' 1 4 . 1 1 月号
vol.341

「神秘」国内公演 千穐楽
10/26 島根・大田市民会館にて
阿部研三、井上陽介は、
ワン・アース・ツアーとしては
最後の舞台になりました。（写真：中野聡）
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ONE EARTH TOUR
ワン・アース・ツアー 〜神秘
十／四 福島・いわき市
鼓童に在籍してから初めて
の地元公演となった今回、
一人
でも 多 くの方に鼓 童の舞 台
を感じて頂きたいと、
いわきアリオスにご協
力いただき、
ラジオや新聞などで県内の皆様
に呼びかけさせて頂きました。
当日はお天気にも恵まれて、沢 山のお客
様にご来 場 頂き、感 無 量でした。どんなに
考えても出て来る言葉は関わってくださった
全ての方への感 謝の一言です。 大 変な事 も

山口幹文
「風の彩 二管の綾 其の六」
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鼓童佐渡特別公演
2014-秋-（新潟・佐渡市）

10/9

10/13 （新潟・佐渡市）

10/16

10/26

10/20

小田洋介「Red Bull Music Academy
presents The Garden Beyond」
（東京・台東区／写真下／写真提供：RBMA）

（報告：小松崎正吾）

（報告：松田菜瑠美）

WORKSHOP PERFORMANCES
交流公演

（報告：前田剛史）

十／二二 山梨・北杜市

鼓 童のツアーは約八割がホ

テル暮らしです。しかし山 梨

号が接 近、
それに加え長 崎で

この日は超 大 型 台 風 十 九

ると舞台に上がった時にみんなとコミュニケー

て食べました。 不 思 議にこういう宿に泊ま

このペンションは相部屋。 食事もみんな揃っ

ホテルでは一人でいる時間が多いのですが、
こ

ではペンションに泊りました。

は 国 体 の 開 会 式 があ る 日。

十／十二 長崎・雲仙市

こんな日にお客 様は来てくださるのか…。
運んでいただきました。お客 様の中には地

ます。

の出 会いがあるか、
ツアーの楽しみでもあり

と色んな宿に出会います。 次はどんな宿と

ションが取りやすくなります。ツアーを回る
元の太 鼓グループの方 も 多 く、「 台 風 より

そんな心 配 も 何のその、沢 山の方々に足 を
島根に入った途端に、
大蛇役の草洋介のテ

も、国 体 より も、鼓 童！ 待ってました！」

演地の新潟まで移動。 今回は二ヶ月弱で日

鼓童佐渡特別公演二〇一四

ー秋ー（新潟・佐渡市）

十／二〜五

SADO PERFORMANCES
佐渡特別公演

（報告：立石雷）

シャーを感じていましたが、
ロビーでは蛇頭制

と言わんばかりの空気に私達の演奏も加熱
つ

作の小 林 泰三さんと蛇 胴 制 作の林 史 浩さ
の

していき、
九〇分間、
客席と舞台の熱気が通
ゆ

んの展示があり、
客席からは蛇舞を教えてい

う良い舞台となりました。
応 援の声と拍 手が送られ、演 奏 者にはとて
も心強かったのではと思います。その中で演

終 演 後は台 風から逃 れる様に次なる公

ただいた温泉津舞子連中の皆様から絶えず

ンションが急 上 昇 するなど、皆 少々のプレッ

した。

一つである「 蛇 舞 」の本 場で千 穐 楽を迎えま

ジュアルでもあり、目玉演目の

神楽のある島根県。メインビ

ツアーの最 終 地 点は、石 見

十／二六 島根・大田市 ツアー千穐楽

いきます。

ちに必ず帰って来られる様、
さらに精進して

がって行ける様に祈っています。また近いう

本列島を二往復ほど出来そうなくらいの旅
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の行程でしたが、
皆全力で頑張っています。

