A magazine about

Vol.

Shimane Prefecture, Japan

33

走进文艺岛根
一笔入魂
田野里画出的奇妙世界
“稻田艺术”
芦笛剧团·连接心灵的精神食粮
太鼓情缘

島根の人々の芸術活動
一筆入魂
田んぼに描く神妙な世界「田んぼアート」
劇団あしぶえ・繋がる心の食べ物
太鼓とコミュ二ティー

一笔入魂
王颖
在中国经常可以
欣赏到书法与武术相
结合的表演，书法与
舞蹈的表演会是一种
怎样的形式呢，我想
象着表演的场景兴致
勃勃地踏上了前往采
访的路。
走进松江东高中的书法部，最先映入眼帘的是学生们身
着“一笔入魂”的体恤，认真练习的身影。在这里，书法部部长
小森同学接受了我的采访。松江东高中的书法部，现有1年级
8人，2年级1人和3年级7人，据说她们是以想用书法传递从日
本关东大地震中复兴这一愿望开始书法舞蹈表演的。书法部
的学生有八成在书法教室等地学习过，平时以书写行书为
主，也会写草书和楷书。东高中书法部今年经过第三次挑战，
终于迎来了8月在爱媛县四国中央市举办的“第九届书法舞
蹈表演甲子园”中首次亮相的机会。
“ 书法舞蹈表演甲子园
（即全国高中书法舞蹈表演选手权大会）”以探求传统文化书
法的新魅力与通过书法活跃地方生活为目的，从2008年开始
每年都会举行。小森同学说到：
“当我听说可以出场比赛时，
特别的开心，一瞬间不知该怎样表达才好，等到回过神来，早

筆

已泪流满面。”舞蹈动作及书法内容等全部由书法部的学生
集思广益而来，看着大声问好后又埋头练习的学生们的身
影，
我不由得对表演变得更加期待起来。
在学期末的结业典礼上，我有幸观看了现场表演。她们
身穿日本传统服装“袴”，高声喊着“请多关照”，行礼之后变
便开始了表演。随着NHK大河剧“龙马传”的主题曲缓缓流
出，首先在纸的正中心画出了堀尾家的家纹“分铜纹”，然后
她们合着音乐翩翩起舞，在家纹之上挥毫写下“雄心”两个
大字，并散满金色亮片。随着音乐进入高潮，松江城的图案
跃然于纸上，少女们一边踩着拍子，一边写下了“众神座松
江，国宝落城上，众人永守护，路漫漫前方；昔时武士魂，今
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一筆入魂
中国では武術と書道を一緒にするパフォーマンスがよく見られますが、
ダンス
と書道を一緒にするのはどんなパフォーマンスだろうと想像しながら興味津々
で取材にいきました。
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松江東高校の書道部の練習場に入って、
まず目に入るのは｢一筆入魂｣のT
シャツ姿で一生懸命練習する書道部の学生たちでした。そこで、書道部部長の
小森さんに取材をしました。松江東高校の書道部は現在1年生8名、2年生1名、
3年生7名で活動しています。東日本大震災の復興への願いを｢書道｣で伝えた
いという思いから、書道パフォーマンスが始まったそうです。書道部の学生たち
の8割は書道教室などで習ったことがあり、活動は主に行書、草書と楷書でも行
います。東高校の書道部は今年3度目の挑戦で、8月に愛媛県四国中央市である
｢第九回書道パフォーマンス甲子園｣に初出場となりました。｢書道パフォーマン
ス甲子園（全国高等学校書道パフォーマンス選手権大会｣は、伝統文化の書道
の新しい魅力を探求することと、書を通じた地域の活性化を図ることを目的と
し、2008年から毎年開催されています。｢出場決定を聞いたとき、最初は嬉しい
気持ちをどんな言葉で表現していいのか全然わからなかったです。気が付いた
ら、涙ポロポロ出てきて止まりませんでした｣と小森さんが話しました。パフォー
マンスの振り付けや書道の内容などはすべて書道部の学生たちが一緒に考え
だしたと聞き、明るくあいさつをしてから書道練習に没頭する学生たちの姿をみ

