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鼓童「打男DADAN」
スペイン・タラゴナ公演リハーサル
（写真：中込健太）

発行…鼓童 〒952-0611 新潟県佐渡市小木金田新田148-1

鼓童通信
2014年6月〜2014年7月
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エクスタジア二〇一四
（石川・白山市）

七／二〇 白山国際太鼓

ることを改めて感じました。

方に支えられて一つ一つの公演が実現してい

の気持ちでいっぱいです。 本当にたくさんの

荘まで足を運んでくださった皆さんに感 謝

くれたことを 兄から聞き、両 親と、由 利 本

大勢の方々ぜ走り回ってチケットをさばいて

に両 親が、私がお世 話になった方々、
その他

ていただき、感激しました。この公演のため

ビーに出た時、
たくさんの方々に拍手で迎え

にきてくださいました。 終 演 後、面 会でロ

なった先生など、懐かしい方々がたくさん観

先輩、
後輩、
小学校の時の習い事でお世話に

た。 親戚一同はじめ、友人や

を ずっと心 待ちにしていまし

初めての秋田公演。この日

七／六 秋田・由利本荘市

ONE EARTH TOUR
ワン・アース・ツアー 〜神秘

6〜7月のタイムライン

打男 DADAN 2014
（スペイン、
フランス）

小島千絵子、
齊藤栄一
ワークショップ・公演
（カリフォルニア州ロサンゼルス）

7/23

7/14

7/19

「Taiko for Peace」
（新潟・佐渡市）

7/14

山口幹文「一管風月」
（福島県）

7/13
7/11

白山国際太鼓エクスタジア2014出演
（石川・白山市）

7/26

白山丸まつり前夜祭出演
（新潟・佐渡市）

れた和太鼓奏者が競演する「太鼓エクスタジ
ア」のゲストとして出 演させていただきまし
奏が繰り広げられました。どの団体も完成

た。一幕では計 四 団 体の和 太 鼓チームの演
度が高く、
お客 様の心をぐっと掴んでいるの
を舞 台 袖で感じつつ、私たちも彼らのエネル

形で幕を閉じることができました。 今 回で

ギーに共 振し、千 秋 楽の舞 台は素 晴らしい
きた新たな繋がりを 大 切に、
またご一 緒で
（報告：安藤明子）

きる日を楽しみにしています。

DADAN
打男
七／九〜十五 スペイン公演
私にとって初の海 外 公 演。
スペインのお客さんからどんな
反 応が返ってくるのか公 演 初
日は特にドキドキでしたが、
想像を遥かに超
えた盛り上がりで、
帰ってホテルについても本

7/15「打男 DADAN」
スペイン・マドリード公演
（写真提供：www.ESJAPON.com）

日は雨が降り客 席もずぶ濡れでしたが、大

しているなんて本 当に素 晴らしいです。 初

いる古代のローマの劇場、遺跡が現役で活躍

界 文 化 遺 産にも 登 録されて

続 野 外 公 演です。 会 場は世

フランスのリヨンでの二日連

七／二一〜二二 フランス・リヨン

（報告：渡辺健吾）

の皆さんにも見ていただけたらと思います。

てもらいたいです。そして、
そんな私を日本

る時には先輩方に少しは成長したなと認め

もっと舞台のことを考えて考えて、
日本に帰

が、今の自 分の力で満 足 す るのではな く、

した。 毎 回 大 きな 拍 手 をいただきました

奏者を目指すかを考えるいい機会となりま

学び、
また、自 分にとってこれからどんな演

の動き方など、演 奏以外にも沢 山のことを

ちろんですが、楽 屋の使い方や搬 入 搬 出 時

を通して先輩方から演奏に関することはも

番の高 揚 感が収まりませんでした。ツアー

7/20
今 回のツアーの千 秋 楽に、石 川 県で行 わ

7月

鼓童ワン・アース・ツアー
2014〜神秘 日本国内

7月
6月

2
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勢のお客様にご来場いただきました。 皆様
ポンチョをかぶりながら歓 声や口笛で会 場

