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第 20 回町長のぶらり訪問 要旨 

日時 
平成 21 年 3 月 14 日（土） 

 10 時 30 分～11 時 30 分 
訪問先 海田鼓童子 指導者 2 名・子ども 24 名 

場所 ひまわりプラザ 海田町 町長，事務局（企画課）2 名 

内容 

～鼓童子練習～ 

（指導者）では，みんな輪になって座って。 

（町長）皆さんおはようございます。 

（全員）おはようございます。 

（町長）今日は，皆さんの活動の様子を見て，いろいろお話をするために来ました。昨

日から寒くなりましたが，皆さんの元気な演技でいっぺんに寒さが吹き飛びまし

た。先日は廿日市市であった県民文化祭で立派な演技をされたということで，映像

を見せていただきました。実際に演技を見た廿日市の方も，「海田町にはいい団体

があるんだなあ」とびっくりされていました。ぜひこれからも活動を続けて，全町

的なものに繋げていただきたいと思います。今日は堅苦しい話ではないので，皆さ

んもっとリラックスしてください。 

（指導者）では，まず町長さんには上着を脱いでもらって，太鼓体験をしていただきた

いと思います。この子達が一番最近入ったばかりで，1 月から参加しています。 

（町長）あらそう，何歳？ 

（子ども）7 歳 

（町長）7 歳といったら 1 年生？そう。 

（指導者）この 3 人が 1 年生で，あと（示しながら）2 年生，3 年生，4 年生。5 年生

はいないのですが，6 年生。この上の子達が先日の大会のメンバーです。そして中

学生，今日は 1 人です。 

（指導者）ではぜひ太鼓に触っていただいて。1，2，3，4，･･･と徐々に早くなるよう

に。 

～町長体験～ 

（指導者）次は別のパターンで。どんこ・どんこ･･･というリズムで。 

～町長体験～ 

（指導者）上達されてきましたね。（拍手） 

（町長）体を斜めにしてたたくのは難しいですね。 

（指導者）それではみんな，町長を囲んで座りましょう。１年生から前にきて。 

（指導者）まず海田鼓童子の沿革から聞いていただきたいと思います。平成 17 年 2 月，

ちょうど 4 年前に，海田町民文化振興会のほうで，地に根ざした文化の伝承が何か

できないかという話になり，私がたまたま海田で太鼓をやっていたので，和太鼓を
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やってみようかということになりました。地太鼓体験ワークショップの開催を決定

