
今、世界の人たちに大正琴を弾いてもらおうと、大正琴を海外へ提供する運動が始まっています。今、世界の人たちに大正琴を弾いてもらおうと、大正琴を海外へ提供する運動が始まっています。
大正天皇の天覧を賜り、「大正琴を弾けない者は現代人じゃない」と言われたほど当時ハイカラ大正天皇の天覧を賜り、「大正琴を弾けない者は現代人じゃない」と言われたほど当時ハイカラ
だった大正琴が、100 年経って日本の伝統楽器の仲間入りをしました。2020 年東京オリンピッだった大正琴が、100 年経って日本の伝統楽器の仲間入りをしました。2020 年東京オリンピッ
クに向かって、今や日本は海外からの旅行者で溢れかえり、世界各地で日本への関心が高まってクに向かって、今や日本は海外からの旅行者で溢れかえり、世界各地で日本への関心が高まって
います。これを機に、「大正琴＝日本の文化」を、国内のみならず、世界に拡げようと始められたいます。これを機に、「大正琴＝日本の文化」を、国内のみならず、世界に拡げようと始められた
のがこの運動です。のがこの運動です。

たくさんのお琴が集まっています！
献琴して下さった方々、本当にありがとうございました！

献琴は、県外からもご協力いただいております。一定数が集まると、ボランディアの手で掃除や、
メンテナンスが行われます。

使わなくなった大正琴を活かそう！
全国に呼びかけ、集まった大正琴を
ボランティアできれいに再生！

活動の軌跡（第7版）

2014 年 11 月までで、70台を清掃、メンテナンス
12月 13～ 17日で、延べ 35名のボランティアで
54台を清掃、メンテナンス

全国の皆さんのご協力に感謝！この運動はずっと続けます！

2015 年 2月現在 90台、4月現在 120 台、9月現
在 180 台…10月総数で 200 台突破。10月 12日、
17名のボランティアで 20台の大正琴を清掃、メン
テナンス。12月現在 218 台、
2016 年 1月現在 236 台、２月 240 台…
2016 年６月 12日　25台の大正琴を清掃、メンテナンス。
2017 年以降、送られてきた大正琴を順次メンテナンス、合奏用
や電子大正琴は保管、壊れていて修復不可能なものは部品取りと
して使用。2018 年の琴リンピックまでに何とか 100 台お嫁に。

2018.4 現在2018.4 現在 445 台445 台
（うち、海外へお嫁にいった台数 :221 台）（うち、海外へお嫁にいった台数 :221 台）

「大正琴を世界に「大正琴を世界に拡拡げよう」運動げよう」運動

～日本の大正琴を外国へお嫁に…～
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台湾
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「大正琴を世界に拡げよう」運動 活動の軌跡

～第 1弾　運動の成果～ 2015 年１月 16日～ 17日 愛知

「とよたこども防災サミット防災世界子ども会議 2015 インとよた」に参加し、ワークショップをして、
海外からの子供達に 40台を寄贈。贈られた地域からは感謝の手紙や写真がたくさん寄せられました。

お嫁に行った
大正琴：40台
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～第 2弾　運動の成果～ 2015 年 3月 27日～ 28日 兵庫

2015 年 3月兵庫県神戸ポートアイランド「ニチイ学館」で開催された、「インターナショナル ユー
ス サミット イン兵庫」に参加し、ワークショップをしました。アルゼンチンでお会いした、オラン
ダのボブ先生に再会。オランダ、中国台湾、インドの子供達に 4台寄贈。

～第 3弾　運動の成果～ 2015 年 7月 26 日～ 27日 中国

中国の深圳に行って、30名の小学生にワークショップをして、８台寄贈。

2015 年 6月　台湾の大正琴グループのシンディア先生に 2台贈呈

お嫁に行った
大正琴：44台（累計）

お嫁に行った
大正琴：46台（累計）

お嫁に行った
大正琴：54台（累計）
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～第 4弾　運動の成果～ 2015 年 8月 19日～