SOLO ACTIVITY
ソロ・小編成活動

当 日は心 配された台 風八

常勝院
（福島・いわき市）

山口幹文「一管風月」ピアノ・歌 野上結美

号も直前に去り、流れる雲の

七／十一

名物の座布団投げ
（非常に良かったよという

上に抜けるような青空が広が

二日目は昨日以 上に盛り 上がり、
リヨン

を盛り上げてくださいました。

ジェスチャー）
が起こり、
客席と共に私達も大

りました。 客 席となった本 堂 を 開け放ち、

チームの特徴のあるリズムや舞台構成、勢い

（報告：齊藤栄一）

のある演奏に、
非常に刺激を受けたアメリカ

滞在でした。

KODO CULTURAL FOUNDATION
鼓童文化財団

「 Taiko for Peace
─平和
のための太鼓─」と銘打ったプ

（新潟・
Taiko for Peace

ログラムで、多文化交流のため

佐渡市）

七／十四〜十九

興の祈 願 を 込め、
ご住 職の声 明と鐃 鈸
（仏

かれた
「祈」
「 七夕 」
の文字。 公演は震災復

来日したアメリカの高校生を七月十四日から

境内には一対の篝火と竹の灯明を並べて書

興奮で幕を閉じることが出来ました。また
（報告：小田洋介）

教で用いられるシンバル）
に笛の音を重ねて

六日間、深浦学舎で受け入れました。 𠮷利

にょう はち

始まりました。

ケージ作りや竹箸作り、佐渡の羽茂高等学

による太鼓ワークショップのほか、
ワカメのパッ

校との交流事業に参加など盛り沢山。まさ

共演の野上さんの演奏も素晴らしく、満
と時を過ごすことができました。 惜しむら

た。

に日本の田舎でできた小さな国際交流でし

員のお客 様
（ 一二〇 名ほど）
と、心に残るひ
くは、
燃えるような夕焼けと本堂の上に昇っ

高校での太鼓や唄のパフォーマンスは感動を

鼓童のスタッフに見せてくれた成果発表や

た月を見ることができなかったこと。一曲で
も外で演奏すれば良かったです。
（報告：山口幹文）

現場に触れること、
その体験によって平和な

覚えました。 人と人、地 域と地 域が繋がる
七／十八〜二〇 小島千絵子、齊藤栄一

動が体現できた機会でした。

三〇〇人以上の参加者と食事をしたり、
即

ムンムン。 初日のウェルカム・レセプションにて。

世界中から集まった太鼓大好き人間で熱気

行ってきました。 会場になったリトル東京は

七月末日をもちまして鼓童を離れることと

携わっていた安達彩が、
一身上の都合により、

なりました。またスタッフとして公演制作に

阿部研三、井上陽介が鼓童を離れることに

このたび十二月末をもって舞台メンバーの

MEMBER NEWS
メンバー短信

（報告：山中津久美）

社会を作っていけるという信念に基づいた活
2014 World Taiko Gathering
（カリフォルニア州ロサンゼルス）
「 World Taiko Gathering
」
に参加する為に、千絵子と栄

興セッションをしました。コンサートでは元メ

一でアメリカ・ロサンゼルスに

ンバーの渡辺薫さんと二日間で三ステージ、
毎

なりました。お世話になった皆様に感謝申

し上げます。

回違うプログラムを行いました。
またオーストラリア・イギリスなど、各国の
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フランスで公演ができる日を楽しみにしてい
ます。
7/26「白山丸まつり」前夜祭に小編成で出演。佐渡・宿根木の木造の美しい千石船の前で演奏いたしました。（写真：上田恵里花）

