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アリゾナ州メサのイケダ・シアターにて
（写真：河本唯）

鼓童通信
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3月
2/13

2/15

小田洋介「東海岸太鼓カ
ンファレンス」
（ニューヨー

2/22

藤本𠮷利太鼓合宿inうと
（熊本・宇土市）

ク州イサカ）

2/20

二／十二 アメリカ・ネバダ州、ラスベガス
海 外 で 初 お 披 露 目の
「神
秘」公演。この舞台は演劇的
な要 素も多くアメリカのお客
さんにどのように受け止めてもらえるのか不
安もありましたが、
日本以上にお客さんのリ
アクションも大きく、
連日スタンディングオベー
ションを頂いています。ラスベガスではアメリ
カの巨大エンターテイメントを肌で感じ、「シル
クドソレイユ」等、様々なパフォーマーの方との
親 交が持てた事 も 良い刺 激になりました。

はいわゆる「クラシック鼓童」。 数十年の間、

二月より始まった。 内容的に

（熊本・宇土市）
"This is 二／二二 宇土太鼓祭
毎 回 新たなチャレンジが行

で改めて自 分の甘さを 感じ、先 輩の壁の高

伝えて貰い、
そして一緒に演奏する。その中

スや、太 鼓に向かう気 持ちなど久しぶりに
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太 鼓のメッカにしようと、仲 間と共に頑 張っ

