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アース・セレブレーション2014

今年もご来場ありがとうございました。
アース・セレブレーション2014
城山コンサート初日
「海の祭」
にて
（写真：岡本隆史）
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鼓童通信
2014年7月〜8月

八／二九 佐渡・小木祭り太鼓より。お世話になって
いる地元の方々への感謝を込めて、門付けします。
（写真：中川由貴）
			

8/3

山口幹文「Radical Japanese Music
2〜ザンギリアタマの日本音楽〜」出演
（東京・千代田区）

小島千絵子「千絵子流女打ちワーク
ショップ」
（東京・目黒区）

8/10

藤本𠮷利、山口幹文「因幡和太鼓の
祭典」
ゲスト出演
（鳥取市）

てその前後をベテランの辻勝が唄い、坂本雅

気さに、
フレッシュな住吉佑太の大太鼓、
そし

り、拍 手 をくださったり。 若いメンバーの元

人の自己紹介にお客さんも笑ったり、
頷いた

過ぎだろうかと、不安もありましたが、
一人一

介も挟みつつの三〇 分。 短い中で詰め込み

う！ と普 段はあまりしないM Cや自 己 紹

せっかくなので顔と名 前 を 覚えてもらお

公演に臨みました。

終えたばかりの、結 束 力の固い若 手 中 心で

い私達。 今回は約三ヶ月の
「 神秘 」
ツアーを

がら、実は佐渡で演奏する機会は意外とな

での公演。 佐渡に住んでいな

た鉱山祭りも、
今年は体育館

毎年雨の心配ばかりしてい

七／二七 鉱山祭
（新潟・佐渡）

8/3

最 後にはお客 様と一緒になって、佐 渡の最

幸が
「族」
のセンターを務め、
締めました。

小木港祭り
「小木祭り太鼓」
で門付け
（新潟・佐渡市）

8/30

小島千絵子、山口幹文、齊藤栄一、
見留知弘出演「悠久の里 慈恩寺コ
ンサート
『ゆき逢ひ』」
（山形・寒河江市）

8/25 EC 送り太鼓 齊藤栄一と阿部研三

（報告：内田依利）

悠久の里 慈恩寺コンサート

（報告：川村真悟）

を感じて頂けたのではないでしょうか。

場 くださったお客 様には、癒しと心 地 良さ

効果で舞台に魅力が増していきます。ご来

ンでは虫の声も聞こえてきて、
自然との相乗

の音色が響きました。 公演中の静かなシー

想的な雰囲気を醸し出す中、
鼓童の御祝い

寺の本 堂や回 廊 を 照らす 照 明がとても 幻

れを祝う公 演となりました。 夜もふけ、
お

る運びとなり、
この度のゆき逢ひ公演は、
そ

に恵まれた慈恩寺は、
今年国史跡指定され

確率十パーセント。お天道様

を 揉んだものの、当日は降 水

前 日までの天 気 予 報に気

「ゆき逢ひ」（山形・寒河江市）

八／三〇

も嬉しく思います。

初の夏 祭りを 盛り 上げることができ、
とて

8/29

アース・セレブレーション
2014（新潟・佐渡市）

8/24

8/22

鉱山祭出演
（新潟・佐渡市）

7/27

SOLO ACTIVITY
ソロ・小編成活動

7〜8月のタイムライン
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速報 アース・セレブレーション2014

城山コンサート

城山コンサート初日「海の祭」
城山コンサート 2 日目「大地の祭」より BLUE TOKYO

日本各地で豪雨や災害のニュースが流れる中、天
気の心配をしながら迎えた今年のアース・セレブレーション
（EC）
。舞台設営の作業中や期間中の夜中などには
雨が激しく降ることもありましたが、
イベント開催時は3日間
とも天気に恵まれ、延べ約6,400名
（有料イベントのみ）
のお客様にご来場いただきました。
ECは、
日常を離れて祝い寿ぐ祭の場所であると同時
に、太鼓芸能集団「鼓童」にとっては、通常の劇場公演
とは異なる実験的な試みに挑む、
冒険の場。27回目と
なった今年も、
さまざまな取り組みにチャレンジしました。
城山コンサートでは、初日は、準メンバーから名誉団
員まで総勢32名がオールキャストで出演するという異
例の豪華プログラムでお届けし、DAZZLE、BLUE
TOKYO、
ドラマーの梶原徹也さんという初めてのゲスト