鼓童交流公演（国内）

奏がより生き生きとなり、
お客 様だけでな

10月

く場内案内や舞台袖にいるスタッフも共にこ

9月

力になっているんだと確信しました。 今回の

「鼓童ワン・アース・ツアー
2014〜神秘」
（国内）

つ、
どこに行っても 私の中で一歩 を 踏み出 す

10月

の高揚した空気を作っているようでした。

力に変えて生きている地元の皆の笑顔は、
い

鼓童塾 齊藤栄一の太鼓篇

9月

公演をきっかけに、
さらにいわきと鼓童が繋

9月〜10月のタイムライン
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「神秘」
ツアー、劇場外にて締太鼓のチューニング。左より、漆久保晃佑、住吉佑太。（写真：坂本雅幸）

は、
手拍子の掛け合いや太鼓体験コーナーな

感あふれる会場となりました。また舞台で

山丸の船をかたどった案山子も飾られ、
季節

その隣には地域づくり実習生が制作した白

場の外には研修生が丹精込めて育てた稲と、

をテーマに舞台と会場を演出しました。 会

長・小島千絵子が
「実りの秋」

は今回が初めて。本公演の座

秋に宿根木公会堂で行うの

鼓のリズム、笙と篳篥の醸し出す空間、空に

を前に公演をすることが出来ました。和太

て気温も少し寒い中でしたが、
満員のお客様

さんの出すお題に各パートが意見と
KRUSH
音を出し合い、
いざ本番！ 小雨が降ってき

篳 篥 とのセッションライ ブにな り ました。

× 和 匠 」にゲスト出 演しました。
KRUSH
ほう しょう
ターンテーブルと和太鼓、
そして尺八、鳳 笙、

ジックアカデミー 主 催の
「 DJ

外ステージにて、
レッドブルミュー

東 京 国 立 博 物 館の特 設 野

ひち りき

ど、
お客様と演奏者が一体となり、
見ていてと

飛ぶような尺八、
それらを 大きくまとめた

か か し

ても心温まる、
そしてどこか懐かしいような
光景でした。ご来場いただいた皆様、
誠にあ

ターンテーブル。とても楽しく有意義な時間

（報告：小田洋介）

KODO CULTURAL FOUNDATION
鼓童文化財団

です。

となりました。またご一緒させていただきたい

りがとうございました。（報告：真崎滉大）

SOLO ACTIVITY
ソロ・小編成活動
の六」
コンサートツアー初日
（富山・高岡市）

十／九〜十三 鼓童塾・齊藤栄一の太鼓篇

十／十六 山口幹文「 風の彩 二管の綾 其
鼓 童 研 修 所 出 身 者、森 美

た。ここ高 岡 市では特 別プログラムとして、

ての地、富 山 県での公 演が初日となりまし

目を迎えることができました。 今年は初め

リーズも、皆 様のお陰で六回

出し、
そしてお互いの気持ちがつながり出した

す。その音にイメージが加わると一気に弾み

ました。 最初の一打、
新鮮な音が響き渡りま

ら十八名の塾生さんが集まり

を響かせる研 修 所に、各 地か

いつもは研修生が太鼓の音

（新潟・佐渡市）

当 地の仏 具 製 作 者 山口敏 雄 氏のご好 意に

時、
その音が言葉へと変わっていきます。この

和子さんの企画によるこのシ

より、十二律に調えられたおりん
「久 乗 編

期 間、研 修 生は食 事 作 りで塾 生 さんをサ

きゅう じょう へん

鐘」を使わせていただき、「こきりこ節」を森

ポート。塾生さんが太鼓に向かう姿は、
研修

生の心も 大きく動かしてくれたようです。

しょう

方には馴染み深い民謡なのでやや緊張しま

さんの笛に合わせて演奏しました。 地元の
したが、
おりんの長く美しい余韻がとても心

「もっと磨いて、
僕も素直に太鼓を打ちたい」

（報告：石原泰彦）

月に全力でぶつけていこうと思う」研修生の

あーっていう熱い気持ちを残りの三ヶ
（報告：山口幹文） 「この、

地良く、
お客様と一緒に楽しむことができま
した。

十／二〇「 Red Bull Music Academy presents 日誌より。
」（東京・台東区）
The Garden Beyond
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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
託 託児の予約は終
をご持参ください。 ■
了しました。
問：鼓童チケットサービス
Tel. 0259-86-2330

