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残暑残る９月 

秋の香りが漂う、あきびよりな瞬間が感じられるようになって参りました。 

しかし秋とは言ってもまだまだ暑い日も・・・ 

皆さんはどんな夏を過ごされましたか？ 

春夏秋冬、色々な楽しみ方があると思います! 

９月といえば「中秋の名月」「お月見」ということばがよく聞かれますね(^-^) 

秋の真ん中頃に出る満月を見て、うさぎではなく 

牛さんの皮の模様に見えてしまうのは私だけでしょうか（笑） 

 

和太鼓はいきている 
 

～伝統を守り、伝統を創る～ 
 

 



こんにちは、六代目彌市です！         

昨年、この地元岡崎に新たな祭り、シンボル 

として登場した「味噌六太鼓」は、２年目の

夏も無事に終え、お陰さまで去年を超える   

大反響で幕を閉じることができました♬ 

そもそも、この太鼓はなぜ？生まれたのか？ 

そこには愛媛県は四国中央市の土居町秋祭り       

との出会いがありました♬ ・・・ある日、            

こちらの地域「上天満太鼓」さんから        

一本の電話が・・・  

「この祭りで使う太鼓を作って                                         

もらえないか」というご依頼でした。 

はて？一体どんな祭りでどんな「音」を要望されて                   

いるのか？これは一度現地に行ってみないと・・・   

そう思い、社員総出で祭りに伺いました。 

その時その場で味わった言葉にならないほどの            

「衝撃」と「感動」                        

大きなことを成し遂げようとする時                   

人は一人のチカラを超えて人とつながる必要がある            

四国と愛知、当然これまでの私たちには何の接点もない          

お祭りでしたが、これが全ての始まりでした。 

この祭りにはそんな人と人、人と自然が           

繋がっていく「感動」があったのです♬                

こんな祭りを地元岡崎で作りたい！！             

そんな想いが味噌六誕生のキッカケでした。                          

見えないけれど大切なことを信じ、人と人、        

人と自然がつながるモノ（コト）作り。                  

私たちができるコトってもしかしたら、単に                 

「太鼓」というモノを作るだけじゃないのかも                 

しれない・・最近そんなコトを強く感じます。                

おかげさまで味噌六２年目は                      

「人」と「感動」の輪が広がりました♬ 

さて来年は３台目を作るのかな♪( ́ ▽ )` これからの「味噌六太鼓」に是非ご注目ください！！ 

去年を超える祭りにするぞ！ 

味噌六太鼓台はここから生まれた 

味噌六 2 年目の夏！！ 



「そーりゃえーらいこっちゃよいやっさー」

　こんにちは鼓飾師のタクちゃんこと平尾卓也です。 
私は今年、味噌六総括ぎで初号機味噌六の総指揮をさせて頂き、 
「ものすごい熱量」を嵐のように浴びアドレナリン大放出の夏となりました♪ 

　春から太鼓の製作と並行して、指揮者の演舞練習もスタート！ 
2年目の味噌六、まだまだ未完成のまつり、素敵なまつりにしたいと、 
年齢関係無く熱い意見を交わし夜な夜な演舞を作っていました。 

　男３００人を前に指揮を振り太鼓台を動かす！ 
その「覚悟」持たせてくれたのは、太鼓の製作・まつりの準備・担ぎ手・演者・
それを応援してくれた家族「味噌六太鼓台に込められたたくさんの人の想い」
だったと感じることができ「つながっていく楽しさ」を幸せに思う夏でした。 

　そして今年の演舞を見て「自分がやりたい」と手を挙げてくれる若手たち！ 
来年へ「つながり」がまた新たな感動を作っていくのだと！とても楽しみに感
じます。 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　あぁ～まつり楽しかった♪ 

３
AUGUST

味噌六総担ぎ

私の身体が夏の宙へと押し上げられた瞬間!! 

太鼓台を囲む男たちの意思が足元から丸太を伝いバンバン伝わってくる... 
湧き立つ血流が太鼓台を動かしていく… 

全力を尽くす必死な形相… 

躍動する心と心がひとつにつながっていく!! 

岡崎市篭田公園

「どすげーじゃー」

卓也
和也

味噌人会の男たち



高校和太鼓全国大会前の悲劇！！？？ 
こんにちは、しゅんた丸です！早いもので三浦太鼓店に入社して 5 か月が経とうとしています。 

まだまだ覚えることは数えきれない程ありますが、桶作りの中で任せてもらえることも増えてきました。 

そんな僕のページでは、高校和太鼓全国大会前の出来事をお話しします！ 

 

次の日に届いた桶！！ 箱を開けてみると…     

   

思っていたよりもひどい状態で少し驚きました。 

自分がお世話になった母校の桶だと知る社長(六代目)は一言・・・ 

「お前ひとりでやってみろ」と言ってくれたのです！！                    

正直不安はありましたが、社長の言葉と母校への想いに、 

よぉ～し！やってやるぞ！！という気持ちになりました。        

 

