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11/20「鼓童ワン・アース・ツアー 2014〜永遠」
佐渡公演より「直線」
（写真：岡本隆史）

鼓童通信
2014年10月〜11月

新潟・佐渡市での初演

ONE EARTH TOUR
ワン・アース・ツアー 〜永遠
十一／二〇
今 年の新 作 舞 台「 永 遠 」
が、佐 渡で初日の幕を開けま
した。 光、闇、風、雨、雷 … 繰
り返される自 然の営みと、
その中で生きる
人々の姿。そんな情景を全編できたての新
曲で描いていきます。 前作「神秘」
からさら

りきった二時 間 後、劇 場はとても心地 良い一

感。 演 者 もお客 様 もお互いに手 探りで走

客 席からも 伝 わってくる期 待 感と緊 張

後の表情など全てを間近で見ていただくこ

した。いつも 見えていない後ろ姿や演 奏 前

場で演 奏している感 覚とはまた違うもので

客 席が近く、四方 すべてが客 席で、
いつも劇

礼 を 行い、感 謝と畏 敬の想いを 音に込めて
にも参拝させて頂き、清い空気を沢山吸収

演奏して参りました。伊勢神宮の内宮の方
して佐渡へ戻ってくることができました。

KODO CULTURAL FOUNDATION
鼓童文化財団

「鼓童ワン・アース・ツアー 2014〜永
遠」
（新潟・佐渡市）

山口幹文、齊藤栄一ゲス
ト出 演「FLAMENCO 道
成寺」
（東京・中央区）

FLAMENCO 道成寺（写真：Hiroyuki Kawashima）

感謝申し上げます。

こととなりました。お世 話になった皆 様に

り、十二月末日をもちまして鼓童を離れる

携 わっていた中 野 聡が、一 身 上の都 合によ

このたび、
スタッフとして舞 台 監 督 業 務に

MEMBER NEWS
メンバー短信

（報告：菅野敦司）

可能性に手応えを感じました。

豊かになって来る様子を見て、
この
「 学校 」
の

で参 加 者の一 体 感が生まれ、個々の表 情が

期間ではありますが、色々な体験を行う中

プログラムを行いました。二泊三日という短

加えて、竹箸づくり、瞑想、太鼓体験などの

企業・社会」をテーマにしたディスカッションに

方々に参 加いただきました。「 持 続 可 能な

けて二回 目となるパイロット版に、十三名の

ラム
「 未 来の学 校 」。 来 年の本 格 始 動に向

団が協働で開発中の社会人向け研修プログ

11/20

11/21

11/20

に一 歩 踏み込んだまったく新しい作 品とい
うことで、演じている自分たち自身、舞台上
で何が起きているのか、
まったくわからない。
そんな状況で一年間、夢中で稽古を重ねて
きました。そうして迎えた本番当日の楽屋

体感に包まれていました。「永遠」
ツアー、
ス
タートです！

SOLO ACTIVITY
ソロ・小編成活動
十一／八、九

会場は、
三重県伊勢市、
五十 鈴川の河川

十 ／三一〜十一／二 未 来の学 校
（ 新 潟・佐

（報告：蓑輪真弥）

敷とおかげ 横 丁 内にある太 鼓 櫓の二カ所

ン経 営 大 学 院と鼓 童 文 化 財

メリカのコーネル大 学ジョンソ

深浦学舎をキャンパスに、
ア

渡市）

い他の太鼓グループの演奏をみて勉強させて

しており、普段はなかなか見ることのできな

されている太鼓グループが他に十一団体参加

で、
二日間行われました。 全国各地で活躍

めて出演いたしました。

ントに鼓童小編成としては初

第十二回目となるこのイベ

神恩感謝 日本太鼓祭」（三重・伊勢市）

鼓 童 小 編 成 出 演「 第 十二回

うことで、
演奏前には必ず神宮に向かって拝

とができたと思います。また、
奉納演奏とい

太 鼓 櫓では、
お客さんに手が届くくらい

いただく機会にもなりました。

伊勢市）

第12回神恩感謝日本太
鼓祭で小編成公演
（三重・

11/9
11/8

藤本容子「やまず めぐるも」
（新潟・燕市）

11/7

鼓童文化財団「未来の学
校」
（新潟・佐渡市）

11/2
10/31

交流公演
（沖縄・宮古島市）

10/29

（報告：石塚充）

まれています。

は、
いつもと違うじっとりとした緊 張 感で包

10月〜11月のタイムライン
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退団のご挨拶

した。これは自分自身に刻まれる事だと
思います。しかし、人間を圧倒するその
エネルギーは、どうしたら生まれるのか、

んだかといえば疑問が残ります。現実に、
一生を鼓童に捧げることができませんで

から培った、人間のエネルギーの限界に
挑むという理念、またそれを実際にこな
してきた諸先輩方の築いた鼓童の舞台に、
強い憧れを感じたからです。
私自身、人間のエネルギーの限界に挑