朝莫相忘，胸有凌云志，踏足震四
方”两行小字。我想她们对国宝松
江城的传承之情以及想要让世人
进一步了解松江城的愿望一定会
传递给众人。
书法舞蹈表演甲子园，主要对
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书法和舞蹈两方面进行评选，书法
针对用笔的正确性，文字的美感，纸面构成等进行评选；舞
蹈则针对挥笔姿势的美感，舞蹈编排，渲染力等进行评选。
“我当然希望拿到优胜奖，但是比起拿奖我更希望松江东高
中的名字能够响彻全国大会”，小森同学的眼睛闪闪发亮，
娓娓道来。
得知松江东高中书法部得到了大会的“评审员特别奖”，
我感到非常开心，我相信不久的将来，她们拿到优胜奖的那
一天终会到来。

●Japanese

て、
いったいどんな作品ができるのか非常に楽しみにしています。
一学期の終業式で書道パフォーマンスを生で見ることができました。袴の姿、
元気な声で｢よろしくお願いします｣のあいさつの後、一礼をして始まりました。

NHK大河ドラマ｢龍馬伝｣のテーマ曲が流れるとともに、
まず紙の中心に表現し
たのは堀尾家の家紋｢分銅紋｣でした。
そして、音楽に合わせて踊りながら、家紋
の上には大筆で｢雄心｣と揮毫し、金色の紙吹雪をちりばめました。音楽が激しく
なり、松江城の模様が浮き上がり、
リズムに乗りながら、｢神々やどる松江に築か
れた國の寶を愛し守ること、それが私達の進む道。かつて生きた武士の魂を胸
にいざこの大地を踏みならせ｣を書いた少女たち。国宝になった松江城を守り
受け継ぎ、
もっとPRしたい気持がきっとみんなに届くと思います。
パフォーマンス甲子園では、書道部門とパフォーマンス部門に分かれて審査
が行われます。書道部門は用筆の正確さ、文字の美、紙面構成などが審査され、
パフォーマンス部門では揮毫する姿の美、パフォーマンス度、情感・詩情などを
審査します。｢もちろん、優勝したいです。
でもそれより、全国大会で松江東高校
の名前を呼ばれたいです。」
と目がきらきらしている小森さんが微笑みながら語
りました。
松江東高校書道部は大会の｢審査員特別賞｣をもらったと聞いて嬉しかった
です。
きっといつか優勝する日が来ると信じています。
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田野里画出的奇妙世界
“稻田艺术”
朴慧贞

本次宣传的主题是岛根民间 Shimane
Here
艺术活动，我前去采访了“稻田艺
术”的相关情况。在去采访之前，我
在网上查询了很多关于稻田艺术
的事情。对于在城市长大的我，平
时几乎没有机会接触稻田，关于如
何种植水稻，插秧的流程之类我一
窍不通，
没有任何相关知识。
“稻田艺术”
是指通过用一般的食用水稻和名为古代米的
各种彩色水稻，
在稻田间绘制的艺术作品。
据说在1993年，
为了

Map

增强地区活力，
日本青森县最先开始了稻田艺术的制作。
于是
我也试着搜寻了一下韩国的情况，2007年由韩国政府农村振
兴省，
开发相关技术，
并于2009年向各地区无偿提供，
为了振兴
农村旅游及提高地区活力也开始了稻田艺术创作。
本次采访地在岛根县松江市忌部地区。我采访的主要对
象是忌部地区流出水对策协议会的松浦会长。此协会以保护
松江市的自来水水源忌部地区的水资源为宗旨针对儿童到
成人展开了各种各样的活动。忌部地区制作“稻田艺术”今年
已经进入了第六年，此活动的参加者每年都在100名以上，相
当于本地特有的节日。
以下是我采访的主要内容。