塗装がしやすいように周りを削ったり、 

タガをしっかり締め直したりと、初めて経験した”修理”でしたが、 

ここまで教わった事を活かし、 

元よりも美しく仕上げることができました！！  

 

いつものように 1枚の板を組み合わせ、桶の形にしていく作業とは 

全く違い、形あるものに手を加え美しく蘇らせる事は、 

難しさがあり、楽しさがあり、そして感動がありました！！！ 

 

大会当日には多くの後輩や保護者の方とお話しすることができ、

直した桶の話や、応援のお言葉をいただきました。 

そして、練習中に桶を壊してしまった後輩も申し訳なさそうに 

僕のブースまで顔を出してくれました(笑)  

仕方なく（笑）許してあげましたヽ(^o^)丿母校への恩返しができ、 

本当に良かったです。 

                                        

  

 

 

 

 

自信に溢れ、眩しすぎるくらいの良い顔をした後輩達。 

演奏は当時とは見違えるほどの素晴らしいものでした！ 

残念ながら入賞することはできませんでしたが、 

多くの人を感動させる事が出来たと思います。 

カネゴンと一緒に三浦太鼓店の出店を兼ね 

この様な形でそれぞれの母校の応援に行けた事は 

本当に幸せでした！ 

母校：光明学園相模原高等学校 

完成！！ 



こんにちは、カネゴンです^^さぁ皆さん！本格的な夏も終わり、秋を感じられる季節になって参りました！ 

イベント盛りだくさんの夏！！ 振り返ると楽しい思い出でいっぱいだと思います(^^)/ 

今回は、僕の夏の思い出の 1つ、高校生和太鼓全国大会についてお話しします！ 

 

高校時代、岐阜総合学園和太鼓部の一員として同じ大会に出場経験のある僕は、この大会へのとても強い 

思い出、思い入れがあります。 今回、そんな大会に三浦太鼓店のお仕事を兼ね行くことができ、 

会場では、大会に出場する高校生の姿に当時の自分を重ね、熱い熱い想いが込み上げていました。 

和太鼓の全国大会とは！野球で例えると“甲子園”のような場所。 

この日の為に沢山の努力を重ねてきた高校生！その成果を発揮する瞬間に立ち会うことができました！ 

高校生の夏の思い出になるモノを持って行きたい！と従業員皆で考え出来上がったのがこちら！ 

 

 

 

 

 

 

                                   

 

 

 

 

 

高校生はこの一瞬の為に多くの練習を重ね 

沢山の努力をします。同じ経験をさせてもら 

えた僕だからこそできる事を考えると同時に 

違った形でまたこの大会に関わらせて 

いただける事に、とても幸せを感じます。 

僕は高校生の思い出のこの場所を 

これからもより良いものにしていきたいと思います！ 

最後に今年の結果がこちら！                       

 

優秀校 石川県立輪島高等学校 

優秀校 静岡県立飛龍高等学校 

優良校 静岡県立伊豆総合高等学校 

優良校 千葉県立八千代高等学校 

最高の思い出をありがとう！来年は佐賀県！輝け！高校生！ 

大会のキャラクター 

を用いて、三浦太鼓店

にしか売っていない 

オリジナル缶バッチを

作りました！ 

高校生が全国大会に 

掛ける思いを自由に 

書く事の出来るパネル

を用意しました！ 

缶バッチ 寄せ書きパネル 

高校生の想いの詰まった 

寄せ書きパネル！ 

3日間でこんなにもびっしり！ 



  

 新スタート  

 

こんにちは！ひーくんです(^^) 
夏のイベントお祭りもひと段落し、今年も残り３か月となりました。 

ここからだんだんと涼しくなり、寒さを越えれば少し飛び越え次は春！！  

そして此処、岡崎春の大イベントと言えば・・・・・  そぅ！！ 

桜まつり太鼓フェスティバル！！ 会場は岡崎城二の丸能楽堂 

岡崎市内の太鼓チーム約 30団体が集まる 1年に 1度のビックイベントです。 

 