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
■

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
チケット料金
1 日券 一般 前 5,200 円 当 5,500 円
学生 前 3,500 円 当 3,800 円
8/22 〜 24 通し券 14,000 円
8/22+23
前 2 日券 9,400 円
8/23+24
後 2 日券 9,400 円
※通し券と 2 日券は前売のみです。
※中学生以下は無料ですが、小中学生
は「子ども招待券」が必要です。鼓童
チケットサービスまでお申し込みください。
EC シアター 8/24（日）14:30 〜
鼓童大吟醸『五衆（ごしゅ）』
出演：山口幹文、齊藤栄一、見留知弘、
船橋裕一郎、阿部研三、阿部好江
トーク＆ライブ 8/23（土）10:00 〜 11:30
「僕の音楽遍歴」山口幹文
セミナー 8/24（日）9:30 〜 12:30
「日本海大学と佐渡国民俗博物館：宮本
常一の構想」
講師：小西公大（東京外国語大学）
、
杉本浄（東海大学）
、門田岳久（立教
大学）
受付中のワークショップ（7/28 現在）
(1) 太鼓「親子でどん、どん、どん！」
(3) 踊り「アフリカンダンス」
(5) 踊り「みんなで踊ろう
！新潟下駄総踊
り」
(9)(10) 唄・踊り「小木おけさ」
(13) 唄「ヴォイス・サークル」
※ EC シアター、トーク＆ライブ、セミナー
ワークショップは定員になり次第締切に
なります。 料金などはホームページもしく
はお問い合わせください。

チケット発売中

お電話でも予約を承ります。

http://www.kodo.or.jp/ec/
問：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
18:30 開場 19:00 開演
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）
出演：齊藤栄一、船橋裕一郎、石塚充、
中込健太、前田剛史、ほか
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
※先月号で公演時間が違っておりました。
お詫びして訂正します。

交流公演

9/23

●
（火・祝）兵庫県小野市
小野市うるおい交流館エクラ
14:30 開場 15:00 開演
3,000 円 3 才以上中学生まで 1,500 円
自
□

2 才以下のお子様の入場は不可。
問：小野市うるおい交流館エクラ
Tel. 0794-62-5080

9/28

（日）岡山県吉備中央町
●
ロマン高原かよう総合会館
16:30 開場 17:00 開演
一般 2,000 円 当日 2,500 円
自
高校生以下 500 円 当日 800 円□
未就学児は無料、ただしお席が必要な
場合は要チケット。
問：ロマン高原かよう総合会館
Tel. 0866-54-1301
岡山音協 Tel. 086-224-6066

10/4

,5

（土） （日）
●
熊本県美里町
美里町文化交流センターひびき
10/4 19:00 開演
10/5 14:00 開演
大人 2,000 円 当日 2,500 円
自
高校生以下 500 円 当日 700 円 □
問：美里町文化交流センターひびき
Tel. 0964-48-8333

10/12

●
（日）長崎県雲仙市
国見町文化会館
（まほろば）
13:30 開場 14:00 開演
自
一般 3,000 円 小学生以下 1,500 円 □

（7月29日現在）

2 才以下のお子様の入場は不可。
問：雲仙市教育委員会
Tel. 0957-37-3113

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
18:00 開場 18:30 開演
指
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
問 ： KODO IN TOMAKOMAI 実行委
員会 Tel. 090-9512-1044（佐藤）

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 一般 3,500 円
小・中学生 1,500 円 当日各 500 円増
問：斜里町芸術文化事業協会
Tel. 090-3111-7106（三浦）
※先月号で指定席料金が抜けておりまし
た。お詫びして訂正します。

10/2

（木）山形県山形市
シベールアリーナ
18:00 開場 18:30 開演
指
5,000円 □
問：シベールアリーナ Tel. 023-689-1166

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）
□
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 □
問：ひたちなか市文化会館
Tel. 029-275-1122
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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
■

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 □
問：河北チケットセンター
Tel. 022-211-1189
トップアート Tel. 022-344-9854

