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新作の稽古
（写真：岡本隆史）

鼓童通信
2014年3月〜4月

1月

3月

鼓 童ワン・アース・ツアー
2014〜伝説 ヨーロッパ

3月

4月

藤本𠮷利、藤本容子、南米
でWS、
コンサート

3/26

鼓童交流公演
（千葉・四街道市）

3/28

龍言「太古の回帰 太鼓は響く 飛雄
馬の如く」
（新潟・南魚沼市）

FLAMENCO 曽根崎心中
（東京・渋谷区）

4/6
4/2

4/6

新研修生入所

4/7

鼓童村 森の作業日

4/13

鼓童小編成
「ゆき逢ひ」
（ 東京・板橋
区）

4/19

「高田城百万人観桜会」
に鼓童小編成
で出演

も、
お陰様で五年目を迎える

造・鼓 童の三 者によるこの会

の空 気を読む感 覚や、「 間 」というものに対

程の人間が出す音がピタリと揃う。日本人

び交う舞台上で指揮者も居ない中、
二〇人

人！」。 多ジャンルの楽 器やタップの音が飛

一言 で 感 想 を 言 う なら ば「 これ ぞ 日 本

『 FLAMENCO
曽根崎心中』
という舞台に参加させて頂ました。

出て、
なんだか楽しくなってきました。 最後

るとノリの中にいつもとはまた違ううねりが

ぐ立てない位でしたが、
揺れに身を任せてみ

と「 屋 台 囃 子 」。アンコール
「 彩 」では真っす

太が
「 大太鼓 」を打ち鳴らし、最後はドカン

し、景 気 良 く「 帆 柱 起こし音 頭 」。 中 込 健

ぎ桶の演目「穿」
でお客様の間を縫って登場
温 泉 御 宿 龍 言・八 海 山 酒

点で見え、自分自身非常に勉強させて頂き

て皆さん佐渡に遊びに来て下さい！

（報告：内田依利）

」
四 ／ 五 「 アート ミックスジャパン 2014

いつもお 世 話になっている

ジャパン。「 日 本の伝 統 芸 能

て開 催 されたアートミックス
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お悔やみ 石塚邦博様

佐渡・宿根木の石塚邦博様が三

月三十一日にお亡くなりになりま

した。 前 身の鬼 太 鼓 座 時 代より

応援してくださり、現在の鼓童村

の土 地 をご提 供いただくなど 鼓

童が小木を拠点に活動していくに

あたって力添えをいただきました。

ご冥 福 を心よりお祈り申し上

げます。

ことができました。 年々お馴 染みのお客 様

する感覚があったからこそ成せた舞台だった

少し気 持ち良く感じました。この船に乗っ

まで無事に演奏を終え、帰りの船は揺れも
ストに三味 線プレーヤー史 佳さんをお迎え

ました。 単純に人間としても舞台人として

うがち

が増え、大 人 向けの企 画ながら、毎 回お行

と思いました。 今 回 少ない時 間でしたが外

飛雄馬の如く」（新潟・南魚沼市）

儀良く座っているお子さんの姿も混じってい

の世界を見る事で、鼓童の内部が色々な観
しました。 初の共演でしたが、
史佳さんの熱

も精進せねばと考えさせられる貴重な時間

ふみ よし

い演奏に、
いつもとは違った盛り上がりを見

でした。

（新潟・新潟市）

佐 渡 汽 船に新 造 船「 とき わ

を気軽に楽しもう」という趣旨のもと、
能狂

新潟市内で二日間にわたっ

丸 」がやってきました。 私に

四／四 鼓童ときわ丸特別公演
（ 新潟 ）

（報告：前田剛史）

せました。また、
恒例となったお客様との交
流会も、
この会ならではの楽しいひと時とし
（報告：山口幹文）
曽根崎心中」
FLAMENCO

て忘れられません。
四／二〜六 「
（東京・渋谷区）

いろどり

ました。今回は五周年記念ということで、
ゲ

杯でした。いよいよ出航、
演奏スタート。 担

船 を 楽しみにしつつも 酔 わないか不 安で一

アートミックスジャパン2014（新
潟・新潟市）

とっては初 体 験の海の上での演 奏。 新しい

4/5

四 月二日 〜 六 日 までの五

鼓童ときわ丸特別公演
（佐渡〜新潟）

日 間、初 のソロ活 動 と して

4/4

て、独 特の雰 囲 気が感じられるようになり

三／二八 龍 言「 太 古の回 帰 太 鼓は響 く

SOLO ACTIVITY
ソロ・小編成活動

タイムライン

4/11〜13 「BLUE TOKYO」
と
「DAZZLE」の皆さんと
「アース・セレブレーション」初稽古を行いました。
写真は宙を舞う
「BLUE TOKYO」
と鼓童のコラボレーションの様子。（写真：岡本隆史）