23日 モンゴル

モンゴルのウランバートルにて、北東アジア国際観光
フォーラム歓迎レセプションにて、演奏し、４ヶ所で
ワークショップをして、12台寄贈。

第３弾（その２） 2015 年 8月ベトナムのバクザン市に 2台寄贈。

２015.7.26 中国の深圳にて大正琴のワークショップを

しました。先生と子供達、総勢 30名、素晴らしい

日を過ごしました。大正琴 8台を寄贈しました。

「大正琴を世界に拡げよう」運動 活動の軌跡

お嫁に行った
大正琴：56台（累計）

お嫁に行った
大正琴：68台（累計）
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高校に 8台寄贈

サボイ劇場でプレゼン と 演奏

ムーミンと一緒にご満悦

シベリウスの生家

みんなでジェンカ

ピックは、こう持って！

ヘルシンキ市長さんに大正琴を贈呈 手取り、手取り！

「アナ雪」を朗々と歌う廣田さん

映画「かもめ食堂」
の舞台になった、
かもめ食堂のマッ
シュポテトはすご
かった！

～第 5弾　運動の成果～ 2015 年 10 月 21 日～ 27日 フィンランド

フィンランドのヘルシンキのジャパンウィークに参加し、サボイ劇場で、
プレゼンテーションと演奏を披露し、高校生 280 名を相手にワークショップ。8台寄贈。

お嫁に行った
大正琴：76台（累計）
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コンベンションホール

バクザン外務局グェンクヮントゥアン
副局長(右 )と納谷さん(右から2番目)

小松みゆきさん (中央 ) と共に

今回のメンバー勢揃い

～第 6弾　運動の成果～ 2016 年 4月 7日～ 11日 ベトナム

ベトナムのバクザン市は、小さくもこ
れから発展する所で、かえってハノイ
より空気も町もきれいな場所。ここで、
初めてとなる「ジャパンフェスティバ
ル」を、バクザン外務局 JICAシニア
ボランディアの納谷節夫実行委員長が
企画。現地の人々に日本の生活、文化、
歴史、習慣を紹介し、相互理解を深め
る目的で開催。参加者が 2000 人以上
にも上る大きなイベントで、日本の企
業の協力もあり、茶道、書道、折り紙、
等と一緒に大正琴を紹介することに。
会場はバクザン市に一つしかないモンタンホテルのすぐ近くにある、バクザン省コンベンションホー
ルの舞台とホール。
4月９日、開催当日はホールにて開会挨拶の後、最初に催された大正琴演奏。中島美嘉の「雪の華」や、
ベトナムの人なら誰でも知っている民謡「子どものカエル」、松坂慶子主演の映画「ベトナムの風に
吹かれて」のテーマ曲「たまには仲間で」（ロマン楽譜集 240 掲載 )、最後に「ざ・じょんがら」を演奏。
ロビーでは、大正琴のブースに人だかり。次から次へと、我も我もと大正琴に触りたい、弾きたいと
いう若者が殺到。音階練習と「さくらさくら」が 1回弾けたら交代、という形式を３人で対応しまし
たが、用意した参加証 100 枚は午前中でほぼ無くなり、午後の参加者には代わりに楽譜をみやげにと、
大変な騒ぎ。大正琴や日本人が珍しく、記念写真の被写体にも。昼のレセプションには、バクザン省
人民委員会リン議長も出席。「ベトナムの風に吹かれて」の原作者、ハノイ在住の小松みゆきさん (新
潟県出身 )も合唱で参加していて、琴源と再会。テーマ曲の演奏を舞台袖で聴いてくれていました。
今回は4台の大正琴を贈呈。すでに寄贈したものが2台あったので、そのうち1台は小松さんを通して、
ベトナム国立交響楽団か音楽アカデミーに寄贈。あとの 5台は、「子供のための文化センター」に寄贈。