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 □
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
16:30 開場 17:00 開演
指
5,500円 □
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
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 □
問：三島市民文化会館
Tel. 055-976-4455
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 大ホール
18:00 開場 18:30 開演
指
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
（完売）
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）
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）
問：大田市民会館 Tel. 0854-82-0938

鼓童佐渡特別公演2014ー秋ー

10/2

-5

●
（木） （日）
先
新潟県佐渡市小木地区 ■
宿根木公会堂
出演：藤本𠮷利、小島千絵子、
山口幹文、齊藤栄一、見留知弘ほか
開演時間 10/2 （木）15:00
10/3 （金）15:00
10/4 （土）11:00 15:00
10/5 （日）11:00 15:00
前 大人3,500円
小人
（4歳～小学生）1,500円
当日各300円増
鼓童の会会員割引
（前売りのみ）
大人3,000円 小人1,000円
チケット取扱い：鼓童チケットサービス
Tel. 0259-86-2330
（月〜金、9:30〜17:00）
主催・問：鼓童文化財団
Tel. 0259-81-4100

太鼓の里 響和館 鼓童講座
初級・中級 齊藤栄一
● 東京都目黒区 響和館
2014 年 10 月〜 2015 年 5 月 全 8 回
10/24（金）〜 27（月）、
11/28（金）〜 12/1（月）
※ 12 月以降の日程につきましては初回
講座時にお伝えいたします。
初級 / 中級各 16,200 円 / 月 2 回
※月 3 回の設定時間のうち、お好きな日
程で 2 回受講できます。
※補習講座として、追加で 1 回受講が
可能です。（補習受講料 1 回 2,700 円
税込）
対象：太鼓経験者、高校生以上
受付開始：8 月 23 日（土）
問：太鼓の里 響和館
Tel. 03-3714-2774（月曜 定休日）

（7月29日現在）

山口幹文,齊藤栄一ゲスト出演
「FLAMENCO 道成寺」
アルテ イ ソレラ鍵田真由美・佐藤浩希フラメン
コ舞踊団公演

11/20

,21

●
（木）
（金）
東京都中央区
日本橋公会堂
20日
（木）19:00開演
21日
（金）14:00開演／ 19:00開演
前 S席6,800円 A席5,000円
指
当 S席7,300円 A席5,500円 □
8/25（月）
発売
カンフェティチケットセンター Tel. 0120240-540（平日10:00〜18:00）
問：アルテイソレラ Tel.03-5453-0016
（平日 10:00 〜 18:00）
Email:info@arte-y-solera.com

鼓童ワン・アース・ツアー2014
〜永遠 11〜12月
鼓童の会チケット先行予約
申込用紙を同封しており
ます。ご確認ください。

11/20

先
●
（木）新潟県佐渡市 ■
アミューズメント佐渡
18:30 開場 19:00 開演
SS席 4,500円 （1階1列〜13列）
S席 4,000円 （1階14列〜29列）
A席 3,500円 （2階1列〜3列）
指
B席 3,000円 （2階4列〜7列）□
※学生
（小学生〜高校生）はSS〜A席
2,000円は引き。当日会場入口で差額の
2,000円を返金します。B席の割引はあり
ません。中学生以上の方は身分証明書
をご持参ください。
未就学児の入場は不可
託 要予約 鼓童 Tel. 0259-86-3630
■
9/20（土）チケット発売
問：鼓童チケットサービス
Tel. 0259-86-2330

●

先
11/30（日）新潟県長岡市 ■

中越大震災 10 年復興祈念・東日本大震災復
興祈願祭 ハートビート・プロジェクト特別公演

シティホールプラザ アオーレ長岡  アリーナ
13:45 開場 14:30 開演
指
6,000円 □
8/31
（日）
発売
問：長岡市芸術文化振興財団事業課
Tel. 0258-29-7715
詳しくは鼓童オフィシャルサイトをご覧ください。
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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。

