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アマテラス

大阪松竹座公演

発行…鼓童 〒952-0611 新潟県佐渡市小木金田新田148-1

アマテラスより
「あじゃら」
（写真：岡本隆史、
提供：松竹座）

鼓童通信
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会場となる宿根木公会堂

ムで楽しい雰囲気が魅力です
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後はプロの方に習うべきとの助 言 もいただ

をもって引退されました。 松永先生より今

いていた松永政雄先生が昨年

修生が能の謡をご指導いただ

十八年の長きにわたり、研

五／六〜七 能合宿稽古

ならではの難しさがあります。お客 様との
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す。あっという間でしたが、松竹座の沢山の

られ、音が豊かになっていくような気がしま

役に入りきることによりさらに感情が乗せ

がはっきりしてきます。また八百万の神々の

表現することにより、
さらに景色が見え、
色
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一切太鼓を叩きませんが、
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鼓童 佐渡特別公演 2015 -春-（写真：西田太郎）
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【先】…鼓童の会会員先行予約あり

■ …新規掲載

打男 DADAN 2015

■ …情報更新

16:30開場 17:00開演
5,500円
問：君津市民文化ホール Tel. 0439-55-3300

（5月29日現在）

鼓童の交流公演 6月、9月

6/10（水）-15（月）東京都台東区

7/3（金）-5（日）大阪府大阪市

出演予定：辻勝、中込健太、内田依利、
住吉佑太、花岡哲海、稲田亮輔、小池将也

浅草公会堂
14:00開演 ただし6/13,14は11:00開演
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

新歌舞伎座
7/3（金）18:00開場 18:30開演
7/4（土）,5（日）13:30開場 14:00開演
S席6,000円 A席4,000円 特別席8,000円
問：新歌舞伎座 Tel. 06-7730-2121

6/27（土）岡山県津山市

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。

6/17

（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
6歳以上の入場可。託児あり
問：チケットMove（ムーブ）Tel. 042-742-9999

6/19（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
3歳未満の入場は不可。託児あり
問：横須賀芸術劇場電話予約センター
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
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
前5,700円 当6,200円
問：パストラルかぞ Tel. 0480-62-1221

7/7（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
C席3,000円
問：テス・カルチャーセンター Tel. 026-223-8875

7/11（土）,12（日）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
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。
問：京都芸術劇場チケットセンター
Tel. 075-791-8240

9/11（金）新潟県津南町
津南町公民館
18:30開場 19:00開演
一般2,000円 中学生以下無料
（要整理券）
全席自由
問：津南町公民館 Tel. 025-765-3134

9/12（土）新潟県新潟市
新潟市りゅーとぴあ劇場
14:30開場 15:00開演
一般3,000円 全席自由 3歳未満入場不可
問：国際ソロプチミスト新潟
Tel. 090-8853-9752（高橋）

7/17（金）愛媛県八幡浜市

9/13（日）新潟県長岡市

八幡浜市文化会館ゆめみかん 大ホール
18:30開場 19:00開演
S席5,000円 A席4,000円 高校生以下
（A席エ
リア対象）1,500円 当日500円増し
問：ゆめみかん Tel. 0894-36-3040

中之島文化センター
13:30開場 14:00開演
一般2,000円 中学生以下無料
（要整理券）
全席自由
問：中之島文化センター Tel. 0258-66-1310

7/19（日）広島県三次市

9/18（金）北海道浦河町

三次市民ホール「きりり」
16:30開場 17:00開演
一般5,500円 学生2,500円
問：広島テレビイベントインフォメーションセンター
Tel. 082-249-1218

浦河町総合文化会館 文化ホール
18:00開場 18:30開演
前 一般3,000円 高校生以下1,000円
当 一般3,500円 高校生以下1,200円
全席自由。3歳未満入場はお問合せください
問：浦河町総合文化会館 Tel. 0146-22-5000
鼓童浦河交流公演実行委員会事務局
（一力）
Tel. 0146-22-4782