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

出演：鼓童
特別出演：菅波じゃんがら念仏踊り（福
島県）
、岩崎鬼剣舞、大槌城山虎舞（岩
手県）
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
指
6,000円 □
問：長岡市芸術文化振興財団事業課
Tel. 0258-29-7715
TeNY チケット専用ダイヤル
Tel. 025-281-8000

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
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 □
問：中日劇場 Tel. 052-263-7171
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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
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
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 □
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
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
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
託 定員制、要予約。TeNY チケッ
ト専
■
用ダイヤルにお申込みください。
問：TeNY チケット専用ダイヤル
Tel. 025-281-8000
新潟県民会館 Tel. 025-228-4481

（10月30日現在）

鼓童の交流公演

12/7（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 円
指 3 歳未満の入場は不可 ■
託
□
問：京都芸術劇場チケットセンター
Tel. 075-791-8240

12/20

（土）
東京都国立市
くにたち市民芸術小ホール
※詳細は右のページをご参照ください。

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

山口幹文 「一管風月」
アカデミックかつ昭和の香り漂う神田神保町。
本の街の中心で様々なジャンルの文化を発信し
続けているアートスペースでのコンサート。ゲスト
にチェンバロ奏者の山縣万里（やまがたまり）さん
をお迎えします。

12/7

●
（日）東京都千代田区
アートスポット・ラド ART SPOT LADO
（千代田区神田神保町 1-3）
ゲスト：山縣万里（チェンバロ）
１回目 14:00 開場 14:30 開演
２回目 17:00 開場 17:30 開演
自
（各回約 70 分公演）3,500 円 □
問：風月舎 fugetsusha@gmail.com
Tel. 080-8884-8195
Fax. 050-3737-6305

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。

藤本𠮷利、藤本容子ゲスト出演
打・舞・歌・調・装「華心」

12/12

（金）
京都市上京区
京都府民ホール ALTI
18:00開場 18:30開演
自
前4,000円 当4,500円 □
問:美の種プロジェクトin京都
（吉田）
Tel. 090-3867-4406
Email: design.yoshida@gmail.com

太鼓芸能集団 鼓童 3days
くにたち市民芸術小ホール

12/18（木）東京都国立市

銀いろの風～唄と篠笛のコンサート～
18:30 開場 19:00 開演
第1部 藤本容子『やまず めぐるも』
ゲスト
：木村俊介、
稲葉美和、
関口敦子、
藤
本𠮷利
（鼓童）
第2部 山口幹文『一管風月』
ゲスト
：辻幹雄、
野上結美、
阿部好江
指
前3,800円 当4,300円 □

12/19（金）

鼓童の太鼓ワークショップ
19:00～20:30 参加費5,000円
（定員20名 定員に達し次第締め切り。
和太鼓経験者で小学5年生以上。
受付:10/21〜12/15
（電話のみ）

12/20（土）

交流公演
1 回目 10:30 開場 11:00 開演
2 回目 18:00 開場 18:30 開演
おとな2,000円
指
こども
（3歳以上中学生まで）
1,000円 □
※2歳以下のお子様の入場は不可。
12/18-20 の 3 企画とも
問：
くにたち市民芸術小ホール
Tel. 042-574-1515

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

ンビア州 バンクーバー
Queen Elizabeth Theatre
19:00開場 20:00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
14:30開場 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 Performing
Arts
19:00開場 20:00開演

