A greeting

御礼感謝

本当に沢

本年度より初代団長吉越から団長を引き継ぎ致しました矢嶋です。
平成２６年２月９日、昇龍祭太鼓は二回目の自主公演、「舞 ＭＯＬＥ」を、なかのZEROホールにて行いました。
公演前日、東京では異例の大雪。しかし、当日はお足元の悪い中、
沢山のお客さまにご来場頂きました。心より御礼申し上げます。

公演は無事に終了しましたが、今回は準備から冷や汗ものでした。 自主スタジオ倉
庫前の雪掻きから始まり、大雪の中、メンバーの車やチェーン無しのバスを恐る恐る運
転し、会場とスタジオを何往復もして搬入作業をしました。舞台設営も経験者が少なく、
右往左往。ホール閉館ギリギリまで作業をし、何とか準備は完了。
ご来場頂きましたお客様に楽しんで頂く為、団員一同、精一杯の演技を披露させて頂
きました。
新曲や今までにない演出、皆様の目にはどのように映りましたでしょうか。
まだまだ至らぬ点も多く、お客様アンケートでは様々なご意見を頂戴いたしました。
皆様からの貴重なお声を糧に、これからも様々なことにチャレンジしていきたいと思い
ます。今後ともご声援の程よろしくお願い致します。
最後に、今回公演に足を運んで下さったお客様、会場スタッフの皆様、出演者の方々、
お手伝い頂きました全ての方に感謝申し上げます。本当に有難うございました。
琉球舞団 昇龍祭太鼓
二代目団長 矢嶋美樹

夢は尽きない
私がエイサーを始めてから、早１８年が過ぎました。
１８年間、変わらず抱き続けている想い…それは「お客様に感動の
ステージをお見せしたい！」ということ。クオリティの高い演舞を
披露することはもちろん、演出にも色々と趣向を凝らすことが昇龍
祭太鼓の強みだと思っています。
毎年毎年「今年は何をして驚かせようか」と思いを巡らせ、自分自身もワクワクしてい
ます。
ですが、どんなにいいアイディアを思いついたとしても、それを形にするのは一筋縄
ではいきません！大きな壁にぶち当たることも、これまで何度となくありました。
それでも、常に前向きな気持ちを忘れず、自分が想い描いたことを鮮明化していくこと
で、毎回多くの方々からご協力を頂くことができました。
アイディアが幾多の困難を経て形となり、お客様から「わぁっ！」「すごい！」との
お褒めの言葉を頂くと、我ながら誇らしい気持ちになります。
これからも団体の発展を常に考え、前向きな気持ちで突き進みます。多くの方々に感
動を味わって頂くことが私の「夢」なのです。
琉球プロジェクト
代表 水野順一郎

Summer events

Mole shisas

今年もいよいよ夏がやってきました。ご来場頂いたお客様にとって、最高の思い出づくりの一助となる

前身団体から数えて今回が第７期目となる夏季一般

よう、心躍るステージをお届けしたいと準備を進めております。各イベント会場で皆様にお会いできる
ことを心より楽しみにしております。

メンバー『ＭＯ-ＬＥシーサーず』。1期から連続参加
の方も居る中で、今年初参加のメンバーに、応募した
きっかけやイベントへの意気込みをインタビュー。
来年、この紙面に載るのはあなたかも！？

※イベント内容は変更になる場合がございます。
（最新情報は公式HPでご確認下さい）
7月19日(土) 第31回うえの夏まつり
【時間・場所】18:00 水上音楽堂 ／ 19:40 19:50上野中央通り
7月20日(日) サミット！夏の沖縄フェア
【時間】11:00 13:00
【場所】サミットストア（砧環八通り店,東寺方店,クルネ店）
7月20日(日) 中野チャンプルーフェスタ2014
【時間】16:00 【場所】中野北口暫定広場
7月24日(木) 昭和郷 納涼の夕べ 恩賜財団東京都同胞援護会(予定)
【時間】19:50 【場所】東京都同胞援護会 昭和郷
7月26日(土) 第13回 新宿エイサーまつり
【時間】12:00～19:00
【場所】アルタ前・新宿ステーションスクエア・新宿伊勢丹前
三越伊勢丹新宿ビル前・旧コマ劇場前・モア４番街
8月21日(木)～25日(月) イオン沖縄フェア2014(予定)
【時間】未定 【場所】越谷レイクタウン

