
『来舞・デュオ』（らいぶ・でゅお）  【2020/6/8現在】
茨城県在住。２０００年１月結成。
過足　雅之（よぎあし　まさゆき）和太鼓暦４４年。
照沼　啓子（てるぬま　けいこ） 和太鼓暦２９年。
全国各地のイベントで聴衆を感動と興奮の渦に巻き込むステージは大好評。
出演回数は、6,000回を超え、学校の和太鼓授業は5,000回を越える。
演奏曲は、すべてオリジナル。
『太鼓ミュニケーション』と自称する太鼓によるつながりを大切に活動。
演奏以外にも作曲・チーム指導・個人指導・太鼓教室など和太鼓関連の
ジャンルで幅広く活動している。太鼓の指導者数は、２０万名を超える。 
〒３１２－００６１
茨城県ひたちなか市稲田１１６６－２４０
過足　雅之　電話：０９０－３１３４－２４８８
メール　yogylive@yahoo.co.jp
ＨＰアドレス http://yogiashi.wix.com/liveduo

大太鼓全国大会（福井県にて開催）で敢闘賞（３位）を受賞、まほろば天響祭和太鼓コンテスト(奈良県）準優勝
全国創作和太鼓コンテスト（東京都、岩手県にて開催）では激戦を通過し決勝戦へ進出したという実力派デュオ。
岩手県でのコンテストには２年連続出場。日本一の太鼓祭「成田太鼓祭」（千葉県成田市。観客動員数２４万人）に２４年連続出場。
【資格・登録】
・文化庁　次代を担う子どもの文化芸術体験事業　派遣事業、児童生徒のコミュニケーション能力の育成に資する芸術表現体験事業　派遣講師登録
・文化庁　学校への派遣芸術家登録 ・茨城県生涯学習課　和太鼓講師登録
・財団法人いばらき文化振興財団　音楽出前講座講師登録 ・茨城県ひたちなか市生涯学習課　学・遊教授　和太鼓講師登録・茨城県生涯学習課　和太鼓講師登録
・全日本幼児教育連盟公認　幼児音体指導者認定 日本太鼓ライセンス　トレーナークラス ・茨城県ひたちなか市生涯学習課　学・遊教授　和太鼓講師登録
【海外都市への親善大使】2010年茨城県大洗町の公式親善大使としてメキシコ　ロスカボス市を訪問し活動。
2010年から７年連続でメキシコ　ロスカボス市のカジキ釣大会レセプションやロスカボス市内で演奏と体験ワークショップ開催。
【映画への演奏音源提供】 ２００９年劇場公開の「スリーデイボーイズ」の劇中音楽を提供。
　監督：夏目大一朗（第9回インディーズムービーフェスティバルグランプリ受賞監督）　
【太鼓教室・特別授業・セミナー開催】太鼓教室生徒募集中です。詳しくは、お問い合わせ下さい。
茨城県、千葉県、栃木県、東京都などの太鼓チームの出張指導の他、高等学校・中学校・小学校での特別授業や
保育園・幼稚園の定期指導・課外教室、音楽教室でのセミナー、おやこ劇場などでの公演などで好評を得ている。
【太鼓教室・特別授業・セミナー開催】太鼓教室生徒募集中です。詳しくは、お問い合わせ下さい。
茨城県、千葉県、栃木県、東京都などの太鼓チームの出張指導の他、高等学校・中学校・小学校での特別授業や
保育園・幼稚園の定期指導・課外教室、音楽教室でのセミナー、おやこ劇場などでの公演などで好評を得ている。 [千葉県]
《教育機関関係への主な訪問実績》 那珂市　茨城学園 東海村立舟石川小学校 筑波大学附属聴覚特別支援学校
[茨城県] 那珂市立瓜連小学校 東海村立村松保育園 印西市立いには野小学校