奏者の鍛え上げられた肉体美と、無駄の
ない動きから生まれるキレに圧倒された
からです。そして、前身の鬼太鼓座時代

舞台に関わる皆様、そして鼓童ファンの
皆様に、本当にお世話になりました。心
より感謝申し上げます。
私が鼓童に入りたいと思ったのは、演

修所に入所したのは、二〇〇〇年の四月
でした。これまで十四年間、鼓童関係者、

この度、今年いっぱいで鼓童を退団さ
せていただくことになりました。私が研

ざいました。

く だ さ っ た 多 く の 方 々 に、 改 め ま し て、
心より感謝申し上げます。ありがとうご

せん。生きなければなりません。必然的
に限界に挑みます…。
鼓童で経験したことは、本当に貴重で、
今後の自分自身の大きな財産になると
思っています。このような機会を与えて

で佐渡に渡って来た時とは、状況も年齢
も違います。自分がどうのこうの、理念
がどうのこうの言ってる場合ではありま

分だからこそ、自分の足で立つという意
識で、新たな道を歩もうと思います。
なにやら重苦しい最後のご挨拶ですが、
如何せん、家族がいますので、学生気分

今、自分が決断した道に後悔はありま
せんが、いまだ自立できたとは程遠い自

ま た 本 当 に 自 分 自 身 が 欲 し て い る の か、
またそれは何なのか…。

井上陽介

心より感謝申し上げます。ありがとうござ

短い間でしたが、応援して下さった皆様に

かして、
新しい道に進みたいと思います。

勉強やマッサージを学び、
鼓童での経験を活

今後は理学療法士の資格を取り、
身体の

ん出来たこと、
とても感謝しています。

出 会え、自 分にとって貴 重な経 験がたくさ

参 加させていただきました。 沢 山の方々と

秘 」、最 後となるこの十二月は交 流 公 演に

「 伝 説 」の舞 台から始まり「アマテラス」
「神

二〇一二年からの三年間、
ワン・アース・ツアー

ることになりました。

この度は一身 上の都 合により鼓 童を離れ

い の う え よ う す け

いました。

写真：岡本隆史、南しずか、宮川舞子、
西田太郎
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け ん ぞ う

阿部研三

べ
あ

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。

12/15（月）,16（火）

福岡県福岡市
博多座
12/15（月）16:00 開演
12/16（火）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
（金）
18:30開場 19:00開演
12/20
（土）
〜23
（火・祝）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 託児申込は終了しました。
■
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

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。
5
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受付:10/21〜12/15
（電話のみ）

12/20（土）残席僅か

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

1/27

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

1/29

（木）
カナダ・ブリティッシュコロ
ンビア州 バンクーバー
Queen Elizabeth Theatre 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 18:30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

2/4（水）

カリフォルニア州サンタバーバラ
GranadaTheatre 19:00開演

2/6

（金）
●
カリフォルニア州サンディエゴ
Balboa Theater 20:00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

2/12

19:30開演

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

（11月28日現在）

2/15

（日）
テキサス州、
ダラス
●
Music Hall at Fair Park 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 19:30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

19:30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 19:30開演

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。

3/16（月）イリノイ州シカゴ

Symphony Center Orchestra Hall
19:30開演

3/19

,20

,21

（木）
（金）
（土）
●
ニューヨーク州ニューヨーク
Howard Gilman Opera House at the
Brooklyn Academy of Music (BAM)
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 19:00開場 19:30開演

未就学児の入場は不可
1月チケット発売予定
問：新発田市生涯学習センター
Tel. 0254-26-7191

3/29

（日）新潟県小千谷市
●
小千谷市民会館
14:00開演
自
一般2,000円 中学生以下無料 □
未就学児の入場は不可
1月チケット発売予定
問：小千谷市民会館
Tel. 0258-82-9111

3/26

鼓童特別公演2015「道」

●
（木）
ジョージア州、サバン
ナ The Lucas Theatre 20:00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
19:00開演