2/22

1/27

（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

1/29（木）カナダ・ブリティッシュコロ

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

（火）
ワシントン州ベリンハム
Mount Baker Theatre
19:00開場 19:30開演

2/24

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

3/5

（木）
カナダ・ケベック州ケベック
Grand Theatre de Quebec Pelletier
20:00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
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鼓童オンラインストアからのお知らせ
■ 鼓童カレンダー
「鼓童カレンダー 2015年版」の発売開始です。オンラインストア、
「永遠」
ツアー会場でも販売いたします。
舞台写真6点のほか、
舞台メンバー全員のポートレートも掲載しています。

モノクロ16ページ 価格：1,200円
鼓童の会会員価格：1,000円 11月17日より発売予定

■「永遠」ツアーグッズ・新商品のご紹介
Eien̲Flying̲Boys-2014

■ 新CD
坂東玉三郎演出作品「鼓童ワン・アース・ツアー～神秘」
より
全8曲をスタジオ録音により収録。2014年12月発売予定。
価格
（予定）
：
2,700円
（税込）
製品番号：OD-011
販売元：音大工
収録曲
（予定）
夜道／明けの明星／
晴れわたる／草分け／
炯炯／夕闇／
霹靂／さすらひ

後

前

鼓童Tシャツ
「永遠」
色：ブラック
綿38％、
ポリエステル38％、
レーヨン24％
価格：3,500円
（予定）
鼓童の会会員価格：3,150円
（予定）

「霹靂」

鼓童手ぬぐい「永遠」
価格：1,600円
鼓童の会会員価格：1,440円

価格はすべて税込みです
お求めは便利な
「鼓童オンラインストア」で
鼓童グッズのお問い合わせはこちらまで

☎ 0259-86-3630（販売部）

鼓童ふわりタオル
ターコイズ、
ピンク
価格：各2,800円
鼓童の会会員価格：各2,520円
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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。

○「地域づくり」コース
（第2期）実習生

「たたこう館まつり」開催

実習期間：2015年4月〜2016年1月
（10 ヶ月）
実習生募集定員：3〜4名
主な実習フィールド：佐渡・小木三崎地区
寄宿施設：深浦学舎
（佐渡市深浦）
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、
応募者に個別にご連絡いたします。

ミニ太鼓体験や、他にもイベント盛りだくさん！ 楽しいお店もいろ
いろ。大抽選会もあります。みんなが集まればあったかほくほく。
寒い冬だからこそ、
ほっこりしましょー！
日時：12月14日
（日）
10：00〜15：00
会場：佐渡太鼓体験交流館
（たたこう館）
入場料：大人800円、
小・中学生500円、
未就学児は無料
詳しくはお電話でお問い合
わせください。
問：佐渡太鼓体験交流館
（たたこう館）
Tel. 0259-86-2320
〒952-0611
佐渡市小木金田新田150-3

「地域づくり」
コースについてのお問い合わせ先：
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

鼓童賛助会の新規会員募集
「賛助会」の定員は350名で定員に達しておりましたが、
この度、
10名様程度の新規ご入会をお受けできるようになりました。
ご入会をご検討いただける方は鼓童の会事
務局まで、
お気軽にお問い合せください。
入会金：1,000円 特別賛助会費：30万円
会員期間：3年単位で途中退会はできません。退会時には会費の全額
をご返却いたします。
特典：後援会の特典
（月刊「鼓童」のお届け、
オリジナルグッズの割引、先
行予約、年1回プレゼント
（柿など）
をお届け、
など）
に加えて、鼓童が指定
した公演へ年間２枚のご招待券を差し上げます。
問：鼓童の会事務局 Tel. 0259-81-4100 担当・齊藤直美

イラスト：宮﨑正美

2015年度 鼓童文化財団 研修生・実習生募集
2015年度の鼓童文化財団研修生・実習生の応募受付は、11
月18日が締切となっております。応募をご検討中の方は締切に遅
れないよう、
書類のご準備・ご提出をお願いいたします。
履歴書等は所定の用紙がございますので、事前に必ず応募案内をご請
求ください。（お名前、年齢、住所、電話番号、職業
（学生の方は学校
名・学年等）
をお知らせください。）
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）
研修生募集定員：12名程度
寄宿施設：鼓童文化財団研修所
（佐渡市柿野浦）
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。
「太鼓芸能集団 鼓童」
メンバー養成コースについてのお問い合わせ先：
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

