
申　　込　　書 氏　　　名 　　　　年齢　　　歳　性別　　男　・　女       
       Name 　Age 　　Sex M　・　 F       
 住　　　所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                                               
    Address                                                                                                                                                               
      TEL.                                                                             
     E-mail
 経　　　験　 太鼓歴:　　　年　　　ｹ月 所属チーム名:　　　　　　　　　　　　　　　　　　既参加歴　　  　回   
 Experience　 Please be sure to give us this information in order to make a name list

      Taiko experience                year           month    
      Name of the group (If you belong to one.)                                                                                                                                         
      Number of times you have participated in our workshop                       times      

 切り取り線  C u t   H e r e桴購入希望（１ぜん、税込￥2,600) 　  する  しない
　※8分42cmの樫桴を持っていない方は購入して下さい。 

I'd like to purchase a pair of BACHI. 
　¥2,625 (one pair, tax  included)     (  Yes  ／　  No  )

OEDO SUKEROKU TAIKO The 19 th WORKSHOP    OEDO SUKEROKU TAIKO's annual workshop is coming again. 
All the members are looking forward to making an exciting story 
with you. 
   The Grandmaster SEIDO KOBAYASHI and the professional 
members will instruct you. We welcome  anyone from other  Taiko 
groups, experienced, unexperienced, and any age. Please come 
join us to feel the real SUKEROKU style WADAIKO!  We are 
looking forward to seeing you.    　　　　　　　　　　Thank you.

DATE: ( Thu)  21 Aug.  ～ (Mon)  25  Aug. 【Place】 Maple-Hills-Inn Resort  Shirasawa Logde
                 11494-209 Oaza Yomase Yamanouchi-machi, 
                 Shimotakai-gun, Nagano 381-0405

     TEL. 0269-33-7770    FAX 0269-33-6825
【 Fee】¥80,000
          (meals and accomodation for 4days and lesson fee)

※ We will not return the fee for any reasons.
         ★Please send your fee with an application form by
             "CASH-REGISTERED-MAIL "
【Ca pacity 】50 people ( deadline: July 31st )
【What to expect】

OEDO SUKEROKU style a la carte
     ※The class will be devided by the office.
       ※BON-DANCE festival is scheduled for the night 
       　before the final day.  Let's have a great time!
【Transportation】
　　Direct Bus→¥10,000  (Akihabara ⇔ Kitashiga)
                 (The bus will not be operated if we have
                  less than 25 people )
　　Train→30 minutes on Nagano-Dentetsu from JR       
                 NAGANO Station then 20 minutes by a bus
                 from Shinshu-Nakano Station (every 1 hour)

第１９回大江戸助六太鼓ワークショップのお知らせ　毎年恒例となりました、「大江戸助六太鼓ワークショップ」。
今年はどんな方 と々、どんなドラマを作ってゆけるのか、一同  
楽しみにしております。
　指導には、宗家・小林正道をはじめ、プロメンバーの面々が全
力であたります。和太鼓の経験が全くない方も、既に助六流を学
んでいる方も、助六流ではないけれど太鼓を打っている方、打っ
たことのある方、老若男女問わず、どなたでも大歓迎です。
　和太鼓～助六流打法～を、私達と一緒に、身体で、心で、感じ
てみませんか？太鼓が大好きなあなた ！！　 心よりご参加お待ち
しております。

日程： 2008年8月21日(木) ～25日(月)【会　場】 長野県  メイプルヒルズイン白沢ロッジ
                （ 旧 ロッジ北志賀高原「ブレーメンの森」）
　　〒381-0405　長野県下高井郡山ノ内町大字夜間瀬11494-209
　　　　　　　　 ☎　0269-33-7770　FAX　0269-33-6825
【参加費】 ￥80,000（食事４日分・宿泊費・講習料を含む）

　　注）一旦ご入金頂いた参加費用は、返金致しかねます
　　　　　　　　のでご了承下さい。
　　★参加費用は申込書と一緒に「現金書留」 でご送金下さい。
【定　員】 50名（ 7月31日締切 ですのでお早めに！）
【内　容】 助六流基本打法～

　 ※クラス分けはこちらで決めさせて頂きます。
　 ※最終日の前夜祭は、打ち上げ盆踊りパーティー

　で先生と共に、打ち・踊り狂いましょう ！
【交　通】 直通バス→　￥10,000　秋葉原 ⇔ 現地

　　 （定員25名に満たない時は、運行しません。）
　  電　　車→  JR長野駅から長野電鉄30分
             　～信州中野駅よりバスで20分（１時間に１本）

OEDO  SUKEROKU TAIKO  OFFICE【 お問合せ】大江戸助六太鼓事務所E-mail : workshop@oedosukerokutaiko.comApplication FormFAX. (ふりがな)Hosono Bldg., 2-1-13 Soto-kanda, Chiyoda-ku, Tokyo101-0021Fax :  03  (3258)  8890Tel :  03  (3255)  3484〒101-0021東京都千代田区外神田2-1-13 細野ビル1F〒 I'd like to take a direct bus.             ( Yes    ／    No   )
     ※ If we have less than 20 people to take the bus,              
         the bus will not be operated.