ているのです。私は三回続けて参加ですが、

今 回は山口幹 文が宇 土天響 太 鼓に新 曲を

作曲し、指導を行い出演しました。 宇土高

校和太鼓部の若さあふれる演奏など、計六

団体の出演者が個性豊かに熱い舞台を務め

ました。来年が、
また楽しみです。

（報告：藤本𠮷利）

KODO VILLAGE
鼓童村

際にはマスクとうがい手洗いはかかせません。

「道」
の稽古

三月に横浜で開催する「鼓

アメリカではマスクをつける文 化はないので

鼓童が培ってきた演目や構成を今のメンバー

童 特 別 公 演『 道 』」の稽 古が

「 集 団マスク」の私たちはかなり怪しい存 在

で再構築してみる。ここ数年の舞台は、
とに

基本にあった物から一旦離れてみた。 離れる

かく新しい事に挑 戦し、楽 曲や衣 装なども
なスタッフの配慮で、食事も美味しく非常に

事で、今まで気にも掛けていなかった事が見

ほぐ すためにランニングをしたり、若い強 力
助かっています。ツアー前半は南国のような

考えさせられる時間にもなっている。

えてきたり、
鼓童とは何なのだろうと改めて

のようです。 長 時 間 移 動の後には身 体 を

暖かさでしたが、
これからマイナス二〇 度に

そしてこのタイミングでの
『 道 』。 千 里 馬

もなる極 寒の地 域に入っていきます。 毎日
良い舞 台をお届け出 来るよう、気をひきし

やモノクローム、三 宅に大 太 鼓、屋 台 囃 子。

改めてそれぞれの楽 曲に向 き 合ってみる。

（報告：坂本雅幸）

めて頑張ります。

今まで鼓 童という集 団から滲み出ていた空

気がここにあったのかと痛感した。この稽古

われていて、
素晴らしいなと感

さを感じた。 今は一筋 縄では乗り越えられ

SOLO ACTIVITY
ソロ・小編成活動

心します。それは、元 鼓 童の

ない壁にぶち当たり、自己嫌悪の日々だが、

キャリアは自分が一番上のスーパーヤングチー

研 修 生であった高 田 大 介 君。 宇 土 市 民 会

の中で諸先輩方から構え方、
リズムのニュアン

館のホールマネージャーとして働きながら、
自

何 故か逆にメラメラとやる気が湧いてくる。

と言って頂けている事を誇り
good change"
に、
残りの公演も邁進してまいります。

ムで す が、関 係 者 の 皆 様 から も

ニューヨーク州イサカで開かれた
「東海岸太鼓
カンファレンス」
に小田洋介が参加しました。
（写真：Benjamin Patcher）

らも太 鼓を打ち、企 画 制 作をして、宇 土を
大きな課題となってきます。 飛行機に乗る

二ヶ月の海 外ツアーとなると体 調 管 理が

二／二一 移動日

「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〜｣（新潟市）

2月

「宇土太鼓祭」
（熊本・宇土市）

2/22

「鼓童ワン・アース・ツアー
2015〜神秘」
（北米）

1月

ONE EARTH TOUR
ワン・アース・ツアー 〜神秘

1〜2月のタイムライン

新 」という言 葉があるが、鼓 童として失って

とにかく日々勉強になる時間だ。「 温故知

心地よい空 間をつくりあげていました。そ

千 絵 子さん幹 文さんとの音 作りは、
とても

大でお伝えできた様子でした。

時間をオーバーするほど二人それぞれ等身

域の皆さんとの会 話もはずみ、報 告の予 定

当日。 最 初は緊 張のおもむきでしたが、地

二年目を迎えこれから更に一段階ステップ

こに若い世代の音も加わり、
これから八月ま

を あげ、突 き 進 もうとしている二人。「 地

でどんな音が生まれてくるのかとても 楽し
みです。レオさんと日中の稽 古から、夜も一

域づくり」という難題に悩みながらも、
持ち

び、
新たな舞台作りにも活かしていきたいと
（報告：前田剛史）

緒に音 作りをさせていただき、音 を 出 す 楽

前の笑顔で進んでいってくれると信じていま

はならないものをこの
「 道 」公演で改めて学
思う。

（報告：中込健太）

稽古でした。

SADO Isl. TAIKO CENTRE
佐渡太鼓体験交流館

す。

（報告：上之山博文）

す。 その二人 を 精一杯サポートしていきま

しみをあらためて味 わった充 実の三日間の

レナード衛 藤 さん
（レオさ

アース・セレブレーション
（EC）
稽古
ん）
が来 島 され、E Cの稽 古
をしました。 鼓童村に来るの
は退 団以来というレオさん。 昔からともに

二月 出張！ 佐渡太鼓体験交流館

により、
二月 十六日をもちまして鼓 童を離

鼓童準メンバーの神白佑樹が一身上の都合

か じろゆう き

MEMBER NEWS
メンバー短信
新 潟への出 張 太 鼓 体 験。

～しんちゃんせんせいと太鼓体験～
ホテル、新 潟 県 民 会 館 大ホー

れることとなりました。お世 話になった皆

榮久庵憲司さん
二月八日に、キッコーマンしょうゆ
の卓上瓶のデザインなどで知られる工
業デザイナーの榮久庵憲司さんがお亡
くなりになりました。榮久庵さんが実
行委員長を務められ、一九七三年に京
都で開催された「第八回・世界インダ
ストリアルデザイン会議」で、鼓童の
前身の鬼太鼓座が演奏させていただき
ました。これが世界への第一歩となる、
初めての大きな舞台でした。心よりご
冥福をお祈り申し上げます。

え く あんけん じ

澳本幸生さん
元研修生（三二期）澳本幸生さんが
一月十九日、交通事故によりご逝去さ
れました。心よりご冥福をお祈りいた
します。

おくもとこうしょう

お悔やみ

様に感謝申し上げます。

ル、小中学校の分校、保育園、
などいろんな所へ出 向きます。 毎 回、場 所
と参加者の人数、
年齢がかわり、
初めまして
の顔を見てから、今日はこんなゲームをやろ
うかな…あんなこともしようかな…と考え、
を叩いたりも。 子どもから大人までみんな

その場所ごとの曲を作って、歌いながら太鼓
の心が一つになったニコニコ笑顔を見ていると、
（報告：十河伸一）

講師の私はこれからも太鼓を続けていこう
と感じます。

KODO CULTURAL FOUNDATION
鼓童文化財団
一／二四 地 域づくりコース実 習 生 感 謝 報
告会＆新年会
実 習 開 始 以 来、お 世 話に
学 舎へお集りいただき、活 動

なっている地 域の方々に深 浦
報告と感謝の想いをお伝えする会を開催し
ました。前日までリハーサルを重ねて迎えた
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舞台をつくりあげてきた、吉利さん栄一さん

2月13日今年のECゲスト・レナード衛藤
（写真右）
さんと鼓童村稽古場での稽古の様子。（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
■