二人行脚
藤本吉利・藤本容子

6/27（土）群馬県藤岡市

0

藤岡市みかぼみらい館
16:30開場 17:00開演
前5,700円 当6,200円
問：藤岡市みかぼみらい館
Tel. 0274-22-5511

6/27

6/28（日）千葉県君津市

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
全席自由。3歳未満入場不可
問：津山市加茂町文化センター
Tel. 0868-42-7031

（土）新潟県弥彦村

ヤホール
15:00開場 15:30開演
最前列指定席4,000円 自由席3,500円
問：柴沢 Tel. 025-244-7485（9:00〜21:00）

9/25（金）香川県三豊市
三豊市文化会館マリンウェーブ
18:30開場 19:00開演
前 一般3,000円 高校生以下1,500円
当 一般3,500円 高校生以下2,000円
全席自由。3歳未満入場はお問合せください。
問：三豊市文化会館 Tel.0875-56-5111

君津市民文化ホール
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【先】…鼓童の会会員先行予約あり

■ …新規掲載

鼓童塾
深浦学舎篇

7/3（金）-5（日）講師：藤本吉利

大太鼓と小木祭り太鼓 申込締切6/19

9/11（金）-13（日）講師：藤本容子

ヴォイス・サークル 申込締切8/28

10/2（金）-4（日） 講師：小島千絵子
千絵子流女打ち 申込締切9/18

会場：深浦学舎
（佐渡市深浦336-4）
料金:1講座55,000円 鼓童の会会員49,500円
（2泊3日/講師料、宿泊食費、保険代含）
申込・問：佐渡太鼓体験交流館
（たたこう館）
Tel. 0259-86-2320

小島千絵子
ほたるコンサート

7/4（土）新潟県上越市
大島地域生涯学習センター
17:30開場 18:00開演
前500円 当1,000円 高校生以下無料
全席自由。未就学児の入場可
問：大島音楽協会 Tel. 025-594-3547
Email：joetsu_ohshima@yahoo.co.jp
Fax. 025-594-3536

■ …情報更新

前 一般A席3,800円 一般B席3,300円
高校生以下2,500円 車椅子席3,300円
当 一般A席、
一般B席、
車椅子席は500円増し
未就学児の入場は不可
問：白山国際太鼓エクスタジア実行委員会事務
局 Tel. 076-277-1721

はじめてのKODO
小編成公演

まだ見ぬ子
（あなた）
への子守唄〜マタニティ
レディ向けヴォイス・サークル
おひるねカフェころね
（千代田区神田神保町
2-14 2F http://corne.jp）
7/4、5各日とも 13:00〜16:30 定員10名
参加費 21,600円
（税込）
問・申込：ギャラリードレイン Tel. 070-6472-8788
http://gallerydrain.com

白山国際太鼓エクスタジア2015

7/19（日）石川県白山市
白山市松任文化会館大ホール 14:30開演
藤本・今福組
（藤本吉利・今福優）
、大治太鼓、
和太鼓虎之介
（輪島）
、Unit1、大太鼓響奏団
「め組」、炎太鼓ユニット、
サスケ
5
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鼓童ワン・アース・ツアー 2015
〜永遠 9〜10月
記載のないものは未就学児の入場は不可です。

9/5（土）千葉県八千代市
八千代市市民会館
16:30開場 17:00開演
S席5,500円 A席4,000円
問：八千代市市民会館 Tel. 047-483-5111

7/20（月・祝）新潟県柏崎市

9/6（日）茨城県常陸太田市

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）
、3歳未満入場不可
全席自由。親子向け割引チケットあり
問：柏崎市文化会館アルフォーレ
Tel. 0257-21-0010（9:00〜19:00 火曜休館）

常陸太田市民交流センター（パルティホール）
16:30開場 17:00開演
5,500円
問：常陸太田市民交流センター
Tel. 0294-73-1234

第28回
国宝松本城 太鼓まつり

9/8（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
S席6,000円 A席4,000円
問：
トップアート Tel. 022-344-9854
河北チケットセンター Tel. 022-211-1189