KODO VILLAGE
鼓童村

言や、
三味線、神楽などなど、錚々たる出演
者が並ぶ中、我々鼓 童 も 呼んでいただきま

四／七 鼓童村 森の作業日

冬が去り長閑な暖かい日が

した。 客席では開演前から「楽しむぞ！」と

続く頃、
各地に散らばっていた

いう熱気が伝わってきて、
気持ちが引き締ま
ります。七人で約六〇分間、
力いっぱいの演

メンバーが鼓 童 村に続々と集

す。 新 研 修 生一年 生は、
ここで初めて鼓 童

を超え、皆で外作業をして新年度を迎えま

まりました。 今日は演奏者とスタッフの垣根

奏をお届けしてきました。
和太鼓というジャンルは若く歴史も浅く、
が、
お客様に
「日本の演奏者 」として受け止

容は主に二〜三月の間に伐 採し細かくした

グループの面々と対 面いたします。 作 業 内

何百年もの
「 伝統 」
のあるものとは違います

を感じた一夜 でありました。

めていただいているという実 感と、
その責 任

薪が鼓童村の敷地に点在しているので、
それ

段仕事している中では気づかない、
皆の違った

（報告：石塚充）

一面をみられる機 会です。こういう瞬 間を

を薪 置き場に運ぶ作 業がメインでした。 普

パセオプラザでのコンサート

（報告：中野聡）

APPRENTICE CENTRE
研修所

みです。

積み重ねられることが、
毎年の森作業の楽し

四／ 十三 アルゼンチン・ブエノスアイレス
日本からいちばん遠い国ア
昼夜が真逆になります。この

ルゼンチン。時間は、
日本とは
アルゼンチンにも日本から移住された日系人
の方々がおられ、日本の文 化 を 大 切に伝え

日に入所しました。まずこの

新一年 生・十二 名、四 月 六

四／六 新研修生入所
作り、演 奏 活 動をしている人 達に出 会えま

四月の最重要課題は、
研修所

魅せられ、太鼓を手作りし、太鼓グループを

られていました。そんな中で、
日本の太鼓に

した。 誰も指導者がいない中でのスタートで

生 活の基 本を身 体に入れる事。 生 活に気

古に集 中もできません。 相 部 屋の先 輩が一

力と体力が費やされるようでは、目指す稽

からその面 倒をみますが、一 年 生が出 来な

を 受けました。 今 回、私と容 子が縁あって
招かれました。二人で出来る精一杯 のこと

いのは二年生の責任、
とばかりの我々スタッフ

した。 太鼓に向かう彼等の姿に心から感銘

稽 古をして迎えたコンサートは、真 髄 太 鼓、

をお伝えしました。 十日間 滞 在し、
ＷＳと
芽出太鼓、歌手のグラシエラさん、
ブラジルか

えての二 〇一四 年 度の研 修 所がスタート。

張っています。ともあれ、
フレッシャーズを迎

のプレッシャーに、
二年 生 も 大 変な思いで頑

で

ら駆けつけてくれた元研修生の海藤洋平く

これから三二期と三三期の調和がどう織り

め

（報告：藤本𠮷利）

出来ました。

ん、皆と一緒に心に残る楽しいコンサートが

（報告：千田倫子）

なされるのか、
白いページに何が描かれていく

のか…楽しみです。

月刊「鼓童」2014年 5月号

3

鼓童塾〜齊藤栄一の太鼓篇
鼓童文化財団研修所
（廃校になった中学校の木造校舎）
で、研
修生の一日のスケジュールを追体験していただきながら、太鼓三昧
の4泊5日。鼓童の元気印・齊藤栄一塾長が、皆さんの心と身体を
揉みほぐし、解きほぐし、素直な自然体に導きます。難しい技術訓
練はなく、太鼓未経験の方も大歓迎。経験者の方には、感動する

旅行期間：7月8日
（火）～ 10日
（木）3日間
代金：一般109,800円
（朝日カルチャーセンター会員107,400円）
※一室4名様ご利用時の大人お1人様代金
食事：朝食2回、
昼食3回、
夕食3回
（復路弁当夕食含む）
宿泊：1泊目 小木・花の木、2泊目 相川・ホテル吾妻
最少催行人員：15名
（募集人員：20名） 添乗員：全行程同行
問・申込：朝日旅行東京支店 Tel. 03-6858-9811
総合旅行業務取扱管理者：田中恒造
企画協力：朝日カルチャーセンター 朝日・
ＪＴＢ交流文化塾

