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新潟・妙高中学校での交流学校公演
（写真：岡本隆史）
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「鼓童佐渡特別公演2014
-春-」
（新潟・佐渡市）
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鼓 童ワン・アース・ツアー
2014〜神秘 日本国内

（報告：蓑輪真弥）

ことができて、
とても有意義な一日でした。

方々や後輩たちに間近で鼓童の音を届ける

した。 公 演では自 分の生まれ育った地 元の

死に太鼓と向き合う姿を見ることができま

張 もとれ、
みんなで一つの音 をだそうと必

で、会 場には笑いがおこり、
また参 加 者の緊

田洋 介のユニークなトークと熱のこもった音

かしそうな一 面 も 見えましたが、講 師の小

ワークショップということもあり、
始めは恥ず

うグループの仲 間たちやお客さんの前での

グループの子どもたちが集まりました。 違

公開ワークショップには、
地元の四つの太鼓

に立つという夢が実現した一日でした。

「鼓童」
の一員としてこの舞台

地 元 の 串 間 市 文 化 会 館。

私にとっては馴染みのある、

五／八 WS＆ ミニ公演
（宮崎・串間市）

ONE EARTH TOUR
ワン・アース・ツアー 〜神秘

4〜5月のタイムライン

5/9

藤本容子「花のうてなの佐渡情話」
（埼玉・草加市）

5/16

山口幹文「一管風月」
（千葉・山武市）
「鼓童の交流公演」
（宮城・石巻市）

5/18

藤本容子「花のうてなの佐渡情話」
（新潟・佐渡市）

5/23

「鼓童の舞姫 小島千絵子の世界 ゆ
きあひ 清姫」
（新潟・新潟市）

5/25

「鼓童 交流公演」
（愛知・東海市）

約二年ぶりとなる香川での
公 演。 自 分はどれだけ成 長
できただろうか、
常にその思い
が胸にありました。今回の
「神秘」
では、
いく
つか曲 を 書かせて頂きました。まだ香 川に
住んでいた頃に作った曲の断 片や、佐 渡に
渡って新たに感じたインスピレーションを織り
交ぜて、曲 を 書いています。 私 自 身がどれ
だけ変 われたかということと、逆に、昔から
何 一つ変わらない私の根 本に流れ続けてい
るものと、
その両方を、少しでも感じてもら
えたらと思って今 回の舞 台に臨みました。
終 演 後、幼い頃から太 鼓を通じて私の成 長
すごいプロの太 鼓 打ちになっても、
お前の曲

を見守ってきてくださった先生に、「どんなに
は、中 学 生のときと変わらん。メロディーや
リズムが違っても、
曲の端々に、
お前自身のテ
イストが残っとる。でも、
それがどれだけ懐
かしくて、
嬉しいことか。」という感想を頂き
ました。 私 自 身の音 楽 性を磨いてくださっ

宮崎・串間市でのワークショップの様子
（写真：松田菜瑠美）

（報告：住吉佑太）

に立つことが出 来、大 太 鼓の声 掛けを未 熟

しました。 ずっと憧れていた方と同じ舞 台

生、
そして僕達準メンバーが一緒に演奏いた

では、
鼓童の礎を築いてきた大先輩方、
研修

た。 佐 渡 宿 根 木 集 落で行 われるこの公 演

事、全 九 回 公 演 を 努 めることが出 来 まし

沢 山 の 方 にお 越 し 頂 き、無

まった佐 渡 特 別 公 演も、連日

ゴールデンウィークと共に始

五／六 千秋楽

SADO PERFORMANCES
佐渡特別公演

た。

見 直 す 機 会になった、
そんな香 川 公 演でし

の温 もりに触 れて、
また自 分の思いと志 を

在にならなくてはと強く思いました。 地元

た皆さんに誇りに思ってもらえるような存

れからもっと高みを目 指して、
お世 話になっ

に、
涙が出るくらい嬉しかったのと同時に、
こ

た方からそんな言 葉 をかけてもらったとき

5/16
香川・高松市

鼓 童 出 演「うまさぎっしり CoCoLo
Special Festa」
（新潟・新潟市）

五／二一

5/4
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ながらにさせて頂いたことは一生の宝となり
ました。千秋楽の今日、
ため込んでいた感情