12/2

先
●
（火）神奈川県川崎市 ■
ミューザ川崎シンフォニーホール
18:00 開場 18:30 開演
指
6,500円 □
10/11
（土）
発売
問：tvk チケットカウンター
Tel. 0570-00-3117

12/4

先
（木）愛知県名古屋市 ■
●
愛知県芸術劇場コンサートホール
18:00 開場 18:30 開演
指
A席6,500円 B 席 4,000 円 □
10/6
（月）
発売
問：中日劇場 Tel. 052-263-7171

12/6

,7

先
●
（土） （日）大阪市 ■
NHK 大阪ホール
6日
（土） 17:30開場 18:00開演
7日
（日） 13:30開場 14:00開演
指
6,000円 □
9/20（土）
発売
問：ページ・ワン Tel. 06-6362-8122

12/10

先
●
（水）岡山市 ■
岡山市民会館
18:00 開場 18:30 開演
指
5,500円 □
9/12
（金）
発売
問：岡山音協 Tel. 086-224-6066

12/12

先
●
（金）広島県広島市 ■
上野学園ホール
18:00 開場 18:30 開演
指
S席6,000円 A 席 5,000 円 □
9/13
（土）
発売
問：広島テレビ Tel. 082-249-1218

12/15

,16

●
（月）
（火）
先
福岡県福岡市 ■
博多座
15 日 16:00 開演予定
16 日 11:00 開演予定
A 席 8,000 円  特 B 席 7,500 円
B 席 6,000 円  C 席 4,000 円
10/11
（土）
発売
問：博多座電話予約センター
Tel. 092-263-5555（10:00〜18:00）

12/19

-23

（金）
（火・祝）
●
先
東京都文京区 ■
文京シビックホール 大ホール
12/19 18:30開場 19:00開演
12/20〜23 13:30開場 14:00開演
指
S 席 7,000 円 A 席 5,000 円 □
学生券
（S席A席共通）
3,000円

10/11
（土）
発売予定
問：鼓童チケットサービス
Tel. 0259-86-2330
tvk チケットカウンター Tel. 0570-00-3117

12/25

先
（木）新潟市 ■
●
新潟県民会館大ホール
18:30 開場 19:00 開演
S 席 6,000 円 A 席 5,000 円
9/27（土）発売
問：TeNY チケット専用ダイヤル
Tel. 025-281-8000

2015 年

1/27

●
（火）
ワシントン州ベリンハム
マウント
・ベーカー・シアター
19:00開場 19:30開演

,2/1

（土）
（日）
●
カリフォルニア州バークレー
UC Berkley Zellerbach Auditorium
1/31 18:30開場 20:00開演
2/1 17:30開場 19:00開演

2/3

（火）
●
カリフォルニア州ロサンゼルス
Walt Disney Concert Hall
20:00開演

2/8

（日）アリゾナ州ツーソン
●
UA Presents: Centennial Hall
15:00開演

2/10

（火）
アリゾナ州メサ
●
Ikeda Theater
19:00開場 19:30開演

2/12

（木）
ネバダ州ラスベガス
●
The Smith Center for the Performing
Arts 18:30開場 19:30開演

2/17

（火）
テキサス州タイラー
●
The Cowan Fine and Performing Arts
Center 19:30開演

2/19

2/22

（日）
●
カンザス州マンハッタン
Kansas State University, McCain
Auditorium
19:00開場 19:30開演

2/24

（火）
カンザス州ローレンス
●
Lied Center of Kansas
19:00開場 19:30開演

2/26

鼓童ワン・アース・ツアー2015
〜神秘 1〜3月 北米

1/31

2/20

（金）
●
テキサス州サンアントニオ
Tobin Center for the PerformingArts
19:00開場 20:00開演

（木）
テキサス州オースティン
●
Paramount Theatre
19:30開場 20:00開演

（木）
●
テネシー州ジャーマンタウン
Germantown Performing Arts Center
19:30開演

2/28

（土）
●
ケンタッキー州リッチモンド
EKU Center for the Arts
19:00開場 19:30開演

3/7

（土）
●
カナダ・ケベック州モントリオール
Place des Arts- Salle Wilfrid
Pelletier
20:00開演

3/9

（月）
●
カナダ・オンタリオ州オタワ
Southam Hall 20:00開演

3/14

（土）
イリノイ州アーバナ
●
Tryon Festival Theatre
19:00開場 19:30開演

3/16

（月）
イリノイ州シカゴ
●
Symphony Center Orchestra Hall
19:30開演
問：Chicago Symphony Orchestra