太鼓とは何か、
そのヒントが散りばめられています。

鼓童オンラインストアからのお知らせ

さあ、
最終日、
どんなあなたと、
どんな太鼓が生まれていることでしょ

春の新商品好評発売中

う。ぜひ、
皆様のご参加をお待ちしております。
日程：10月9日
（木）
〜10月13日
（月・祝）
場所：新潟県佐渡市柿野浦 鼓童文化財団研修所
指導：齊藤栄一
（鼓童）
、
日本語で進行します
費用：55,000円
（宿泊費・バチ代込み）
※鼓童の会会員は50,000円
対象：15歳以上の男女
（2名以上のグループ参加は不可）募集人員：20名
応募方法：ハガキにて
（メールは不可）
、
「鼓童塾 齊藤栄一の太鼓篇希
望」
と明記し、氏名・フリガナ・住所・年齢・性別・連絡用メールアドレス・音
楽経験・鼓童の会の方は会員番号・何でこの塾をお知りになったか・意気
込み、
をお書きの上、
ご応募ください。応募者多数の場合、選考させてい
ただき、7月25日頃に参加の可否をご連絡いたします。
送り先：〒952-0611 新潟県佐渡市小木金田新田148-1
鼓童文化財団 担当：千田
（ちだ）Tel. 0259-81-4100
応募締切：7月10日
（木） 当日消印有効

「佐渡の伝統文化」2泊3日の旅

～太鼓芸能集団「鼓童」の背景と佐渡の自然、食の魅力～
鼓童文化財団理事長の島崎信が同行し、鼓童の背景、能、独特の
自然環境、食文化など、幅広い佐渡の魅力に迫る旅です。

■ 鼓童手ぬぐい「台風一過
（紺）
」
価格：各1,600円
（税込） 鼓童の会会員価格：各1,440円
（税込）
■ 鼓童Tシャツ
「神秘」
ブルー、
パープル、
ピンク、
レッド
価格：3,100円
（税込） 鼓童の会会員価格：2,790円
（税込）
鼓童グッズのお問い合わせはこちらまで

☎ 0259-86-3630（販売部）

http://www.kodo.or.jp/store/
■ 今月の付録
・
「鼓童ワン・アース・ツアー 2014 〜神秘」秋公演先行予約申込
書
（鼓童の会会員）
・
「アース・セレブレーション2014」チケット申込書、
プレイベント佐渡
薪能公演チラシ、
アース・セレブレーション号申込書
・
「鼓童特別編成公演／千葉市」チラシ
（関東のみ）
お客様よりお預かりする個人情報は、
それぞれの目的のために利用されます。個人情報
の取扱いに関する詳細は、鼓童ウェブサイト内のプライバシーポリシーをご覧ください。

託 …託児あり ■
先 …鼓童の会会員先行予約あり □
指 …全席指定 □
自 …全席自由 ●…新規掲載 ●…情報更新
■

鼓童ワン・アース・ツアー2014
〜神秘 5〜7月
表記のない公演は未就学児の入場は不可です。

5/13（火）福岡県福岡市

福岡シンフォニーホール
18:00 開場 18:30 開演
指
S席6,000円 A席5,500円 □
問：ピクニックチケットセンター
Tel. 050-3539-8330

5/21（水）香川県高松市

サンポートホール高松
指
18:00 開場 18:30 開演 5,500円 □
問：岡山音協 Tel. 086-224-6066

5/23（金）愛媛県宇和島市

南予文化会館
指
18:00 開場 18:30 開演 4,500円 □
問：津島太鼓集団雅（みやび）
Tel. 090-2782-4792（田中）

5/24（土）愛媛県松山市
松山市民会館大ホール
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（4月24日現在）

指
17:30 開場 18:00 開演 4,500円 □
問：EBC エンタープライズ
Tel. 089-933-0322

5/30

-6/1

（金）
（日）
京都府京都市 京都四條 南座
5/30（金）19:00 開演
5/31（土）
、6/1（日）14:00 開演
開演30分前に20分のWSあり。
指
1等席8,500円 2等席5,000円 □
問：南座 Tel. 075-561-1155
※ WS のお問い合わせも同上