鼓童ワン・アース・ツアー2015
〜神秘 1〜3月 アメリカ・カナダ

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

3/16（月）イリノイ州シカゴ

Symphony Center Orchestra Hall
19:30開演

3/19（木）,20（金）,21（土）

ニューヨーク州ブルックリン
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

3/26（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

鼓童の交流公演 3月

3/25（水）新潟県新発田市

新発田市生涯学習センター
18:00開場 18:30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
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
13:30開場 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

問：小千谷市民会館 Tel. 0258-82-9111

（2月27日現在）

世界遺産登録記念

シルクカントリーぐんま・伝統芸能の祝祭

飯坂温泉太鼓まつり
福島県内外の太鼓団体が一堂に会する
「第 14 回 飯坂温泉太鼓まつり」。鼓童
からも小編成で参加します、

3/15

（日）福島県福島市
パルセいいざか
9:00開場 10:00開演
出 演：鼓 童、サスケ
（石川県金沢市）
、
さんさ好 み
（岩手県盛岡市）
、Banda
Girassol（サンバチーム）
、愛宕陣太鼓連
響風組他、福島県内の太鼓グループ
前 大人2,000円
当 大人2,500円 小人1,000円
自
身障者1,000円 □
問：飯坂温泉太鼓まつり実行委員会
（飯坂温泉観光協会内）
Tel. 024-542-4241

響 sato-oto 太鼓フェスティバル
in SEIRO vol.7
新潟県聖籠町を本拠地に活動する聖籠
太鼓「響 sato-oto」の公演に、
山口幹文、
齊藤栄一、蓑輪真弥が参加します。

3/15

（日）新潟県聖籠町
聖籠町文化会館
13:00開場 13:30開演
出演：聖籠太鼓「響 sato-oto」、鼓童、
本宮宏美
（フルート）
自
前1,200円 当1,500円 □
問：聖籠町町民会館
Tel.0254-27-2121
Email: satooto@van-rai.net

鼓童特別公演2015「道」
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、
蓑輪真弥、稲田亮輔、北林玲央、小池将
也、
米山水木

3/19

3/22

（日）群馬県富岡市
富岡市かぶら文化ホール
13:00開演
出演予定：下南室太々御神楽講
（渋川
市）
、川場村繭かき唄保存会
（川場村）
、
上州富岡妙義雷太鼓
（富岡市）
、荒船太
鼓
（下仁田町）
、門前春駒保存会
（川場
村）
、
みなかみ町子ども歌舞伎(水上町)
ゲスト出 演：鼓 童、吉 田 兄 弟
（津軽三味
線）

3/23（月）群馬県伊勢崎市

伊勢崎市文化会館大ホール
18:00開演
出演予定：春日神社太々神楽保存会
（前
橋市）
、白瀧神社太々神楽保存会
（桐生
市）剛志民謡保存会
（伊勢崎市）
、千本
木龍頭神舞
（伊勢崎市）
ゲスト
：鼓童、春風亭小朝
（落語）
3/22,23の両公演とも受付は終了しまし
た。
問：上毛新聞社「伝統芸能の祝祭」係
Tel. 027-251-4341

鼓童×八海山×龍言
特別イベント

3/27（金）新潟県南魚沼市

温泉御宿「龍言」
18:00開場 18:30開演
出演:鼓童
（山口幹文、船橋裕一郎、石塚
充、中込健太、前田剛史、立石雷、蓑輪
真弥、稲田亮輔）
、史佳
（三味線）
第一部：鼓童の演奏
第二部：八海山と三味線と龍言の食事を
楽しむ宴
料金：宿泊コース 35,000円
（税込、1泊2
食付、指定席観覧）
日帰りコース 25,000円
（税込、
日帰り夕食
食付、指定席観覧）
問：龍言イベントデスク
Tel. 025-773-2222

,20

（木）
（金）
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 □
問：tvk チケットカウンター
Tel. 045-663-9999
月刊「鼓童」2015年 3月号
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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
■