「大正琴を世界に拡げよう」運動 活動の軌跡

お嫁に行った
大正琴：80台（累計）
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バクザンのテレビニュースより

大正琴のワークショップ

コンベンションホールでの演奏

Ông Hideki Kaneko
Hiệu trưởng Trưởng Kingen - Nhặt Bản

ki
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琴リンピックに参加した琴リンピックに参加した
海外の子供たち一人一人に一台ずつ、海外の子供たち一人一人に一台ずつ、

100 台あまりの大正琴をプレゼント！100 台あまりの大正琴をプレゼント！

「大正琴を世界に拡げよう」運動 活動の軌跡

～第 7弾　運動の成果～ 2016 年 8月 3日～ 8日 新潟

新潟市のりゅーとぴあコンサートホールで開催された「世界大正琴交流大会 琴リンピック 2016 イン
新潟」（同時開催「防災世界子ども会議 2016」）で、ワークショップと演奏会。海外からの子供達に
105 台を寄贈。
NDYS（防災世界子ども会議）スクール・各国大正琴推進スクールなどに参加している外国の中高生
とその先生合わせて 106 名（コロムビア、イラン、インド、アメリカ、インドネシア、中国、モンゴル、オー
ストラリア、トルコ、ネパール、台湾）が約一週間、日本と大正琴について、様々な経験をしました。

演奏会まであと少し…
練習練習！！

演奏会は 8/7 に開催

お嫁に行った
大正琴：185台（累計）
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～第 8弾　運動の成果～ 2016 年 9月 17日～ 21日 台湾

琴リンピックに参加して下さった台湾の子供達からの要請で、台風の最中でしたが、運良くすり抜け
て行くことができました。
9/17、台湾の高雄にあるホテル「コッツィ」の一室を借りて、到着後、荷物をほどかないままのレッ
スンをしました。父兄も交えて泊まる部屋に20人ほど集まり、手製の料理を振る舞って下さいました。

9/19、台風一過の暑い日。最初に訪れた高校は、「瑞祥高中」。

次に訪れた高校は、「正義高中」。
クーラーが効いた教室に入るなり、
「歓迎日本琴源先生～」という横断
幕があり、訪れた琴源はそれを見て
大喜び！台湾には、４台の大正琴を
送りました。その後、イタリアの
ローマ、マレーシア、アフリカのマ
リに1台ずつ、計３台送りました。

お嫁に行った
大正琴：192台（累計）
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～第 9弾　運動の成果～
　2017 年 7.17 ～ 22 第 23 回アイアーン国際会議＆第 20回ユースサミット イン モロッコ　に参加      
マラケシュでおこなわれた会議に出席し、7/17　カルチャーナイトで、日本から参加の 20名ほどのグ
ループが、手話を交えた歌を披露、大正琴が伴奏しました。次に、「さくらさくら」「ざ・じょんがら」「千
本桜」。ノリノリで拍手喝采！ 7/20　「ＮＤＹＳ 2017 とアイアーン大正琴プロジェクト」で、昨年の琴
リンピックを紹介し、来年の参加をアピール。　合間にロビーで演奏すると、みんな集まってきて、ス
マホをカシャカシャ…。7/21　ユースサミット参加の若者 60人に大正琴 4台で対応。面白がって、琴
の前から離れず、交代せず…。トレモロに興味があったようだ。最後にプレゼント用の大正琴2台をモロッ
コの先生に差し上げ、第 2回琴リンピック世界大会参加を確約！

お嫁に行った
大正琴：200台（累計）

2017 年 6月 26 日オーストラリアのベンさんに大正琴を 2台2017 年 6月 26 日オーストラリアのベンさんに大正琴を 2台
プレゼント。子供達が弾いている写真がアップされました。プレゼント。子供達が弾いている写真がアップされました。

