
田澤　隆

金子　由芳

協力　盛岡市社会福祉協議会

体育館は、お昼12時に開場します

演奏日時: 2012年 1月 8日(日) 14:30開演

演奏会場: 宮古市　グリーンピア田老 体育館

　　演奏曲目

きらきら星

　　春のうた　　 北海民謡調

　　　　尺八　　　　　　元禄花見踊り

　　さくらさくら 尺八

　　　　　　　 　　春の海

体験コーナー　

　箏や尺八を演奏してみましょう、ご一緒に歌いましょう

演奏者

新  春  箏  コ  ン  サ  ー  ト

都合により曲順、曲目が変わることもあります。ご了承ください。

盛岡市被災地支援ボランティアセンター　かわいキャンプ

企画・立案
　かわいキャンプ ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ

生田流日本当道会山崎社中　　会主　山崎　みつ子

　宮古市の姉妹都市、黒石市を拠点に活動。黒石市民文化祭や青森県民文化祭などにも

参加し、多くの聴衆を魅了してきました。

身体障害者療護施設山郷館くろいし新年演奏、黒石幼稚園お茶会七夕、お月見、ひな祭り

当日は、餅つきや　ポップコーン・綿菓子など用意、

企画・立案協力
　神戸大学教員

指導、景楓荘への慰問演奏活動など精力的に行っています。

交流演奏、黒石病院内患者へ慰問演奏、あしたばの里慰問、児童センターに1ヶ月に２回

　今回の演奏会では、お箏の他に、尺八や三弦などの楽器も参加

復興へ向けた華やかな曲を披露し、皆様が心から楽しめる演奏会

を予定しています。

すごろくやカルタ遊びなど、お正月を満喫しましょう。



企画担当・随行員　(２０１２年１月８日)

氏　名 田澤　隆　(タザワ　タカシ)

住　所

TEL

会　場 グリーンピア田老　体育館

担当者 　船越

住　所

TEL

FAX

箏楽グループ　当日スケジュール　(天候による変更があります)

8:00 弘前駅　城東口　集合出発

8:30 黒石市　山崎みつ子　先生宅　箏7本　他　楽器、付随用具　積み込み

8:40 黒石IC

花輪SA  トイレ休憩

矢巾PA  トイレ休憩

10:30 盛岡单IC

県道36号～国道106号～宮古市経由

「道の駅　区界高原」　トイレ休憩

旧川井村　盛岡市社会福祉協議会「かわいキャンプ」

弁当(軽食)積み込み

車中昼食

「道の駅　田老」　　　トイレ休憩

13:30 グリーンピア田老到着

14:30 箏コンサート開演

16:30 箏コンサート終了

17:00 グリーンピア田老出発

18:20 旧川井村　盛岡市社会福祉協議会「かわいキャンプ」

夕食弁当積み込み

19:30 盛岡单IC ※トイレ休憩随時

21:00 黒石IC

21:30 弘前駅　城東口　到着解散

田老　新春箏コンサート

〒027-0373

岩手県宮古市田老字新田148

0193-87-5111

0193-87-5118

〒036-8062

青森県弘前市青山三丁目3-1

090-4043-1988



企画担当・随行員　(２０１２年１月８日)

氏　名 田澤　隆　(タザワ　タカシ)

住　所

TEL

会　場 グリーンピア田老　体育館

担当者 　船越

住　所

TEL

FAX

かわいキャンプ　当日スケジュール　(天候による変更があります)