善光寺御開帳2015
奉納太鼓

小島千絵子「道成寺」
イギリス

7 年に一度、秘仏であるご本尊の御身
代わり「前立本尊」を本堂にお迎えして
行われる「善光寺前立本尊御開帳」。
三百年余りにわたって続く盛儀を、鼓童
の奉納太鼓が盛り上げます。
出演：山口幹文、辻勝、船橋裕一郎、
石塚充、中込健太、前田剛史、立石雷、
蓑輪真弥（予定）

小島千絵子が、
イギリスのロンドン・グリニッ
ジを拠点に活動するグループ「太鼓ミーン
タイム
（Taiko Meantime）」
と共演する作
品「道成寺」
をイギリスで初演します。

4/4

,5

（土） （日）長野県長野市
●
4/4 善光寺 本堂
4/5 善光寺 表参道 セントラルスクエア
時間 4/4 18:30 〜 19:00
4/5 の詳細はウェブサイ
トに随時掲載
自
入場無料 □
会場ウェブサイ
ト：
4/4 http://www.gokaicho.com/
4/5 http://nagano-citypromotion.com/
daiennichi/about/
問：ウェルカム長野 2015 実行委員会 ( 長
野市秘書課内 ) Tel. 026-224-7713

大阪フィルハーモニー交響楽団
第４８７回定期演奏会
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。

4/10（金）,11（土）

大阪府大阪市 フェスティバルホール
指揮：井上道義
出演：大阪フィルハーモニー交響楽団、
鼓童
（見留知弘、辻勝、船橋裕一郎、石
塚充、
中込健太、
前田剛史、
蓑輪真弥）
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」
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
年間・連続会員券もあります。
http://www.osaka-phil.com/
問：大阪フィル・チケットセンター
Tel. 06-6656-4890
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（2月27日現在）

Tel. 0259-86-2330

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
□

4/5（日）チケット発売予定
問 : 松竹座 Tel. 06-6214-2211

4/16（木）ロンドン

Trinity Laban, Laban Theatre
チケット：Tel. +44 208-318-9758

4/18（土）マンチェスター

RNCM, Concert Hall
チケット：Tel. +44 161-907-5555

4/19

（日）ファーナム
Maltings, Great Hall
チケット：Tel. +44 1252-745444
問：info@taikomeantime.com
Tel. 07092-810395
ホームページ：www.taikomeantime.com

鼓童 佐渡特別公演 2015 -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
上演時間は各1時間
大人 3,500 円 小人（4 歳〜小学生）
1,500 円、当日 300 円増
【鼓童の会会員割引】
前売りのみ、各500円引き
【佐渡島民早割】
佐渡島内に在住、在勤の方対象。鼓童
チケットサービス、太鼓体験交流館での
み販売。3 月 31 日まで、各 200 円引き。
問 : 鼓童チケットサービス

鼓童ワン・アース・ツアー2015
〜永遠 6〜7月
記載のないものは未就学児の入場は不可です。

6/6

（土）新潟県新潟市
親鸞聖人七五〇回御遠忌記念鼓童特
別公演
りゅーとぴあ コンサートホール
13:00開場 14:00開演
指
4,000円 □
問：サンライズプロモーション北陸
Tel. 025-246-3939

6/7

●
（日）新潟県上越市
上越文化会館
17:00開場 17:30開演
指 ■
託
S 席 6,000 円 A 席 5,000 円 □
3/15（日）チケット発売
問：上越文化会館 Tel. 025-522-8800
TeNY チケット専用ダイヤル
Tel. 025-281-8000

6/17（水）神奈川県相模原市

相模女子大学グリーンホール
（相模原市
文化会館) 大ホール
18:30開場 19:00開演
5,000 円 学生（25 歳以下）3,000 円
指 6 歳以上の入場可 ■
託
□
問：チケットMove（ムーブ）
Tel. 042-742-9999

6/19

先
（金）神奈川県横須賀市 ■
よこすか芸術劇場
18:00開場 18:30開演
S席5,000円 A席4,000円 B席3,000円
※学生
（24歳まで）
は定価の50％引き
指 3 歳未満の入場は不可 ■
託
□
4/5（日）チケット発売予定
問：横須賀芸術劇場電話予約センター