1 稻田艺术是从什么时候开始，
是怎么样的流程呢？
今年5月28日开始插秧，预计10月3日左右收割。首先决定

稻田艺术的图案，然后绘制草图，按照草图插秧。其间，为了
稻穗不会因各种自然灾害受到损害，要一直进行看护，进行
稻田艺术的稻田不会施肥，所以稻子的生长要比一般销售的
稻子成长缓慢一些，也不会轻易被台风刮倒。
最佳欣赏期是7月到8月之间。

2 岛根县内的那些地方有稻田艺术呢？
出云1处，
松江市2处，
还有津和野等等。

3 今年稻田艺术使用的稻米种类是什么？
使用稻田艺术专用稻米，这是一种保留了野生稻米特征
的米，名为古代米。整个稻田艺术共使用6种古代米和“丝绸
姑娘”
稻米，
共7种，
大米产自青森县。

4 制作稻田艺术的古代米在收割之后，可以像一般大米
一样食用吗？
被用来绘制稻田艺术的古代米与食用大米相比，口感较
差，
因为所需种类繁多，
产量较少。
因为一般不食用，
通常在收
割之后直接送给想要的人。
用来制作稻田艺术整体背景的
“丝
绸姑娘”
稻米因为可以食用，
会赠送给参加插秧活动的人每人
2公斤。
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田んぼに描く神妙な世界
「田んぼアート」
島根の人々の芸術活動の中で一つである
「田んぼアート」
の記事を書くことに
なり、取材に向かった。取材に行く前、田んぼアートについていろいろネットで検
索してみた。都会出身である私にとっては、普段田んぼを見る機会が少なく、稲
がどうやって育って、田植えはどんな流れで行われているかなど、
あまり情報も
持っていない。
「田んぼアート」
とは食卓に上がる白米になる稲と、
様々な色を持つ古代米と呼
ばれる稲を使用して田んぼに絵を描くことだそうだ。
日本では1993年青森県で地
域おこしとして行われたのが始まりだと言われている。
では韓国にもこういう田ん
ぼアートが行われているかを調べてみたところ、
200７年農村振興省という政府
機関で技術が開発され、2009年からこの技術を各自治体に無償で提供し、農村
観光振興や地域おこしなどのために田んぼアートが行われているそうだ。
取材地は島根県松江市忌部地区。
インタービューは忌部地区流出水対策協議
会の会長、
松浦さんに対応してもらった。
この団体は、
松江市の水道水源地帯であ
る忌部地区の水環境をきれいに保とうと、
子どもから大人までを対象に様々な活
動を行っている。
今年で6年目を迎える忌部地区の田んぼアートは毎年100名以
4

朴慧貞（パク・へジョン）

上の参加者が集う地域のお祭りのような役割を果たしているようだ。以下はイン
タービューをまとめた内容である。

1．田んぼアートはいつごろ始まって、
どんな流れで行われている？
今年は5月28日に田植えをして、10月3日ごろ稲刈りをする予定。
まず、田んぼ
のデザインを決め、
下書きをして、
その下書きに合わせ田植えをする。
自然災害な
どによって稲が倒れたりしないように、
ずっと見守る。肥料を使わないことによっ
て、
稲の成長が一般販売の稲の成長より遅くなるため、
台風が来ても倒れにくくな
る。
見ごろは7月から8月の間。

2．田んぼアートは島根県内、
何か所で行われている？
出雲市1か所、
松江市2か所、
津和野町など。

3．今年の田んぼアートに使われている稲の種類は？
田んぼアートには専用の稲がある。古代米と呼ばれる野生の稲の特徴を受け
継いでいる稲。
古代米の品種の6種類ときぬむすめという品種を合わせた全7種
類。
稲は青森県産。
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也不同，需要非常大的耐心，特别是，为了预防例如台风等自
然灾害对水稻的损害，基本不施肥，控制水稻成长速度。最初
的目的是艺术作品，所有一切准备都是为了使图案更漂亮。
用做制作背景的“丝绸姑娘”，虽然收获量很少，但是味道很