「大正琴を世界に拡げよう」運動 活動の軌跡
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～第 10弾　運動の成果～
2017 年 8/24 ～ 29　在新潟モンゴル領事館開設 10周年記念南モンゴルの旅＆ウランバートル学校
訪問　に参加
ウランバートルのETUGEN( エトゥゲン )スクールを訪問、大歓迎を受けました。何と子供達がミニ
コンサートを開いてくれました。馬頭琴の合奏も素晴らしかったのですが、そして、今回は、感激し
たのは、以前贈った大正琴とリコーダでの合奏をみせてくれたことです。しかもモンゴルで有名な民
謡を演奏してくれたのでした！ワークショップをして、何とか「さくらさくら」が弾けるように。
そして、今回は、大正琴を 2台、副校長先生と音楽の先生に贈呈。尽力して下さったマンダフスレン
さんに 2台贈呈。第 2回琴リンピック世界大会参加を確約してくれました。

お嫁に行った
大正琴：204台（累計）
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～第 11弾　運動の成果～
2018 年 1/16 ～ 20　新潟シンガポール協会の「シンガポール経済ミッション」　に参加
事務局の計らいで 17日午後、シンガポール大学の「日本研究科」の学生とそのＯＢに大正琴のワークショッ
プをおこないました。１時間５名× 3回と休む暇のないスケジュールでしたが、みなさん熱心で、「さくらさく
ら～元禄花見踊り～お江戸日本橋」のメドレーのうち「さくらさくら」をマスターしました。その晩、新潟県
人会のパーティーに招かれ、そこでも大正琴を披露。新潟県副知事もご列席。アルビレックス新潟シンガポー
ルの是永さんは、エックスジャパンの大ファン。「エンドレスレイン」を弾いたところ大感激してくれました。
翌日は、ジェトロシンガポールで、レクチャーを受け、アルビレックス新潟シンガポールの見学、主なところ
の視察があり、夜、富寿しで、新潟県ＰＲイベントに参加。ここで弾いたけれど、立食パーティのため、騒々
しさの中でがんばって弾きました。琴リンのチラシやうちわを配ったりのＰＲ活動は、私達しかやっていませ
んでした。翌日は、マレーシアのジョホールバルを見学。今回は、大正琴を 5台、事前にシンガポール協会が
送ってくれたので、とても助かりました。４月の 7～ 8日にシンガポールで「さくら祭り」をすることがわかり、
４月に計画していたマレーシアのクアンタン訪問のあと、さくら祭りに今回教えた生徒もいっしょに舞台に立
つことが急に決まりました。もちろん第 2回琴リンピック世界大会への参加はきっと実現できるでしょう。

　　　　　　　　　　　　　ワークショップの様子　　　　　　　　　　　　受講者に修了証を渡し、　　　　　　　　　　　　　ワークショップの様子　　　　　　　　　　　　受講者に修了証を渡し、

　　新潟県人会で弾く　　　　　シンガポール大学から授与された額　　アルビレックス新潟シンガポール　　新潟県人会で弾く　　　　　シンガポール大学から授与された額　　アルビレックス新潟シンガポール

新潟県のＰＲイベントで弾く、新潟県のＰＲイベントで弾く、
このあとの寿司がおいしかった！このあとの寿司がおいしかった！

↑　シンガポールの象徴、マーライオン↑　シンガポールの象徴、マーライオン

←　シンガポール協会の高橋さんが作っ←　シンガポール協会の高橋さんが作っ
　　てくれた、受講者募集のチラシ　　てくれた、受講者募集のチラシ

お嫁に行った
大正琴：209台（累計）

「大正琴を世界に拡げよう」運動 活動の軌跡
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　　　　　　　　　　　　　ワークショップの様子　　　　　　　　　　　　受講者に修了証を渡し、