SCHOOL TOUR
交流学校公演

KODO CULTURAL FOUNDATION
鼓童文化財団

めに活かせる人材を育成する

学んだ経験を、地域振興のた

佐 渡の自 然や文 化の中で

地域づくりコース試行第一期スタート

て 交 流 公 演 を 行いました。

「地域づくり」
コースの開設に向けた一歩を

石巻市河北総合センターに
石 巻は三 年 前の震 災で甚 大

四 月より踏み出しました。 試 行 第 一 期 実

五／十六 鼓童の交流公演
（宮城・石巻市）

て毎日毎日太 鼓 を 打ち込みます。 秋の公

な被害を受けた場所ですが、鼓童は以前か

習 生として、中 村 美 沙 希、赤 澤 京の二名 を

もありました。あの大きい背中を追い掛け
演で、皆様をお待ちしております。 宿根木

らこの地で公 演させて頂いてまいりました。

迎え、
旧深浦小学校の改修を経て生まれ変

が溢れ出そうになり、目頭が熱くなる瞬間

集落のとても懐かしく、
そしてとってもオシャ

またこの場所で演奏ができることの幸せと、

わった
「深浦学舎」を拠点に、「農漁業」
「祭・

みさと

ご来 場いただいたお客 様の笑 顔と歓 声にメ

き

ンバー全 員、より一 層 太 鼓の音に力 を 込め

芸能 」
「 町並み保全・文化 」などを中心とし

さ

レな町並みを見た後は、
是非宿根木公会堂

ました。 終演後、
知人の方から「また石巻で

て地域の方々に学び始めています。

目会」
では、
小学校にあった思い出の品やアル

四月二〇日に開催した
「深浦学舎お披露

み

へとお越しください。（報告：神谷俊一郎）

是非公演をしてください。」と言葉をいただ
きました。 元気にまた石巻の皆さんにお会
いできる日を楽しみにしています。

バムなどを活かした展示企画の立案、
チラシ
（報告：中込健太）


の作成、当日のお客様の案内などイベントの

企画運営を実践。お越しいただいた旧学区

SOLO ACTIVITY
ソロ・小編成活動

の方々の学 校 を 懐かしむ笑 顔や昔 話に、地
藤 本 容 子「 花のうてなの佐 渡 情

五／九

域にとって学校がどういう役割を果たしてい

五月四日、
鼓童佐渡特別公演の特別企画

会となりました。

たかを肌身で感じることができた貴重な機

話」（埼玉・草加市）
昨 年に続いて二 回 目のラ・
線で、遠 路はるばる 駆 けつけ

「 昔ながらの田植え体 験 」では、今では行わ

チェーナ公演。 飛行機や新幹
てくださった方々から地元の皆さんまで、
ラ・

方法を、
専業農家の青木健一郎さんのご協

れなくなった
「 折 衷 苗 代 」という水 稲 栽 培
一緒に、
声のリズム遊びや掛け声で盛り上が

た。 実習生も菅笠にもんぺ姿という昔なが

植 えていく 手 植 えの体 験 企 画 を 行いまし

力のもと復 元。 宿 根 木 独 特の後ろ向きで

せっ ちゅう なわ しろ

ながら、心和ませ打ち解けて、
この日も皆で

チェーナの美味しく温かなおもてなしを受け

作にいたる人生のお話を聞いていただきなが

り、
うたと共に、C D『やまず めぐるも 』製

これから約 一 年、私も実 習 生とともに実

らの格 好で、参 加 者の方々とともに汗を流

践を通し地域の課題に向き合い、「地域づく

らの、あっと言う間のひとときでした。そん
援パワーのエネルギーが海となって、
そのあた

しました。
たかな海中に安心浮遊している自分がいまし

りとは何か」を試行錯誤の中から、見出して

な中、
ふと気づくと、皆さんの絶え間ない応

た。至福のときでした。（報告：藤本容子）

いきたいと思います。（報告：上之山博文）
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鼓童佐渡特別公演ゲネプロ
（最終リハーサル）
より。エネルギー全開で
「族」の演奏。（写真：前田聡子）
4/26

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 6〜7月
表記のない公演は未就学児の入場は不可です。

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 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 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（土）-25（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