し，広報紙で「太鼓に触れてみませんか」と参加者を募集したところ，なかなか集

まりが良かったので，教室を開けばメンバーが集まるのではないかということで，

5 月に和太鼓教室をスタートさせました。2 回開催し，30 人の方が参加されました。

教室が終了し，さあどうするかということになったのですが，続けて太鼓をやりた

いという子が多かったので，18 年 4 月に和太鼓クラブ「鼓童子」を設立して，ク

ラブとしてスタートさせました。このときのメンバーは 25 人です。そして，1 年

経った 19 年 4 月，かなりたたけるようになって，町外からの出演依頼も増えたの

ですが，「鼓童子」という名前では地域性がないということで，「海田」という地名

を広く宣伝するため現在の「海田鼓童子」という名称になりました。以後，ずっと

町内外のイベントに出演を繰り返してきたのですが，昨年 12 月に，県民文化祭和

太鼓フェスティバル小中学生の部で最優秀賞をいただいたことで，みんなの頑張り

によって広く認められる団体になったと感じています。それで，県から，秋に静岡

で開催される国民文化祭への参加推薦を受けました。国民文化祭には，子どものチ

ームは全国で 5 チームしか参加できないそうですが，現在，静岡の実行委員会から

参加内定をいただいています。5 月に文化庁から正式決定が来れば，11 月 1 日に

静岡で演技することになり，いよいよ県外に進出することになります。 

このクラブのメンバー構成は，小 1 から中 2 まで，学校でいうと南小と海小が中

心で，学年でいうと 6 年生が 11 人で中心となっています。残念ながら 5 年生がい

ませんが，低学年も頑張っています。男女比率は 13 人ずつでちょうど半々です。

稽古は原則，毎月第 2・4 土曜日の午前中にこのホールでやっています。ただイベ

ント前には特別な練習をやっています。出演状況は，20 年度については祭りやコ

ンサートなど，計 16 回でした。最後に活動方針ですが，和太鼓を通じて海田町に

伝統文化を根ざしたい，それを伝承していきたい，ということと，もう一つは青少

年の健全育成ということを掲げています。ちょっと硬くなりましたが，ここからは

やわらかくいきたいと思います。 

（指導者）ではみんな，町長さんとお話ししていきましょう。みんな，太鼓は好きです

か？どんなところが好きですか？せっかくだから，あてられたら学校と学年と名前

を言ってお話ししましょう。 

（子ども）南小の 3 年生です。いろんな姿勢をしたり声を出したりしながら太鼓をたた

くのが好きです。 

（子ども）海小の 3 年生です。太鼓が好きな理由は，いろんな声を出したりして，みん

なと教えあって頑張っていくのが楽しいからです。 

（子ども）坂小学校の 3 年生です。太鼓の好きなところは，いろいろな太鼓の種類やた

たき方がいっぱいあって，楽しいところです。 

（子ども）南小 2 年生です。太鼓をたたいて胸に響くのが気持ちいいからです。 
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（町長）そうよね。気持ちいいよねえ。 

（子ども）海田小学校 2 年生です。太鼓の，回転が好きです。 

（指導者）二挺太鼓といって，回転移動する演目があるんです。それが楽しくて好きな

のよね？では，一番新しいお友達。 

（子ども）海田南小学校の 1 年生です。太鼓は，たたいたら，おなかに響くところが好

きです。 

（子ども）坂小学校の 1 年生です。太鼓の好きな理由は，チャギリがすごく楽しいから

です。 

（指導者）チャギリっていうのはこれ（小さいシンバルのような太鼓）のことです。じ

ゃあ最後。 

（子ども）海田南小学校の 1 年生です。太鼓の好きな理由は，太鼓をたたいて，おなか

に響くところが好きです。 

（指導者）じゃあ，おなかに響くのが好きな人？（複数挙手） 

（子ども）俺も好き。 

（指導者）ほかにも好きな理由がある人？（ざわめく）じゃあ中学生代表。 

（子ども）海田西中学校 2 年です。本番でプレッシャーの中たたいて，最後に拍手をも

らったときが一番うれしいです。 

（町長）さすが中学生。 

（指導者）ほかに何かある？目が合ったあなた。 

（子ども）海田小学校 6 年です。太鼓の好きなところは，いろいろな場所に行って，太

鼓でいろんな人と通じ合えるところです。 

（指導者）じゃあもう一人，目が合ったので。 

（子ども）海田小学校 6 年です。太鼓の好きなところは，いろんなところに行って演奏

して，おじいさんおばあさんに喜んでもらって，元気をあげられるところです。 

（指導者）慰問などに行くことがあります。夏の施設のお祭りなどで，かしのきとかお

りづる園とかに行きましたが，涙を流して喜ばれる方もいます。子どもがかわいい

ので。 

（指導者）じゃあ，高学年へのインタビューを。太鼓を始めた動機を聞かせてください。 

（子ども）海田南小学校 6 年です。友達がやっていて，見学に行ったら，とてもたたい

ているところがかっこよかったので入りました。 

（指導者）6 月くらいから入って，まだ 1 年たっていませんが，堂々と県民文化祭にも

出演しました。同じ時期に始めた 2 人は？ 

（子ども）南小 4 年生です。見学したときに楽しそうだったから入りました。 

（子ども）南小 4 年生です。みんながたたいているところがかっこよかったので入りま

した。 

（指導者）さっきの子と兄弟です。ほかに，かっこいいから始めた人？（挙手複数）じ
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ゃあ，ほかの理由で入った人いる？例えば「お母さんが入れって言った」とか。 