7/25（土）,26（日）長野県松本市

9/11（金）山形県山形市

国宝松本城 本丸庭園内 メインステージ
17:30開演予定 料金無料
http://wadaiko-nawo.chu.jp/taikomaturi/
問：国宝松本城太鼓まつり実行委員会
松本市観光温泉課内
（平日のみ）
Tel. 0263-34-8307

シベールアリーナ
18:00開場 18:30開演
5,000円
6/21（日）
チケット発売
問：シベールアリーナ Tel. 023-689-1166

藤本容子 ヴォイス・サークル

7/4（土）、5（日）東京都台東区

（5月29日現在）

アース・セレブレーション 2015

8/21（金）-8/23（日）新潟県佐渡市
城山コンサート 会場：城山公園
8/21（金）「鼓童ナイ
ト」出演：鼓童
8/22（土）「蜜月」
出演：スアール・アグン、
レナード衛藤with鼓童
8/23（日）「祝祭」
出演：鼓童、
レナード衛藤、
スアール・アグン
ECシアター／ワークショップ／セミナー
チケット発売：6月16日
（火）
詳細はEC公式サイト、5月号同封のチラシ・申
込書をご参照ください。
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
佐渡体験プログラム、
プレイベント「佐渡薪能」
問：佐渡地域観光交流ネットワーク
Tel. 0259-67-7995

9/12（土）岩手県盛岡市
都南文化会館
（キャラホール）
18:00開場 18:30開演
S席5,000円 A席4,500円 B席4,000円
当日500円増し
問：都南文化会館
（キャラホール）
Tel. 019-637-6611

9/13（日）秋田県秋田市
秋田県民会館
17:30開場 18:00開演
S席5,000円 A席3,500円 当日500円増
6/8（月）
チケット発売予定
問：秋田魁新報社 Tel. 018-888-1857

9/19（土）静岡県三島市
三島市民文化会館
17:00開場 17:30開演
一般5,400円 高校生以下3,000円
6/13（土）
チケット発売
問：イーストン Tel. 055-931-8999

料金はすべて税込み、
特に表記のないものは全席指定席、
発売日表記のないものは発売中です。
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。

9/20（日）静岡県浜松市
浜松市浜北文化センター
17:00開場 17:30開演
一般5,400円 高校生以下3,000円
6/13（土）
チケット発売
問：エンボス Tel. 053-412-1010

9/23（水・祝）大阪府摂津市
摂津市民文化ホール
16:30開場 17:00開演

17:00開場 17:30開演
前5,000円 当5,500円
7/10（金）
チケット発売
問：石橋文化センター Tel. 0942-33-2271

10/18（日）鹿児島県鹿児島市
宝山ホール
17:00開場 17:30開演
5,800円 学生
（小学生〜高校生）3,000円
おトクシートあり。7/21（火）
チケット発売
問：鹿児島音協 Tel. 099-226-3465

一般5,000円 高校生以下・65歳以上4,000円
当日500円増
7/11（土）
チケット発売
問:摂津市民文化ホール Tel. 072-635-1404

9/27（日）愛知県一宮市
一宮市民会館
18:00開場 18:30開演
S席5,500円 A席4,000円
問：一宮市民会館 Tel. 0586-71-2021

10/3（土）兵庫県養父市
養父市立ビバホール
18:30開場 19:00開演
一般3,500円 ビバホール友の会3,000円
Tシャツ付きスペシャルチケット5,000円
（枚数限
定）当日500円増
6/11（木）
チケット発売予定
問：養父公民館 Tel. 079-664-1141

10/4（日）鳥取県倉吉市【先】
倉吉未来中心
17:30開場 18:00開演
S席5,500円 A席4,500円 B席3,500円
学生券2,000円
（全席から選択可）
7/4（土）
チケット発売予定
問：鼓童 Tel. 0259-86-3630
倉吉未来中心 Tel. 0858-23-5390

