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    参考サイト 

    外務省「日本ブランド発信事業」ウェブサイト 

    https://www.mofa.go.jp/mofaj/p_pd/pds/page22_001100.html 

    伊賀忍者特殊軍団阿修羅 

    https://igaashura.wixsite.com/iga-ashura 
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９月１日 セントルイス 日本祭り,ミズーリ植物園にて(講演３０分.写真撮影会３０分) 

  

講演内容：「忍者とは何か」 

実演内容：伊賀組み紐術、剣術、手裏剣術、鎌術、呼吸法、傘回し、鉤縄術（全技解説有） 

その他；写真撮影会 

  

９月１日から３日間、セントルイスにあるミズーリ植物園で「第４２回 日本祭り」が開催されました。 

暖かく出迎えていただきました関係者の皆様に心から感謝申し上げます。 

  

まず初めに、オープニングセレモニーでの伊藤総領事の会話術に感動しました。自分の気持ちを言葉に

して伝える大切さを勉強させていただきました。 

会話の中にアメリカンジョークを入れてのお話しは人を引き付けとても印象に残りました。 

また私を「日本政府が初めて認めた忍者です。」と紹介していただき、とても光栄に思いました。 

より一層学び、体を鍛え、技に磨きをかけ、唯一無二の「忍者」を目指します。 

  

この日の講演は、「忍者とは何か？」「数々の武器や道具をどのように扱っていたのか？」を説明しな

がら実演するという内容で、講演後は写真撮影会も行いました。 

  

講演５分前、伊藤総領事に「櫓に上って忍者の呼吸法をやったら面白いかも。」というアイディ

アをいただきました。 

 

いざ講演が始まると想像以上の忍者に対する熱視線を感じ、時差ボケもあって、今までに無い緊張感に

襲われました。 

講演中お客様に本物の手裏剣を板に打つ体験をしていただき、手裏剣が上手く板に刺さった時は、大き

な拍手と歓声で盛り上がりました。 

伊藤総領事のアイディアも実践させていただき、「櫓の上での忍者の呼吸法」は大成功し、会場は一時

騒然となりました。 

  

忍者の七方出の一つである大道芸の「傘回し」ではその国で大ヒットした軽快な音楽に合わせてパフォ

ーマンスをし、会場のボルテージは最高潮！ 

観客も自然と実演に集中し、忍者の世界に入り込んでもらえたことを実感しました。 

  

講演後の写真撮影会では多くの方々と触れ合うことも出来ました。 

 

伊藤総領事をはじめ、現地スタッフの皆様、ミズーリ植物園の関係者の皆様には大変お世話になりまし

た。 

また皆様にお会い出来る日を心から楽しみにしています。ありがとうございました。 
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オープニングセレモニー             手裏剣打ちの指導 

    

忍者の呼吸法             傘回し「升回し」 

 

写真撮影会 
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９月２日 日系祭り,Nikkei National Museum & Cultural Centre にて 

(講演１時間、メディア対応３０分 写真撮影会３０分) 

  

講演内容：「忍者とは何か」「忍者の服装について」「忍び六具について」「質問コーナー」 

実演内容：伊賀組み紐術、剣術、鎌術、呼吸法、傘回し、鉤縄術（全技解説有） 

その他：写真撮影会、ゴム手裏剣打ち体験 

  

カナダ バンクーバーでは熱烈な歓迎を受けました。 

  