7/6

●
（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
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
一般5,000円 高校生以下 2,500 円
指
当日各 500 円増 □
3歳以上入場可。但し、要チケット。
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 □
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 □
問：近江八幡市文化会館
Tel. 0748-33-8111

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）

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
託
高校生以下 2,000 円 当日各500円増 ■
問：南陽市民会館 Tel. 0238-43-3466

新潟駅南イベント

6/15

（日）新潟県新潟市
JR 新潟駅南口広場 特設ステージ

（5月30日現在）

観覧無料
出演時間：１回目 11:00 〜 11:30
２回目 14:00 〜 14:30
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）

藤本容子
「花のうてなの佐渡情話」

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

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
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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
■

花結

上越市公演

6/25

（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。
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
詳細は鼓童サイトでご確認ください。

7/9

●
（水）スペイン、オビエド
Teatro Campoamor (Oviedo Es
Musica Conciertos De Verano 2014)

7/12

（土）スペイン、タラゴナ
●
Auditori Camp de Mart (ETC
Festival d’Estiu deTarragona)

7/15

（火）スペイン、マドリード
●
Teatro Circo Price (Veranos De La
Villa)

7/21

,22

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

7/25

（金）
●
スペイン、トロエジャ・デ・モントグリ
Auditori Espai Ter (Festival de
Torroella de Montgri)

山口幹文「一管風月」

7/11

●
（金）福島県いわき市
常勝院（いわき市平中窪字岩間 61）
ゲスト：野上結美（ピアノ）
17:30 開場 18:30 開演
自
大人 2,000 円 中学生以下 1,000 円 □
当日各 500 円増
問：心に届け実行委員会
Tel. 090-9637-2157（石井）
5
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7/12

（土）福島県郡山市
●
鹿島大神宮 社務所（郡山市西田町丹
伊田字宮作 33)
14:30 開場 15:00 開演
自
大人 2,500 円 中学生以下 1,500 円 □
当日各 500 円増
問：渡辺 Tel. 090-8784-9729

7/13

●
（日）福島県三春町
三春交流館まほら 大ホール
ゲスト：野上結美（ピアノ）
自
14:00 開場 14:30 開演 1,000 円 □
問：三春アンサンブル支援会
Tel. 080-6016-0218（井上）

小島千絵子、齊藤栄一

（5月30日現在）

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
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 □
託
未就学児の入場は不可 ■
問：太鼓の里体験学習館
Tel. 076-277-1721

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

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
8/22（金）
「海の祭」
出演：鼓童オールキャスト
8/23（土）
「大地の祭」
出演：鼓童、ゲスト：BLUE TOKYO
8/24（日）
「祝祭」
出演：鼓童
ゲスト：BLUE TOKYO、DAZZLE
ごしゅ
ECシアター「鼓童大吟醸『五衆』」
ワークショップ
「親子でどん、どん、どん！」、
「三宅太鼓」、
「アフリカンダンス」、「みんな一緒にとこと
んドン！」、「 みんなで踊ろう
！新潟下駄総
踊り」、「あなたも大太鼓打ちに！」、「小
木おけさ」、「千絵子流女打ちの基本」、
「浜河内鬼太鼓」、
「ヴォイス・サークル」
トーク＆ライブ 山口幹文（鼓童）
セミナー「日本海大学と佐渡国民俗博物
館：宮本常一の構想」
※コンサート、ワークショップの詳細は同封
のパンフレットをご参照ください。

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
鼓童特別編成公演
〜人地天、SOUL を燃やして〜

9/19

（金）千葉県千葉市
千葉市若葉文化ホール

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。

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

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

（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 □
問：道新プレイガイ
ド Tel. 011-241-3871

9/20

●
（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
7/1（火）発売
問 ： KODO IN TOMAKOMAI 実行委
員会 佐藤 Tel. 090-9512-1044
発売日、
問合わせ、
対象年齢が変更となりました。

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
指定席 5,000 円 自由席一般 3,500 円
自由席 小・中学生 1,500 円
当日各 500 円増
8/1（金）発売予定
問：斜里町芸術文化事業協会
Tel. 090-3111-7106（三浦）

