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六代目彌市

三浦 和也

おかしん商談会〜食の逸品大集結〜／ベトナムセミナー／若宮正子氏講演会
お
おか
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撮影者／鈴木文人

﹁伝えたい︑届けたい音があります﹂

活きた和太鼓の〝音〟を創る
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岡崎信用金庫では、地域で活躍する人たちを応援しています。
このコーナーでは、文化、芸術、スポーツの分野で活躍するかたを紹介していきます。
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たちを鼓舞するために︑また︑江戸

戦国時代には自軍の統率をとり兵士

と し て 用 い ら れ て い た ﹁ 和 太 鼓﹂︒

古くは縄文時代︑情報伝達の手段

父を毛嫌いしていたと思います︒

ても嫌で︑当時は私や二人の兄弟も

言われ工房へ連れていかれるのがと

たびに﹁ちょっと手伝ってくれ﹂と

時代には祭礼や神社仏閣での儀式や
和太鼓職人になるという選択肢も

︱では︑なぜ和太鼓職人に？

楽として使用されるなどしてきまし
これがしたいというものもないまま︑

庶民の間で流行した歌舞伎の伴奏音
た︒近年では︑和太鼓の演奏家集団

﹁本当にこのままでいいのか？﹂﹁何か

卒業後は当然のように一般企業に就

今回は︑若き和太鼓職人︑三浦太

しなくては﹂と日々考えるようにな

が海外公演を行うなど︑海外でも広

三浦彌市︵三浦和也︶

職しました︒会社勤めをしながらも

鼓店六代目

り︑一度自分の立ち位置を見直そう

く知られるようになりました︒

さんにお話を伺いました︒

と勤めていた会社を退職︒しばらく
は父の工房で和太鼓修理の手伝いな

の生活を守るため︑平日は会社勤め︑

時代に五代目となった私の父は家族

行事に使われる程度でした︒そんな

和太鼓といえば年に数回︑町の伝統

とともに段々と下火に︒一昔前まで︑

のですが︑二代目以降︑時代の流れ

代の頃はとても繁盛していたらしい

は150年以上続く太鼓屋です︒初

たく興味ありませんでした︒私の家

正直なところ︑子どもの頃はまっ

にみんな驚き︑どんどん和太鼓の可

う今までになかった新しいスタイル

鼓を楽器として演奏して魅せるとい

が全国各地を興行し︑舞台上で和太

れはじめました︒プロの演奏家集団

太鼓が﹁楽器﹂として改めて注目さ

役という使われ方でしかなかった和

化が生まれ︑伝統行事や夏祭りの脇

ど前から創作和太鼓という新しい文

経った頃でしょうか︒二︑三十年ほ

転機となったのは︑それから数年

どをしていました︒

週末に和太鼓の仕事をこなすという

能性が広まっていきました︒私の中

︱子どもの頃か ら
和太鼓の 世 界 に 興 味 が ？

働きどおしの生活をしていました︒

の和太鼓に対する考え方が変化した
のもこの頃だと思います︒
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職人としても厳しかった父から︑
遊びたい盛りの子どもの頃︑週末の