宇土太鼓祭

3/19

,20

●
（木）
（金）
先
神奈川県横浜市 ■
KAAT 神奈川芸術劇場 ホール
3/19
（木）18:00開場 18:30開演
3/20
（金）13:30開場 14:00開演
指
S 席 6,000 円 A 席 3,000 円 □
12/19（金）チケット発売

問：tvk チケットカウンター
Tel. 045-663-9999

〜太鼓であそぶ 太鼓で唄う〜

佐渡特別公演

小編成でゲスト出演します。合宿や関連イベントも
あります。

2/22

●
（日）熊本県宇土市
宇土市民会館 大ホール
13:00開場 13:30開演
一般 2,000円 高校生以下1,000円
当日各500円増
12/1
（月）
チケット発売
問：宇土市民会館 Tel. 0964-22-0188

鼓童の交流公演

3/7

●
（土）東京都文京区
文京シビックホール 小ホール
指
15:00開演 2,000円 □
※5歳から入場可、
小学3年生までは保護
者の同伴が必要です。
12/14
（日）
10:00〜チケット発売
問：シビックチケットTel. 03-5803-1111

3/25

（水）新潟県新発田市
●
新発田市生涯学習センター
18:30開演
自
一般2,000円 中学生以下無料 □

春

4/25（土）,26（日）
5/2（土）-5（火・祝）
●

新潟県佐渡市 宿根木公会堂
開演時間 4/25（土）14:45
4/26（日）11:00
5/2（土） 14:45
5/3（日）
〜5/5（火・祝）
		
11:00、14:45
大人 3,500 円 小人（4 歳〜小学生）
1,500 円、当日 300 円増
3/3（火）チケット発売予定
問 : 鼓童チケットサービス
Tel. 0259-86-2330

先行予約は次号でお知らせします。

アマテラス

5/3

-26

●
（祝・日）
（火）
5/7、
5/14は休演
大阪府大阪市 松竹座
14:00開演。
ただし5/8
（金）
、15
（金）
、22
（金）
は18:00開演

一等席15,000円 二等席9,000円
三等 A 席 8,000 円 三等 B 席 6,000 円
指
□

チケット発売未定
問 : 松竹座 Tel. 06-6214-2211

先行予約は次号でお知らせします。

鼓童ワン・アース・ツアー2015
〜永遠 6〜7月
●詳細、先行予約は次号でお知らせします。
6/7（日）
新潟県上越市
上越文化会館
6/17（水）
神奈川県相模原市
相模女子大学グリーンホール
6/19（金）
神奈川県横須賀市
横須賀芸術劇場
6/20（土）
神奈川県茅ケ崎市
茅ヶ崎市民文化会館
6/26（金）
埼玉県加須市
パストラルかぞ
6/27（土）
群馬県藤岡市
藤岡市みかぼみらい館
6/28（日）
千葉県君津市
君津市民文化ホール
7/3（金）
〜5（日）
大阪府大阪市
新歌舞伎座
7/11（土）12（日）
京都府京都市
京都芸術劇場 春秋座
7/19（日）
広島県三次市
三次市民ホール

「打男 DADAN 2015」

6/10

-15

●
（水）
（月）
先
東京都台東区 ■
浅草公会堂
14:00開演。
ただし6/13,14は11:00開演
指
7,000 円 学生券 3,000 円 □
学生は小学生〜 24 歳以下の学生対象
3/7（土）チケット発売予定
問 : 鼓童チケットサービス
Tel. 0259-86-2330
鼓童の会

先 チケット先行予約のご案内
■

鼓童特別公演 2015「道」、「打男
DADAN2015」の先行予約がありま
す。会員の皆樣には申込書を同封
しております。
お申し込 み 方
法をご確認くだ
さい。
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鼓童オンラインストアからのお知らせ
■ CD 「鼓童 神秘」 12月19日より発売
待望のニューアルバムが発売されます。オンラインストア
にて予約受付中。メールもしくはお電話にてご連絡くださ
い。先着300名様に鼓童「神秘」オリジナルステッカーを
プレゼントいたします。
申し込みの際「お名前、
メールアドレス、住所、電話番
号、配達希望日時、
希望枚数」
をお知らせください。
ご予約の商品は、発売日
（12月19日）以降に代金引換
にて発送いたします。
［収録曲目］
1. 夜道 Yomichi 作曲 前田剛史
2. 明けの明星 Ake no Myojyo 作曲 小田洋介
3. 晴れわたる Harewataru 作曲 内田依利
4. 草分け Kusa-wake 作曲 住吉佑太
5. 炯炯 Kei Kei 作曲 住吉佑太
6. 夕闇 Yuyami 作曲 住吉佑太
7. 霹靂 Hekireki 作曲 坂本雅幸
8. さすらひ Sasurai 作曲 住吉佑太
［収録］2014年9月〜10月、鼓童村にてスタジオ収録
価格：2,700円 鼓童の会会員価格：2,450円
発売：2014年12月19日
製品番号：OD-011 発売元：音大工