城山コンサート初日「海の祭」

との共演がありました。ECシアターでは鼓童大吟醸「五
衆」
という小空間で味わっていただく新たな
「鼓童」
をご
賞味いただきました。これら今年のECを通じて発表し
た新曲は、
なんと総計9曲！ これらの作品や新たな取
り組みが、今後どのように展開していくか、ぜひご期待く
ださい。
その他、
さまざまなイベントの詳細や報告は次号にてご
紹介いたします。お楽しみに。
（写真：岡本隆史、前田聡子）
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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
■

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、立石雷、ほか
一般前 2,800 円 当日 3,000 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

藤本容子
「やまず めぐるも」
出演：藤本容子、磯野正博（マンドリン、ギ
ター）、加藤彰（ベース）、本間よしえ
（コーラス）

9/20

●
（土）新潟県佐渡市
吾妻夕映亭海容亭（佐渡市相川大浦548-1）
自
20:00開演
（終演20:50）1,500円 □
問：Tel. 090-2257-7252（磯野）
Tel. 080-5087-1481（サンニャ・プロジェクト）

9/23

●
（火・祝）新潟県佐渡市
Cafe一葉
（佐渡市佐和田東大通り）
18:00開場 18:30開演
（終演20:00）
自
2,500円
（食事、
ワンドリンク付き）□
問：Cafe一葉 Tel. 0259-57-2700

芸能の宝島・佐渡

9/21

-23

●
（日）
（火・祝）
新潟県佐渡市 佐渡市 両津文化会館
19:15 開場 19:50 開演
春駒、鬼太鼓、佐渡民謡、鼓童
佐渡島外からお越しで島内の宿泊施設
（民宿・旅館）をご利用のお客様対象。
各宿泊先で配付の入場整理券を持参し
てください。入場無料。
問：芸能の宝島佐渡実行委員会
Tel. 0259-27-5000（佐渡観光協会両
津支部）
※鼓童の演奏は30分程の予定です。
鼓童からの出演者：藤本吉利、小島千絵
子、山口幹文、齊藤栄一、見留知弘、稲
田亮輔、
鶴見龍馬

交流公演

9/23（火・祝）兵庫県小野市

（9月5日現在）

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

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
指 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

（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

9/28（日）岡山県吉備中央町

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）

ロマン高原かよう総合会館
16:30 開場 17:00 開演
一般前 2,000 円 当 2,500 円
高校生以下 前 500 円 当 700 円
自 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 前 2,000 円 当 2,500 円
自
高校生以下 前 500 円 当 800 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 □
2 才以下のお子様の入場は不可。
問：雲仙市教育委員
Tel. 0957-37-3113

12/7

先
（日）京都府京都市 ■
●
京都芸術劇場 春秋座
13:30 開場 14:00 開演
一般 4,500 円 シニア
（60 歳以上）
4,000
円 学生＆ユース席（25 歳以下）2,000
指 3 歳未満の入場は不可 ■
託
円□
10/2
（木）
10:00〜発売
問：京都芸術劇場チケットセンター
Tel. 075-791-8240

鼓童の会チケット先行予約
7 ページのインフォ
メーションページをご
覧下さい。

9/20（土）北海道苫小牧市

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）

10/2

（木）山形県山形市
シベールアリーナ
指
18:00 開場 18:30 開演 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

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
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
月刊「鼓童」2014年 9月号
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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 □
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
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

