11,487,235
 5. 補助金収入 200,000
 6. 雑収益 2,283,288
 
 経常収益計 99,836,375
　
 

（2）  経常費用

 1. 事業費 76,262,225
 2. 管理費 29,330,697
  経常費用計 105,592,922
  当期正味財産増減額 △ 5,756,547
  正味財産期首残高 98,910,347
II　正味財産期末残高 93,153,800

2013 年度 決算
正味財産増減計算書　2013 年 1月 1日から12月 31日まで　　　（単位：円）貸借対照表　2013 年 12月 31日現在　　　　　　　　　　　　（単位：円）

I　資産の部
流動資産 現金および預金 18,929,815
 売掛金 13,125
 未収金 11,742,187
 仮払金 474,215
 その他 1,588,442
 流動資産合計 32,747,784
固定資産 基本財産 100,211,931
 その他の固定資産合計 4,559,511
 固定資産合計 104,771,442
 資産合計 137,519,226
II　負債の部
流動負債 未払金 30,543,032
 未払消費税等 810,100
 その他 335,294
固定負債 　 長期借入金 12,677,000
　　　　　　負債合計  44,365,426
III　正味財産の部
正味財産 93,153,800
負債及び正味財産合計 137,519,226

2013 年度ご支援いただいた皆様
　昨年も多くの皆様からご寄付や会費、そしてお米など様々なご支援をいた

だきました。深く感謝申し上げます。以下敬称略でご紹介させていただきます。

【2013 年 1 月1 日〜 12 月31 日までにご寄付いただいた皆樣】
5000 口　堀口智顕／ 1100 口　（株）北前船／ 500 口　島崎信

180 口　浅野昭利／ 110 口　（株）花岡製本所

81 口　鼓童ウェブログ修学旅行／ 60 口　（株）ときの郷ゴルフクラブ

45 口　医療法人社団 真木山医院／ 37 口　松永政雄

30 口　岸本高志、鹿島泰明、藤田喜代子、日下敞啓

20 口　一戸仁、山本宣清、斉藤隆三郎、釣見潔、筒井祖晋、名田一子、

逸見酒造株式会社／ 10 口　伊藤正依、加納よう子、河内寿美子、

花の木、吉田恵子、吉野ヨシ子、高間敏幸、佐藤惇、三浦澄夫、

山岸稔秋、山畑寿雄、山本昌子、四方房夫、春本博章、小田嶋章子、

小林博、新畑茂充、森千恵子、森田澄夫、西満寿美、竹内修一、

中川佳之、中島一、中野洸、渡部茂子、渡邊光喜、堀みぎわ、

本間晴彦、本田正、柳沢和子、薮内佐斗司、鈴木道子、髙橋利市、

しんちゃんせんせい（計 54 名）

匿名希望の方　33 名　10 口未満の方　69 名

※ 年次報告書への名前掲載を希望しない方の寄付金額、

　 および 10 口未満の方の寄付金額の小計 3,798,735 円

 2013 年度寄付総額（169 件） 11,487,235 円

〈特別な目的への寄付〉

「2012 年度年次報告書」にて研修所への寄付をお願いいたしましたところ、

総額 137,000 円をお寄せいただき、研修生が移動の際に使用する車両の

購入費の一部にあてさせていただきました。（太鼓の革も張り替えられました

のでご安心ください。）

【インカインド】（金銭以外のご支援）
お米 900 キロ 池野牧場 ／ 長机 21 台 柿野浦集落

（いずれも研修所へご寄贈いただきました。）

2013 年度の鼓童の会
　鼓童の会会員の方々には、機関誌月刊「鼓童」

（年 11 回発行）をお届けするほか、鼓童グッズ

の割引や、公演チケットの先行予約、公演へのご