6/4（水）京都府綾部市

京都府中丹文化会館
18:00 開場 18:30 開演
S席5,000円 A席4,000円
自由席3,000円 当日各500円増
問：京都府中丹文化会館
Tel. 0773-42-7705

6/6

（金）長野県長野市
ホクト文化ホール・大ホール
18:00 開場 18:30 開演
指
S席6,000円 A席5,000円 B席3,000円□
問：テス・カルチャーセンター
Tel. 026-223-8875

6/7（土）新潟県柏崎市

柏崎市文化会館アルフォーレ
指 ■
託
18:00 開場 18:30 開演 5,000円 □
問：柏崎市文化会館アルフォーレ
Tel. 0257-21-0010

6/9（月）新潟県魚沼市

魚沼市小出郷文化会館 大ホール
18:30 開場 19:00 開演
指
前 S席6,000円 A席5,000円 □
当日各 500 円増
問：魚沼市小出郷文化会館
Tel. 025-792-8811

6/11（水）茨城県牛久市

牛久市中央生涯学習センター文化ホール
18:00 開場 18:30 開演
S席5,000円 A席4,000円 B席3,500円
指
2階席3,000円 □
子ども
（18歳以下）
1,500円引き、
障がい
者手帳等表示500円引き
問：牛久市文化協会事務局
Tel. 029-886-8993

6/13

（金）埼玉県越谷市
サンシティ越谷市民ホール
指
18:00 開場 18:30 開演 S席5,700円 □
問：tvk チケットカウンター
Tel. 0570-00-3117

6/14

（土）神奈川県茅ケ崎市
茅ヶ崎市民文化会館
指
17:30 開場 18:00 開演 S席5,700円 □
問：tvk チケットカウンター
Tel. 0570-00-3117

6/15（日）千葉県東金市

東金文化会館
指
16:30 開場 17:00 開演 5,500円 □
問：東金文化会館 Tel. 0475-55-6211
音楽工房キャップス Tel. 043-224-1710

6/21

-25

（土）
（水）
東京都台東区 浅草公会堂

21 日（土）16:00 開演
22 日（日）
、23 日（月）15:00 開演
24 日（火）18:00 開演
25 日（水）14:00 開演
開場は各日とも開演の 30 分前
指
7,000円 学生券3,000円 □
問：tvk チケットカウンター
Tel. 0570-00-3117

6/27

（金）東京都小平市
小平市民文化会館（ルネこだいら）大ホール
18:00 開場 18:30 開演
指 ■
託
S席5,000円 A席4,500円 □
問：ルネこだいらチケットカウンター
Tel. 042-346-9000

6/28（土）東京都狛江市

狛江エコルマホール
指
17:45 開場 18:30 開演 5,000円 □
問：狛江エコルマホール
Tel. 03-3430-4106

6/29

（日）埼玉県熊谷市
熊谷文化創造館さくらめいと
18:00 開場 18:30 開演
指 ■
託
一般5,000円 高校生以下 4,000 円 □
問：さくらめいとチケットセンター
Tel. 048-532-9090

7/4

●
（金）山形県南陽市
南陽市民会館
18:00 開場 18:30 開演
指定席 5,000円
自由席 一般4,000円 高校生以下 2,000 円
託 5/7（水）発売
■

問：南陽市民会館 Tel. 0238-43-3466

7/6

●
（日）秋田県由利本荘市
由利本荘市文化交流会館カダーレ
14:30 開場 15:00 開演
一般 A席 5,000円 B席 4,000円
学生（高校生以下 A・B 共通）3,000 円
指 ■
託 5/15（木）発売
当日各500円増 □
問：由利本荘市文化交流会館カダーレ
Tel. 0184-22-2500

7/13（日）高知県土佐清水市

土佐清水市立市民文化会館くろしおホール
18:00 開場 18:30 開演
指
一般5,000円 高校生以下 2,500 円 □
3歳以上入場可。但し、要チケット。
5/11（日）発売

問：土佐清水市立市民文化会館
Tel. 0880-82-3300

7/15（火）広島県庄原市
庄原市民会館
18:00 開場 18:30 開演
指
5,400円 学生券 2,500 円 □

5/17（土）発売

問：庄原市民会館 Tel. 0824-72-4242

7/18

（金）大阪府摂津市
摂津市民文化ホール
18:30 開場 19:00 開演
指 ■
託
一般4,000円 当 4,300 円 □
問：摂津市民文化ホール
Tel. 072-635-1404