3/24

（火）
●
バージニア州ニューポートニューズ
Ferguson Center for the Arts
18:00開場 19:30開演

3/28

（土）
ジョージア州アトランタ
●
Rialto Center for the Arts
20:00開演
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2015年度 鼓童文化財団 研修生・実習生募集
鼓童文化財団研修所では、2014年度より、
鼓童の舞台メンバー
を目指すコースとは別に、佐渡への定住を検討中の方や、全国各
地の地域振興に資する
「地域づくり」の人材を育成するコースを開
設いたしました。

鼓童文化財団 事務局
（担当：石原、
本間）
Tel. 0259-81-4100（9:30〜17:00/月〜金）
Fax. 0259-86-3631 Email: kenshujo@kodo.or.jp
「地域づくり」
コースについてのお問い合わせ、
お申込先：
佐渡太鼓体験交流館
（担当：上之山、
菅野）
Tel. 0259-86-2320（9:00〜17:00/月曜休館）
Fax. 0259-86-2385 Email: chiiki@kodo.or.jp

コースは分かれますが、鼓童の舞台制作活動の源泉となる自然
や芸能、
そして人の暮らしを、
共に連携して学んでいきます。
事前に必ず応募案内をご請求ください。（名前、年齢、住所、電話番号、

鼓童の会会員向け特別企画

職業
（学生の方は学校名・学年等）
をお知らせください。）

鼓童の会会員の皆様に深
浦学舎をご覧いただきたく、
「鼓

一次募集：10月1日〜11月18日
（必着）
※一次募集締切後に、若干名の二次募集を行う場合があります。
どちらのコースも性別、経歴、学歴、国籍不問。但し、稽古や講義で使わ
れる日本語を理解できる能力を身につけていることが必要です。

○「太鼓芸能集団 鼓童」
メンバー養成コース
（第34期）研修生
研修期間：2年間
（2015年4月～ 2017年1月）
応募資格：鼓童の舞台メンバーを目指す、18歳以上25歳以下
（2015.
4. 1現在）
の健康な方。
書類選考を経て2015年1月に研修所で面接による選考を行ないます。

○「地域づくり」コース
（第2期）実習生
実習期間：2015年4月〜2016年1月
（10 ヶ月）
応募資格：18歳以上
（2015.4.1現在）
で、実習および共同生活に適応
できる体力と精神力を持った健康な人。年齢の上限はありません。
面接の日程や詳細は、応募者に個別にお伝えいたします。

■「鼓童文化財団研修所」見学会
アース・セレブレーション期間中の土曜日、研修生への応募を考え
ている方や、鼓童の会会員の皆様を対象に、研修所見学会を開
催いたします。EC案内所からチャーターバスで約1時間の所にある
研修所まで送迎いたします。研修生は不在で稽古の様子等はご
覧いただけませんが、
スタッフが同行してご案内いたします。
日時：8月23日
（土）9:30EC案内所前集合〜12:30解散
（予定）
定員：38名様 料金：1,000円
（送迎バス代実費をご負担いただきます。）
お申込み方法：お電話かEメールでお申込みください。お名前、参加人
数、佐渡滞在中のご連絡先、鼓童の会会員の方は会員番号をお知らせ
ください。※団体での参加はできません。１組3〜4名様までとさせてい
ただきます。