招待など、年会費の額に応じて各種特典を提供し

ています。

2013 年度の鼓童の会会員数（2013 年 12 月31 日現在）　

■ 鼓童の会（日本語のサービス）　

支援会（年会費５万円）11 名、特別支援会（年会費 10 万円）8 名、

後援会（年会費 1 万円）278 名、友の会（年会費 3,000 円）1,260 名

■ Friends of Kodo（英語のサービス）

Group A（年会費 2,000 円）6 名、Group B（年会費１万円）2 名

会員数合計：1,562

※上記のほかに、（株）北前船が管轄する賛助会（定員 350 名／特別

賛助会費 30 万円）の会員情報を管理。

【鼓童の会／支援会、特別支援会】

◎支援会　荒川友美子、大塚哲朗、高山輝美、滝口惠子、遠山真由美、

三上雄太郎、吉川峰子　ほか 4 名

◎特別支援会　内田和子、北島京子、瀧澤太郎、松井秀樹　ほか 4 名

たくさんのご支援をいただき、深く感謝申し上げます。ありがとうございました。

8月13日〜22日　たたこう館太鼓体験ウィーク「し

んちゃんせんせいと太鼓体験」

講師：十河伸一　主催：鼓童文化財団

8月 21日、22日　佐渡薪能公演

21日　椎崎諏訪神社能舞台

22日　春日神社能舞台

出演：津村禮次郎（能）、小笠原弘晃（狂言）、

森山開次（ダンス）ほか

主催：（一社）佐渡観光協会

8月 23-25日　新潟・佐渡市 小木地区

主催：アース・セレブレーション実行委員会

【城山コンサート】

23日　鼓童「打男 DADAN」〈映像〉付き特

別版 演出：坂東玉三郎　出演：鼓童

24日　「創世」鼓童＋上妻宏光プロジェクト　

演出：坂東玉三郎　演出補佐：前田剛史（鼓童）

出演：鼓童／上妻宏光、伊賀拓郎

25日　「祝祭」Special ナイト

演出： 小田洋介（鼓童）　出演：鼓童／上妻

宏光、伊賀拓郎　特別出演：愛音羽麗

【ワークショップ】

23日　太鼓「音でキャッチボール」齊藤栄一

23日　太鼓「あなたも大太鼓打ちに！」藤本𠮷
利

24日　笛「より良い音を求めて」山口幹文

24日　太鼓・笛・唄・踊り「小木おけさ（佐渡

島）」小木さざなみ会の皆さん

25日　太鼓「三宅太鼓（三宅島）」三宅島芸

能同志会の皆さん（津村親子）

25日　踊り「浜河内鬼太鼓（佐渡島）」河内

若手の皆さん

25日　太鼓「八丈太鼓（八丈島）」浅沼宏雄（は

ちじょう太鼓・楽鼓会）

【トーク＆ライブ】

24日　「千絵子におまかせ！」小島千絵子

24日　「太鼓人生どんどこどん！」藤本𠮷利

25日　「うたのびっくり箱」藤本容子、宮﨑正

美

【セミナー】

25日　「宮本常一と鬼太鼓座の時代」

講師：小西公大（東京外国語大学特定研究員）、

杉本浄（東海大学文学部専任講師）、門田岳

久（立教大学観光学部助教）

【佐渡アウトドア体験】

8月 23日〜 25日

・ 琴浦シーカヤック体験

・ 大佐渡・石名天然杉散策

・ 小木半島ふしぎ探検

・ トキ見学＆里山さんぽ

【特別フリンジ】

鼓童メンバーやワークショップ講師、招待グループ

などによる演奏。

23日　「鼓童小編成　宿根木一座」

藤本𠮷利、小島千絵子、藤本容子、山口幹文、

齊藤栄一、宮﨑正美

24日　「三宅太鼓」津村親子

24日　「小木おけさ」祭好社中、小木町の皆さ

ん

24日、25日　「じゃんがら念仏踊り」菅波青年

会（福島県いわき市）

25日　「八丈太鼓」浅沼宏雄（ゲスト：小島千

絵子）

25日　「狩野泰一 with 今泉孝文 LIVE」

25日　「佐渡の芸能」新穂中央青年会、南片

辺御太鼓、浜河内鬼太鼓

25日　「宵のゆんづる」小島千絵子、藤本𠮷利、

藤本容子、山口幹文、宮﨑正美、阿部好江