水戸市 常磐大学 那珂市立横堀小学校 東海村立村松幼稚園 印西市立六合小学校
水戸葵陵高等学校 那珂市立額田小学校 東海村立中丸小学校 印西市立大森小学校
茨城県立佐和高等学校 那珂市立菅谷東小学校 東海村立白方小学校 印西市立西の原小学校
茨城県立鹿島灘高等学校 那珂市立芳野小学校 東海村 みぎわ保育園 成田市立遠山小学校
茨城県立太田第一高等学校 那珂市立本米崎小学校 東海村 南台保育園 成田市立成田中学校
茨城県立日立北高等学校 那珂市　額田保育所 行方市麻生小学校 成田市立本城小学校
茨城県立北茨城高等学校 笠間市立佐城小学校 稲敷市江戸崎小学校 成田市立名木小学校
霞ヶ浦聾学校 笠間市立北川根小学校 稲敷市立あずま西小学校 八千代市立みどりが丘小学校
水戸市盲学校 笠間市立友部小学校 かすみがうら市立七会小学校 八千代市立阿蘇小学校
茨城大学附属特別支援学校 笠間市立友部第二小学校 北茨城市立関本小学校 八千代市立萱田南小学校
勝田特別支援学校 笠間市立岩間第一小学校 鉾田市立白鳥東小学校 八千代市立村上小学校
常陸太田特別支援学校 笠間市市立宍戸小学校 境市立森戸小学校 八千代市立村上東小学校
水戸特別支援学校 城里町立桂小学校 結城市立結城西小学校 八千代市立村上北小学校
水戸飯富特別支援学校 城里町立常北小学校 古河市立駒込小学校 八千代市立南高津小学校
内原特別支援学校 城里町立石塚小学校 坂東市立内野山小学校 八千代市立米本小学校
友部特別支援学校 大洗町立大洗小学校 坂東市立飯島小学校 八千代市立米本南小学校
大子特別支援学校 常陸太田市立河内小学校 常総市立五箇小学校 八千代市立八千代台東小学校
北茨城特別支援学校 常陸大宮市立山方小学校 桜川市立猿田小学校 八千代市立八千代台西小学校
土浦特別支援学校 常陸大宮市立大賀小学校 八千代町立川西小学校 八千代市立大和田南小学校
鹿島特別支援学校 常陸大宮市立山方南小学校 つくば市立筑波小学校 山武市立睦岡小学校
つくば特別支援学校 大子町立だいご小学校 日立市立日高小学校 栄町立安食台小学校
協和特別支援学校 大子町立黒沢小学校 日立市立山部小学校 [栃木県]
結城特別支援学校 大子町立生瀬小学校 日立市立東小沢小学校 河内郡南河内町自治医科大学 
水戸市　茨城大学部附属小学校 大子町立上小川小学校 足利市足利中央特別支援学校
水戸市立見川小学校 神栖市立須田小学校 栃木市栃木特別支援学校 
水戸市立国田小中学校 神栖市立柳川小学校 鹿沼市立菊沢東小学校
水戸市立酒門小学校 鹿嶋市立大同東小学校 鹿沼市立菊沢西小学校 
水戸市立城東小学校 石岡市立瓦会小学校 鹿沼市立久我小学校 
水戸市立城東幼稚園 石岡市立関川小学校 鹿沼市立石川小学校 
水戸市立赤塚小学校 小美玉市立玉里北小学校 鹿沼市立池ノ森小学校 
水戸市立柳河小学校 県阿見町 あゆみ保育園 鹿沼市立南摩小学校 
水戸市立笠原小学校 土浦市立荒川沖小学校 鹿沼市 津田保育園 
水戸市立吉田小学校 土浦市 土浦愛隣会保育所 日光市立下原小学校 
水戸市立浜田小学校 土浦市 愛保育園 栃木市立赤津小学校 
水戸市稲荷第一小学校 茨城町立大戸小学校 下野市立吉田西小学校
水戸市稲荷第二小学校 茨城町立長岡小学校 [福島県]
水戸市上大野学校 茨城町立長岡第二小学校 福島県いわき市平第五小学校
水戸市妻里小学校 茨城町立駒場小学校 