7/19

（土）滋賀県近江八幡市
近江八幡市文化会館 大ホール
18:00 開場 18:30 開演
指
S席5,000円 A 席 4,500 円 □
5/11（日）発売
問：近江八幡市文化会館
Tel. 0748-33-8111

交流公演

5/16

（金）宮城県石巻市
東日本大震災復興支援事業
石巻市河北総合センター アリーナ
18:30 開場 19:00 開演
一般 1,000 円 小・中・高校生 500 円
未就学児の入場は不可。
問：
（公財）石巻市芸術文化振興財団
Tel. 0225-98-3717

5/25（日）愛知県東海市

東海市立文化センターホール
14:30 開場 15:00 開演
一般 2,500 円 小・中・高校生 1,000 円
未就学児の入場は不可。
問：東海市立文化センター
Tel. 0562-33-2266

9/19

（金）千葉県千葉市
鼓童特別編成公演
〜人地天、SOUL を燃やして〜
千葉市若葉文化ホール
１部 齊藤栄一レクチャー＆トーク
２部 鼓童公演（モノクロームほか）
14:30 開場 15:00 開演
一般 2,500 円 小・中・高校生 1,000 円
未就学児の入場は不可。
問：千葉市若葉文化ホール
Tel. 043-237-1911

山口幹文「一管風月」

5/16

（金）千葉県山武市
成東文化会館のぎくプラザ エントランス
ホール
出演：山口幹文、野上結美（ピアノ・歌）
自
18:30 開場 19:00 開演 1,000 円 □
問：山武市成東文化会館のぎくプラザ
Tel. 0475-82-5222
月刊「鼓童」2014年 5月号
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託 …託児あり ■
先 …鼓童の会会員先行予約あり □
指 …全席指定 □
自 …全席自由 ●…新規掲載 ●…情報更新
■

藤本容子
「花のうてなの佐渡情話」

5/18

（日）新潟県佐渡市
えんや（佐渡市豊田 50）
14:30 開場 15:00 開演
自
前 2,000 円 当 2,500 円 □
問：えんや Tel. 0259-55-2544

6/19（木）新潟県佐渡市

プリモ・コミュニティーホール
（東大通ホンダカーズ佐渡 内）
18:30 開場 19:00 開演
4,000 円（CD「やまずめぐるも」付き）
自 ゲスト：山口幹文
□
問：カルチャー佐渡 Tel. 0259-52-6200

小島千絵子の世界
ゆきあひ〜清姫

5/23

（金）新潟県新潟市
りゅーとぴあ 新潟市民芸術文化会館 ・
能楽堂
出演：小島千絵子、木村俊介、池上眞吾、
西田ひろみ、池田安友子、西野貴人
18:00 開場 18:30 開演
自
前 4,000 円 当 4,300 円 □
プレイガイ
ド：りゅーとぴあ
Tel. 025-224-5622（11:00 〜 19:00）
問：鼓童文化財団 Tel. 0259-81-4100

花結 アメリカ・ハワイ公演
出演：花結（小島千絵子・藤本容子・
金城光枝）
、藤本𠮷利

5/31（土）ハワイ州ホノルル
Orvis Auditorium
問：Taiko Center of Pacific

6/7

（土）ハワイ州マウイ
ゼンシン太鼓定期公演に出演
問：Zenshin Daiko

小島千絵子出演
和太鼓 梵天特別公演「道成寺」

6/14

（土）神奈川県川崎市
川崎市アートセンター アルテリオ小劇場
出演：和太鼓「梵天」、小島千絵子
指
18:00 開場 18:30 開演 5,000 円 □
問：みらいスタジオ Tel. 044-328-9908
（月～金 11:00 ～ 18:00）
5
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新潟駅南イベント
CoCoLo Early Summer Festa

6/15

（日）新潟県新潟市
JR 新潟駅南口広場 特設ステージ
観覧無料、出演時間は未定
鼓童からの出演者：船橋裕一郎、石塚充、
中込健太、前田剛史ほか
問：トッキー新潟支社 Tel. 025-247-6388

小島千絵子
千絵子流女打ちワークショップ

6/15, 7/6, 8/3

（日）
東京都目黒区 太鼓の里 響和館
1）
基礎・入門編 11:00 ～ 13:30
（150 分）
和太鼓経験者対象。各回定員 10 名
8,100 円（税込）
2）目指そう
！
！夏の「Earth Celebration
2014」 15:00 ～ 18:00（180 分）
経験者対象。定員 10 名 9,720 円
（税込）
2）はできるだけ連続でご参加ください。
履物、バチ、持参するものの詳細はお
問合せください。
問）太鼓の里 響和館
Tel. 03-3714-2774（月曜 定休日）