【関連イベント】

8月 23日〜 25日　たたこう館太鼓体験

EC3DAYS「しんちゃんせんせいと太鼓体験」

講師：十河伸一　主催：鼓童文化財団

8月 23日〜 24日　Music Together（0 歳〜 5

歳の子どもとその家族対象のワークショップ）

講師：アナリーズ・ナイト  主催：Music Together

ご支援のお願い
　鼓童は、佐渡から国内外のあらゆる地域へ太鼓を携え旅することを活

動の核としています。また、これまで蓄積した経験を社会に還元すること

は、鼓童が創設当初から変わらずに描き続けてきた理念です。鼓童の

創造活動は公演の入場料収入やご協賛によって支えられ、鼓童文化財

団の公益的な活動は、趣旨にご賛同くださった皆様からの「ご寄付」や

「鼓童の会会費」が主な活動源となります。

　より多くの方々に、音楽芸能を通じて日本の伝統文化の素晴らしさをお

伝えすることが、鼓童の使命であると考えております。今後とも鼓童グルー

プの活動に対し、皆様の格別のお力添えをお願い申し上げます。

ご支援の方法
1）「鼓童の会」へのご入会
　活動に共感してくださる皆様と鼓童をつなぎ、活動を幅広く応援してい

ただく会です。ご入会いただきますと、毎月発行の機関誌「月刊鼓童」

をはじめとして鼓童の様々な活動情報をお送りするほか、公演の先行予

約やオリジナル商品の割引などの特典があります。「友の会」「後援会」

「支援会」「特別支援会」「賛助会」などの会種があり、それぞれに特

典が異なります。特に「支援会」「特別支援会」は、皆様の参加によ

り鼓童文化財団の運営の基盤を支えていただく会です。会員となって継

続的なご支援をお願いいたします。

友の会（年会費 3,000 円）、後援会（年会費 1 万円）、支援会（年

会費 5 万円）、特別支援会（年会費 10 万円）

英語でのサービス"Friends of Kodo" Group A（年会費 2,000 円）、

Group B（年会費１万円）

ご入会手続きは申込書をご利用ください。また「鼓童チケット予約サイト」

よりオンラインでもご入会いただけます。

2）ご寄付
　一口 1,000 円で随時お受けしております。年に 10 口以上ご寄付をい

ただいた方は年次報告書にご希望によりお名前を掲載させていただきま

す。ご送金には郵便払込み、またはクレジットカードがご利用になれます。

郵便払込みをご利用の場合、郵便局備え付けの払込用紙にお名前、ご

住所、（10 口以上の場合はお名前掲載のご希望の有無）をご記入の上、

郵便振替口座［00690-9-25829（財）鼓童文化財団］宛にご送金く

ださい。クレジットカードの場合、寄付申込書をご利用ください。

※ 2011 年 11 月24 日より、当財団への支援金（寄付金及び鼓
童の会会費）については、所得税の優遇措置の対象となりました。
また、お住まいの自治体によっては、住民税も対象となります。

3）鼓童文化財団発行図書のご購入
　出版事業は収益につながるものではありませんが、調査・研究の成果

を、広く社会に還元するための取り組みです。「鼓童オンラインストア」よ

り当財団の出版物をお求めいただけますので、ぜひご協力をお願い申し

上げます。

『職人の技法−佐渡のたらい舟』（2003 年刊）

『いのちもやして、たたけよ。−鼓童三〇年の軌跡−』（2011 年刊）

各 2,000 円＋税

特別フリンジ「佐渡の芸能」より浜河内の鬼太鼓。ワーク
ショップ参加者も加わり、賑やかで楽しい成果発表の場とな
りました。
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2014 年度事業計画

