O EDO SUKEROKU TAIKO The 31ST SUMMER WORKSHOP
第31回大江戸助六太鼓ワークショップ開催
東京で初めて生まれた組太鼓「助六太鼓」
の創始者、
小林正道が率いる大江
戸助六太鼓は、和太鼓音楽のパイオニアとして、
国内外で高い評価を得ている
プロ集団です。格好よくダイナミックに打てるように開発された
「大江戸助六流
斜め打法」
を直々に伝授します。
太鼓好きの仲間ととことん太鼓漬けになるこの
合宿。初めての方も、斜め打法以外の流派の方も、老若男女問わず、大歓迎です。
第30回より戸隠山での開催となりました。
都会の喧騒から離れ、
自然の中で
太鼓に打ち込むことができます。今年も、
感染対策に配慮しつつ充実した合宿
を提供します。皆さんのご参加を心より待ちしております。

日程：2020年8月20日(木) 〜24日(月)
【内 容】 大江戸助六流斜め打法
（中太鼓）基本打法〜応用
および盆太鼓打法 基礎〜曲打ち
【定員 / 対象】 13〜23名。小学４年以上。
初心者歓迎。
※クラス分けあり。初日に発表します。
※その他、下記の特記事項をよくお読みください。

【会 場】 戸隠高原ホテル ☎ 026-254-2525
〒381-4101 長野県長野市戸隠3682-6

OEDO SUKEROKU TAIKO is the world famous taiko group which is
led by SEIDO KOBAYASHI who established the very first emsenble
in Tokyo named SUKEROKU TAIKO in 1968.
This workshop enables you to play more energetic and elegant way,
acquiring 0edo Sukeroku slant style drumming technique. You share
precious time with Taiko people from various groups. We welcome anybody of any taiko style, experienced/unexperienced, young and old.
Leaving from your busy lives in the cities, place yourselves deeply into
the 31st workshop conducted in the sacred mountain Togakushi.
Come and join us to make it an unforgettable summer!

DATE: Thu 20 Aug. 〜 Mon 24 Aug. 2020
【Contents】Oedo Sukeroku slant style drumming & Bon-taiko
【Capacity】13(minimun) - 23(maximum) persons
Beginners welcomed. 10 years old and above.
※Grouping will be announced at the briefing session.

【Place】Togakushi Kogen Hotel(Nagano)

https://togakushikogenhotel.co.jp/

http://togakushikogenhotel.co.jp/

＊JR長野駅から路線バスで70分「中社前」
下車、
ホテル送迎可。
詳しいアクセスはホテルのホームページをご覧ください。

【参加費】4泊5日 ￥90,000（食事・宿泊費・講習料を含む）
【受 付】 6月27日(土）〜 ※8/7(火）または定員に達し次第〆切
【申込方法】 メール・FAXで申込書を送付し、1週間以内に参加費をご入金

ください。入金確認をもって参加確定となります。
※メールを受けられるように設定して下さい。3日以内に受領確認が無い
場合は、
エラーが考えられます。
お手数ですがご一報下さい。
※参加者のご都合による参加取り消しの場合、
原則返金できかねます。
※8/7(火)までに最少人数に満たない場合、
中止とし全額返金いたします。

【オプション： 直通バス】
利用を希望される方は、
申込時に明記ください。
社会状況・希望人数をふまえ
8/7(火）
に運行の可/否を決定し、
希望者に料金など詳細をご連絡します。
ご入金はその後にお願いします。
運行する場合は、密を回避するため、
バスの座席数の半数での利用とします。
また、旅程は、8/20(木) 8:30秋葉原発、
8/24(火）
20:00秋葉原着、料金は
往復¥12,000〜15,000、
片道は半額の予定。
ワークショップ本体が実施中止
の場合、全額返金いたします。