僕は過去３回、桜祭りに参加させていただいた事があります。 

そこで岡崎を、太鼓界を盛り上げていく一員として、参加させていただく中で感じた沢山の想いがありました。 

ただ演奏を見ていただくだけではなく、太鼓に触れた事のない人、太鼓を知らない人たちも参加のできる、 

一緒になって楽しめるものができたら、もっともっとビックなイベントになるのではないか、と感じたのです。 

そして今回なんと！！！そんな想いを形にしちゃいました！！ 

その名は、和太鼓教室～ハルノオト～ 

＜ハルノオトってどんな教室？＞ 

この教室の一番の特徴は、初心者限定和太鼓教室！！ 

ハルノオトの活動期間は 10月～3月の半年間であり、桜まつり太鼓フェスティバルのステージで 

一曲演奏することを目標に活動する教室です。                                                                                                                              

 太鼓に一度も触れたことのない方が、半年という期間で和太鼓を取得し、 

太鼓フェスティバル当日、能楽堂のステージにて活動結果をお披露目します！ 

太鼓フェスティバルを最後に活動は終了となりますが、 

終了後新たなメンバー(初心者)を募集し、また翌年の 10月から活動再スタートとなります。 

こうして毎年メンバーを入れ替えることで【未経験者→経験者】を増やし、 

和太鼓未経験者だった方も一緒になって参加し作り上げる 

今まで以上に楽しい、集まりやすい、「桜まつり太鼓フェスティバル」を目指していきます。 

 

      

まずは、今年活動をスタートした一期生メンバーが 3 月 31日の 

桜まつり太鼓フェスティバルで演奏をします！ 

活躍を是非ご覧いただきたい！そして和太鼓教室ハルノオトへ

のご参加お待ちしております(^^)/ 

 一期生 

活動風景            

            

          

  

 

初めて太鼓に 

触れる！！ 

初心者に教える 

難しさ楽しさ！！ 

太鼓店メンバーの 

卓ちゃんも参加!? 

 



 

こんにちは！ シロちゃんです!(^^)! 

今日も三浦太鼓店第２作業場、通称“秘密基地”で塗装作業に追われております！ 

秘密基地では仕事中、色々な作業している音が聞こえてきます。 

コンプレッサー、のこぎり、かなづち、カンナ、犬の鳴き声…   ？？犬？？ 

そう、実は秘密基地のお隣さんはペットショップなのです!(^^)!  

毎日お昼になるとご飯を欲しがる声の大合唱が聞こえてきます笑 

そんなお隣さんと何かコラボができないかな～、、、、(*´з`) 

そこで唐突ですが今回のやってみたシリーズ第 3弾はコレ(^^♪ 

調べてみると犬用ガムの原材料はなんと牛皮！和太鼓の革と同じではありませんか♪ 

これは、いける気がする！それではさっそく検証開始です！ 

久しぶりの革 

作りです（笑） 

バランスが 

取れません 

骨ガムでも 

しっかり革だ! 

何とも可愛いわんこ太鼓！！！ なんとか完成しました(笑) 

音はコンコンと小さくてかわいらしい音がします(^^♪ 

革の表面は太鼓用とは違い、ざらざらとした仕上がりになりました。 

わんちゃんが食べやすいように加工されていたみたいですね♪ 

犬用ガムでも太鼓は作れる！皆さまも試してみてはいかがでしょうか(^^)/ 

今回作った太鼓を新聞を読んでくださっている方の中から抽選で 1名様に 

プレゼントしたいと思います(^^) 

info@taikoya.netにメッセージとわんこ太鼓プレゼント希望と書いて 

メールを送ってください！ 

皆さまからのご連絡、お待ちしております(^^♪ 

mailto:info@taikoya.net


 

 

 

 

                                                                                           

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

佐久島大浦海水浴場（東渡船場下船徒歩 10分） 

 手作りのもの、美味しいもの、てんこもり市同時開催 

   ※雨天の場合は佐久島小中学校体育館で開催 

  

 

 

 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜購読無料＞ 

この新聞は不定期で発行しております。  

購読ご希望の方は HPの三浦太鼓店 

新聞請求フォームからご請求ください。

URLhttp://www.taikoya.net/sinbun.html 

 

 

〒444-0072岡崎市六供町杉本 32-2 

株式会社 三浦太鼓店     
TEL(0564)21-2271  FAX(0564)21-2272 

E-mail  info@taikoya.net 

URL  http://www.taikoya.net/ 

発行責任者：日置 史帆           

 

 

・ 

 

大雨、地震、台風等、過去にない大きな災害が 

続いています。 

被災された方々にお見舞い申し上げるとともに、 

これから先どうなるのだろうと危惧しています。 

 

大自然豊かなこの地球上に変化が起きている 

事は確実です。 

一人では何もできませんが、 

子供たちの将来の為に何かできることが無いか 

考える必要があると思います。 

 

いま、大人の責任を果たす時期では 

ないでしょうか。 

SNS 日々更新中！！是非ご覧ください 

2018年 11月 4日（日） 

やって参りました佐久島太鼓フェスティバル！！ 

第 10 回目を迎える今回も、見どころ満載のチーム 

9 団体でお待ちしております(^^♪ 

ご家族、ご友人と是非お越し下さいね！ 

10:10～15：00 (入場無料) 

〈フェイスブック〉 

三浦太鼓店 

〈インスタグラム〉 

6daime‐yaichi 

〈ツイッター〉 

三浦太鼓店の六代目 

三浦和也 

◠‿◠

♪

mailto:info@taikoya.net