5 稻田艺术的目的是什么？
增加地区活力，
为了将知忌部地区的美味大米推广出去。

6 稻田艺术的注意事项是什么？
按照最初设计的图案种植水稻，并一直观察它的生长情
况。用来绘制稻田作品的水稻多种多样，种类不同，生长速度

好。
（如果口感是100分的话可以得到97分。
）

7 稻田艺术的图案是谁决定的呢？

最初委托松江工业高等专业学校来负责，从他们设计的
图案中商量决定。今年是岛根县水与绿色森林吉祥物米莫君

和米娜酱。去年稻田艺术的主人公是吉田君（岛根超级大
使）
。前年是盛世君（岛根县松江市旅游吉祥物）。
6月28日，我有幸亲眼看到了稻田艺术，虽然还不是最佳
观看期，但是它的美丽已经远远超出了我的想象。果然如会
长的讲解一样，这是一项很费心思的工作，我深深地感到大
家付出了很多的心血。此外，稻田艺术需要站在高处立体性
的欣赏，所以这是一项要仔细考量观看地后认真设计、制作
的作品，
对于这一点，
我非常敬佩。

如果有机会，我希望还能再看一次稻田艺术。而且，我对有
97分的大米的味道也很期待。我希望有更多的人知道岛根县“稻
田艺术”
的美，
也希望越来越多的人品尝到美味的岛根大米。

●Japanese

4．田んぼアート専用の古代米は稲刈りの後、
一般の米のように食べられる？
絵を作るために使われる古代米は食用米に比べて、
おいしくなく、様々な種類
を使っているので、
量が少ない。
食用では使ってないため、
稲刈りの後、
ほしい人
にあげる。
田んぼアートの背景に使われるきぬむすめは食用だから、
田植えに参
加した人々に2kgずつ無料でさしあげている。

5．田んぼアートの目的は？
地域おこし、
忌部地区のおいしいお米を多くの人に知ってもらうため。

6．田んぼアートの注意点
最初の図案どおり稲が育つようにずっと見守る。
アートに使われた稲の種類が
様々で、
種類別に成長スピードも違い、
手間がかかる。
特に自然災害
（台風など）
に
より稲が倒れるのを防ぐため、
最初から肥料をやらず、
大きく成長させないように
する。元々の目的はアートなので、図案のように形がきれいに見えるよう、手を入
れる。
背景に使う
「きぬむすめ」
の収穫量は少ないが、
味が抜群。
（食味100点満点

中97点をもらっている。
）

7．田んぼアートの図案は誰が決める？
最初に図案を依頼するところは松江工業高等専門学校で、
そこでデザインして
もらった図案の中で協議をして、決定。今年は島根県水と緑の森づくりキャラク
ターである
「みーもくん、
みーなちゃん」
。
ちなみに昨年は吉田君
（島根スーパー大
使）
。
一昨年はあっぱれくん
（島根県松江市の観光キャラクター）
生の田んぼアートを見せてもらったのは6月28日で、
まだ見ごろではなかった。
でも実
物は思った以上にすばらしかった。
さすが説明どおり、作業が細かくて、大変手間がか
かった感じを受けた。
そして見る人の目線の高さを目安として、
立体的に見えるように作
業したから、
田んぼアートをすぐ上で撮影すれば、
細長く見えるが、
観覧する地点から一
番よく見えるように工夫してデザイン・作業されているのは本当に尊敬してやまない。
また機会があれば、田んぼアートの見ごろの時期にもう一回見に行けたらと思っ
た。
そして、
食味97点のお米の味も気になる。
もっともっとたくさんの人に島根の田ん
ぼアートのことを知ってもらって、
おいしい島根のお米が広がる日を期待している。
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芦笛剧团·
连接心灵的精神食粮
Borkhodoeva Natalia
我们都知道，人若不吃饭则没有体力，继而无法生存。而
大家是否觉得，心灵的食粮毋宁置疑也是不可替代的。我们
每个人都在通过听音乐、亲近大自然、阅读等属于自己的方
式滋养着心灵。
在位于岛根县的全日本最小的公立剧场“坚果剧场”，我
们邂逅了这样一个演绎着滋养心灵的戏剧的剧团——“芦笛
剧团”。芦笛剧团是由现任美术指导的园山土笔女士与其4位
友人于1966年创立的艺术家团体，今年恰逢创立50周年。这
里的表演者和工作人员总是眼中闪耀着光辉，在利用戏剧推
动ICT化进一步发展的同时，也致力于解决人间交往的日益