鼓童の会 チケット先行予約
鼓童チケットサービスにて電話受付
6/26（金） 受付時間 9:30 〜 17:00
Tel. 0259-86-2330

10/10（土）山口県下関市
下関市菊川ふれあい会館
（アブニール）
18:00開場 18:30開演
1階S席6,000円 A席5,500円 2階5,000円
当日500円増 7/1（水）
チケット発売予定
問：第6回鼓童きくがわ公演事務局
Tel. 090-4692-5217（笹山）

10/12（月・祝）福岡県久留米市
石橋文化ホール

鼓童 佐渡特別公演 2015 -秋-

9/19（土）-22（火・祝）【先】
新潟県佐渡市 宿根木公会堂
開演時間 午前は11:00、
午後は14:30
9/19（土）
午後
9/20（日）
〜22（火・祝）午前午後各1回
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 全席自由
【鼓童の会会員割引】前売りのみ各500円引き
6/30（火）
一般発売
問:鼓童チケットサービス Tel. 0259-86-2330

鼓童の会 チケット先行予約
鼓童チケットサービスにて電話とメールで受付
6/29（月）受付時間 9:30 〜 17:00
Tel. 0259-86-2330
Email: ticket@kodo.or.jp

世界の鼓童とともに
芸能の宝島 佐渡

9/25（金）-27（日）
新潟県佐渡市 両津文化会館
19:15開場 19:50開演
出演予定：佐渡の芸能団体、
鼓童小編成
佐渡島外からお越しで島内の宿泊施設
（民宿・
旅館）
をご利用の方対象
問：芸能の宝島佐渡実行委員会
Tel. 0259-23-3300

pj

鼓童塾
齊藤栄一の太鼓篇

10/8（木）-12（月・祝）新潟県佐渡市
会場：鼓童文化財団研修所
（佐渡市柿野浦）
指導：齊藤栄一
定員：20名 対象：15歳以上の男女

料金：60,000円 鼓童の会会員は55,000円
（4泊5日／講師料、
宿泊食費、
保険代含む）
応募方法などは、先月号に同封のチラシ、鼓童
サイ
トをご参照ください。
問：鼓童文化財団 Tel. 0259-81-4100

輝夜姫 Kaguyahime
The Moon Princess バレエ公演

10/15（木）-30（金）
上記期間中の木、
金、
土のみ上演。8回公演
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
バレエ：Les Grands Ballets Canadiens de
Montreal 指揮：Michael de Roo 演奏：鼓童、
玲楽舎、
西洋打楽器アンサンブル
https://www.grandsballets.com/fr/

鼓童ワン・アース・ツアー 2015
〜混沌 11〜12月
詳細は次号でお知らせいたします。
11/23（月・祝）
【新潟県佐渡市】
アミューズメント佐渡
11/29（日）
【福井県越前市】
越前市文化センター
12/1（火）
【富山県富山市】
オーバード・ホール
12/3（木）
【新潟県新潟市】新潟県民会館
12/5（土）6（日）
【大阪府大阪市】
NHK大阪ホール
12/9（水）
【福岡県福岡市】博多座
12/11（金）
【広島県広島市】
アステールプラザ
12/13（日）
【岡山県岡山市】岡山市民会館
12/15（火）
【愛知県名古屋市】
愛知県芸術劇場 コンサートホール
12/17（木）
【神奈川県横浜市】
神奈川県民ホール
12/19（土）
〜23（水・祝）
【東京都文京区】
文京シビックホール