8:30 かわいキャンプ出発

10:00 グリーンピア田老　体育館　到着

ステージ班 会場セッティング　暖房、ブルーシート、パイプ椅子並べ

餅つき班 ホテル側にて餅つき機を使用した餅づくり

体育館で杵と臼で餅つき

お餅を丸めたり、切り分けて容器に詰める。

イベント班

13:30 グリーンピア田老到着

14:30 箏コンサート開演

16:30 箏コンサート終了

17:00 グリーンピア田老出発

18:20 旧川井村　盛岡市社会福祉協議会「かわいキャンプ」

夕食弁当積み込み

19:30 盛岡单IC ※トイレ休憩随時

21:00 黒石IC

21:30 弘前駅　城東口　到着解散

0193-87-5111

0193-87-5118

ﾎﾟｯﾌﾟｺｰﾝ・
　綿菓子班

田老　新春箏コンサート

〒036-8062

青森県弘前市青山三丁目3-1

090-4043-1988

〒027-0373

岩手県宮古市田老字新田148



２０１２年１月８日　(日曜日)　　準備リスト・打ち合わせ事項

宮古市　田老町　新春箏コンサート

会　場 グリーンピア田老　体育館

担当者 　船越 追加ブルーシート

住　所

TEL

FAX

協　力 田老総合事務所　地域振興課

担当者 　藤沢

住　所

岩手県宮古市田老字館が森129-2

TEL

FAX

付属設備 田老町公民館 備品借用=1/7  

4 台 備品返却1/9

100 脚 田老100脚

10 台

灯油別途用意 60 ﾘｯﾄﾙ 20ﾘｯﾄﾙ×4台分

担当者 小畑　館長 燃費確認

住　所

TEL

FAX

杵、臼 紫波町役場　赤石公民館

担当者

住　所 備品返却1/10

TEL

餅つき 餅米の蒸らし、餅つき機 グリーンピア

その他 杵　臼 田澤・松本

イベント ヤカン、電気ポット、卓上コンロ

ポップコーン・綿菓子　器具類 かわいキャンプ

カルタ 支援物資

すごろく 現地手作り

お茶・コーヒー 支援物資

着物 支援物資

餅用　あんこ・きな粉、打ち粉他 シンドウ商店

ポップコーン、綿菓子原料 シンドウ商店

ﾏｲﾊﾝｽﾞ ｺﾊﾞﾔｼ

備品借用=1/5
午後１時以降

サイコロ、マジック 、模造紙手配済

容器(餅、ﾎﾟｯﾌﾟｺｰﾝ用)、割りばし、紙ナプキン

〒027-0373

岩手県宮古市田老字新田148

〒027-0301

019-676-3999

紫波郡紫波町北日詰字八反田57

0193-87-5111

0193-87-5118

0193-87-2111

0193-87-5118

ジェットヒーター

パイプ椅子

会議用テーブル

〒027-0301

0193-87-2111

0193-87-3667

〒027-0301

岩手県宮古市田老字館が森３



ステージパイプ椅子10席

客席(パイプ椅子)200席程度

下足置き場
お茶コーナー・餅づくり

ポ
ッ
プ
コ
ー
ン
、
綿
菓
子

プレイゾーン

カルタ取り、すごろく遊び

出入口

着替え・控室

ストーブ
餅つき

コーナー



【田老　新春箏コンサート　(2012/1/8)】
お世話係含め、総勢25名
看護婦さんもいます。念のためです。

演奏は、移動の疲れと緊張、練習不足で残念。春の海はブラボーでした。

演奏終了後には、
楽器との触れ合い
コーナーもあり、
みなさん興味芯々
でした。



【田老　新春箏コンサート　イベント班(2012/1/8)】

ポップコーン、綿菓子班も準備開始

 　↑ たぶん、きちんと手は洗っているはず?

↑こちらは、手作りのすごろく班、最初は嫌がって
たけど、蓋を開けてみれば一番ノリノリでした。

↑おーい!　さっきから練習と試食ばかりの気がす
るんだが?

←この少年も、避難所にいた頃から一生懸命お手伝いして
くれた少年です。ちょっと見ない間に大きくなってました。横
に・・・　　大丈夫か?

かわいキャンプからは、総勢18名のボランティア
が集まってくれました。
みんな、この日のイベントのために集まってくれ
ました。遠くは九州からわざわざ来てくれて、タヌ
キの着ぐるみを着てます。本人いわく、「寒さに負
けた」
と言ってますが、まんざらでもない様子です。

餅つき班も準備完了。まあ、ほとんど餅つき機で作ってしま
い、子供たちに最後の一突きの形式です。



この会場で、おばあちゃんたちと家族団らんして
います。企画して良かった～!!演奏だけじゃなくこ
うした触れ合いが生まれたことが嬉しいです。

ポップコーンと綿菓子につられてお子様たちがワラ
ワラと湧いてきました。避難所の頃から変わって
ねーな、お前たちは!!

後ろのすごろくコーナーに注目!!結構子供たちが
集まっています。自分たちでマスを作って手作り
すごろくの完成。盛り上がってました。

おお～っと!　お巡りさんも飛び入り参加、聞けば正
月返上だって。良かったね。正月満喫できて・・・

 こちらも、凄い一コマなんですよ。一人暮らしのお
婆ちゃんとボランティアの子の交流。しっかりと手を
握って相手の目を見てお話を聞いています。この
時間が本当に大事ですよね。

避難所で知り合った被災者と
久々の再開、元気そうで何よ
りです。



2012年(平成24年)1月21日　東奥日報朝刊記事 お箏の演奏は、皆さんお聞きの通りです。

山ガールのマリちゃんスゲーっ!!　一発で音出しちゃっ
たよ。それに比べて、タガネっちは・・・　情けね～!
帰りのバスに乗せてもらえたかな?やっぱりお約束
の・・・

みんなありがとう!
そして、盛岡市社会福祉協議会
『かわいキャンプ』のスタッフの皆様のご
協力と、ご尽力のおかげです。本当に感
謝します。

箏コンサートを支えてくれた

　　　　　　　素晴らしき???仲間たち
のはず、たぶん。
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