バス希望 　　　　　する　 しない
（○印） ※希望者が少ない場合は、バスの 運行はを中止させて
　　　　　　頂く場合がござい ます。
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第2８回大江戸助六太鼓ワークショップのお知らせ
O EDO SUKEROKU TAIKO The 28TH SUMMER WORKSHOP

　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。宗家・小林正道をはじめ専属プレーヤーが、より
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。
　とことん太鼓漬けになるこの合宿は、週１回の稽古に当てはめると、半年
分にも当たる、濃厚な４泊５日。 これまでも、数々の感動を生んできました
( HPのレポートをご覧下さい )。 まったく初めての方も、助六流以外の流派
の方も、老若男女問わず、大歓迎です。
　太鼓が大好きなあなた！！　心よりご参加お待ちしております。

日程： 2008年8月21日(木) ～25日(月)日程： 2008年8月21日(木) ～25日(月)

日程：2017年8月18日(金) 〜22日(火)

【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】  30名。 原則小学４年生以上。初心者歓迎。
 　※クラス分けあり。初日に発表します。
【会 場】  長野県  ビラビレッジ岳美　☎ 0261-72-2471
　　　　〒399-9301 長野県北安曇郡白馬村八方和田野4588
【参加費】  ￥85,000（食事・宿泊費・講習料を含む）
【受 付】   6月1日(木）正午～　※定員に達し次第〆切
【申込方法】  1) メール・FAXで申込書送付→2)三日以内に事務所
から返信します→3)一週間以内に参加費を入金→4)参加確定
　　※郵送・電話・直接の申込みはお受けできません。
　　※メール返信を受けられるように設定して下さい。三日以内に返信が
　　　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。
　　※一旦ご入金頂いた参加費は、原則返金いたしません。
【交 通】  直通バス→ ￥11,000(税込)　秋葉原⇔会場 往復
 　（希望者20名以上で運行予定)
　　　   電車→  JR松本駅～大糸線白馬駅  駅～宿の送迎可            

    OEDO SUKEROKU TAIKO is the world famous taiko group which is 
lead 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 can also
enjoy taiko talks with new friends from various groups. And the hot 
spring cure your tired body! 4 nights 5 days workshop is equivalent to 
a-half-year regular classes. We welcome anybody of any taiko style, 
experienced & unexperienced, young and old.
   Come and join us to make it an unforgettable summer!

DATE:  Fri  18 Aug.  〜 Tue  22 Aug. 2017

【Contents】Oedo Sukeroku slant style drumming & Bon-taiko

【Capacity】30 persons 
　　　　　　 Beginners welcomed. 10 years old and above.
　   　　　　　※Grouping will be announced on the first day.
【Place】Vila Village DAKEMI (Nagano) 　TEL. 0261-72-2471

        Address: 4588 Happo-wadano, Hakuba, Kita-Azumi, Nagano 399-9301 Japan

　　   http://www.janis.or.jp/users/dakemi/
【Fee】¥85,000 (meals, accomodation, lesson fee included)
【Application】Start at 12:00 on Thursday 1 June 2017
　　　　            ※ Close application when it reaches 30 people
       1)Fax/email us Application Form. 2)We fax/email you back
        in 3 days. 3)Settle the payment in a week. 4)Confirmed
　　  ※ Mail/tel/direct application not accepted.
　　  ※ Set your mobile able to receive our emails. In case you do not
          receive any news from us 3 days after you send, please contact us. 
　　  ※ The fee may not be returned after payment.
【Access】Direct Bus→ ¥11,000  (Tokyo ⇔ Hakuba, 2 ways)
                           ※The bus operated with more than 20 people.
　　 Train→ JR Matsumoto st - JR Oito line:Hakuba station - Hotel pick-up

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 細野ビル1F

Address:  2-1-13 Soto-kanda, Chiyoda-ku, Tokyo101-0021 Japan
Tel :  +81-(0)3 - 3255 - 3484　 Fax : +81-(0)3 - 3258 - 8890

E-mail : workshop@oedosukerokutaiko.comE-mail : workshop@oedosukerokutaiko.com

E-mail : workshop@oedosukerokutaiko.com

2017年 大江戸助六太鼓ワークショップ 申込書
Application Form

 氏　　　名
  Full Name

直通バス利用  　　　希望する　・  しない  I'd like to take a direct bus from Tokyo.   ( Yes    ／    No   )

I'd like to purchase a pair of BACHI. (24mm, 41cm, Oak stick) 

　¥2,800  for one pair, tax included             (  Yes    ／　  No  )
桴購入（１ぜん、税込￥2,800)　  　する　・ しない

経　　　験　 
Experience　 

住　　　所
  Address
     

太鼓歴:　　　年　　　ｹ月 

Taiko experience :    (             )  year(s) and　 (              )  month(s)    
Name of taiko team; If you are/were belonging to any. :  (　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)             
This is my  (  first /               th ) Oedo Sukeroku Taiko workshop. 

年齢　　　   歳　性別　   男　・　女
Age      　　    Sex 　   M    ・     F 

（○印）※希望者が20名に満たない場合は、バスの運行を
　　　　　中止させて頂く場合があります

　※8分41cmの樫桴を持っていない方は購入して下さい 

TEL.     

E-mail

Mobile     

〒

 切り取り線   C u t   H e r e

所属チーム名: WS既参加歴 :  　　  　回  

Web: http://www.oedosukerokutaiko.com/

※ The bus will be operated with 20 people and more.

Get application form 
 here, now !!↓

(ふりがな)

申込書はHPまたは
事務所で入手できます