第31回の実施にあたり、
コロナウイルス感染症対策に係る
以下の事項もお含みおきください。
【参加要件】
・発熱・咳・味覚異常など感染症の症状をお持ちの方は、
参加頂けません。
日頃より平熱を把握するなど体調管理に努めてご参加下さい。
・国外や遠方から参加される方は、
当該時期における国や自治体などの方針に
従って、
条件を整えてご参加下さい。
・参加中は、体調管理に留意するとともに、主催者の感染予防方策などにご協力
いただけるようお願いいたします。
【実施環境】
・部屋：全員シングルとします。
設備がお部屋によって異なる場合があります。
・食事：ブッフェや鍋ものを控え、
できる限り個食とします。
・ホテル側：スタッフのマスク着用、
公共場所の換気や消毒、
手指除菌の設置など。
・稽古ほか：会場の換気、
ソーシャルディスタンスに配慮したクラス運営、
状況に
応じたマスクやシールドの利用。
【プログラムの変更・中止】
・感染症に係る社会状況をみて、直前であっても中止とさせていただく可能性が
あります。事前中止の場合、参加費の90%を返金いたします。
・実施期間中に、参加者・スタッフ・ホテルなど関係者に感染症状が発現したり
重要な社会変化が生じた際などに、
プログラムを変更・中止する場合があります。
・いずれの場合も、
ご連絡はできる限り速やかに行うようにいたします。
以上に関わらず、
状況に応じた対応が生じる場合がありますが、
健康・安全の
確保を最重要として判断いたします。
その上で、
30年続くこの事業の醍醐味を皆
さんと共有したいと思っております。ご理解ご協力よろしくお願いいたします！

【Fee】90,000 yen (meals, hotel, lesson fee, tax included)
【Application】 Saturday 27 June till Tuesday 7 August, 2020
＊First come, first served.

-Fill in the application form and send us by email. The payment
be settled within a following week.
-We email you the confirmation and detailed information
※ Register our domain to receive our emails. If no news arrives
after several days, please contact us again.
※ No refund possible for cancellation due to personal reasons.
※ If we had less than 13 participants by 7 August, the program will
be cancelled and the whole fee will be refunded.

【Option: Direct Bus】20&24 Aug. Akihabara(Tokyo) ⇔ Togakushi
If you wish to take the chartered bus, please check in the application
form. We will tell you whether the bus will be conducted or not by 7
August. Bus fee is apploximately ¥12,000-15,000 for two ways.
For one way, the half price.

Special Notices for the 31st Workshop concerning
Covid-19 are as below.
【Participants】
- With any symptoms of Covid-19, you may not join the program.
- Before and during the workshop period, keep watching your health conditions and report any changes honestly & promptly.
- Participants from abroad and far should take measures to clear conditions
established by national/local governments.
【Environments for the workshop】
- A single room for each participant. Room facilities may be different.
- No buffet style dining
- Hotel staff wear masks, keep public areas sterilised, install antiseptic
solutions
- frequently ventilate training rooms, conduct lessons considering social
distancing, use masks and shields when necessary
【Cancellation】
- Even after 7 August the program may be chancelled depending on the
social situations on Covid-19. For the cancellation before the program
starts, 90% refund is guaranteed.
- The program may be changed or ceased in case we had serious circumstances e.g. the participants/staffs suspected of being infected and etc.
- We keep you informed for any change in the promptest way.
All our dicisions would be made in aspect of health and safety of the
participants and people involved. We thank you for your understanding
and cooperation.
We would be looking forward to sharing the wonderful experiences in
the Oedo Sukeroku Taiko workshops which have lasted 30 years.

大江戸助六太鼓事務所 OEDO SUKEROKU TAIKO OFFICE
〒101-0021東京都千代田区外神田2-1-13

TEL. 026-254-2525

Address: 3682-6 Togakushi, Nagano 381-4101Japan

Address: 2-1-13 Soto-kanda, Chiyoda-ku, Tokyo101-0021 Japan

Tel : +81-(0)3 - 3255 - 3484
E-mail : workshop@oedosukerokutaiko.com

Fax : +81-(0)3 - 3258 - 8890

http://www.oedosukerokutaiko.com/