（重点分野）

• 深浦学舎の開設による、鼓童創設の原点であ

る「日本海大学」の現代的再創造

•ファンドレイジング部の創設による、公益事業の

推進に向けた資金調達力の強化

• 鼓童と地域の未来を担う人材の育成

（実施事業）

ア . 人づくり（研修および体験学習を通じた担い

手の育成）

①「太鼓芸能集団 鼓童メンバー養成」コース

の受け入れ

・1 年次（32 期／ 2014 年 4月より／ 12 名）

・2 年次（33 期／ 2014 年 1月より／ 8 名）

②「地域づくり」コース 

・試行第一期実習生の受け入れ

（2014 年 4月より／ 2 名）

イ. 地域おこし（地域資源を利用した地域活性化）

① 佐渡太鼓体験交流館（たたこう館）の運営

② 鼓童 佐渡特別公演

③ 観光振興

・佐渡市「着地型観光モデル推進事業」

・新潟県「小木直江津航路利用促進業務」

・佐渡市「佐渡おこしチャレンジ事業」（主体：

小木三崎百年プロジェクト協議会）

④ 佐渡の地域振興に資する各種団体の事務局

運営や活動のサポート

・小木三崎百年プロジェクト協議会

・深浦小学校校舎活用委員会

・小木湊まちなみの輪

⑤ アースファニチャー事業

・新潟県立佐渡高等学校の生徒用ロッカー導入

・緑の少年団によるベンチの製作

⑥ 旧深浦小学校を活用した新たな宿泊施設の

運営

ウ. 芸術文化の振興（伝統文化の調査研究を

通じた芸術文化の振興）

① 佐渡の文化に関する調査研究及び資料収集

② 伝統文化・文化活動への支援

・東日本大震災被災地での芸能復興支援活動

（Heartbeat プロジェクト）

③「鼓童」メンバーによるアウトリーチ活動

（以下は主なもの）

［海外派遣事業］

小島千絵子とセスク・ジェラベル（スペインを代表

する現代舞踊家）のコラボレーション

（スペイン・バルセロナ）

※国際交流基金助成事業

花結（小島千絵子・藤本容子・金城光枝・藤

本吉利）（ハワイ）

［国内公演］

ゆきあひ「清姫」（小島千絵子）／一管風月（山

口幹文）／二人行脚（藤本吉利・藤本容子）

［ワークショップ］

丸の内朝大学／鼓童塾（齊藤栄一）

［佐渡島内の活動］

研修生と島内の中学生との交流学校公演

など

④ 太鼓と医療介護を融合させた認知症予防プロ

グラムの開発

エ．国際交流（国際的な文化交流の場づくりと

実践）

① 国際芸術祭「アース・セレブレーション」の実

施・運営

開催期間：2014年8月22日（金）〜8月24日（日）

・城山コンサート、ワークショップ、トーク＆ライブ、

セミナー、佐渡アウトドア体験、ハーバーマーケット、

フリンジ　ほか

② KASA/MIX の受入

オ .ファンドレイジング（資金調達力の強化）

①「鼓童の会」永年会員制度の創設

② 寄付のオンライン決済システム導入

など

理事長 島崎 信 武蔵野美術大学名誉教授

副理事長 五十嵐實 税理士、日本自然環境専門学校長

専務理事 菅野敦司 （株）北前船 取締役

理事 浅野昭利 （財）浅野太鼓文化研究所 理事長

理事 髙野宏一郎 前佐渡市長

理事 松田祐樹 NPO 法人佐渡芸能伝承機構 理事長

理事 山口幹文 太鼓芸能集団「鼓童」 名誉団員

監事 荒井久夫 税理士

監事 佐藤一行 （株）北前船／（有）音大工 監査役

評議員 堀口智顕 サンフロンティア不動産株式会社 代表取締役社長

評議員 関原 剛 協同組合ウッドワーク 顧問

評議員 青木孝夫 （株）北前船 代表取締役社長

2014 年度　役員・評議員 2014 年度　事務局・スタッフ一覧

※アルバイトスタッフ及び（株）北前船との兼務のスタッフを含む

部門改編および新人スタッフが加入しました
事務局長　	 本間康子

事業企画推進部（部長：山中津久美）

	 ［事業企画］十河伸一、宮崎正美、千田倫子、

	 秋元千枝

	 ［地域振興］真崎滉大、寺本豊

	 ［チケットサービス］本間康子、土橋千恵、中川由貴

人材育成部（部長：石原泰彦）

	 ［鼓童メンバー養成］千田倫子、寺本豊、十河伸一、		

	 大井キヨ子、内田政輝

	 ［地域づくり］上之山博文、千田倫子、真崎滉大

ファンドレイジング部（部長：上之山博文）

	 ［営業・広報］高津万理、秋元千枝

	 ［顧客サービス］本間康子、大井キヨ子、齊藤直美、  

 辻小夜

経理総務部（部長：本間康子）

	 ［経理］高津万理、山中津久美

	 ［総務］千田倫子、土橋千恵、中川由貴