（子ども）わからん，忘れた。 

（指導者）ああよかった。では次ですが，県民文化祭について。まだクラブができて 3

年目で「どうかな」と思いつつ，6 年生の何かの記念になればということで，出て

みようと応募したわけですが，最初はとても優勝できるとは思わなかったけれど，

徐々にみんなが「合わせる」ということを頑張ってやったので，すごくきれいな，

見ていてもすばらしい太鼓になりました。それで，その原動力になったのがやっぱ

り 6 年生たち，中学生たちです。県民文化祭に出てどうだったか，っていうのを 6

年生から聞かせてください。 

（子ども）南小 6 年生です。あんな広いところでたたくのは初めてだったのですごく緊

張しました。 

（町長）お父さん学校の先生よね。 

（指導者）兄弟で入っています。 

（子ども）南小 6 年生です。私は，広いところでたたいて，でもみんなと心を合わせら

れて優勝できたので，とてもうれしかったです。 

（子ども）私は，まだ初めて 1 年もたってないのにあんな大きな舞台でたたかせてもら

って，それで優勝できたのでうれしかったです。 

（子ども）南小 6 年生です。私はあんな広いステージでたたくのは初めてで，まさか最

優秀賞をとるなんて思いませんでした。だからうれしかったです。 

（子ども）私は，いろんなところでたたいてはきたけど，県民文化祭が一番大きな舞台

だったし，そこで最優秀賞がとれたのでとてもうれしかったです。 

（子ども）海小 6 年生です。私は練習の成果が 100 パーセント出せるかとか，今まで

にない大きな舞台で優勝できるかとか不安だったけど，最優秀賞が受賞できたので

とてもうれしかったです。 

（子ども）本番で舞台に上がってたたき終わるまで，ほんとにあっという間だったけど，

最優秀賞がとれてほんとにうれしかったです。 

（子ども）海小 6 年生です。今までたたいてきた場所とは観客数や広さが違って，自分

たちの太鼓を披露したときに，二挺のとばしが自分にとってはちょっとずれそうだ

ったけど，後で，精一杯たたけたのでよかったと思いました。その後の結果を聞い

てとてもうれしかったです。 

（子ども）海小 6 年生です。最初はとても緊張してちゃんとたたけるか不安だったけど，

結果を聞いたときに，頑張って練習した甲斐があったなと思いました。 

（子ども）東小６年生です。大きい舞台に初めて出たので緊張したけど，練習の力が出

せました。 

（子ども）東小 6 年生です。県民文化祭に出られて，不安もあったけど，最優秀賞だっ

たのでうれしかったです。 
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（指導者）当日は，子どもたちも，応援に見えていたお母さんたちも感じたと思います