～第 12弾　運動の成果～
2018 年 3/1 ～ 3/9　新潟オーストラリア協会の「設立 5周年記念旅行」　に参加
新潟オーストラリア協会で講演をして下さったベンさんと昨秋知り合いになり、大正琴を 2台ベンさん宅に送っ
たことがきっかけで、ワークショップの段取りをベンさんがして下さいました。2台をベンさんが日本から自
国に持っていって下さり、4台をベンさんの事務所に送り、合計 8台で練習できる体制になりました。
3/2　アデレードで、まず、ベンさんの会社に大正琴を取りに行ったので、社員の方々に大正琴がどんなもの
か弾いて聴かせました。「なぜ、日本の子供達は、やらないのか」という質問を受けました。
ベンさんの母校「イマニュエル・カレッジ」で、ワークショップ
日本の勉強をしている子供達と先生 15名に「ウォルチング・マチルダ」でワークショップ。
次に「ブライトン・セコンダリー・スクール」でワークショップ、音楽が盛んな中学で 50名に教えましたが
時間がなく希望をとると全員手を上げ、8名ずつ交代で音階だけ。デモ演奏の「ざ・じょんがら」は受けました。

3/3　JAFA( 豪日友好協会 )でワークショップ。ここは、ボランティアで日本のおりがみなどを教えている部
屋でした。その方々とベンさんの奥さん (日本語がペラペラ )と息子 2人にワークショップ。子どもたちに曲
弾きを教え、大正琴に興味をもってもらおうと思いました。
やっとおわり、やれやれと思う間もなく、JAFAの歓迎バーベキューパーティに弾いて欲しいということで野
外なので、電源なしでできるようにセットして行きました。イスはあってもテーブルなし。肘掛けイスに座り
大正琴を置き、アイパッドは、スーツケースに立てかけて…。中国の留学生が色々リクエストしてくれました。

イマニュエルイマニュエル

　　　・カレッジ　　　・カレッジ
ブライトン・セコンダリー・スクールブライトン・セコンダリー・スクール

お嫁に行った
大正琴：220台（累計）
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3/8　メルボルン　参加者 66名のエクスペリエンス新潟総領事公邸レセプションに参加
式典にて「さくらさくら」「ウォルチング・マチルダ」を演奏。
とても嬉しいことがありました。15年前にホストファミリーとしてお世話した、当時 17才の女の子エマちゃ
んと再会できたのです。32才の宝石デザイナーになっていました。歌手もしているというその彼女が「ウォル
チング・マチルダ」を演奏に合わせて歌うと、会場のオーストラリアのお客様達が歌い始め、とっても盛り上
がったのでした。彼女は、ホームステイしている間に大正琴を覚え、弓弾きで「花」を弾けるようになりました。
その時のビデオが残っています。彼女はプレゼントした大正琴を今でも持っていました。2年後の 2020 年の
第 3回琴リンピックには絶対参加すると約束してくれました。