「日系祭り」は家族全員で日本を楽しみ、「日系の心」を分かち合うというとても素晴らしいお祭りで

す。 

この日の講演は、「忍者とは何か？」「数々の武器や道具をどのように扱っていたのか？」を説明しな

がら実演するという内容で質問コーナーも行いました。講演後はゴム手裏剣打ち体験と写真撮影会も行

いました。 

質問コーナーではお客様の質問にお答えいたしました。 

問「女性の忍者はいますか？」 

答「います。忍者の世界では、くノ一と呼ばれています。」 

問「水の上を歩けますか？」 

答「歩けません。」 

問「消えることはできますか？」 

答「ものを投げて音を出し、相手がそちらに気を取られているスキに逃げたり隠れたりします。それが

忍者の消える術です。」 

その他に 

問「普段は何を食べていますか？」 

答「皆様と同じものを食べています。」 

問「どんなトレーニングをしていますか？」 

答「腹筋、腕立て、懸垂を毎日１００回しています。」 

問「休みの日は何をしていますか？」 

答「パパをしています。」 

など、私個人に関する質問も出てきて驚きました。 

講演後のゴム手裏剣打ち体験では手裏剣の打ち方を指導し、お客様に集中力や手裏剣を扱う難しさを体

験していただきました。 

この日は別室でメディアインタビューもありました。限定３０組と記念撮影会も行いました。 

 

驚いたことに、ハリウッド映画のアクション監督 Jerry Trimbleさんが講演を見に来られ、なんと映画

の出演交渉が出来ました。 

私の子供の頃からの夢は「ハリウッド映画に出演すること」です。Jerryさんとの出会いで夢に一歩近

づけたような気がしました。 

また、Jerry さんから素敵なお手紙も頂きました。このお手紙は私の人生の宝物です。 
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ハリウッド映画のアクション監督 Jerry Trimble さん 

 

   

質問コーナーの様子             ゴム手裏剣打ち体験 

 

日系祭りの表紙とパンフレットに掲載されました。 
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2日の日系祭りの様子が，日系祭りカメラマン・Manto氏のフェイスブックにアップされましたので，

お知らせいたします。 

Manto 氏は今回の日系祭りのカメラマンです。 

https://www.facebook.com/pg/MantoArtworksPhotography/photos/?tab=album&album_id=19875676446

15025 

 

メディアインタビューで１０個の質問を受けました。 

http://lifevancouver.jp/2018/09/people/144580.html 

「カナダバンクーバー 知之助インタビュー」で検索するとでてきます。 

 

現地スタッフの皆様、カメラマンの Manto様、講演を盛り上げていただいた観客の皆様ありがとうござ

いました。 

外務省の多田首席領事、喜田様には次の日もお世話になりました。 

 

 

 

９月３日 Vancouver Art Gallery にて(講演５０分 写真撮影会３０分) 

  

講演内容：「忍者とは何か」「忍者の服装について」「忍者屋敷について」「質問コーナー」 

「ＬＥＤパネルを使った映像紹介」 

実演内容：伊賀組み紐術、剣術、鎌術、呼吸法、傘回し、鉤縄術(全技解説有） 

その他：写真撮影会、ゴム手裏剣打ち体験 

  

この日は地元コミュニティで開催中のフェスにイベントとして参加し、講演では「忍者とは何か？」

「数々の武器や道具をどのように扱っていたのか？」を説明しながら実演するという内容で質問コーナ

ーも行いました。 

講演後はゴム手裏剣打ち体験と写真撮影会も行いました。 

会場は LED パネルが備え付けられた大きなステージでした。 

喜田様からいただいた「私はここへゴルフをしにきたよ。」とジョークとともにゴルフバッグの中から 

忍具を出すというアイディアを講演の中に組み込みました。 

会場からは笑いと、どよめきが起こりました。 

LEDパネルで本物の日本刀の切れ味や忍者屋敷の仕掛けカラクリを映像で流して説明することが出来ま

した。大迫力の映像に人々は足を止め見入っていました。 

  

忍者の七方出の大道芸のひとつである「傘回し」では、世界で私にしかできない「お金回し」の技を客

席の中に入り間近で見て頂きました。 

「傘回し」は縁起の良い技です。私の傘回しは世界中どこへ行っても必ず見る方たちを幸せにできます。 

それは私が「傘回し」をこよなく愛しているからです。 

ここでも講演後のゴム手裏剣打ち体験は大人気でした！ 

手裏剣を手に皆様気持ちは本物の忍者でした。 

外務省の多田首席領事をはじめ、現地スタッフの皆様には大変お世話になりました。 

本当にありがとうございました。 
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ＬＥＤパネルを使った映像での紹介 