水戸市鯉渕小学校 
水戸市五軒小学校 
ひたちなか市立高野小学校 ひたちなか市あすなろ保育園 
ひたちなか市立佐野小学校 ひたちなか市勝田すみれ保育園 [海外の学校]
ひたちなか市立佐野中学校 メキシコLosCabosINSTITUTO COLEGIO COLIBRI小学校　
ひたちなか市立三反田小学校 メキシコLosCabosINSTITUTO SAMARIN小学校　
ひたちなか市立勝倉小学校 メキシコLosCabosINSTITUTO SANTA MARIA小学校　
ひたちなか市立勝田第三中学校 メキシコLosCabosMONTESSORI小学校　
ひたちなか市立田彦小学校 メキシコLosCabosPAPALOLT小学校　
ひたちなか市立堀口小学校 メキシコLosCabosVICTORIA Y LIBERTAD小学校　
ひたちなか市立長堀小学校 

プロフィール



【主な演奏活動】各種セミナー、イベント等のご依頼承ります。
メキシコ　ロスカボス市　ビスビーズトーナメント 岩手県北上市 第7回　全日本創作和太鼓フェスティバル本戦出場 
福井県丹生郡織田町 O・TA・I・KO響２００３ 宮城県石巻市　震災復興祈願ライブ
「第１０回オールジャパン・オタイコ・コンテスト」 宮城県美里町山神社 創作和太鼓駒の会ﾆｭｰｲﾔｰｺﾝｻｰﾄ
５尺大太鼓「一本打ちの部」本選出場 東京都新宿区　茨城県伝統文化ライブ
東京都渋谷区 第1回　創作和太鼓コンテスト　本戦出場 茨城県小美玉市　茨城空港新春エアポートライブ
埼玉県秩父市 第１１回日本太鼓フェスティバルｉｎ秩父 茨城県小美玉市　茨城空港復興航空歓迎セレモニー 
千葉県成田市新勝寺本堂 日本一の太鼓祭『成田太鼓祭』 茨城県小美玉市　茨城空港「空の日」イベント 
三重県伊勢市　伊勢神宮おかげ横丁 第３回　神恩感謝　日本太鼓祭 千葉県八千代市　千葉県教職員連盟研修会
新潟県佐渡郡小木町KODO地球の祝祭ｱｰｽｾﾚﾌﾞﾚｰｼｮﾝ2002ﾌﾘﾝｼﾞ 千葉県栄町立安食台小学校　教育講演会
東京都渋谷区　劇中音楽採用映画上映前舞台挨拶演奏 千葉県山武市　さんぶの森文化ホール単独ライブ
埼玉県さいたま市 太鼓祭２００６inさいたまスーパーアリーナ 
栃木県小山市 小山サマーフェスティバル花火大会桟敷席ライブ ＴＶ出演
栃木県芳賀郡茂木町 ツインリンクもてぎ花火の祭典  NHK総合ニュース(2013/4/14)
栃木県芳賀郡茂木町 ツインリンクもてぎ郷土の太鼓フェスティバル NHK総合ニュース(2013/2/11)
奈良県高市郡明日香村石舞台古墳高松塚古墳まほろば天響祭 いばキラＴＶ ぼくらの学校（2012/2/1)
栃木県日光市鬼怒川温泉　花の宿「松や」文化ｻﾛﾝﾃﾞｨﾅｰﾗｲﾌﾞ いばキラＴＶ ぼくらの学校（2012/11/23)
埼玉県行田市 知的障害者更正施設夏祭り いばらき中央テレビ 愛ネット情報SUPERニュース（2012/6/25)
神奈川県小田原市 第３３回小田原梅まつり CC９ケーブルテレビ CC９ニュース（2012/6/8)
神奈川県松田町 第５回まつだ桜まつり ケーブルネット２９６ ふるさとチャンネル（2012/5/5)
千葉県印西市　北総太鼓祭 日本ＴＶ 4世界の果てまでイッテＱ(2011/11/13)
千葉県東金市　和太鼓フェスティバルin東金 NHK総合 お元気ですか日本列島(2011/6/6)