エマが唄ってくれました。エマが唄ってくれました。

そして、大合唱に！そして、大合唱に！

　「花」を演奏したら、　「花」を演奏したら、

　15年前でもメロディを　15年前でもメロディを

　覚えていました！　覚えていました！

めずらしかったのか、みんなが取り囲んでパチパチ！めずらしかったのか、みんなが取り囲んでパチパチ！

新潟一行と新潟一行と

総領事夫妻と総領事夫妻と

エマも入ってエマも入って

記念撮影記念撮影

「大正琴を世界に拡げよう」運動 活動の軌跡

2018 年
1月 25日

2018 年
1月 25日

４月に訪
問するこ

とになっ
ているマ

４月に訪
問するこ

とになっ
ているマ

レーシア
に大正琴

2台を贈呈

レーシア
に大正琴

2台を贈呈
2018 年

2 月 1 日
琴リンピ

ックに

2018 年
2 月 1 日

琴リンピ
ックに

参加して
くれそう

な、ブル
ガリア

参加して
くれそう

な、ブル
ガリア

の女の子
に、大正

琴 1台を
贈呈

の女の子
に、大正

琴 1台を
贈呈

2017 年
11 月 2日

2017 年
11 月 2日

モンゴル
のマンダ

フスレン
さんへ大

モンゴル
のマンダ

フスレン
さんへ大

正琴 1台
を贈呈。

新潟モン
ゴル協会

正琴 1台
を贈呈。

新潟モン
ゴル協会

の会長さ
んのお母

様のお琴
でした！

の会長さ
んのお母

様のお琴
でした！

2018 年
2月 10日

2018 年
2月 10日

3月に訪
問する前

にオース
トラリア

に

3月に訪
問する前

にオース
トラリア

に

大正琴 4
台を贈呈

大正琴 4
台を贈呈

2018 年
2月 15日

2018 年
2月 15日

3 月に訪
問する前

にオース
トラリア

に

3月に訪
問する前

にオース
トラリア

に

追加大正
琴 2台を

贈呈
追加大正

琴 2台を
贈呈

2017 年
12 月 4日

2017 年
12 月 4日

モロッコ
へ大正琴

1台を贈呈

モロッコ
へ大正琴

1台を贈呈

送料が高
いので船

便にした
ら、

送料が高
いので船

便にした
ら、

2ヶ月かか
りました

！
2ヶ月かか

りました
！

2016 年
12 月 11

日
2016 年

12 月 11
日

新潟モン
ゴル協会

に、
新潟モン

ゴル協会
に、

大正琴 3
台を贈呈

大正琴 3
台を贈呈

2017 年
6 月 6 日

琴リ
2017 年

6 月 6 日
琴リ

ンピック
に参加し

てく
ンピック

に参加し
てく

れた、モ
ンゴル駐

日大
れた、モ

ンゴル駐
日大

使のお孫
さんに、

大正
使のお孫

さんに、
大正

琴 1台を
贈呈

琴 1台を
贈呈

訪問に関わら
ず、

訪問に関わら
ず、

海外へ発送も
しているとき

も
海外へ発送も

しているとき
も

あるんです！あるんです！
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～第 13弾　運動の成果～
マレーシアのクアンタンにてワークショップ４月５日　　マレーシアのクアンタンにてワークショップ４月５日　　
4/3 は成田で前泊。マレーシア航空で成田からクアラルン4/3 は成田で前泊。マレーシア航空で成田からクアラルン
プールへ。4/4の19:10（日本時間20:10）にクアンタン着。プールへ。4/4の19:10（日本時間20:10）にクアンタン着。
4/5　朝 8：30 に今回お世話になるコー先生夫妻によるお朝 8：30 に今回お世話になるコー先生夫妻によるお
出迎え。コー先生のポロシャツは、何と「kotolympic」出迎え。コー先生のポロシャツは、何と「kotolympic」
と書かれていて、琴リンピックのマークまで入っていましと書かれていて、琴リンピックのマークまで入っていまし
た！行き先は「セント・トーマス・セコンダリースクール」。た！行き先は「セント・トーマス・セコンダリースクール」。
まず、ビックリしたのは、電光掲示板に英語で「セントトーまず、ビックリしたのは、電光掲示板に英語で「セントトー
マスに、ようこそいらっしゃいました、４月５日　9:00マスに、ようこそいらっしゃいました、４月５日　9:00
～ 17:00　琴リンピックの実行委員長　琴源先生の講習」～ 17:00　琴リンピックの実行委員長　琴源先生の講習」
の文字。大通りに面して一日中流れていました。琴リンピッの文字。大通りに面して一日中流れていました。琴リンピッ
クに参加が決まっている生徒は、先生と同じポロシャツをクに参加が決まっている生徒は、先生と同じポロシャツを
来てお出迎え。恥ずかしくなるような３人（今回訪れた 3来てお出迎え。恥ずかしくなるような３人（今回訪れた 3
名）の写真入り大壇幕が貼られていました。名）の写真入り大壇幕が貼られていました。