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。

Tel. 046-823-9999

6/20

●
（土）神奈川県茅ヶ崎市
茅ヶ崎市民文化会館
17:00開場 17:30開演
※公演時間が変更になりました。
指
5,700円 □

問：tvk チケットカウンター
Tel. 0570-00-3117

6/26

（金）埼玉県加須市
パストラルかぞ
18:00開場 18:30開演
指
前 5,700 円 当 6,200 円 □
問：パストラルかぞ
Tel. 0480-62-1221

6/27（土）群馬県藤岡市
藤岡市みかぼみらい館
16:30開場 17:00開演
指
前 5,700 円 当 6,200 円 □
問：藤岡市みかぼみらい館
Tel. 0274-22-5511

6/28

（日）千葉県君津市
君津市民文化ホール
16:30開場 17:00開演
指
5,500 円 □
問：君津市民文化ホール
Tel. 0439-55-3300

7/3

-5

●
（金）
（日）
先
大阪府大阪市 ■
新歌舞伎座
7/3（金）17:45 開場 18:30 開演
7/4（土）,5（日）13:15開場 14:00開演
S 席 6,000 円 A 席 4,000 円

指
特別席 8,000 円 □
4/30（木）チケット発売予定
問：新歌舞伎座 Tel. 06-7730-2121

7/7

先
●
（火）長野県松本市 ■
まつもと市民芸術館主ホール
18:30開場 19:00開演
S席6,000円 A席5,000円 B席4,000円
指
C席3,000円□
3/15（日）
チケット発売予定
問：テス・カルチャーセンター
Tel. 026-223-8875

7/11

,12

（土）
（日）
●
先
京都府京都市 ■
京都芸術劇場 春秋座
7/11（土）17:00 開場 17:30 開演
7/12（日） 12:30 開場 13:00 開演
一般 6,000 円
シニア（60 歳以上）5,500 円
指
学生＆ユース（25 歳以下）3,000 円 □
3 歳未満の入場は不可
12 日のみ託児サービス有り、要予約。
4/16（木）チケット発売
問：京都芸術劇場チケットセンター
Tel. 075-791-8240

7/17

先
（金）愛媛県八幡浜市 ■
●
八幡浜市文化会館ゆめみかん 大ホール
18:00開場 18:30開演 料金未定
4/19（日）チケット発売予定
問：ゆめみかん Tel. 0894-36-3040

7/19（日）広島県三次市
三次市民ホール「きりり」

詳細未定

打男 DADAN 2015

6/10

-15

（水）
（月）
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
問：tvk チケットカウンター
Tel. 0570-00-3117

鼓童の交流公演 6月

6/27

●
（土）岡山県津山市
津山市加茂町文化センター
15:00開場 15:30開演
前 一般3,500円 中学生以下2,500円
当 一般4,000円 中学生以下3,000円
自 3歳未満入場不可
□
4/1（水）
チケット発売
問：津山市加茂町文化センター
Tel. 0868-42-7031

はじめてのKODO
小編成公演

7/20

●
（月）新潟県柏崎市
柏崎市文化会館アルフォーレ
13:30開場 14:00開演
前・当共 一般
（高校生以上）1,500円
こども無料
（3歳以上～中学生以下／要
入場整理券）
自 3歳未満入場不可
□
親子向け割引チケットあり
4/25（土）9:00 ～チケット発売
問：柏崎市文化会館アルフォーレ
Tel. 0257-21-0010

鼓童の会
チケット先行予約の
ご案内

写真：岡本隆史

先 印のある公演は先行予約があり
■
ます。会員の皆様には申込書を同
封しております。お申込み方法をご
確認ください。
月刊「鼓童」2015年 3月号
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鼓童文化財団企画－合宿講座ー

「花八丈」
を題材に、
さらに楽しい企画満載の合宿ワークショップで
す。集中して学べます。福知山に大集合！お待ちしています。

鼓童文化財団では、2015年より深浦学舎篇として新たな
「鼓
童塾」
をスタートいたします。鼓童名誉団員が講師となり、各々が得
意とする分野を極めた個性溢れる講座をお届けします。2泊3日の
合宿に老若男女が集い、新しい人とのつながり、同じ釜の飯を食う
仲間との出会いが待っています。