■「鼓童文化財団研修所」説明会（大阪、東京）
来年度の研修生への応募をご検討中の方を対象に、
「 研修所
説明会」
を開催します。研修所の運営に携わるスタッフが、
ご質問
やご相談に直接お答えいたします。事前の申込みがなくてもご参
加いただけますが、会場設営や資料準備の都合上、
できるだけご
連絡ください。
東京会場 日時：9月27日
（土）10:30〜12:00
会場：文京シビックセンター・会議室
（文京区春日）
大阪会場 日時：9月28日
（日）10:30〜12:00
会場：ホテル新大阪・会議室
（大阪市東淀川区）
「太鼓芸能集団 鼓童」
メンバー養成コース、研修所「見学会」、
研修所「説明会」
についてのお問い合わせ、
お申込先：
7
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童佐渡特別公演2014-秋-」開
催に時期を合わせて夕食会を
写真：前田聡子

企画しました。佐渡島内外を
問わず、会員の皆様のご参加

をお待ちしております。鼓童文化財団スタッフや、
理事長の島崎信と
の懇談もお楽しみください。
日時：10月4日
（土）
午後7時より
場所：深浦学舎
（各自お越しいただけますようお願いします）
参加費：1,000円
（小学生以下500円）
※会員の方と同伴の方1名様までご参加いただけます。
お申込・問：鼓童文化財団
（担当：本間）
Tel. 0259-81-4100（月〜金／ 9:30〜17:00）
Email: zaidan@kodo.or.jp
※深浦学舎での宿泊もオプションで可能です。
詳細はお問い合わせください。

鼓童事務所よりお知らせ
■ 事務所休業

鼓童事務所はアース・セレブレーション開催並びに夏期休業のた
め、8月21日
（木）〜8月31日
（日）
までお休みさせていただきます。
この期間中、
ご用件は留守番電話にご伝言いただくか、
ファクスやE
メールでご連絡ください。9月1日以降の対応となりますこと、
ご迷惑
をおかけいたしますが、
何卒ご了承ください。
■ 月刊「鼓童」 9月号は9月16日発行

月刊「鼓童」9月号は、都合により例年より約1週間遅れて、9
月16日発行になります。
■ 編集部よりお詫びと訂正

となって
7月号
（Vol.337）P.6の三浦康暉の文中で「岩見神楽」
いましたが正しくは「石見神楽」でした。また、P.8,9の住吉佑太の
表記に間違いがありました。大変申し訳ございませんでした。

■ 今月の付録
・
「鼓童ワン・アース・ツアー 2014 〜永遠」チラシ
・
「鼓童ワン・アース・ツアー 2014 〜永遠」
先行予約申込書
（鼓童の会会員）
・
「鼓童ハートビート
・プロジェクト」チラシ
（新潟県のみ）
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。

vol.338

鼓童 2014年8月10日発行
（毎月1回発行） 発行…鼓童 〒952-0611 新潟県佐渡市小木金田新田148-1
電話 0259-86-3630 Fax. 0259-86-3631 Email: heartbeat@kodo.or.jp http://www.kodo.or.jp
発行責任者…青木孝夫 編集…西田太郎、
後藤美奈子、
千田倫子、
齋藤美和、
松田菜瑠美、
上田恵里花、
ウェルズ智恵子、
田中文太郎 校正…本間康子
郵便振替…00680-2-13115 鼓童の会 定価100円・年間購読料3,000円
（送料/購読料は会費に含まれています）