淡薄等各样问题。例如
通过交流表演等内容
教授孩子、学生及社会
人表现力及与人合作
的能力，培养面向未来
的精英人才。此外，通过17年前就开始举办的国际戏剧节，岛
根县外自不用说，海外对芦笛剧团所在地域的认知度也有所
提高，从而对当地的经济发展也贡献着力量。
此次，在这仅108个坐席的木质建筑中，沐浴着治愈心灵
的大自然的芳香，我们近距离欣赏了诗人· 童话作家宫泽贤

劇

●Japanese

劇団あしぶえ・繋がる心の食べ物
人間は食事をしないと体力がなくなって生きていけなくなるのは単純な事実
です。そして心の食べ物も言うまでもなくかけがえのないものだと思いません
か。人それぞれ、心を養うために音楽を聴いたり、
自然と触れ合ったり、本を読ん
だりいろんなことをします。
島根にある日本で一番小さな公立劇場｢しいの実シアター｣で出会った劇団
あしぶえにとって心の食べ物は演劇です。劇団あしぶえは1966年に現在アート
ディレクターである園山土筆（そのやまつくし）
さんと4名の仲間で創立され、今
年で50周年を迎える芸術家の団体です。目がキラキラ輝いている役者さんとス
タッフは演劇を使ってICT化が進んでいる中、薄くなった人と人の間の繋がりを
中心にして多様な問題解決に取り組んでいます。例えば子供たちをはじめ学生
や社会人にコミュニケーションワークショップなどを通して表現力、人と協力す
る力などを教え、明るい未来を作れるような人材を育てています。
また17年前に
スタートした国際演劇祭により県外はもちろんのこと劇団あしぶえがある地域
の認知度が海外で高まることによって地域経済への貢献もしています。
このたび、108席しかない木でできた建物の中で自然の香りに癒されながら、
6

ボルホドーエワ・ナタリア
詩人・童話作家である宮沢賢治の演劇作品『セロ弾きのゴーシュ』
の稽古をとて
も間近に鑑賞するチャンスをいただきました。劇団あしぶえにより27年の間で

劇
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治的戏剧作品《大提琴手高修》的排练。该作品曾被芦笛剧团
在27年里公演过160次，且登上过美国及加拿大的舞台，并6
次获得国际奖。
值此剧团诞生50周年之际的演出为首次启用女性演员
来出演主角高修，这也是第5代出演高修的演员。当我听说这
位女演员还曾在俄罗斯的莫斯科居住过7年并进行过戏剧学
习时，我深深地感到，戏剧能够跨越国籍把人与人连接在一
起。我觉得颇为有意义的是，为使观众能够更好地理解，他们
使用了专业人士创作的音乐，并设法运用简单的英语和手语
来表现台词。在给自己心灵以尽情释放的同时也充分向戏剧
粉丝及更多的观众传达了戏剧及作品的精彩，从而让每个人
的心都充满感动。我也体会到这是从宫泽贤治的作品中作为
纪念作品而选出的具有象征意义的作品。

Shimane
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岛根能够有这样一个剧团，为了地方的发展而活用戏剧
并使其更广泛地发挥作用，让我很惊讶也很钦佩。看到导演
对彩排严苛的指导，我也被带入了宫泽贤治的世界。对于正
式公演日将会是怎样的一番精彩，
我充满了期待。