 
傘回し「お金回し」 

 

 

９月５日 The Broward Center for the Performing Arts にて 

(講演１時間.手裏剣体験と写真撮影会３０分)×２回 

  

講演内容：「忍者とは何か」「忍者の服装について」「忍者屋敷について」「質問コーナー」 

「映像での紹介」 

実演内容：南蛮十手の演武、手裏剣術、剣術、鎌術、呼吸法、傘回し、鉤縄術（全技解説有） 

その他：写真撮影会、本物手裏剣打ち体験 

  

フロリダ州フォートローダーデールの劇場で講演をしました。 

この日の講演は、「忍者とは何か？」「数々の武器や道具をどのように扱っていたのか？」を説明と映

像、実演でお見せしました。 

質問コーナーも行いました。講演後、本物の手裏剣を使った手裏剣打ち体験と写真撮影会も行いました。 

円形のステージでは、照明スタッフにブルーライトで忍者の雰囲気が際立つ演出を作っていただきまし

た。 

マイクの感度がよく、普通に話すと声が割れてしまうので、喉を使わない話し方に初挑戦しました。喉

を使わない話し方とは世界的有名な歌手が喉を大切にするために行っている話し方です。 

使い慣れていない話し方に違和感はありましたが問題なくいつも通りにできました。 

質問コーナーでは人生の大先輩から「忍者になりたいのだが今からでもなれるのか？」という質問があ

りました。 
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「忍者になるのに年齢制限はなく、何歳からでも忍者になれます」と答えると、年齢に関係なく夢にチ

ャレンジできることに、とても喜んでいらっしゃいました。 

 

私たちの講演に感動したという Russellさんという方が、その日の夕食に招待してくださいました。 

夕食会では、「Ninja’s home town 三重」の話題で盛り上がりました。私の生まれ故郷である 

「三重県」の PRも出来たと思います。 

また、同席してくださいました平田総領事から「自分の気持ちを自分の言葉で伝える大切さ」と「その

国の文化を学び、理解する大切さ」を改めて学びました。 

この場を作っていただいた Russellさんに感謝いたします。 

平田総領事をはじめ、現地スタッフの皆様、講演を盛り上げていただいた観客の皆様ありがとうござい

ました。 

 

 
鉤縄術 
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アメリカの新聞にインタビュー記事が掲載されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９月６日 ナッシュビル ワトキンス大学にて 

(講演５０分.写真撮影会３０分) 

  

講演内容：「忍者と何か」「忍者の服装について」「忍者屋敷について」「質問コーナー」 

「映像での紹介」 

実演内容：南蛮十手の演武、手裏剣術、剣術、鎌術、呼吸法、傘回し、伊賀組み紐術（全技解説有） 

その他：写真撮影会、 

  

この日から大学での講演になります。ワトキンス大学には子供から大人まで忍者に興味のある方々がた

くさん集まってくださいました。 

この日の講演は、「忍者とは何か？」「数々の武器や道具をどのように扱っていたのか？」を説明と映

像、実演でお見せしました。 

質問コーナーも行いました。講演後、写真撮影会も行いました。 

講演を行った教室がとても滑りやすく、足を取られて怪我や事故に繋がらないように気をつけました。 

また滑りやすさを利用して、動きをダイナミックに見せる工夫をしました。 

質問コーナーでは現地通訳のジョンさんと一緒にお客様の質問にお答えいたしました。 
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お客様から質問を受けるだけでなく、逆に私から「ラスベガスで私が講演をしたらいくらとれるのか？」