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
指
18:00 開場 18:30 開演 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
出演：藤本𠮷利、
小島千絵子、
山口幹文、
齊藤栄一、見留知弘、稲田亮輔、鶴見龍
馬 特別出演：阿部好江

10/2（木）-5（日）新潟県佐渡市

小木地区 宿根木公会堂
開演時間 10/2（木）15:00
5
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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

山口幹文
風の彩 二管の綾 其の六
【風の彩 二管の綾 其の六 共通情報】
出演：山口幹文、森美和子
自
前3,000円 当3,500円 □
チケット申込み・問：10/18上越公演のお
問合せ先を除き、ユクリ Tel. 090-70948875（森）
Email：info@fuefuki.org

10/16

（木）
富山県高岡市
●
高岡文化ホール・小ホール
18:30開場 19:00開演
協力：
（株）
山口久乗

10/18

（土）
新潟県上越市
●
古民家・平左衛門（上越市横畑524）
18:00開場 18:30開演
問：かみえちご山里ファン倶楽部
Tel. 025-541-2602

10/19

（日）
東京都台東区
●
浅草見番・浅草三業会館
16:30開場 17:00開演

10/22

（水）
愛知県名古屋市
●
想念寺
（熱田区旗屋町509）
18:30開場 19:00開演

10/24

（金）
大阪府高槻市
●
STUDIO73（高槻市高槻町6-26）
18:30開場 19:00開演

10/25

（土）
兵庫県伊丹市
●
旧岡田家酒蔵（みやのまえ文化の郷 伊
丹市立伊丹郷町館）
14:30開場 15:00開演

10/26

（日）
京都府京都市
●
HUB Kyoto（ 上 京 区 相 国 寺 門 前 町
682）13:30開場 14:00開演

（9月5日現在）

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
初級 / 中級各 16,200 円 / 月 2 回
対象：太鼓経験者、高校生以上
詳しく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）

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（木）,21（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 □
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
表記のない公演は未就学児の入場は不可です。

出演予定：船橋裕一郎、石塚充、小田
洋介、
坂本雅幸、
前田剛史、
小見麻梨子、
草洋介、
立石雷、
小松崎正吾、
安藤明子、
漆久保晃佑、地代純、三浦康暉、神谷
俊一郎、鶴見龍馬、渡辺健吾

11/20

（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。
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

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。

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
指
13:45 開場 14:30 開演 6,000円 □
問：長岡市芸術文化振興財団事業課
Tel. 0258-29-7715
詳しくは裏表紙をご覧下さい。

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
18:00 開場 18:30 開演
指 10/11
（土）
発売
6,500円 □
問：tvk チケットカウンター
Tel. 0570-00-3117

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
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（土）,7（日）大阪府大阪市
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 9/20（土）
発売
6,000円 □
問：ページ・ワン Tel. 06-6362-8122

12/10（水）岡山県岡山市

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

12/12（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（月）,16（火）

福岡県福岡市 博多座
15 日 16:00 開演 16 日 11:00 開演
客席開場は開演の 30 分前を予定。
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（金）-23（火・祝）
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
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

（木）新潟県新潟市
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
鼓童ワン・アース・ツアー2015
〜神秘 1〜3月 アメリカ・カナダ

1/27（火）ワシントン州ベリンハム

Mount Baker Theatre
19:00開場 19:30開演

1/31

,2/1

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

2/4（水）カリフォルニア州サンタバー
バラ GranadaTheatre 19:00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

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

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

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 19:30開演

2/26

（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

3/3（火）ニューヨーク州ロチェスター
Kodak Hall at Eastman Theatre
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

3/12

(木）
カナダ・オンタリオ州トロント
Sony Center for the Performing Arts
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