●Japanese

160回公演されたこの作品はアメリカとカナダのステージでも上演され6つの国
際賞も受賞した作品です。
劇団誕生50周年の出演で主役の5代目ゴーシュを演じるのは初めての女性
です。
しかもその方はロシアのモスクワに7年間も住み、演劇も学んだのです。
こ
れを知った時に演劇も国籍を問わず人をつなげる手段の一つであることを確
信しました。
たくさんの人々に理解してもらうためにプロが作った音楽を使い、
簡単な英語や手話でセリフを表現するなどの工夫をして演出されてきたことは
本当に意味深いことだと思いました。
自分の心を満たしながら演劇ファンや多く
の人々に演劇と作品の素晴らしさを十分に伝え渡すことによって人の心をいっ
ぱいにできます。宮沢賢治の作品が記念作品に選ばれたことを象徴的に感じま
した。
演劇を幅広く地域づくりのために生かしている劇団が島根県にあることに驚
きとても感心しました。厳しい指導による稽古の時点で私は宮沢賢治の世界に
入り込みましたが、本番の公演日はどんなに印象的になるのかを楽しみにして
います。
7
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太鼓情缘

打

Dawn Wyruchowski
8月酷热的傍晚，坐在体育馆被汗水浸透的我迷上了太鼓。夏
日蝉鸣不绝于耳，
而比蝉鸣更响的是太鼓的声音。
太鼓的节拍在空
中回荡，
咚咚震动着地板。
几乎所有的女性太鼓演奏者都坚定而笔
挺地站在中太鼓和小太鼓后，
看到她们训练有素，
优雅又利落地挥
舞着手腕，
我被强烈地吸引了。
太鼓的震动直接从我的指尖传递到
脸部，
震撼得我最终仅剩下一个表情。
就这样，
我爱上了太鼓。
太鼓和我的缘分是命中注定的。2015年8月，我作为到安来教
育委员会赴任的3名外语指导助手（ALT）之一拜访了安来市市长，
电视台拍摄了拜访的情景，
并对我们进行了短暂的采访，
问及了每
位ALT对日本感兴趣的事及今后的规划等内容，
其中一位ALT说他
对太鼓很感兴趣。
采访的记者有着这个小城独有的淳朴与热情，
听
后马上邀请我们去参加有他参与的太鼓组合
“尼子太鼓”
的练习。
就这样，
我们3人成为了尼子太鼓组合的成员。
和其他技能一
样，
我们对于太鼓也是从基础学起。
首先是鼓棒的拿法。
经过阅读
指导书以及约一年的练习，
我们对打鼓已经产生了肌肉记忆，
我
们3个初学者已经可以正确地和着音乐进行独自练习，这样一来
教我们打鼓的队员们也可以集中精力进行自己的练习。
每次练习
的最后一小时我们都会进行团队排练，
由于演奏时队员们会一起
Shimane
Here

做同一动作，
也会有较为夸张的表演以给观众带来冲击效果，
所
以这一小时里我们会对彼此视线的方向、
手腕的动作、
还有身体
的倾斜方式进行回顾并提出意见，
是很宝贵的时间。
最近被问及最多的是广濑町的祗园节。我们把太鼓搬到位
于广濑町银行前的小停车场，在吉他手魅力四射的独奏和小学
舞蹈组合可爱的表演结束后，
我们在傍晚登上了舞台。
那天夜里
的第一首曲子是《祗园》，我们坐在中太鼓前，于不知不觉中把太
鼓敲响。
室外的音响效果与我们的小型体育馆有很大不同，
声音
比想象中小。尽管如此，我们仍在汗流浃背中顺利演奏了《祗
园》
《
、千次回响》和《急击》。周围的灯笼散发着柔和的光，还能闻
到鱿鱼和炒面的香。
我们被包围在学生和友人中，
那一张张似曾
相识的面孔让我忆起了自己初次看尼子太鼓团演出时那痴迷的
感觉。
如今终于能和大家一起在音乐会上演奏，
我心中充满了感
激之情，
同时我也希望观众当中也会有人如我当年一般感动。
尼子太鼓组合在我的工
作之余给了我很多支持，太鼓
的指导和表演所带来的激情给
了我作为女性的力量，也减少
了我身为外国人在异国他乡的
孤独感。
同时我也感到，
太鼓无
论对安来还是对日本来讲，都
是无法替代的存在吧。
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太鼓とコミュニティー