藤本𠮷利
「和太鼓撃場 ふじもとみ打」

6/20（金）-22（日）

東京都江東区 ティアラこうとう 小ホール
出演：藤本𠮷利、富田和明
20 日（金）18:30 開場 19:00 開演
21 日（土）16:30 開場 17:00 開演
22 日（日） 14:30 開場 15:00 開演
一般 4,000 円 学生（小中高）3,000 円
指 5 歳以下のお子
当日各 500 円増し □
様の入場はご遠慮ください。
プレイガイ
ド：ティアラこうとうチケットサービス
Tel. 03-5624-3333
問：打組 Tel&Fax. 045-913-5582
Email: utigumi@tomida-net.com

花結

6/25

上越市公演

（水）新潟県上越市
ユートピアくびき 希望館
出演：花結（小島千絵子、藤本容子、
金城光枝）
、藤本𠮷利
18:30 開場 19:00 開演 花結の前に賛
助出演「海音鼓」の演奏があります。

（4月24日現在）

前 一般 3,500 円 学生（4 歳〜中学生）
2,000 円 当日各 500 円増し
4 歳以上入場可能、要チケット。
問：宮澤企画 Tel. 090-3104-4219

打男 2014
スペイン、
フランス公演
●

7/9-25

スペイン各地

公演地は次号でお知らせします。

7/21

,22

●
（月）
（火）
フランス、リヨン
Les Nuits de Fourviere：Grand
Theater

小島千絵子、齊藤栄一

アメリカ・カリフォルニア州ロサンゼルス
LATI 3 日間集中ワークショップ
浅野太鼓US 大教室

7/14

-16

（月）
（水）
小島千絵子ワークショップ
「Intersection of Dance and Drum」

7/21（月）-23（水）

齊藤栄一ワークショップ
「Hard Work and Hard Play」
問：浅野太鼓U.S. https://asano.us/lati
Email: taiko@asano.us
─────────────
2014 World Taiko Gathering

7/18

-20

（金）
（日）
日米文化会館アラタニ劇場
Taiko Nation 2014
出演：小島千絵子、齊藤栄一（鼓童）
、
影武者太鼓（イギリス）
、小林太郎（東
京）
、TaikOz（オーストラリア）
、渡辺薫
（ニューヨーク）
、族 -Yakara-（仙台）
、
TAIKOPROJECT（ロサンゼルス）
7/19（土）20:00 開演
7/20（日）14:00、19:00 開演
ワークショップ
7/18（金）13:00 〜 15:30
千絵子流女打ち、栄一の太鼓
7/19（土）9:00 〜 11:30
千絵子の踊り、栄一の太鼓
問（コンサート、ワークショップとも）
：
http://worldtaikogathering.com（英語）
Email: info@worldtaikogathering.com

チケット代金はすべて税込みです。鼓童サイトの公演スケジュールのページから各公演会場の情報サイトにリンクしています。どうぞご利用ください。
発売日表記のないものは発売中です。

白山国際太鼓エクスタジア
2014

7/20

●
（日）石川県白山市
白山市松任文化会館
1部 壱刻壱響団（石川県）、喜連川公
方太鼓
（栃木県）
、飯坂八幡神社祭り太
鼓保存会
（福島県）
、Zenshin Daiko（ア
メリカ・ハワイ州）
2部 鼓童公演
（公演内容は「神秘」）
14:00開場 14:30開演
A席 4,500円 B席 4,000円 当日 500円増
指
中学生以下 前当共 2,000円 □
問：太鼓の里体験学習館
Tel. 076-277-1721

アース・セレブレーション
2014

8/22（金）-24（日）佐渡市
城山コンサート 会場：城山公園

6/16
（月）チケット発売

http://www.kodo.or.jp/ec/
アース・セレブレーション実行委員会
（鼓童文化財団内）Tel. 0259-81-4100
※コンサート、ワークショップの詳細は同封
の申込用紙をご参照ください。

鼓童ワン・アース・ツアー2014
〜神秘 9〜10月
表記のない公演は未就学児の入場は不可です。

9/19

先
●
（金）北海道札幌市 ■
札幌市民ホール
指
18:00 開場 18:30 開演 5,000円 □
5/16（金）発売
問：道新プレイガイ
ド Tel. 011-241-3871