8月24日(日) 第60回 大井どんたく夏まつり
【時間】未定【場所】ＪＲ・東急大井町駅前広場
8月30日(土) 笹塚観音縁日まつり
【時間】17:00 19:00【場所】笹塚観音通り商店街
9月12日(金) 第２回 旭川泡盛の会（※有料）
【時間】19:00【場所】旭川ト‐ヨ‐ホテル
9月13日(土) 北の恵み 食べマルシェ2014(予定)
【時間】未定【場所】旭川常磐公園会場他
10月4日(土) めんそ－れOKINAWA(予定）
【時間】13:00 15:00【場所】青葉台東急スクエア
10月18日(土) 都立家政エイサー祭り（予定）
【時間】未定 【場所】都立家政商店街

＜Ｑ＆Ａ＞①参加したきっかけ

②練習で大変なこと

友澤さん
①池袋サンシャインで、サンゴの
日のイベントを見て。
②覚えられない、体が動かない。
（私だけ？笑）
③獅子GongGong、三線の花
④完璧に覚えて、楽しく踊りたい
です。
古瀬さん母娘
①新宿エイサーの演舞を見て。
母が言い出しっぺです。
②由佳乃：頭でわかっても体が動
（母） かない事。
③由佳乃：ミルクムナリ
姫 那：年中口説
姫 理：島唄
④由佳乃：フェーシを出して心で
踊りたいです。
姫 那：顔を上げて元気に踊り
たいです。
姫 理：演舞で列を合わせて綺
麗に踊りたいです。

③好きな演舞曲

④夏季イベントへの意気込み
伊藤さん
①沖縄タウンのゴーヤー祭りで
演舞を見て
②ドラムや、器械体操で付いた
クセを直すこと。。
③クーダーカーです。
④一日も早く、楽しく格好良く
踊れるよう精進して参ります。

市川さん
①池袋の演舞で一目惚れしました。
②自宅が遠いこととなかなか覚え
られない事です。。。
③七月節(踊ってない笑)
ミルクムナリ
④精一杯楽しみます！！

Public performance in Nakano Zero 02

Public performance in Nakano Zero 01

前日未明からの降雪により、ホールの外はまるで北国のような雪景色。
メンバーにとっても、来てくれたお客様にとっても『忘れられない一日』になる予感。そういった意味
では、雪は日常から切り離された空間を演出してくれているのかもしれません。
何故なら、外の景色とは裏腹に、ホールの中では「熱い沖縄の日常」が待っているからです！

【宵】

【暁】

舞台上は、昼の喧騒が落ち着き、「夜の帳が下りる～宵～」の世界へ。
獅子舞が登場し、神秘的な夜を表現。ついに団員全員がステージ上に集結！

開演のベルと共に繰り広げられる
世界は「島の夜明け～暁～」満月の
夜から、夜明けの海へと徐々に表情
を変えていく様子を演出しました。

【午】

満月を背にした男性陣の、力強い
演舞とともに幕が開きます。夜明け
の空をイメージした幻想的な明かり
に照らされ、メンバーが登場。
新曲、「ダイナミック琉球」は、各
パートが非常に複雑で、今までの中
でも最高難度の演舞でした。

そして舞台は、明るく賑やか
な「日常の昼下がり～午～」へ。
太陽のもと様々な仲間が集う
ことをイメージした昇龍の演舞
は、世界エイサー大会でも披露
した名曲「シンカヌチャー」の
フルバージョン
締太鼓、パーランクー、大太鼓
がフォーメーションで入れ替わ
り、女性は手踊りなども取り入
れた、見どころ満載の曲目です。

続いて舞台上は昇龍Jr.メンバーも
参加した琉球舞踊による朝の情景を
演出。かわいらしい演舞に注目です。

元気あふれるキッズエイサー、
さらに三線の演奏にのせて絆が
深まっていく様を表現しました。

休憩を挟み、プロモーションビデオの案内後、舞台はいよいよ後半へ突入。このとき流れた
ＰＶは沖縄で３日間かけて撮影したもので、空撮なども取り入れた超大作です！

ここから創作エイサーならではの趣向を凝らしたエイサーナイトフィーバーが開幕☆
「安里屋street」はプロのダンサーに振付けを指導して頂いた意欲作です。スペシャルゲスト
も登場し、会場は一気にヒートアップ！恒例のカチャーシーでは、会場全体が一体となって
フィナーレへ…。
様々な方の協力のもと、無事、幕を閉じた今回の公演。見に来て下さったお客様をはじめ、
舞台を支えて下さったスタッフの皆様、ボランティアスタッフの皆様、すべての方々に感謝の
意を表して･･･