Dawn Wyruchowski

8月の猛暑の夕方、体育館で汗びっしょりで座っていた私は、太鼓に恋に落ち
た。
夏のセミの絶え間ない騒音より大きく、
太鼓のリズムのビートが空中を巡って、
ブンブンと床を振動させた。
ほとんどが女性の太鼓奏者は、中太鼓と小さい小太
鼓の後ろにたくましく背を伸ばして立っていた。
太鼓に強烈に心を奪われ、
優雅に
鍛えられた腕を素早く上げたり下ろしたりして、太鼓を叩いていた演奏者を見て
いた。
太鼓の振動が私のつま先から、
にっこりしたままショックで動けなくなった顔
まで響いた。
そして、
私は太鼓にはまってしまった。
太鼓と私との関係は運命的に生まれた。
2015年8月に安来教育員会に着任し
た3人の外国語指導助手
（いわゆるALT）
の一人として安来市長を表敬した。
この
表敬の様子はテレビ局に取材され、
各ALTは日本で興味関心のあることやこれか
らの計画について、
短いインタービューを受けた。
ALTの1人が太鼓に興味がある
と言った。
田舎独特の親しみやすさで、
その記者が自分の｢尼子太鼓｣と呼ばれる
太鼓集団の練習に参加するよう誘ってくれた。
そして私たちは3人で尼子太鼓団のメンバーになった。
どんなスキルもそうであ
るように、
太鼓の基本から学んだ。
最初は、
ばちの持ち方だった。
導書と、
およそ一年間の練習による筋肉の記憶と慣れで、
ただの初心者だった3
人が正確に、
音を合わせながら練習できるようになったので、
教えてくれる仲間た

ちが自分の練習に集中できるようになった。
練習の最後の1時間はいつもグルー
プで練習をする。太鼓演奏のインパクトはメンバーが同時に同じ動きをすること
と、大げさとも思える動作から来るので、
この1時間は目の向き、腕の動き、
そして
体の傾き方のフィードバックやアドバイスをもらう重要な機会だ。
一番最近真価を問われたのは広瀬の祇園祭だった。町の銀行の前にある小さな駐
車場に太鼓を移動した後、
日暮までに魅惑的なソロのギタリストとかわいい小学校
ダンスグループのパフォーマンスの終わりを待ってから舞台に上った。
その夜の最初
の曲、｢祇園｣を演奏するために中太鼓の前に着席して、いつの間にか私たちのばち
が太鼓を鳴り始めさせた。思ったより音は小さかった。野外での音響効果は私たちの
小さな体育館と大分違っていた。それでも、汗が顔と首が汗びっしょりになって、ス
ムーズに｢祇園｣、｢千の響き」
と｢早打ち｣を通しで演奏した。周りの灯籠の柔らかな
光、
イカと焼きそばの香り、
そして顔なじみのある生徒と友達に囲まれて、
この尼子太
鼓団のパフォーマンスを初めて見た時の陶酔した感じを思い出した。
そして、ついに
仲間のみんなと一緒にコンサートで演奏できることで、胸が感謝の気持ちでいっぱい
になり、観客の中で、一年前の私のように感動している人がいたらいいなと思った。
尼子太鼓のお蔭で、
職場の仲間以外にサポートしてくれるグループがある。
太鼓
の指導とパフォーマンスの熱意は女性としての元気を与えてくれて、
外国人が日本
で経験する孤立感を減らしてくれる。何よりも、太鼓は安来と日本の輪の中に歓迎
されているように感じさせてくれる。
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