が，120 パーセントくらいの力が出ていました。普段の稽古以上に力が出せました。 

（町長）私たちも映像で見ましたが，会場の迫力はまた格別だったでしょう。 

（指導者）だから結果を聞いたとき，「まさか」と思った一方で，「やっぱり」という感

じもありました。あと一つ，今回まだ内定だけど，静岡の国民文化祭に行くことが

決まってどんな気持ちか，話してください。誰でも。じゃあ中学生。 

（子ども）やっぱり，広島県一になれた以上，静岡で日本一になりたいです。 

（指導者）じゃあ，あなたは？ 

（子ども）内定と聞いてうれしかったので，これから頑張ろうと思います。 

（子ども）これからも頑張って，世界一になりたいです。（会場笑） 

（子ども）南小 4 年生です。県民文化祭の最優秀賞もうれしかったけど，それ以上にう

れしかったです。 

（子ども）南小 4 年生です。県民文化祭のときも，ほかのチームの演奏もいいなと思っ

たけど，静岡に行ったらもっとすごいチームが出ていると思うから，これから頑張

っていきたいです。 

（指導者）あの，静岡に行きますが，応援に来ていただけませんか。あと，まだ内定の

段階ですが，正式決定したら広報に載せていただきたいです。 

（町長）もちろん，野球で言えば甲子園みたいなものですから，ぜひ，応援したいです。 

（指導者）町長室に表敬訪問に行かせていただいても。 

（町長）もちろん。小学生でも中学生でも全国大会に行くときには来ていただいて，激

励をしています。全国のレベルは高いですが，それに挑戦するチャンスはなかなか

ないからね。だから，ぜひ頑張ってください。町としても応援します。 

（指導者）では，明日何があるか町長さんに報告をしてください。 

（子ども）明日は，ビッグアーチであるサンフレッチェの試合のオープニングで，太鼓

をたたきます。 

（指導者）2 万人の観客の前で頑張ってきます。これからも，フラワーフェスティバル

など，町外にも海田の名前を出していきたいと考えています。 

（町長）ところで，この太鼓はどうやって買われたものですか。 

（指導者）前列の 3 つは，大人の和太鼓チームのスポンサーから貸していただいていま

す。中央の 2 つは，太鼓保存会から買い取りました。後ろの 2 つは，町民文化振興

会で購入したものです。ちょっと手作りのようなものですが，本物だと 1 つ 120

万円くらいしますので。問題はそこで，スポンサーがいないとなかなか大変です。 

（町長）おそらくそうでしょうね。 

（指導者）それと，子どもの頑張りに欠かせないのが親の力ですが，この子どもたちの

保護者の方々は皆さん積極的にいろいろ支援してくださっています。それで，今日

はせっかくの機会ですから，町民として，またこの子達の保護者として，ご意見を
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聞いていただきたいと思います。 

（保護者）子どもに特に強制したわけでもなく始めたものが，すごく夢中になれるもの

になったということが，親としてはとてもうれしく思います。私も大人の和太鼓ク

ラブに入って，夢は親子で大きな舞台でたたければ，と思っています。親としては

これからもできる限りバックアップしていきたいと思っていますが，ぜひ町で大き

く盛り上げていただくようお願いします。 

（保護者）うちの子どもたちは最初なかなか太鼓になじめなかったようですが，今では

家でも椅子などをたたいたりして，楽しくなってきているようでうれしいです。 

（保護者）太鼓を始めてから，誰にでもあいさつできるようになって，近所の方からも

「あいさつしてくれるよ」と言われるので，入れてよかったと思っています。要望

ですが，今度西中に進学しますが，部活動のクラブ数が少なくて選択の余地がない

くらいなので，海小や西小の高学年に，西中にどんなクラブがあったらいいか，と

いうことをアンケートなどで聞いてもらえたらいいと思います。選択授業も海中は

太鼓とかいろいろあったりするみたいですが，西中は国語とか算数とかそういった

ものしかないようなので，選択肢を増やしてほしいです。 

（保護者）うちの子は，人前で表現するのがもともと好きな子だったので，そんなに考

えることもなくすぐ親子で「やってみよう」と話してこのクラブに入ることを決め

ました。太鼓を始めて，先生からご指導を受ける中で感動したのは，技術の習得だ

けでなく，ばちを大切にする，ものを大切にするということで，ものに感謝して技

術を磨くという「心」を教わったことです。要望ですが，海田鼓童子のことが先日

広報紙に載ったことで，いくらか周りの人にも知られたようですが，それまではほ

とんど知られてなかったので，町をあげて，とはいいませんが，ＰＲにご協力いた

だければと思います。 

（保護者）子どもに太鼓をさせるようになったのは，私の知り合いが太鼓をしていて，

演奏を見てかっこいいと思って，ずっと覚えていたことがきっかけです。海田の広

報紙で募集記事を見て，これだ，と思って始めさせたんですが，子ども自身も好き

になったようなのでうれしく思っています。 

（保護者）始めたきっかけは，下の子に礼儀作法を学ばせたいということだったんです

が，今では上の子もはまってしまって，楽しんでいるのでよかったと思っています。

上の子が今度中学校に上がりますが，中学校の部活動に太鼓をぜひ取り入れてほし

いです。校長先生にもお願いしたんですが，あまり反応がよくなかったので，町か

らもお願いします。 

（保護者）うちの子は，父親が太鼓をやっているきっかけで始めました。学年に関係な

く人間関係が作れて，やらせてよかったと思っています。 

（指導者）このクラブの目指しているところの一つに，学年を越えた付き合いがありま

す。上級生が下級生を指導できるような良い上下関係を望んでいます。 
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（保護者）うちはまだ始めたばかりで，太鼓のことはよくわかっていませんが，見てい