こちらから試聴できます。
http://www.kodo.or.jp/discography/

■ 好評発売中 ■
Eien̲Flying̲Boys-2014

鼓童カレンダー 2015
モノクロ16ページ
価格：1,200円
鼓童の会会員価格：1,000円

鼓童Tシャツ
「永遠」
綿100% サイズ：S、M、L、XL
価格：3,500円
鼓童の会会員価格：3,150円

■ 年末年始「鼓童オンラインストア」営業のご案内

12月28日
（日）～ 2015年1月8日
（木）
の間、
「商品の発送」
「配達希望日指定」
「お問い合わせの対応」
などができません。
ご不便をお掛けいたしますが、何卒ご了承ください。

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
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鼓童手ぬぐい

鼓童ふわりタオル

価格：1,600円
鼓童の会会員価格：1,440円

（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

月刊「鼓童」2014年 12月号

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/

速報！ 4月に大阪で「モノプリズム」
■ 大阪フィルハーモニー交響楽団との共演

関西では久しぶりの、
オーケストラとの共演企画が決定しました。
大阪フィルハーモニー交響楽団の定期演奏会に出演、石井眞木
氏作曲の「モノプリズム」
を演奏します。
大阪フィルハーモニー交響楽団 第４８７回定期演奏会
2015年4月10日
（金）
、11日
（土）
会場：フェスティバルホール
（大阪市北区中之島２−３−１８）
指揮：井上道義
10日 18:00開場 19:00開演
11日 14:00開場 15:00開演
＜曲目＞
石井眞木／「モノプリズム」
日本太鼓群とオーケストラのための
コープランド／バレエ音楽「ビリー・ザ・キッド」
グローフェ／組曲「グランド･キャニオン」
料金
（全席指定・税込）
１回券：A席6,000円 B席5,000円 C席4,000円
学生席
（3階席）1,000円 BOX席7,000円
１回券発売日：2015年2月3日
（火）
年間・連続会員券もあります。 詳しくは大阪フィルのホームページもしく
は下記にお問い合わせください。
http://www.osaka-phil.com/
問：大阪フィル・チケットセンター Tel. 06-6656-4890

13:00〜14:00 親子ペア対象
（小学生）
25組
15:30〜17:00 一般対象
（小学5年生以上）
25名
会場：新潟県新潟市 新潟県民会館
講師：十河伸一
参加費：大人
（中学生以上）1,500円、
小学生 800円、
未就学児 無料
2015年1月6日
（火）9:00〜申込受付
申込方法：新潟県民会館窓口か電話または、
ファクスでお申し込みくださ
い。お申込みの際は参加者のお名前、電話番号、性別、年齢をお知ら
せください。
申込・問：新潟県民会館 Tel. 025-228-4481、Fax. 025-228-4484

鼓童の会 会員限定プレゼント
「研修所米」
（研修所で収穫したお米）2キロを5名様にプレゼン
トします。研修生が春から心を込めて育てた無農薬・有機栽培の
お米をご賞味ください。ご応募お待ちしています。
申込方法：会員番号、
お名前、
ご住所、電話番号、研修生や鼓童メンバー
へのメッセージをお書き添えの上、Eメール、ファ
クス、お葉書などでお申し込みください。 12月25日
（木）締切。 新年1月の発送をもって当選の発表に
かえさせていただきます。
宛先：〒952-0611 新潟県佐渡市小木金田新田148-1 鼓童の会「研
修所米」
プレゼント係
Fax. 0259-86-3631 Email: friends@kodo.or.jp

たたこう館からのお知らせ
■ たたこう館まつり

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！
ホールでの催し物：
ミニ太鼓体験、
「島ていこの会」の演奏、鼓童文
化財団地域づくりコース実習生の発表、
お楽しみ大抽選会
2F手作り会場：アドベントカレンダーづくり、
下げ紙づくり
1Fのランチコーナーではアン・グランパのお洒落なランチをどうぞ。
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