9/20

先
●
（土）北海道苫小牧市 ■
苫小牧市民会館
17:30 開場 18:00 開演
指定席4,000円 自由席3,000円
4歳以上有料、
要チケット
6/20（金）発売
問 ： KODO IN TOMAKOMAI 実行委
員会 佐藤 Tel. 090-9512-1044

9/23

（火・祝）北海道斜里町
●
斜里町公民館ゆめホール知床文化ホール
18:00 開場 18:30 開演
料金未定 8/1（金）発売
問：斜里町芸術文化事業協会
Tel. 090-3111-7106（三浦）

10/2

発売日未定
問：イーストン Tel. 055-931-8999

10/4

●
（日）愛知県みよし市
みよし市文化センター サンアート
詳細未定
問：みよし市文化センター サンアート
Tel. 0561-32-2000

（木）山形県山形市
●
シベールアリーナ
18:00 開場 18:30 開演
指 7/6（日）発売
料金未定 □
問：シベールアリーナ Tel. 023-689-1166
先
●
（土）福島県いわき市 ■
いわき芸術文化交流館アリオス 大ホール
17:00 開場 17:30 開演
5,000円 学生券 2,500 円
指 ■
託
（学生は24歳以下の学生対象）
□
7/5（土）発売
問：アリオスチケットセンター
Tel. 0246-22-5800

10/5

先
（日）茨城県ひたちなか市 ■
●
ひたちなか市文化会館大ホール
18:00 開場 18:30 開演
指 ■
託
5,000円 当日 5,500 円□
7/12（土）発売
問：ひたちなか市文化会館
Tel. 029-275-1122

10/7

先
（火）宮城県仙台市 ■
●
東京エレクトロンホール 宮城
18:00 開場 18:30 開演
指
S席6,000円 A 席 4,000 円 □
7/5（土）発売予定
問：鼓童チケットサービス
Tel. 0259-86-2330

10/10

先
（金）神奈川県厚木市 ■
●
厚木市文化会館 大ホール
18:00 開場 18:30 開演
指 7/5（土）発売
5,700円 □
問：tvkチケットカウンター Tel. 0570-00-3117

10/11

先
●
（土）千葉県船橋市 ■
船橋市民文化ホール
指
16:30 開場 17:00 開演 5,500円 □
6/18（水）発売予定
問：船橋市民文化ホール
Tel. 047-434-5555

10/13

（月・祝）
●
先
埼玉県さいたま市 ■
さいたま市文化センター 大ホール
17:30 開場 18:00 開演
指 7/5（土）発売予定
5,700円 □
問：tvkチケットカウンター Tel. 0570-00-3117

10/17

●
（金）静岡県三島市
三島市民文化会館
18:00 開場 18:30 開演
指
4,800円 高校生以下3,000円 □

10/19

10/25

先
（土）島根県益田市 ■
●
島根県芸術文化センター「グラントワ」大
ホール
18:00 開場 18:30 開演
限定指定席5,000円 指定席：3,500円
自由席：一般3,000円 学生1,500円
（学生は小学生〜高校生）
7/19（土）発売
問：島根県芸術文化センター
「グラントワ」
Tel. 0856-31-1860

10/26

先
（日）島根県大田市 ■
●
大田市民会館
18:00 開場 18:30 開演
限定指定席5,000円
指定席 一般3,500円 学生1,500円
自由席 一般3,000円 学生1,000円
（学生は小学生〜高校生）
7/19（土）発売
問：大田市民会館 Tel. 0854-82-0938

鼓童ワン・アース・ツアー2014
〜永遠 11〜12月
坂東玉三郎演出の新作は
「永遠」
をテーマに、
ま
た新たに進化した舞台表現をお届けいたします。
詳細は次号以降でお知らせしてまいります。

11/20
（木）
新潟県佐渡市
アミューズメント佐渡
11/30
（日）
新潟県長岡市
シティホールプラザ「アオーレ長岡」
12/2
（火）神奈川県川崎市
ミューザ川崎 シンフォニーホール
12/4
（木）愛知県名古屋市
愛知県芸術劇場 コンサートホール
12/6
（土）
、7
（日） 大阪府大阪市
NHK大阪ホール
12/10
（水）岡山県岡山市
岡山市民会館
12/12
（金）広島県広島市
上野学園ホール
12/15
（月）
、16
（火） 福岡県福岡市
博多座
12/19
（金）
～23
（火・祝）
東京都文京区
文京シビックホール
12/25
（木）新潟県新潟市
新潟県民会館
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《アース・セレブレーション2014 注目のイベント》
ご しゅ