残念ながら見逃してしまった方、もう一度あの感動を味わいたい方に朗報です！
公演の様子を納めたDVDが絶賛発売中！！
ご購入希望の方はＨＰよりお問合せ、または下記番号にお名前、ご住所、連絡先、ご購入枚数を
ご記入の上、ＦＡＸをお願い致します。ＦＡＸ：０３－３３１７－５５４６

Debut & Rookies

岡田

Events

周士

正木

景大

（おかだ しゅうじ）

（まさき けいた）

メンバーの皆さんのご指
導のもと、デビューする
ことができました。
まだまだ未熟な部分もあ
りますが、精一杯頑張り
ますのでよろしくお願い
いたします。

デビューはしましたが、
まだまだ未熟なので、こ
れからも、もっと上を目
指してがんばります。
団長になるのが夢です！

平成２６年。エイサーの季節はこれからが本番ですが、今年も自主公演に始まり、様々なイベント
にも参加させて頂いております。まだまだ新しいことに挑戦して行きますので、これからもご声援
の程、宜しくお願い致します。
2月 9日(日) 昇龍祭太鼓 自主公演第２弾『舞 MO-LE』なかのＺＥＲＯ 大ホール
2月13日(木) 修学旅行事前 東京学芸大附属国際中等教育学校
2月17日(月) 沖縄ローカルフードフェアin有楽町 有楽町電気ビル
3月 4日(火) 第１回 旭川泡盛の会 旭川トーヨーホテル
3月 8日(土) ,9日(日) さんごの日記念 沖縄まつり 池袋サンシャインシティ噴水広場
3月16日(日) 第22回「セント・パトリックス・デー・パレード東京」 表参道ヒルズ前～明治通り

露木

守

若林

智美

3月17日(月) 企業パーティー シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル

（つゆき まもる）

（わかばやし ともみ）

3月21日(金) 企業キックオフパーティー ザ・プリンスパークタワー東京ホテル コンベンションホール

これまでたくさんの人に
支えられ、ようやく第一
歩を踏み出すことができ
ました！まだまだ未熟で
すが、皆さんを笑顔にで
きるよう一生懸命頑張り
ます。よろしくお願いし
ます。

昇龍入団から早１年。
やっとスタートラインに
立つことが出来ました！
演舞はまだまだ未熟です
が、笑顔と元気をお届け
できるように、これから
も頑張ります☆

3月22日(土) 琉神コンサート『チカラ2014静岡本公演』 静岡県コンベンションアーツセンター

山本

喜屋武

和広

幸人

（やまもと かずひろ）

（きゃん ゆきと）

見てくださった方が元気
になれるような演舞を目
指したいと思います。
応援よろしくお願いしま
す！！

沖縄県から来ました！楽
しく踊って、みなさんに
楽しんで頂けたらと思い
ます！

鄭

岡田

佳棼

雪奈

（てい かふん）

（おかだ ゆきな）

台湾から来ました！公演
で、メンバーの笑顔と太
鼓の迫力に魅了されて入
団しました。時間が掛か
ると思いますが、楽しく
やっていきたいと思いま
す。

早くデビューしてレギュ
ラーの皆さんのような迫
力ある演技ができるよう
頑張りますので応援よろ
しくお願いします！！

～新入団員募集中～
昇龍祭太鼓では学生から社会人まで、様々な人達が活躍して
います。私たちと一緒に夢の舞台を目指しましょう！！
詳しくは公式ＨＰをご覧下さい。「昇龍祭太鼓」で検索☆

5月 3日(土) はいさいＦＥＳＴＡ 川崎 チネチッタ（ラ チッタデッラ）
5月 4日(日) ,5日(月) よみうりランド2014 全国ご当地グルメ祭 よみうりランド太陽の広場
6月01日(日) 池袋めんそ～れ祭り in サンシャイン60通り サンシャイン60通り特設広場
7月13日(日) 小岩あさがお市～中央通り五番街パレード（エイサー、サンバ）～ 小岩駅中央通り五番街