クーラーはなく暑い中、15 名に対してクーラーはなく暑い中、15 名に対して
大正琴６台、交代で使ってもらっての大正琴６台、交代で使ってもらっての
ワークショップ。修了証の裏の大正琴ワークショップ。修了証の裏の大正琴
の写真（原寸大）が大活躍！の写真（原寸大）が大活躍！
その後、野外にて全校生徒 200 名の前その後、野外にて全校生徒 200 名の前
でデモンストレーション。例の如くでデモンストレーション。例の如くア
イアーン大正琴プロジェクトの廣田さ廣田さ
んは、サクラ～を唄い、残酷な天使のんは、サクラ～を唄い、残酷な天使の
テーゼで盛り上げ、「ラサ・サヤン」とテーゼで盛り上げ、「ラサ・サヤン」と
いう現地で有名な子どもの歌で、大合いう現地で有名な子どもの歌で、大合
唱に！午後は再び２時間みっちり練習、唱に！午後は再び２時間みっちり練習、
飽きた学生には、廣田さんが持ってき飽きた学生には、廣田さんが持ってき
た折紙を講習。大柄な体型の校長先生た折紙を講習。大柄な体型の校長先生
は、「ずっとこの学校で大正琴をやりたは、「ずっとこの学校で大正琴をやりた
いので売って欲しい」とまで仰ってまいので売って欲しい」とまで仰ってま
した。そして、ここでも琴リン団扇がした。そして、ここでも琴リン団扇が
大人気でした！大人気でした！

↑校長先生に大正琴を一↑校長先生に大正琴を一
台贈呈。校長先生から感台贈呈。校長先生から感
謝の盾を頂きました。謝の盾を頂きました。

←原寸大の紙の大←原寸大の紙の大
正琴がずいぶん役正琴がずいぶん役
にたちました。にたちました。

↑琴リンピックの↑琴リンピックの
マークが袖に！マークが袖に！

お嫁に行った
大正琴：221台（累計）
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「大正琴を世界に拡げよう」運動 活動の軌跡

～第 14弾　運動の成果～
4/6　再びシンガポールへ
マレーシアのクアンタンから直行便で約 1 時間、シンガポールのチャ
ンギ空港へ到着。ホテルに荷物を置いて、シンガポールが初めてという
廣田さんのために「マーライオン」観光。夜は、新潟県人会と「さくら
ジャパン 2018」の関係者、舞台発表に来た方、新潟シンガポール協会
の面々で夕食を共にし、打合せ。

4/7
大正琴や琴リンピックの宣材ツールを持って、会場となった「ガーデン・
バイ・ザ・ベイ」というドーム型の大きな植物園に行きました。
会場の天井には、ピンクの電飾が沢山垂れ下がっていて異様な雰囲気の
中、新潟のブースでは、雪室牛肉や雪室コーヒーの試食、新潟総踊りのＶＴＲが流れていました。

負けじと大正琴をアピールするＶＴＲも流してもらいまし
た。狭いところでの体験コーナーでは、大正琴が物珍しかっ
たのか、大人も子どもも触りにやってきました。

午後４時から 15 分間の演奏が始まりました。
まず「上海灘」。日本では知られていない曲ですが、中国
の映画の主題歌だそうで、県人会の会長の奥さんがマイク
で歌い、会場に観客にマイクを向け大盛り上がり！「さく
らさくら～元禄花見踊り～」のメドレーは、１月にワーク
ショップをした中の二人も一緒に演奏しました。
そして、廣田さんは、新潟人ではないのに、お米とお酒を
手に持って唄いながら宣伝をして下さいました。拍手喝采！

4/28現在4/28現在

85

第 2 回 世界大正琴第 2 回 世界大正琴交 流大会大会

琴リンピック 2018
イン新潟イイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイインンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンン

7/227/22
開催まで開催まで
あとあと

日日
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　巡回コンサート兼募金活動実施中巡回コンサート兼募金活動実施中
2018年 7月「第 2回世界大正琴交流大会琴リンピック 2018 イン新潟」開催にむけて、海外からの子ど2018 年 7月「第 2回世界大正琴交流大会琴リンピック 2018 イン新潟」開催にむけて、海外からの子ど
も達の滞在費の一部にするため、琴リンピック実行委員会では、巡回コンサート兼募金活動を 2017 年春も達の滞在費の一部にするため、琴リンピック実行委員会では、巡回コンサート兼募金活動を 2017 年春
より始めています。より始めています。
地区の会員さんたちと会主琴源のソロ演奏で、約1時間、たっぷり大正琴の音色を楽しんで頂いております。地区の会員さんたちと会主琴源のソロ演奏で、約1時間、たっぷり大正琴の音色を楽しんで頂いております。

3月　　1回目　新潟県三条市3月　　1回目　新潟県三条市
4月　　2回目　新潟県新発田市4月　　2回目　新潟県新発田市
　　　　3回目　新潟県燕吉田市　　　　3回目　新潟県燕吉田市
　　　　4回目　新潟市西堀ローサ　　　　4回目　新潟市西堀ローサ
            5 回目　新潟市秋葉区小須戸            5 回目　新潟市秋葉区小須戸
5月　　6回目　西蒲区巻町5月　　6回目　西蒲区巻町
8月　　7回目　新潟市大江山8月　　7回目　新潟市大江山
2018 年 2月2018 年 2月
　　　　8回目　東北電力火力発電所　　　　8回目　東北電力火力発電所
　　　　9回目　新潟市内ひまわり幼児保育園　　　　9回目　新潟市内ひまわり幼児保育園
３月 24日「琴リンピックまであと 120日コンサート」開催３月 24日「琴リンピックまであと 120日コンサート」開催
　1000 円以上の募金で、ＣＤ引換券付入場整理券贈呈 !　1000 円以上の募金で、ＣＤ引換券付入場整理券贈呈 !
　曲目は、「琴源大正琴ネオジャパネスクＣＤ」の中から選曲。　曲目は、「琴源大正琴ネオジャパネスクＣＤ」の中から選曲。
　この日集まった観客 101名の交換されたＣＤは、108枚でした！　この日集まった観客 101名の交換されたＣＤは、108枚でした！
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　目標 200万円のところ、2018 年 4月現在　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　目標 200万円のところ、2018 年 4月現在

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,757,649 円1,757,649 円　集まっています。　集まっています。

さしあげているＣＤの種類が多くなり、一覧表を作ることに。さしあげているＣＤの種類が多くなり、一覧表を作ることに。
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第 2 回世界大正琴交流大会第 2 回世界大正琴交流大会

琴リンピック 2018 イン新潟

海外の子供達が
新潟で大正琴

2 年の時を経て再び！

2018 年 7 月 22 日2018 年 7 月 22 日 ( 日 )( 日 )

新潟市民芸術文化会館新潟市民芸術文化会館（りゅーとぴあ）（りゅーとぴあ）

コンサートホールコンサートホール

開催決定！開催決定！

＜琴リンピックに向けての動き＞＜琴リンピックに向けての動き＞
国内では、新潟の小瀬小学校の 4～ 6年生全員が練習して参加す国内では、新潟の小瀬小学校の 4～ 6年生全員が練習して参加す
るとのこと、また、南魚沼の県立国際情報高校の学生が応援にやっるとのこと、また、南魚沼の県立国際情報高校の学生が応援にやっ
てきます。大正琴も挑戦します。東京では、親子で参加するグルーてきます。大正琴も挑戦します。東京では、親子で参加するグルー
プが出てきています。また、ふだん大正琴をやったことのない会プが出てきています。また、ふだん大正琴をやったことのない会
社員のグループや、定期的に教えている留学生グループがエント社員のグループや、定期的に教えている留学生グループがエント
リー、だんだん盛り上がってきています。そして、琴リンピックリー、だんだん盛り上がってきています。そして、琴リンピック
募金集めの巡回コンサートをどんどん開催しています。ご協力ど募金集めの巡回コンサートをどんどん開催しています。ご協力ど
うかお願い致します。うかお願い致します。