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

3/29

（日）
ジョージア州アセンズ
Hodgson Concert Hall at the UGA
Performing Arts Center 19:00開演
月刊「鼓童」2014年 9月号
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鼓童佐渡特別公演
秋の特別公演も近づいてまいりました。公演を観に宿根木へい
らしたついでに太鼓や稲刈りの体験に参加しませんか？ 公演詳
細は5ページの公演情報をご覧ください。
■ 出演者が決まりました
藤本吉利、小島千絵子、山口幹文、齊藤栄一、見留知弘、
稲田亮輔、鶴見龍馬／特別出演：阿部好江
■ 鼓童の会企画 深浦学舎夕食会
会員の皆様を対象にした深浦学舎の見学と夕食会です。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：10/4（土）19:00〜
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。
申込・問：鼓童文化財団
（本間）Tel. 0259-81-4100
■ 佐渡特別公演 特別企画 昔ながらの稲刈り体験
10/5（日）9:30〜13:30 昼食時間含む
場所：宿根木・白山丸展示館付近 定員：15名
参加費：大人2,500円、子ども
（小学生）1,500円 昼食代含む
問：たたこう館 Tel. 0259-86-2320
■ たたこう館で太鼓体験
10/4（土）
、5（日）
の2日間は1日4回太鼓体験を実施します。
体験開始時間：(1)9:00〜、(2)11:00〜、(3)13:00〜、(4)15:00〜
体験時間各1時間 料金：大人1,600円、小学生850円
申込・問：たたこう館 Tel. 0259-86-2320
■ 宿根木の「小木民俗博物館」
「清九郎」
「金子家」
「三角家」 4館
共通入場券を鼓童佐渡特別公演期間中に販売
入場券価格：大人1,000円、小人500円
小木民俗博物館、宿根木体験学習館、清九郎、三角家で販売
問：宿根木を愛する会 代表 濱田 Tel. 090-4725-3717

鼓童の会・チケット先行予約
■ 12/7京都 交流公演 先行予約

鼓童の会会員の皆様を対象に、12月7日
（日）
に京都芸術劇場
春秋座で行われる
「交流公演」の先行予約を行います。受付は
京都芸術劇場です。公演詳細は6ページをご参照ください。
先行予約受付日時：10/1（水）10:00〜17:00
オンラインのみ10/2（木）9:59まで
申込方法：
● 電話 075-791-8240 京都芸術劇場チケットセンター
10:00 ～ 17:00
「鼓童の会」会員である旨お伝えください。会員証の確認は不要
● 窓口 京都芸術劇場チケットセンター窓口 10:00 ～ 17:00
「鼓童の会」会員である旨を伝え、会員証をご提示ください。
● オンラインチケットストア 10/1（水）10:00〜10/2（木）9:59
以下の方法で先行予約限定IDを使って購入していただきます。
「京都芸術劇場HP」(http://www.k-pac.org/ticket.html)より
チケットへ→「チケットを購入」
ボタンを押し
会員ID kodo パスワード 1207kyoto を入力して購入画面へ。
（このIDとパスワードは先行予約日時のみ有効です。）
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■「鼓童ワン・アース・ツアー 2014〜永遠」
先行予約の申し込みをされた会員の皆さまにお知らせ
8/28〜9/1で受付しました
「鼓童ワン・アース・ツアー 2014〜永
遠」の先行予約では、沢山のお申込みありがとうございました。
9/22までに請求書、
クレジット決済案内を送付いたします。プレオー
ダーの方はメールで決済案内を送ります。9/22以降に何も届かな
い場合は鼓童チケットサービスまでお問合せください。
ファクスを裏面で送られた方、
お名前のない方が数件ありました
のでご確認ください。
エ