定期講座
■ 山口幹文 篠笛教室と個人指導
6月の日程：26日
（金）17:00〜21:30、
27日
（土）9:30〜11:30 各日1回ずつ
会場:蒲原神社社務所2階
（新潟市）
受講料
（1回につき）
：6,000円〜10,000円
申込・問：風月舎
（山口）
Email: fugetsusha@gmail.com
Tel. 080-8884-8195 Fax. 050-3737-6305
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鼓童オンラインストアからのお知らせ
■ 山口幹文ソロアルバム第二弾の発売が7月10日に決定しました
「一管風月 Vol.2 ともしび」 ロシア民謡「ともしび」
を含む透明感あ
る7曲を収録。ただいま電話予約受付中です。
価格：2,500円 鼓童の会会員価格：2,250円
■ DVD 「鼓童 打男 DADAN」
「鼓童 焔の火」各4,500円に値下げ
「鼓童 永遠」
ブルーレイ、DVDの発売を記念して、上記DVDをお
求めやすい価格にいたしました。この機会に是非ご一緒にいかがで
しょうか。
公演会場のみで発売しておりましたグッズも、鼓童オンラインストアで購
入いただけるようになりました。
■ 写真集「襲（かさね）の清姫物語り」
小島千絵子がライフワークとして取り組んできた
「道成寺 安珍と
清姫の物語」。美しい佐渡の四季を舞台に語りかける清姫の物語を
ぜひ、
お楽しみください。写真：宮川舞子
A4変形版 全32ページ 価格：2,500円
■「鼓りん」
鼓童の舞台で登場する楽器「りん」。昨年12月に初演された、
「鼓
童ワン・アース・ツアー〜永遠」の舞台で使用されており、6月からのツ
アーでも使用しております。透き通った音色をお楽しみ下さい。タイ
ガーアイまたはローズクォーツの光彩付き 価格：3,800円

「鼓童打男 DADAN」 「鼓童 焔の火」
「鼓童永遠」

Bプラン 10,000円
特典 ・公式サイト、
会場の掲示板、
期間中の配布物にお名前を掲載
・8/21（金）
の城山コンサート御招待券1枚贈呈
申込方法： 公式サイト
（http://www.kodo.or.jp/ec/）
の申込フォームを
ご利用ください。募集締切：7月10日
（金）
問: アース・セレブレーション実行委員会
Tel. 0259-81-4100（平日9:30〜17:00）

■「鼓童文化財団研修所」見学会
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：8/22（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）
申込方法：Eメール
（kenshujo@kodo.or.jp）
または電話
（鼓童文化財団：
0259-81-4100）
でお名前、参加人数、携帯電話等のご連絡先、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。

鼓童佐渡特別公演2015-秋- 関連企画
鼓童の会会員向け
「深浦学舎夕食会＆宿泊企画」
を実施いたし
ます。宿泊される方は、朝の掃除や体操など、地域づくり実習生の
生活スケジュールをご一緒に体験していただきます。
日時：9/21（月・祝）19:00 ～
場所：深浦学舎
（各自お越し頂きますようお願い致します）
参加費：夕食会1,000円
（小学生以下500円）
＋宿泊
（1泊朝食付）4,300円
（小学生以下3,500円）
※夕食会のみの参加も可能です。
定員：20名
（会員お一人様につき、2 ～ 3名までご同伴いただけます。
宿泊は男女別の相部屋となります）
問・申込：佐渡太鼓体験交流館
（たたこう館）
（9:00 ～ 17:00/月曜休）
Tel. 0259-86-2320 Email: info@sadotaiken.jp

鼓童文化財団よりご支援への御礼
鼓りんと光彩ローズクォーツ
（下）
、
「一管風月 Vol.2 ともしび」 「襲の清姫物語り」
タイガーアイ
（上）
価格はすべて税込です。