鼓童文化財団へのご寄付はオンラインで
■ オンラインでのご寄付が可能となりました！

鼓童文化財団へのご寄付は、
これまで寄付申込書をお送りいた
だくか、郵便払込をご利用いただくなどの方法でお願いしておりまし
たが、
この度、
オンラインで寄
付のお申込みができるように
なりました。
鼓童サイ
ト内の「ご支援の
お願い」のページのリンクを
クリックしていただくと、
オンラ
イン決済申込み画面に進み
ますので、必要事項をご入
力ください。お支払いは、
クレジットカードまたはPayPalがご利用い
ただけます。
オンラインでのご寄付も
「税制上の優遇措置」の対象となります。
鼓童文化財団事務局より、領収証と必要な書類をお届けいたしま
すので、確定申告の手続きをお願いいたします。
ファクスや郵送での寄付申込みをご希望の方は、鼓童サイ
トより
寄付申込書をダウンロードしてご利用いただくこともできます。
今後とも、皆様からの温かいご支援をお願い申し上げます。
月刊「鼓童」2014年 11月号

6

鼓童 2014年11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）

vol.341

鼓童ワン・アース・ツアー 2014〜永遠
佐渡公演より、
スタートです。
坂東玉三郎氏を芸術監督に迎えての３作目、全ての演目を新曲
で構成する今回のプログラム。この機関誌が皆さまのお手元に届く
頃は、
まさに初日にむけて稽古も大詰めです。
客席のお客様それぞれが劇場の空間に身を委ね、永遠、について
想いをはせるひとときになればと思います。

積み重ねてきたものの大切さを知る
鼓童版“温故知新”
和太鼓の魅力、和太鼓を超えた新しい魅力を鼓童のメンバー自身が発
見し、
それをまた観客自身が発見していく。それが
『永遠』。改めて和太鼓
という
“もの”に無垢に向き合った。和太鼓とは何かを改めて考え、和太鼓
を知り、
そして当たり前だったことを投げ打ってさらに新たな可能性を広げて
いった。『永遠』
では、鼓童の作品を締めくくってきた象徴たる大太鼓も登
場するシーンがなくなった。でも違和感はまるでない。その代わりさまざまな
和太鼓がいろいろな表情で魅せる。それが和太鼓とは思えないような音ま
でも奏でる。だからこそ、力尽きるまで叩き続ける姿がより際立ち、感動を引
き起こすのではないだろうか。そして同時に、30年以上積み重ねてきた歴
史、方法論、経験、環境などなどが改めて素晴らしいものであることを実感し

「永遠」 紹介映像が YouTube で見られます。
http://youtu.be/8_BHh_OyRVs

ている。新たなチャレンジの意義は、
そこにもあった！

「SWITCH Vol.32」
で鼓童新作「永遠」
に挑む、
船橋裕一郎、坂本雅幸のインタビュー記事が紹介されています。

鼓童ブログ、
メールマガジン、twitter、Facebookでは最新情
報を配信中。テレビやラジオの出演など、直前に決まった最新

SWITCH Vol.32 No.11 椎名林檎［音

情報もお知らせしています。メールマガジンは下記の方法もしく

楽家の逆襲］

は鼓童サイ
トからも登録できます。

（2014年10月20日発行／ Switch
Publishing）
鼓童［新しい自由のかたち］
坂東玉三郎が鼓童の芸術監督に就任し
てから2年。
柔らかな緊張感が漂う稽古場に潜入。

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

（今井浩一／ライター）

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

鼓童メルマガ登録
配信を希望されるメールアドレス[携帯・スマートフォン・PC]から、
"kodojp@m.blayn.jp"あてに、
タイトルと本文を記入しない空メール
をお送りください。（登録・配信料無料）
※ドメイン名＠kodo.or.jpからのメールを受信できるように設定してく
ださい。

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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