10/2

先
（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
5,000円 □
問：シベールアリーナ Tel. 023-689-1166

鼓童の会チケット先行予約
山形市、三島市
申込方法は 7 ペー
ジをご覧ください。

10/4

（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

（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
前5,000円 当 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

（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
問：河北チケットセンター
Tel. 022-211-1188
トップアート Tel. 022-344-3854

10/10

（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
5,700円 □
7/5（土）発売
問：tvkチケットカウンター Tel. 0570-00-3117

10/11

（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
問：船橋市民文化ホール
Tel. 047-434-5555
音楽工房キャップス Tel. 043-224-1710

10/13

（月・祝）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
5,700円 □
問：tvkチケットカウンター Tel. 0570-00-3117
先
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 □
7/13（日）発売
問：イーストン Tel. 055-931-8999

10/19

●
（日）愛知県みよし市
みよし市文化センター サンアート
18:00 開場 18:30 開演
指 7/5（土）発売予定
5,500円 □
問：みよし市文化センター サンアート
Tel. 0561-32-2000

10/25

（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（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、
さ
らに進化した舞台表現をお届けいたします。
鼓童の会の先行予約は8月号でご案内します。

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

,7

（土） （日）大阪市
NHK 大阪ホール

12/10

（水）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

,16

（月）
（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 大ホール

12/25

（木）新潟市
新潟県民会館大ホール
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鼓童オンラインストアからのお知らせ
■ ECグッズ 先行発売中

これまで、
たくさんの方々の熱いサポートに支えられてきたEC。今

ECグッズの先行発売をオンラインストア、
メールオーダーのみで

Tシャツ 左から：スレート、
ゴールド、
ターコイズ

○Tシャツ 各3,900円
シャツ色： ゴールド、
ターコイズ、
スレート
（XS〜XLサイズ）
アーガイルパープル
（M、Lサイズのみ）
○ガールズTシャツ 3,900円
シャツ色： アーガイルパープル
（M、Lサイズのみ）
○Tシャツワンピース 3,900円
シャツ色：アッシドブルー
（Mサイズのみ）
○2 way ショルダーバッグ 1,800円
バッグ色：ナチュラル
（生成り）
○手ぬぐい 1,000円

信三郎帆布製

年も、城山コンサートの「ご招待券」付きのサポータープランをご用意
しております。皆様のご支援をお待ちしております。

行っております。価格はすべて税込みです。

■ 限定発売

アース・セレブレーション2014
サポーター募集

Tシャツワンピース

Aプラン 50,000円
特典 ・公式サイトへバナー＋リンク掲載
・会場の掲示板、
期間中の配布物へ御名前を掲載
・8/22（金）
の城山コンサート御招待券2枚贈呈
Bプラン 10,000円
特典 ・公式サイトへ、
会場の掲示板、
期間中の配布物へお名前を掲載
・8/22（金）
の城山コンサート御招待券1枚贈呈
募集締切：7月10日
（木）
お申込方法： 公式サイト
（http://www.kodo.or.jp/ec/）
の申込フォーム
をご利用ください。
問: アース・セレブレーション実行委員会
Tel. 0259-81-4100（平日9:30 ～ 17:00）

「芸術新潮」鼓童記事掲載のお知らせ
発売中の「芸術新潮
（新潮社）
」6月号に、芸術監督・坂東玉
三郎さんの特集記事、鼓童の紹介記事が掲載されています。「神
秘」稽古の様子や舞台写真など盛り沢山の内容となっております。
是非ご覧くださいませ。
新潮社サイ
ト｜http://www.shinchosha.co.jp/geishin/
ガールズTシャツと
2wayショルダーバッグ

ECポシェット2014

京 都・東 山の名 店「 一 澤 信 三 郎 帆

鼓童の会会員先行予約
鼓童の会会員の皆樣を対象に山形県山形
市、静岡県三島市の先行予約を受付けます。

布」
とのコラボレーションポシェットをアース・

受付は各主催者です。公演情報(4ページ）
と合

セレブレーションオリジナルデザインにて、

わせて確認の上、
お申し込みください。

限定発売いたします。
財布や携帯電話などを入れるのに
ぴったりな小型のポシェット。アース・セレ
ブレーション会場はもちろん、旅行の際の
航空チケットやパスポート入れとしても便
利です。紺色の本体にレンガ色のショル
ダーバンドとブロンズ色のボタンを組み合わせたアース・セレブレーション
オリジナルです。
6月13日
（金）
発売予定 30個限定販売です
価格：8,800円
（税込）
サイズ：たて25cm x よこ [上19cm・下18cm] x マチ3cm
ショルダーバンドの長さ 約120 cm（長さは調節できません。）
色：
【本体】紺 ×【バンド】レンガ プリント：ブロンズ