千葉県市川市 病院主催ライブ NHK総合　首都圏ネットワーク(2011/6/6)
千葉県成田市 ホテルプールサイドビアガーデンライブ NHK総合ニュース(2011/4/17)
千葉県多古町　あじさい祭　コスモス祭 日本ＴＶ 4世界の果てまでイッテＱ(2010/11/14)
千葉県柏市　叙勲授章記念式典 NHK-BS2 地域を生かせ！第１３回ふるさとイベント大賞(2010/6/20)
千葉県八街市　夏祭り NHKデジタル総合 こんにちわ　いばらきわいわいスタジオ(2008/9/22)
千葉県八街市　産業祭 NHKデジタル総合 いばらきわいわいスタジオ(2008/7/9）
千葉県八千代市　ディナーライブ NHK総合 首都圏ネットワーク(2003/8/6) 
千葉県野田市野田市文化会館 日本太鼓フェスティバルｉｎ野田 千葉ＴＶ 日本一の太鼓祭『感動成田劇場第１２幕』 
東京都新宿区新宿駅新南口　茨城県主催伝統文化ライブ
東京都中央区銀座　飲食店開店記念パーティ ラジオ出演
東京都八王子市 三宅島交流納涼祭 IBS（茨城放送）夕刊ほっと(2010/2/17)
福島県いわき市　安立寺議長主任記念式典 Date fm（FM仙台）　『高橋佳生のメロディパワー』
福島県いわき市　太鼓セッションinいわき ＦＭいずみ　『Ｂｅ　Ｏｒｉｇｉｎａｌ！』
茨城県笠間市 工場竣工式典祝賀会 FMぱるるん　『シティファイル』(2004/9/8) 
栃木県小山市 工場竣工式典祝賀会 新聞掲載
栃木県下都賀郡壬生町 工場竣工式典祝賀会 読売新聞　2019年4月14日（日）地方版
茨城県ひたちなか市　文化協会発表会「春の祭典」 朝日新聞　2018年4月15日（日）地方版
茨城県ひたちなか市立佐野中学校 PTA・後援会地域交流事業 毎日新聞　2014年6月17日（火）地方版 
茨城県ひたちなか市 ＮＹ同時多発テロ追悼太鼓  茨城新聞　2014年6月11日(水）21面 
茨城県ひたちなか市　おやこ劇場ゆめひろば 毎日新聞　２０１３年4月14日（日）地方版 
茨城県ひたちなか市　ディナーライブ 千葉日報　2013年4月14日（土）８面 
茨城県ひたちなか市　ビーチふれあいフェスティバル 茨城新聞　２０１２年11月11日（日）１８面 
茨城県ひたちなか市　ひたちなか市邦楽連盟演奏会 茨城新聞　２０１２年６月２８日（木）１８面 
茨城県ひたちなか市　ふるさとの伝統藝術文化鑑賞会 茨城新聞　２０１１年６月１１日（土）１８面 
茨城県ひたちなか市　ファッションクルーズ新春ライブ 朝日新聞　２０１１年４月１７日（土）３１面 
茨城県ひたちなか市　医師会記念式典 千葉日報　２０１１年４月１７日（土）８面 
茨城県ひたちなか市　国際交流サロン メキシコ　ロスカボスニュース2010年9月1日（水）1,2,3,17面
茨城県ひたちなか市　国民文化祭　食の祭典 茨城新聞　２０１０年５月２８日（金）１９面 
茨城県ひたちなか市　心身障害者スポーツ大会  茨城新聞　２０１０年２月２７日（土）１９面 
茨城県ひたちなか市　積水ハウス記念式典 千葉日報　２０１０年２月５日（金）１５面 
茨城県ひたちなか市　体育協会記念式典 茨城新聞　２０１０年１月２８日（木）１７面 
茨城県ひたちなか市　伝統文化芸術鑑賞会 茨城新聞　２００９年８月２４日（月）１８面 