日時：
５月22日
（金）
〜24日
（日） 2泊3日
会場：京都府福知山市 北陵総合センター
料金：35,000円
（講師料、
宿泊、
食費等を含む）
参加資格：高校生以上、
男女不問、
太鼓経験者限定 定員：20名
主催・問：和太鼓ユニット
「ひとつ」
ワークショップ開催実行委員
代表 霜澤真 Tel. 090-2018-7331 Email：oke015@yahoo.co.jp
申込締切：5月10日
（日）但し定員になり次第、
受付を終了します。

「鼓童塾～深浦学舎篇」

「篠笛講座」 講師：山口幹文 5月29日
（金）
〜31日
（日）
「大太鼓と小木祭り太鼓」 講師：藤本𠮷利 7月3日
（金）
〜5日
（日）
「ヴォイス・サークル」 講師：藤本容子 10月10日
（土）
〜12日
（月・祝）
＊小島千絵子の講座を実施の場合は、後日お知らせします。
会場：深浦学舎
（佐渡市深浦336-4番地）※佐渡太鼓体験交流館を
使用する場合もあります。最少催行人員：各回10名
料金：1講座55,000円
（税込）
（2泊3日／講師料、宿泊費、食費、島内
交通費含む） 集合・解散：小木港
申込・問：佐渡太鼓体験交流館
（たたこう館）
Tel. 0259-86-2320、Fax. 0259-86-2385
Email：info@sadotaiken.jp

佐渡太鼓体験交流館

3月特別企画（太鼓レッスン）
3月はたたこう館で太鼓レッスンを行っています。毎週1回思いき
り身体を動かしてみませんか。当日参加も大歓迎です。
■【太鼓叩いてダイエット！】
コース
毎週土曜日17:30 ～ 19:00（最終回は3月28日）
■【太鼓体操で健康増進！】
コース
毎週水曜日14:00 ～ 15:30（最終回は3月25日）
■【お気軽太鼓レッスン】
コース 小学生以上対象
毎週木曜日14:00 ～ 15:30（最終回は3月26日）
もしくは
毎週日曜日10:00 ～ 11:30（最終回は3月29日）
いずれのコースも…
場所：佐渡太鼓体験交流館
（たたこう館）
のホールにて
コース料金：3,000円、18才未満1,500円
一回のみ参加料金
（通常料金）
：1,600円
申込・問:佐渡太鼓体験交流館
（たたこう館）Tel. 0259-86-2320
（9:00 ～ 17:00 ／月曜日休館）

藤本容子 ヴォイス・キャンプ in 和知
緑滴る季節、和知の豊かな自然の中で、美味しい空気をいっぱ
い吸って、思い切り声と心を響かせ合いましょう
！
日程：5月3日
（日）～ 5日
（火・祝）
会場：下粟野体育館
（京都府船井郡京丹波町下粟野東たんぼ88）
宿泊：ウッディパルわち
料金：30,000円
内容：声と身体の遊び／日本の童歌、子守唄／民族の伝承歌
（アイヌ、
台湾、
ニューギニア、
ユダヤ、
キューバ等）
主催・問：和知太鼓 info@wachi-taiko.com
Tel. 090-8575-9835（出野文隆）

小島千絵子と宮﨑正美の

合宿和太鼓ワークショップ in 福知山
京都府の北部、豊かな自然に囲まれた歴史の街、福知山。地元
を元気づけようと、太鼓の仲間達が企画しました。千絵子と正美で
7
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鼓童オンラインストアからのお知らせ
好評いただいておりました、鼓童手ぬぐい
「雲巴」が渋めの赤で再登場。その他、春
の新商品も企画中。詳細は次号でお知ら
せいたします！
■ 鼓童手ぬぐい「雲巴」
価格：1,600円 鼓童の会会員価格：1,440円
色：紺 素材：綿100%
サイズ：約36cm×91cm

価格は税込みです。
お求めは便利な
「鼓童オンラインストア」で
http://kodo.or.jp/store/
鼓童手ぬぐい「雲巴」

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/

鼓童賛助会の新規会員を募集中です
「賛助会」の定員は350名で、長らく定員に達しておりましたが、定
員に空きができましたため、
ただ今新規ご入会を受付中です。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
（柿や鼓童カレンダー）
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 担当・齊藤直美
Tel. 0259-81-4100 ／ Email: friends@kodo.or.jp