ク

サ

ド

ン

平成26年度 EXADONサポーター育成講座
佐渡市民を対象に、
太鼓を使った認知症予防の講義と実技の講座を
開催します。たたこう館にて「しんちゃんせんせい」が実技を指導します。
日時：6回1コース 10/18（土）
、19（日）
、11/15（土）
、16（日）
、
12/6（土）
、7（日）13:30 ～ 16:30 ／ 2015年1月〜3月
（日時・会
場未定）
「認知症予防講演会」
で体験活動
会場：佐渡太鼓体験交流館
（たたこう館）Tel. 0259-86-2320
講師：講義…汐彩クリニック森本芳典先生、
技術…鼓童文化財団十河伸一
（しんちゃんせんせい）
対象：佐渡市一般市民でEXADON普及活動に協力できる方
参加費：無料 募集人数：30人
（申し込み多数の場合は抽選）
申込・問：佐渡市高齢福祉課介護保険係 濱田主任保健師
Tel. 0259-63-3790 Fax. 0259-63-5121
Email: h-korei@city.sado.niigata.jp
住所、
氏名、
電話番号をお知らせください。応募締切：9月末
参加可否：10月上旬に封書にて、
申込者宛に郵送で通知いたします。

鼓童オンラインストアからのお知らせ
■ 鼓童オンラインストア ネットショップ限定セール

鼓童オンラインストアでは、
ネットショップ限定セールを開催中です。
なお、対象商品が無くなり次第終了とさせていただきますので、予め
ご了承ください。

■ 太鼓のことなら鼓童へ

皮の張替、調節、新規作成など、
どんなことでもお気軽にご相談く
ださい。また、鼓童ではオリジナル楽器「締獅子太鼓」
を取り扱って
おります。詳細、不明な点などございましたら、鼓童オンラインストアま
でお問い合わせください。
締獅子太鼓

締獅子太鼓
太鼓の皮の直径：1尺2寸
（約36.5cm）
胴の長さ
：1尺5寸5部
（約48cm）
価格：194,400円
ファクス、
メールでもお問い合せを
受け付けしています。
Fax. 0259-86-3631 Email: store@kodo.or.jp
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/

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。

基本

vol.339

鼓童 2014年9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）

《鼓童ハートビート・プロジェクト》
バリエーション

中越大震災10年復興祈念・東日本大震災復興祈願祭
～たくましく前へ、長岡～

中越大震災から10年の復興祈念と東日本大震災の復興を祈
願して、
「鼓童ワン・アース・ツアー〜永遠」
と東北の歴史ある芸能
団体の特別公演を長岡で開催します。
このほか、東北の芸能団体による演奏、東北物産展など、盛り
だくさんの内容です。

11/30（日）新潟県長岡市
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 17:40終演
（予定）
出演：鼓童
特別出演：菅波じゃんがら念仏踊り
（菅波青年会・福島県）
、
岩崎鬼剣舞
（岩崎鬼剣舞保存会・岩手県）
、
大槌城山虎舞
（大槌城山虎舞・岩手県）
ゲスト出演：悠久太鼓長岡光悠会、山古志太鼓会、
しぶみ太鼓

公演プログラム 菅波じゃんがら念仏踊り
（14:30〜17:40） 岩崎鬼剣舞
大槌城山虎舞
鼓童ワン・アース・ツアー〜永遠
フィナーレ

前・当共 6,000円
チケット発売中
全席指定、未就学児の入場はご遠慮ください。
問：長岡市芸術文化振興財団事業課 Tel. 0258-29-7715

左から：菅波じゃんがら念仏踊り、岩崎鬼剣舞、大槌城山虎舞

アリーナでの公演のほか、
ナカドマでは東北芸能団
体による公演や東北物産展を開催します。（10:00
〜入場無料）
また、長岡の子どもたちを対象とした鼓
童メンバーによる太鼓ワークショップを行います。参
加はできませんが観覧無料です。

ハートビート・プロジェクト

鼓童は芸能の持つ力を信じ、東日本大震災からの復興を応援する
「ハート
ビート・プロジェクト」
を行っています。公演を観て頂いた方々に元気を届ける
こと、被災地での芸能復興を支援すること、
また鼓童のネットワークを通じて
日本や世界の方々にメッセージを伝えることを続けてまいります。
Heartbeat Project Logo Design Haruna Kino

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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