《アース・セレブレーション2014 直前情報》
■ 城山コンサート「祝祭」スペシャルゲスト

■ ECシアターと特別フリンジに
阿部好江が出演

城山コンサート最終日8月24日の
「祝祭」
にスペシャルゲスト・梶原徹

子育て中でスタッフとして仕事をしている阿

也さんをお迎えします。ロックバンド
「ザ・ブルーハーツ」
でご活躍され
ていた梶原さんのドラム。鼓童、
BLUE TOKYO、
DAZZLEとの共演で、

ター「五衆」
と特別フリ

どんな音を響かせてくれるでしょうか？ お楽しみに。

ンジ
「宵のゆんづる」
に唄

梶原徹也
（かじわら・てつや）
1963年福岡県生まれ。ロックバンド
「ザ・ブルーハー
ツ」の元ドラマーであり、世界中で演奏活動を続けるドラ
ム奏者。ロック、和太鼓やダンス、
アクロバット飛行機
とのコラボなど、
ジャンルにこだわらずパワー全開でドラ
ムを叩いて、爆発する生命エネルギーを伝えている。ま
た、バリアフリー・ロックバンド
「サルサガムテープ」やフ
リースクールでの音楽講座など、大人数でリズムを自由
に叩きながら、参加者全員で音楽の楽しさを共有する、
という活動を積極的に行っている。

■ 特別フリンジ 小木みなと公園特設ステージ

部好江
（旧姓 砂畑）
ですがEC最終日にはECシア

い手として舞台に戻って
まいります。少し落ち着
いた雰囲気で、
かわらぬ
うたごえをお届けいたし
ます。好江ファンのみな
さま、
どうぞこの機会を
お見逃しなく！

小木おけさ流し 23日
（土）20:30 ～ 23:00
小木の皆さんによるお囃子に合わせて「小木おけさ」
を踊りま
す。踊れる人も、
初めての人も踊りの輪に加わってください。
佐渡の芸能 24日
（日）14:15 ～
出演：羽茂・村山鬼舞つぶろさし、浜河内鬼太鼓
子孫繁栄の願いを込めて、つぶろさし、芸能の庭に登場です。
WSの受講者も巻き込んだ浜河内鬼太鼓も、
お楽しみに！
宵のゆんづる 24日
（日）21:30 ～
出演：小島千絵子
（踊）
、山口幹文
（笛）
、藤本容子
（箏）
、阿部
研三
（太鼓）
、宮﨑正美
（胡弓）
、阿部好江
（唄）
ECの締めは今年も
「宵のゆんづる」。秋の気配が潜む夜の空
気をまといながらクールダウンしてくだい。

テティー・アディ ライブ 22日
（金）21:30 ～
夜の特別フリンジの開始時間は、城山コンサート終演時間によって
出演：テティー・アディ
前後する可能性があります。
あの！アジャ・アディの息子がECに。'90年代、ECにたびたび
出演したアジャを知っている人なら、
その姿に父を重ね、思いを
馳せることでしょう。アフリカ、
ガーナの「ガ」族の出身。代々音
■ ECグッズのお求めはECショップで
楽家の家系を継ぎ、
自身もマスタードラマー。世界的に演奏活
小木港より徒歩5分の観光案内所
動、
ワークショップを行っています。彼のスピリット、ECで感じて
（マリンプラザ小木）
の2階にECオ
ください。
フ
ィ
シ
ャルシ
ョ
ッ
プを開設し
ます。
三宅太鼓 23日
（土）11:15 ～
8/21
（木）13:00～ 17:00
出演：三宅島芸能同志会
（津村親子）
8/22
（金）
〜24
（日）9:30～ 17:00
今年も、
みなと公園が三宅で盛り上がります！
8/25
（
月）
9:00～
12:00
狩野泰一 with 今泉孝文 LIVE 23日
（土）21:15 ～
また、城山コンサート会場内にも販
出演：狩野泰一
（篠笛）
、
今泉孝文
（ギター）
どうぞ
佐渡の風のような、篠笛とギターのサウンドをお楽しみください。 売コーナーを設けますので、
ご利用ください。
オリジナル曲や古今東西の名曲、パーカッションソロも飛び出し
写真：宮川舞子
ます。

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。

http://www.kodo.or.jp

鼓童事務所へのお問い合わせはこちらへ。
Tel. 0259-86-3630（代）
／Fax. 0259-86-3631
Email: heartbeat@kodo.or.jp
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