■ 今月の付録
・
「鼓童ワン・アース・ツアー 2015〜永遠」公演先行予約申込書
と先行予約の申込方法
（2015年保存版）
（会員のみ）
・
「打男 DADAN」チラシ
・
「藤本容子 ヴォイス・キャンプ in 和知」チラシ
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。

鼓童 2015年3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）
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鼓童文化財団からのお知らせ

「本」にまつわる2つのプロジェクト開始

「いのちもやして、
たたけよ。」プロジェクト
〜鼓童の思いを、全国の図書館を通じて届けたい！〜
2011年に鼓童結成30周年を記念して出版した書籍『い
のちもやして、
たたけよ−鼓童三〇年の軌跡−』
を、全国の図
書館に寄贈する活動を行います。クラウドファンディング*・サイ
ト
「READYFOR（レディフォー）
」で、
この活動に賛同いただけ
る方を募集いたしますので、関心をお持ちいただける方、
あるい
はFacebookやツイッターなどで情報を拡散していただける方な
ど、
ぜひご協力をお願いいたします。
発行から4年が経った今も、鼓童の成り立ちや太鼓芸能がど
のように発展してきたかを知る資料として、変わらぬ価値を持ち
続けている本書。鼓童が「ワン・アース・ツアー」で全国を巡り、
太鼓の音を各地で響かせるように、
この本が各地の図書館を
通じてより多くの方々の心に響く機会が得られれば幸いです。
全国50ヶ所の図書館に寄贈するための目標金額は50万円
で、
募集期間は60日間です。3月16日より始まります！
5月14日までに目標額に達した場合には「プロジェクト成立」
と
なり、
皆様からのご支援を鼓童が受取ることができます。賛同者
の皆様は
「引換券」
と呼ばれるリターンを受取ることができます。

賛同者のお名前で図書を寄贈し、鼓童
特設サイト内にお名前・寄贈先図書館名
を掲載いたします。また、支援金額
（1口
3,000円〜5万円）
に応じた
「引換券」
（缶
バッジ、Tシャツなどのグッズや、鼓童発行
の書籍・パンフレット、最新CD『 神秘 』、
アースファニチャーの木製ロッカー、鼓童
初期のレアなアルバムセットなど）
を受取る
ことができます。 詳しくは下記のURLへ
アクセスの上ご覧ください。
◉ READYFOR「鼓童の思いを、全国の図書館を通じて届けた
い！」
プロジェクトサイト
https://readyfor.jp/projects/inochi_moyashite_tatakeyo
◉『いのちもやして、たたけよ。−鼓童三〇年の軌跡−』
著者：財団法人 鼓童文化財団／発行：株式会社 出版文化社
定価2,160円
（税込）／ A5判 200ページ
（カラーページ含む）／
2011年度日本図書館協会選定図書
＊
「クラウドファンディング」
とは、
ある
「志」
を持った人や団体に対する資金を、
ネット
を通じて多数の支援者から収集し実現する手法。

鼓童×きしゃぽん「どんどこ古本募金」プロジェクト
研修生が心に響く音を生み出すことができるよう、読み終えた本でご支援いただけませんか。
「どんどこ古本募金プロジェクト」は、鼓童の研修
「きしゃぽん」は、使い終わった本やDVDなどをリ

す。たとえば、本40〜100冊のご協力により、研修生

サイクル換金して、指定する団体へ寄付することが

が稽古で使用するバチ1組分の木材を購入すること

できるしくみです。鼓童文化財団は、嵯峨野株式

ができます。詳しくは同封のチラシをご覧ください。

会社が運営するこのしくみの「協働パートナー」
となり

お問合せ・お申込み：嵯峨野株式会社
Tel. 04-2931-3000（平日9:00〜18:00）
URL: http://www.kishapon.com/kodo/

ました。
皆さんが「きしゃぽん」へ送ってくださった本や

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

DVDなどの査定額に、嵯峨野株式会社より協賛募
金100円が加算されて、鼓童文化財団へ寄付されま

生支援のプロジェクトです。

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」2015年3月号 今月号は8ページです