■ 10/2 山形公演 【受付方法：電話受付】
期間：6/28（土）10:00 ～ 7/3(木）19:00 Tel. 023-689-1166
電話予約後にチケットに振込票を同封して郵送。振込手数料のみご負
担下さい。窓口での引き取りも可能ですので、
お申し出ください。
■ 10/17 三島公演 【受付方法：郵便振替】
口座番号：00180 - 6 - 315164 加入者名：イーストン
期間：6/16（月）～ 6/30（月）
※郵便局に備え付けの青色の払込取扱票を利用。
※払込金額：チケット代金×枚数+郵送手数料500円
※「ご依頼人欄」に、お客様の
『 郵便番号・ご住所 』、
『 お名前
（ふりが
な）』、
『お電話番号』
をご記入ください。
※「通信欄」に
『公演日、公演名
（10月17日・鼓童三島公演）』、
『ご希望
の枚数』、
『 鼓童の会の会員番号』
をご記入ください。

■ 今月の付録
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/
7
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・
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《浅草公会堂で6月21日〜25日 連続公演》
鹿児島から始まった今回のツアーも順調に進んできました。
ツアーの折り返しは今年で２年目を迎えた浅草。昨年から１日
増えて５日間の連続公演です。鼓童メンバーもお気に入りを探
して浅草界隈を散策予定。皆さんも是非、観光、食事、
お買い
物、
お気に入りの浅草と鼓童公演をセットにしてみてください。
チケットのお求めはtvkチケットカウンター、浅草公会堂(Tel.033844-7491）
にお問合せください。6/21、22は残席僅かです。

■ 鼓童の活動紹介パネル展／太鼓体験コーナー
浅草公会堂１階 展示ホール
6/21
（土）
〜25
（水）10：00〜18：00（最終日は17：00まで）

鼓童の活動を紹介するパネルほか、研修所の紹介や関
係映像の視聴コーナーなどがお目見えします。浅草で佐渡の
息吹を感じてもらえるようなスペースも計画中です。未知の鼓
童に出会えるかもしれません。
展示ホールの一角にはさわっていただける太鼓も出現。ミ

写真：岡本隆史

ニ体験も予定しています。

■ 昨年の浅草公演ライブDVD 「伝説」 ６月２１日公演初日より発売開始
浅草公会堂にてDVD「伝説」をお買い求めの方、先着100名様に
DVD収録の大太鼓奏者３名のサイン入りポストカードプレゼント
収録曲

芸術監督・坂東玉三郎が卓越した感性
で鼓童をさらなる新境地へ解き放った記念

カデン／モノクローム／いぶき／鬼太鼓／

碑的作品。日本全国を縦断し、
ニューヨー

月待ち／大太鼓 中込健太／大太鼓 石塚

ク、
ラスベガスなど全米25都市を含む一年

充／大太鼓 住吉佑太／屋台囃子／結

以上のツアーで「伝説」は研ぎ澄まされまし
発売日：2014年6月21日
価格：3,888円
（税込）
会員価格：3,500円
（税込）
時間：96分
リージョンコード：ALL
（全世界）
仕様：ステレオ／製品番号：OD-009
販売元：音大工
2013年6月9日 浅草公会堂で収録

た。千秋楽の浅草公演をライブ収録し、新
たな
「伝説」
としてお届けします。
一般のレコード店等でのお取り扱い予定はあり
ません。鼓童オンラインストア、鼓童公演会場
にてお求めください。

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、
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

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

http://www.kodo.or.jp
■ 鼓童公演のチケットについて Tel. 0259-86-2330
・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
Fax. 0259-86-2385 Email: info@sadotaiken.jp
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
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