茨城県ひたちなか市　特別養護老人ホーム納涼祭  千葉日報　２００９年４月２１日（火）１３面 
茨城県ひたちなか市ﾌｧｯｼｮﾝｸﾙｰｽﾞ　YOSAKOIﾁｰﾑとｺﾗﾎﾞ 茨城新聞　２００９年１月２６日（月）１９面
茨城県ひたちなか市　生活支援ﾈｯﾄﾜｰｸこもれび　秋まつり 茨城新聞　２００８年７月１３日（日）１９面
茨城県常陸太田市　さとみ夏まつり 週刊茨城朝日　２００４年９月８日（水）１面
茨城県常陸太田市　花菖蒲まつり 茨城新聞　２００４年９月１日（水）１９面 
茨城県水戸市　ちびっこ広場 徳島新聞　２００２年８月５日（月）２６面 
茨城県水戸市　ボランティア養成講座 大崎タイムス（宮城県古川市発行）２００１年１月１２日号 
茨城県水戸市　茨城県美容業生活衛生同業組合賀詞交歓会 雑誌掲載
茨城県水戸市　水戸葵ライオンズクラブ記念式典 ひたちなか市文化協会会報　第14号　2016年3月31日「白亜紀」Ｐ.5
茨城県水戸市　水戸京成百貨店ﾊﾞﾝｹｯﾄﾙｰﾑﾃﾞｨﾅｰﾗｲﾌﾞ 市報ひたちなか　2016年2月25号　表紙
茨城県水戸市　千鳥会賀詞交換会 Ｊｅｔｓｔａｒ機内誌2014年４月～５月号 P.8
茨城県土浦市　ダンスチームとのコラボ メキシコ　ロスカボス　BISBEE'S BLACK & BLUE 2013 P.47 P.55
茨城県土浦市　国民文化祭生活文化総合フェスティバル ＪＲ東日本２０１３年春号　おいでよ房総　春！いろどり 全面
茨城県東茨城郡城里町　サテライト水戸コンサート 邦楽ジャーナル 2012年6月号　Ｐ．３４
茨城県那珂市　小学校教師向け授業力セミナー 成田の暮らしの便利帳　2011年度版祭り案内
茨城県那珂市　那珂市教育委員会音楽部研修会 メキシコ　ロスカボス　BISBEE'S BLACK & BLUE 2011 P.14
茨城県日立市　茨城キリスト教学園創立７０周年記念式典 広報なりた　2011年6月1日号　２面
茨城県日立市 国際交流ライブ～with「北の太鼓」ＣＡＮＡＤＡ 広報なりた　2011年5月15日号　表紙全面
茨城県日立市 市民スポーツレクレーションフェスティバル 広報やちよ　2010年3月10日号　８面
茨城県日立市　日立シルバー人材センター記念式典 写真ライフ　2009年春号　P.129
茨城県日立市第１０回ひたち国際大道芸 なりたの教育　2008年１０月発行　P.28
茨城県日立市坂下地区文化協会35周年記念式典 ＪＲ東日本2008年春号　小さな旅　房総エリア P.3
茨城県龍ヶ崎市 和の音楽祭　琴・尺八とのコラボ 広報なりた　2002年5月1日号　１２面
茨城県稲敷郡江戸崎町 ポティロンの森スプリングフェスタ 成田山だより「智光」　2002年6号　P.37～P.38
茨城県笠間市　キャンドルナイトディナーライブ 月刊これから　2000年9月号 P.14
茨城県笠間市　ショッピングセンター夏祭り花火コラボ 広報なりた　1999年5月1日号　表紙全面
茨城県笠間市 親鸞聖人750回大遠忌法要奉納太鼓 ＣＭ出演
茨城県牛久市 エレクトーン奏者富岡ヤスヤ氏とのコラボ  ＮＴＴ　ＤｏＣｏＭｏ　茨城支店　モバイル・スクエア　オープン企画
茨城県牛久市　ショッピングセンター初売り ベイFM　成田太鼓祭ＣＭＢＧＭ
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