■ ECシアター 鼓童大吟醸 『五衆 』
小さな空間だからこそ生まれる一体感。
お客様も、
出演者も、
スタッフも!
その場にいるみんなでつくりあげるECシアターを開催します。

鼓童選りすぐりの熟成五人衆による滋味深きライブ。一流職
人の技が施された江戸前寿司のような、磨き抜かれた大吟醸酒
のような大人の味。そんな味のある舞台が、
このECで生まれま
す。『加齢臭ではなく、人間臭さを！』年齢やキャリアを重ねたから
こそでてくる音や表現。その新たな可能性を求めつつ、
アース・
セレブレーションの一コマを彩ります。せっかくのEC、昼だけど
遊ばナイ
ト!!! ライブならではの突発性もあり、
はたまた、
おやじギャ
グ
（？）
も飛び出すかも。小さな空間のECシアターならではの、濃
厚なひと時をお楽しみください！
出演：山口幹文、齊藤栄一、見留知弘、船橋裕一郎、阿部研三、
ほか
日時：8/24
（日）
14:30〜 会場：あゆす会館 定員：200名
料金
（自由席）
：4,000円
（当日300円増し）
未就学児入場不可

上段左から：山口幹文、齊藤栄一

下段左から：見留知弘、船橋裕一郎、
阿部研三

■ ワークショップ
城山コンサートのゲストは、
ダンス集団の
「BLUE TOKYO」
と
「DAZZLE」
。
ワークショップにもダンスの講師をお迎えします。今年のECは踊り三昧！

アフリカンダンス
8/22（金）13:30〜15:30

みんなで踊ろう
！新潟下駄総踊り
8/23（土）10:00〜12:00

ガーナ各地で踊られているリズムとダン

新潟には江戸時代、
日本最大級の盛り上がりをみせた祭りが

スと唄をテティー・アディの太鼓演奏ととも

あったといわれています。その祭りのエネルギーを、一緒に現代

に体験するワークショップ。ドラムとダンス

に蘇らせましょう
！ 2時間のワークショップで、踊りや衣裳体験など

の会話を感じ、楽しみながら少しずつ身

盛りだくさんです。初心者の方も

体を自由にゆるめていき、唄を歌うことで

ぜひご参加ください。

太鼓とダンスと唄の一体感を味わうこと

講師：岩上寛
（いわがみ・ゆたか/

ができます。

新潟総踊り祭実行委員会副会長）

講師：テティー・アディ（ガーナ）

会場：あゆす会館

会場：あゆす会館

料金：3,000円
（衣装レンタル代込）

料金：3,000円

その他、
ワークショップ、
トーク＆ライブ、
セミナーの内容も決定しました。
6/16
（月）
チケット発売。チケットのお求めは同封のチケット申込書をご利用いただくか、
オンラインでお申し込みください。
アース・セレブレーション公式サイト
：http://www.kodo.or.jp/ec/

鼓童についての最新情報は、
ホームページをご覧ください。

■ 鼓童／（株）北前船

Tel. 0259-86-3630

■ 鼓童公演のチケットについて Tel. 0259-86-2330

・鼓童公演、
ソロ・特別編成公演のスケジュール
・公演依頼、ワークショップ講師派遣
heartbeat@kodo.or.jp
ＣＤ・ビデオ、鼓童関連グッズ、書籍販売 store@kodo.or.jp
・和太鼓などの楽器、

■ 鼓童文化財団

Tel. 0259-81-4100

・鼓童文化財団へのご寄付、
お問合せ
・
「鼓童の会」へのご入会、資料請求
・
「鼓童メンバー養成コース」研修生に関して
・
「地域づくりコース」実習生に関して
・アース・セレブレーション

http://www.kodo.or.jp

zaidan@kodo.or.jp
friends@kodo.or.jp
kenshujo@kodo.or.jp
chiiki@kodo.or.jp
ec-info@kodo.or.jp

・鼓童チケットサービス ticket@kodo.or.jp

■ 佐渡太鼓体験交流館（たたこう館） Tel. 0259-86-2320
・太鼓体験
（個人、団体）
、見学、貸館、
イベント案内
info@sadotaiken.jp Fax. 0259-86-2385
開館時間 9:00-17:00
休館日：月曜日
（祝日の場合は火曜日休館）
、年末年始

その他 鼓童へのお問い合わせはこちらへ（月曜〜金曜 9:30〜17:00）
Tel. 0259-86-3630（代）／Fax. 0259-86-3631

月刊
「鼓童」
2014年5月号 今月号は8ページです