と質問したり 

「皆様の力で私をハリウッド映画の主役にしてください」とお願いを言ってみたりしました。 

会場が笑いの渦に包まれ、この時「自分の気持ちを自分の言葉で伝える大切さ」と「その国の文化を学

び、理解する大切さ」ということが少し理解できたような気がしました。 

講演は大盛況でした。 

 

   

剣術 

 

 

９月７日 マレー州立大学 (講演１時間.写真撮影会３０分) 

  

講演内容：「忍者と何か」「忍者の服装について」「忍者屋敷について」「質問コーナー」 

「映像での紹介」 

実演内容：南蛮十手の演武、手裏剣術、剣術、鎌術、呼吸法、傘回し、鉤縄術（全技解説有） 

その他：写真撮影会、 

  

この日の講演は、「忍者とは何か？」「数々の武器や道具をどのように扱っていたのか？」を説明と映

像、実演でお見せしました。 

質問コーナーも行いました。講演後、写真撮影会も行いました。 

この日は、手違いがあり準備時間がいつもの半分になってしまいました。準備中、大学教員の皆様と意

見交換を行うということもあり、かなり厳しい状況ではありましたが、スタッフの皆様の協力で、ギリ

ギリ間に合わすことができました。 

会場へ戻ると、学生たちが今か今かと忍者の登場を待ちわびていました。 

マレー州立大学はオーケストラホールのような大きな形のステージでした。 

講演が始まると学生の若いパワーに圧倒され、異常な熱気に緊張しましたが、逆に緊張を楽しむことも

できました。 

質問コーナーでは現地通訳のジョンさんと一緒にお客様の質問にお答えいたしました。 

この大学での講演後の写真撮影会は、人が押し寄せてくるほど大盛況でした。 

改めて海外での忍者の人気を実感しました。 
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大学教員の皆様と意見交換        鎌術 

 

写真撮影会 

 

 

アメリカの新聞に掲載されました。 
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９月７日 ルイビル大学 (講演１時間.写真撮影会３０分) 

  

講演内容：「忍者と何か」「忍者の服装について」「忍者屋敷について」「質問コーナー」 

「映像での紹介」 

実演内容：南蛮十手の演武、手裏剣術、剣術、鎌術、呼吸法、傘回し、鉤縄術（全技解説有） 

その他：写真撮影会、 

  

ルイビル大学は、今までに経験したことのない形のステージでした。 

会場の端から端までのお客様に楽しんで見ていただけるように演出にこだわりました。 

講演の中の手裏剣打ちの実演では、客席の中から板にめがけて手裏剣を打ちました。 

お客様との距離が近いので細心の注意を払い、 

手裏剣と手裏剣があたって跳ね返らないよう、刺さった手裏剣はすぐに外し安全を確保しました。 

小さなお子様も多く、講演を見終わった子どもたちの目は輝いていました。 

質問コーナーでは現地通訳のジョンさんと一緒にお客様の質問にお答えいたしました。子どもから大人

まで忍術を私に教えてほしいという声が非常に多かったです。 

  

講演後の写真撮影会では、スタッフの方々と一緒に写真を撮り、その中の一人が「We are Ninja Force」

と叫び、チームの結束力が高まりました。 

 

   

傘回しの体験                 講演の様子 

 

スタッフの方と記念撮影 

 

 

 

We are 

Ninja Force 
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９月８日 フランクフォート高校 (講演１時間.写真撮影会３０分) 

講演内容：「忍者と何か」「忍者の時代について」「忍者の服装について」「忍者屋敷について」 

「忍び六具について」「映像での紹介」 

実演内容：南蛮十手の演武、手裏剣術、剣術、鎌術、呼吸法、傘回し、鉤縄術（全技解説有） 

その他：写真撮影会、 

  