▲岡崎市の夏の風物詩 岡崎城下家康公夏まつり わんPark会場にて、昨年に続き2度目となった味噌六太鼓台総担ぎの様子（平成30年7月）

和太鼓と向き合う考え方が変化し︑
りましたが︑全国の桶職人を探しま

た三浦さん︒和太鼓そのものはもち

ある五十嵐修さんの桶で作った太鼓

いました︒秋田県の伝統工芸士でも

わっていた頃︑一人の桶職人と出会

ろん︑和太鼓の奏でる音への探究心

は︑音の質が抜群に良く﹁この方が

和太鼓職人として進むべき道を決め

が尽きることはありません︒

いなくなったらもう後がない︒この

すが︑職人がお亡くなりになり︑桶

染みの桶職人にお願いしていたので

桶太鼓の注文が少なかったので︑馴

太鼓が使われます︒三河の地域では

ります︒青森のねぶた祭りなどは桶

桶太鼓は胴を作る素材と工程が異な

張って出来上がるのが長胴太鼓です︒

す︒これに手を加え塗装して︑革を

数年乾燥させたものを荒胴といいま

原木をくりぬいて胴の形に成形し︑

ります︒主なパーツは胴と革です︒

︵宮太鼓︶
︑桶太鼓︑締太鼓などがあ

和太鼓には大きく分けて長胴太鼓

のですか？

ていただいた和太鼓作りに対する自

りました︒生前︑五十嵐さんに聞い

弟子をとれなかった本当の理由を知

さんの訃報が届き︑そこではじめて

励んでいました︒そんな折︑五十嵐

の桶職人に弟子入りし︑毎日修行に

再度お願いに行こう！ ﹂と︑西尾市

いのか？ならば一通りマスターして

﹁自分が桶作りの素人なのがいけな

どうしても諦めのつかなかった私は

れる状態ではなかったらしいのです︒

五十嵐さんは末期のがんで弟子をと

後になって知ったのですが︑当時の

きました︒もちろん断られました︒

せてもらえないかと直接お願いに行

音を守りたい！﹂と思い︑修行をさ

の調達が難しくなってしまいました︒

分の思いを受け止めてくださった五

︱和太鼓はど の よ う に 作 ら れ る

今では自分で桶から作れるようにな

▲桶太鼓を作るのに欠かせない道具の数々は
秋田県の伝統工芸士 五十嵐さんの奥様か
ら形見として譲り受けたもの

和太鼓には主に牛皮や馬皮を使います。牛皮は丈夫で重量
感のある音が出ます。馬皮は薄く弾力があります。高音の
よく伸びる音が出るので、小型の桶胴太鼓や手で叩いて奏
でる鼓などに使われます。どちらも、雌雄の違いや部位に
よって仕上がりの音がまったく変わってくるので、出来上
がりの音を想像し、使う太鼓に合わせて切り出す場所を見
極めます。

﹁伝統を守り︑伝統を創る﹂
作り手であり叩き手だからこそ︑
音への自信とこだわりがあります︒
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和太鼓に使われるのは何の革？
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妻のおかげだと感謝の気持ちでいっ

れるのは︑間違いなく五十嵐さん夫

きました︒今現在︑私が桶太鼓を作

える道具を譲りたいと連絡をいただ

せない五十嵐さんの生きた証ともい

十嵐さんの奥様から︑桶作りに欠か

う場所や使い方︑使いならしていく

ではありません︒和太鼓の音は︑使

いに形としてできあがったらゴール

いと考えています︒和太鼓は︑きれ

す和太鼓と音に自信と責任を持ちた

らこそ自分も叩き手となり︑創りだ

や要求も様々になっています︒だか

うちにどんどん変化していきます︒

1年︑2年と使っていくうちに︑そ

の和太鼓のもつ音の本質が見えてく

ぱいです︒

︱三浦さんに は 演 奏 家 と し て の
一面もあり ま す ね ︒

ると思っています︒

伝統を創る﹂三浦さん︒今

三浦太鼓店の理念でもある﹁伝統

を守り

後の目標を教えてください︒

地域などで代々受け継がれてきた

伝統的な太鼓は︑そのままを次代へ

引き継いでいきたいと考えられてい

るので︑素材などを変えたりするこ

とはできません︒私たち職人もでき

るだけ変わらないように技術を継承

しています︒それに対して︑創作和

太鼓は新しい時代の新しいニーズな

ので︑使われるシーンなど発想次第

でどのようにも広げていくことがで

きます︒太鼓の組み合わせで音の響

きも変わりますし︑可能性は無限に

あります︒伝統とは︑新しいことが

継承された先に伝統と呼ばれるよう

になるものだと思うので︑これから

もどんどんチャレンジしていきたい

です︒

かずや

六代目店主 三浦彌市
（三浦 和也）
さん
岡崎市在住。昭和55年生まれ。5人兄弟の次男。
高校卒業後、一般企業へ就職するも、仕事と自分の人生と改め
て向き合い、家業を継ぐことを決意。平成16年、自分の作る太
鼓の音に自信と責任をもちたいと和太鼓零 〜ZERO〜を創設。
平成28年1月、六代目・三浦彌市となる。岡崎市の祭りには欠
かせない存在となった「味噌六太鼓」作りの総指揮を執る。

楽器として和太鼓を買いに来られ

るかたが増え︑音に対するこだわり

▲三浦太鼓店を盛り立てるのは全国から集まった個性派ぞろいの職人たち。
職人であり演奏者という、叩き手の気持ちを熟知した職人が揃う太鼓店は珍しい。
（後列左から2番目が五代目彌市 三浦宏之さん。後進の育成に力を入れている）

ひろし

五代目店主 三浦彌市
（三浦 宏之）
さん
岡崎市在住。昭和30年生まれ。和太鼓グループ「楽風打」所属。
会社勤めをしながら五代目店主として、先代から受け継いだ和
太鼓作りの伝統と技術を守ってきた。次男 和也さんが家業を継
ぐことを決意したのを機に、専業の和太鼓職人となる。
地元 岡崎の太鼓チームが一同に会して発表する場を設けようと
「岡崎城さくら祭り太鼓フェスティバル」の立ち上げにも尽力。

Information
和太鼓教室

創業慶応元年

株式会社

三浦 太鼓店

住
所：愛知県岡崎市六供町杉本32-2
電話番号：0564-21-2271
営業時間：午前9時〜午後6時 ※臨時休業あり
ホームページ：http://www.taikoya.net
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三浦太鼓店では、初心者から経験者まで気軽に参加できる
さまざまな和太鼓教室をご紹介しています。また、和太鼓
に関するイベントなどもご案内しています。
詳しくは当店までお問い合わせいただくか、
スタッフブログをご覧ください。