て，あいさつや体力づくり，上下関係が築けるのがよいと思っています。できれば

長く続けていってくれたらいいと思っています。 

（保護者）太鼓を始めたのは，運動会のプログラムで沖縄の太鼓の踊りをしたときに，

わが子がすごく輝いていたので，これは太鼓が好きなんじゃないかと思い，ちょう

ど目にした広報の募集記事を見て始めたのがきっかけです。見ていると，やっぱり

目を輝かせてやっているのでよかったと思っています。うちの子が最年長になりま

すが，リーダーシップをとるようなしっかりしたものを持っているかわかりません

が，先生のご指導のもと，しっかりリーダーを務められるよう，精神的にも体力的

にも成長してほしいと思います。西中は本当にクラブが少なく，ぜひ太鼓クラブを

作ってほしいと思います。 

（指導者）では，子どもたちから，町長さんにお願いしたいことは？ 

（子ども）私は今度中学校に入るんですが，部活動のクラブが決められません。太鼓が

大好きでずっと続けていきたいので，和太鼓クラブを作ってほしいです。 

（子ども）私は西中に入りますが，鼓童子を続けようと思ったら，活動時間の少ない文

科系のクラブに入るしかないので，ぜひ和太鼓クラブを作ってほしいです。 

（町長）皆さんのお話を，新年度すぐ，とは行かないかもしれませんが，教育委員会と

中学校のほうに伝えてみます。せっかく各方面で活躍するまでになったのですか

ら，海田町の一つの文化として頑張っていただきたいと思います。それと，お願い

ですが，町のさまざまな行事で前座を何度かつとめていただいていますが，場数を

踏んで成長していただくという意味も含め，今後もご協力をお願いしたいと思いま

す。 

学校のクラブ活動の話が出ましたが，私は，小中学生にはみんな，何かに熱中で

きるものを見つけてほしいと思っています。また，役場でもよく言うのですが，あ

いさつのできる人になってほしいと思います。それと健康管理。元気がないと太鼓

もひびきませんから，学校でも推奨している「早寝，早起き，朝ごはん」を実践し

てください。皆さんの家庭のように，太鼓によって親子のコミュニケーションがで

きるのはとてもいいことだと思います。家に帰っても話題がないと，保護者と子ど

ものつながりができません。「今日はどんな練習をした？」「何が楽しかった？」と，

コミュニケーションの取れる家庭を維持してほしいと思います。本日いただいた要

望は，教育委員会とも相談して，前向きに考えてみたいと思います。 

（指導者）最後に一点お願いがあります。このひまわりプラザを練習場所にさせていた

だいていますが，以前は近隣に迷惑をかけるからという理由で太鼓にカバーをして

練習していました。ただ，ここまでのレベルになると，近隣に迷惑をかけるから，

という理由でクラブを解散するというわけにはいかなくなってきたと思っていま

す。できましたら，予算など大変だとは思いますが，二重窓にするなどの防音措置
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をしていただけたらと思います。 

（町長）苦情が来ていますか。 

（指導者）今はないようですが，夏場になると，近隣の方の家が窓を開けられるので，

音の苦情がひまわりプラザに来るみたいです。こちらでは窓を開けないようにして

いますが，若干漏れることもありますので。 

（町長）以前，西中の吹奏楽の練習がやかましいと県営住宅から言われたようなことも

ありましたが，音というのは低いところから高いところに上がっていくので，ここ

は 4 階ですから，そう気にすることもないのではないかと思います。年に 1 回自衛

隊が花火を上げますが，苦情を言う人というのは，1 回きりのことにも言います。

議会でも言われるので，年に 1 回のイベントなのだからそれくらい我慢してほしい

と答えるのですが，そうした理解力を周囲にしっかり深めていただく必要がありま

す。予算はさまざまな方面で必要としているので，費用対効果がどのくらいあるの

か，ということも考え，諸問題と勘案しなければいけません。まずは要望として受

けておきます。 

（指導者）もし苦情が出たら即中止，とひまわりプラザから言われていますので。 

（町長）そうですか，わかりました。そうしたことも含めて覚えておきます。 

（指導者）今後，そういう伝承文化の基盤点というか，施設がいるのではないかと思い

ます。普通の施設じゃなくて。 

（町長）何をするにしても，周りの理解と協力が必要です。 

（指導者）では時間がきましたので，最後に 1 つだけ演目を見ていただきたいと思いま

す。 

～演奏～ 

（指導者）町長さん，今日はよく来てくださいました。みんなでお礼を言いましょう。 

（全員）ありがとうございました。 

（町長）頑張ってくださいね。 

  