■ 出張！佐渡太鼓体験交流館
〜しんちゃんせんせいと太鼓体験〜
佐渡太鼓体験交流館のスタッフのしんちゃんせんせい（十河伸
一・そごうしんいち）による楽しい太鼓体験が、新潟県民会館の
大ホールに出張します！
様々なゲームを通して心を一つにして叩く気持ち良さ、リズムが
一つになる心地よさ、太鼓のアンサンブルとその一体感を体験して
みませんか？ この機会にぜひご参加下さい！
日時：2015年2月15日
（日）
10:00〜11:00 親子ペア対象
（未就学児）
25組

鼓童年末年始のお休み
鼓童事務局は12月27日
（土）
から1月8日
（木）
まで、佐渡太鼓体
験交流館
（たたこう館）
は12月28日
（日）
から1月8日
（木）
までお休み
させていただきます。皆様にはご迷惑をおかけいたしますが、何卒
ご了承くださいますようお願いいたします。
次号の月刊「鼓童」は2月2日発行予定です。

■ 今月の付録
・別冊付録「鼓童文化財団の人材育成」
・SPECIAL TOPICS「永遠」
・先行予約申込書
（鼓童の会会員のみ）
・CD「神秘」発売のお知らせ
・鼓童特別公演
「道」チラシ（東京・神奈川・埼玉・千葉）
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。
月刊「鼓童」2014年 12月号
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鼓童 2014年12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、
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2015年 来年も もりだくさんです！
3月

4月

5月

6月

鼓童特別公演 2015
「道」

鼓童佐渡特別公演
2015春

アマテラス
5/3
（日）
〜26
（火）

鼓童
「打男DADAN2015」

3/19
（木）
、
20
（金）
横浜 KAAT神奈川芸術劇場

4/25
（土）
、
26
（日）
5/2
（土）
〜5
（火・祝）
佐渡 宿根木公会堂

大阪 松竹座

6/10
（水）
〜15
（月）
東京 浅草公会堂

演出：山口幹文
出演：齊藤栄一、見留知弘、
船橋裕一郎、石塚充、中込健太、
前田剛史、立石雷 ほか
坂 東 玉 三 郎 氏との出会い以
来、更なる高みを目指してきた鼓
童。いくつもの時代を通じて求め
てきた世界を、1990年代の演目
に載せてお届けいたします。
［予定演目］
族、Jang-Gwara、千里馬、
道、三味線、
モノクローム、
三宅、三寒四温、山唄、
大太鼓、屋台囃子

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
GWは新緑と春の味覚満載の佐
渡へ！ 北陸新幹線の開通と、佐
渡汽船、直江津〜小木間の新造
高速カーフェリー「あかね」の就航
で、
佐渡・小木が関東からも関西か
らもぐっと近くなります。
鼓童の礎を築いた鼓童名誉団
員を中心に、芝居小屋の趣を残す
「 宿 根 木 公 会 堂 」で味わう珠 玉
の舞台です。

5/7、14は休演

演出：坂東玉三郎
出演：坂東玉三郎、鼓童
特別出演：愛音羽麗

演出：坂東玉三郎
出演：鼓童

アマテラスの再演が決定しました。
大阪松竹座での連続公演です。
アメノウズメには前回に続き愛音
羽麗さんを迎え、
スサノオは石塚充
と小田洋介のダブルキャストで臨
みます。
鼓童結成25周年の企画として、
坂東玉三郎氏と初共演から9年。
坂東玉三郎氏と鼓童の軌跡でも
あります。（写真提供：TBS）

選りすぐられた男性奏者が、
ただひ
たすら叩く、叩く、叩く。
生命の限りを尽くして太鼓を打ち
鳴らし、疾走する90分。
2009年の初演以来、進化を続
ける舞台の最新版。６月恒例と
なった浅草公会堂でのみの特別
公演です。

詳細は公演情報のページをご参照ください。鼓童の会の会員の皆さまには「道」
「打男」の先行予約の
ご案内を同封しております。「佐渡特別公演」
「アマテラス」 6月以降の「ワン・アース・ツアー 2015〜永遠」の
公演情報詳細や先行予約のお知らせは、次号（2月2日発行）
でお知らせいたします。
写真：岡本隆史、前田聡子

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

月刊「鼓童」2014年12月号 今月号は8ページです