Okashin News

ƕƖƢǞƖǔƹƕჹǔƦ

「おかしん商談会〜食の逸品大集結〜」を開催
平成30年10月18日㈭、19日㈮の２日間に
わたり、当金庫名古屋支店において、食品・
飲料品の製造・販売を営んでいる事業者とバ
イヤー企業との事前調整型の個別商談会であ
る「第２回 おかしん商談会〜食の逸品大集
結〜」を開催しました。
２日間で約160件の商談が行われ、参加企
業の方々からは「今後も参加したい」などの
声をいただきました。

「ベトナムセミナー」を開催
平成30年10月19日㈮、当金庫本部ビ
ル大ホールにおいて、おかしん海外ビジ
ネス交流会「ベトナムセミナー」を開催
しました。セミナーでは、ベトナムベン
チェ省経済使節団が新たな生産拠点とし
ての同省の魅力を紹介したほか、日本貿
易振興機構
（ＪＥＴＲＯ）
職員が最新の当地情
報や日本企業の動向について講演を行い
ました。

若宮正子氏 講演会開催
平成30年11月1日㈭、当金庫名古屋支店
において世界最高齢のアプリ開発者で現在
安倍政権の「人生100年時代構想会議」の
最年長有識者メンバーを務められている若
宮正子氏をお招きして、「高齢者と金融 こ
れからのＩ
ｏＴ社会」について講演会を開催し
ました。若宮氏は三菱銀行（現三菱ＵＦＪ銀
行）
を定年退職した後にパソコンを習得。ス
マートフォンやタブレットを使う高齢者が
増加しているなかで、楽しめるアプリが少
ないことから、独学でプログラミングを学
び、82歳で開発した高齢者向けiPhoneアプ
リ「hinadan」についてお話しいただきま
した。
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守り育てる資産運用をご提案します

なごみの杜 の特徴
※購入時手数料：
１．
０８％
（消費税込）

日米欧の国債、
日米欧の株式指数インデックスを中心とした
運用を行い、
リスクを抑えつつ安定的な収益の確保を目指します。

【投資信託に関するご注意事項】
投資信託は、
預金、
保険契約ではありません。
投資信託は、
預金保険機構、
保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
当金庫が取扱う投資信託は、
投資者保護基金の対象ではありません。
投資信託の設定・運用は委託会社が行います。
投資信託は、
元本および利回り・分配金の保証はありません。
投資信託は、
組入有価証券等の価格下落や組入有価証券等の発行者の信用状況の悪化等の
影響により、基準価額が下落して元本欠損が生ずることがあります。また、
外貨建て資産に投
資する場合には、
為替相場の変動等の影響により、
基準価額が下落して元本欠損が生ずるこ
とがあります。
投資信託の運用による利益および損失は、
ご購入されたお客さまに帰属します。
投資信託のご購入時には、
買付時の１口あたりの基準価額
（買付価額）
に最大3.24％
（税込）
を
乗じて得た額をご負担いただきます。換金時には、
換金時の基準価額に最大0.5％の信託財
産留保額が必要となります。また、
これらの手数料とは別に投資信託の純資産総額の最大年
2.029４％
（税込）
を信託報酬として、信託財産を通じてご負担いただきます。
投資信託の取得のお申込に関しては、
クーリングオフ
（書面による解除）
の適用はありません。
投資信託のご購入にあたっては、あらかじめ最新の投資信託説明書（交付目論見書）お
よび目論見書補完書面等を必ずお読みいただき、内容を確認・理解された上で、ご自身
でご判断ください。
商号等／岡崎信用金庫

登録番号／登録金融機関 東海財務局長
（登金）
第30号

詳しくは当金庫の窓口または

名古屋支店

加入協会／日本証券業協会

0120−053−060にてお尋ねください

ファサード照明

当金庫名古屋支店は、高層部の外装スクリーンに埋め込まれた約1,600個の
フルカラーLED照明により、当金庫シンボルマークをメインに歌舞伎の定式幕
や御園座のなまこ壁、クリ
スマスツリーなど全部で12
シーンの光の演出をしてい
ます。是非、ご覧ください。
なお、12月のファサード照
明は、16：30〜22：00ま
で点灯しています。

歌舞伎「定式幕」
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御園座 なまこ壁

毎月一回発行
発行所 岡崎市菅生町字元菅四一

2018−19 冬定期預金
平成30年 11月12日㈪ 〜 平成31年 1月31日㈭

金利
金利
UP

おかしん２０１
８−１
９冬定期預金
平成３０年１
１月１
２日（月）〜平成３１年１月３１日（木）

発行／岡崎信用金庫 編集／総務部
電話︿〇五六四﹀二五│七一一七
︵ http://www.okashin.co.jp
︶

（窓口の場合、原則として新規預入または１
０万円以上の増額）

UP