フランクフォート高校は、５００人くらいは動員できる劇場のようなステージでした。 

この日の講演は、「忍者とは何か？」「数々の武器や道具をどのように扱っていたのか？」を説明と映

像、実演でお見せしました。質問コーナーも行いました。 

講演後、写真撮影会も行いました。 

フランクフォート高校は悪天候の影響でお客様が 5人でした。私達はお客様の人数に関係なく、 

観ていただく方全てに満足していただける最高のパフォーマンスを常に心がけており、これは私の師で

ある父からの教えです。 

この日もそうでした。お一人お一人と一期一会です。 

講演後、地元メディアの取材があり、対応させていただきました。 

また写真撮影会では、忍者タートルズの Tシャツを着たお子様に「私も忍者タートルズは大好きです」

と話しかけると、とても嬉しそうにしていました。 

ここでは、スタッフの方々がお客様と一緒に講演を盛り上げてくださいました。お心遣いに感謝致しま

す。ありがとうございました。 

 

   

取材の様子                   写真撮影会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
グローカル通信第118号



９月８日 ブリア大学 (講演１時間.写真撮影会３０分) 

講演内容：「忍者とは何か」「忍者の服装について」「忍者屋敷について」「逃げる・隠れるについて」

「質問コーナー」「映像での紹介」 

実演内容：南蛮十手の演武、手裏剣術、剣術、鎌術、呼吸法、傘回し、伊賀組み紐術（全技解説有） 

その他：写真撮影会、 

  

この日の講演は、「忍者とは何か？」「数々の武器や道具をどのように扱っていたのか？」を説明と映

像、実演でお見せしました。質問コーナーも行いました。 

講演後、写真撮影会も行いました。 

ブリア大学は満員御礼で、入場しきれなかった方が会場の外から見ている状況でした。 

この会場はお客様との距離がかなり近く、間近で見る本物の迫力に観客はとてもエキサイティングして

いました。 

質問コーナーでは現地通訳のジョンさんと一緒にお客様の質問にお答えいたしました。 

 

問「 忍者をやっていて最大のピンチはありましたか？」 

答 「ありました。スペインへ一人で忍者の公演に行ったとき、忍具を全て没収されてしまったので 

新聞紙で忍具を作り実演をしました。」 

  

忍者の精神統一法である九字護身法の呪文「臨(りん)兵(ぴょう)闘(とう)者(しゃ)皆(かい)陣(じん)烈

(れつ)在(ざい)前(ぜん)」を会場の皆様と一緒に唱え、全員が「忍者の精神」を体験しました。 

外務省の西村首席領事をはじめ、現地スタッフの皆様、講演を盛り上げていただいた観客の皆様ありが

とうございました。 

 

 

伊賀組み紐術 
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外務省 「日本ブランド発信事業」という素晴らしい企画に参加させて頂けましたことを誇りに思いま

す。今回、この事業に携わっていただいた全ての皆様に心から感謝申し上げます。 

皆様の支えのおかげで成功と言える結果が出せたと思います。忍者の日常生活のお話をすることで、忍

者は怖くて、直ぐに戦うといったイメージを変える事ができたのではないかと思います。 

また、忍者の本来の仕事は情報収集であり、敵に見つかっても戦わず、逃げたり隠れたりし、時には変

装し情報を持ち帰っていたということを実演と講演で伝えさせていただけました。 

「忍者の神秘と精神」も理解していただけたと思います。 

また現地の方々と一緒にアイディアを出し合い、協力していただき、回を重ねるたびに私の講演が成長

し進化していきました。 

その結果、英語で解説することに手ごたえを感じることができましたので、新たに全米での「忍術の実

演講演」という目標ができました。 

これからも日本の伝統文化である「忍者」に興味をもっていただけるよう努力し、海外から日本への旅

行を希望される方々も増やせていけたらと思っています。 

外務省「日本ブランド発信事業」は人生を大きく変えることのできる夢のある企画です。 

私はこの事業で人生の新しい目標を見つけることができました。新しい何かを見つけたいと思っている

方は、是非この企画に応募してください。 

 

 

 

「日本ブランド発信事業」専門家 

伊賀忍者特殊軍団阿修羅 

知之助 
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