鼓童グッズのお問い合わせはこちらまで

http://www.kodo.or.jp/store/
Email: store@kodo.or.jp

☎ 0259-86-3630

アース・セレブレーション2015
■ サポーター募集
これまで、
たくさんの方々の熱いサポートに支えられてきたEC。今
年も、城山コンサートの「ご招待券」付きのサポータープランをご用意
しております。皆様のご支援をお待ちしております。
Aプラン 50,000円
特典 ・公式サイトへバナー＋リンク掲載
・会場の掲示板、期間中の配布物に御名前を掲載
・8/21（金）
の城山コンサート御招待券2枚贈呈
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■ READYFOR 「いのちもやして、
たたけよ。」プロジェクト
5/15で終了し、
目標額50万円を遥かに越える711,000円のご支
援をいただきました。寄贈する図書館の数を増やしたいと考えてい
ます。ご支援をお寄せいただいた皆様に、深く感謝申し上げます。
■ 鼓童×きしゃぽん「どんどこ古本募金」プロジェクト
3月から開始し、4月末現在で9名様より総額で10,258円のご協
力をいただきました。こちらは引き続き受付中です。使い終わった
本やDVDなどを
「きしゃぽん」へお送りください。
お申込み：嵯峨野株式会社
（フリーダイヤル0120-29-7000、
Tel. 04-2931-3000 ／平日9:00〜18:00）

■ 今月の付録
・
「鼓童佐渡特別公演2015-秋-」チラシ
・アース・セレブレーションはがき
・藤本容子「まだ見ぬ子への子守唄」チラシ
（関東）
・
「佐渡の街交流会」チラシ
（関東他）
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.347
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未来にむけて 〜アース・セレブレーションのこれから〜
私たちが、1988年にアース・セレブレーション
（EC）
を始めて、今年で28回目を迎えます。
佐渡という離島において、国際的な交流が
草の根レベルで行われるユニークな芸術祭
として、国際交流基金地域交流振興賞、地
域活性化センターふるさとイベント大賞、
ティ
ファニー財団伝統文化大賞などの受賞をは
じめ、野外フェスティバルの先駆けとして様々
な評価を頂いてきました。また、29ヶ国にも
およぶ海外からのゲストとの共演を通じて生
まれた楽曲や演奏方法も多数あります。そし
て、
この祝祭を目指して海を渡ってきた沢山
の方々に、佐渡の文化や風土に触れていた
だきました。
ECも2017年には30回を迎えます。一つ
のビジネスモデルの寿命が30年と言われるよ
うに、世界情勢、地球環境の変化、地方の

過疎化など、私たちを取り巻く社会は、ECを
始めた頃とは大きく様変わりしています。当
然、
私たちがECを通して世の中に表現してい
きたいこと、
その方法も、変わって行く必要が
あると感じています。
そこで、城山コンサートを中心としたECの
モデルは今年で一つの区切りとし、2016年
には城山コンサートは行わず、鼓童が佐渡の
方々と一体になり、
より地元に根ざし、
お客様
に佐渡を楽しんでいただける企画にトライする
1年にしたいと考えています。
その意味で、今年のECは、
これまでの一
つの集大成と考え、
レナード衛藤、
スアール・ア
グンなど、城山コンサートを彩ったゲストをお迎
えしておおくりします。沢山の皆さんのご来
場をお待ちしています。
アース・セレブレーション総進行

大学生の時に初めてみたEＣは、10周年
の城山コンサートでした。なんだかわからな
いエネルギーに満ちた舞台に、
自分も立ちた
いと思いました。次の年には研修生になり、
以来EＣの城山コンサートは、私にとって毎年
あって当然の場でした。
未来にむけて、改めてECの理念を見つめ
直し、問い直すことで私たち演奏者自身が、
今以上に、考え、学び、吸収できる場に、
そし
てお客様や佐渡と共感できる場を作り出して
いきたいと思っております。
太鼓芸能集団 鼓童 副代表

船橋 裕一郎

菅野敦司

EC2015 プレイベント
■ 佐渡薪能公演 8/20（木）19：00 ～ 21：00（予定）18：30開場
会場：佐渡相川春日神社能舞台
（佐渡市相川下戸村）
料金：大人3,000円
（当日3,300円）
、小中高生1,500円
（当日1,700円）全席自由
申込方法：6/16（火）
より、鼓童チケットサービス、佐渡地域観光交流ネットワーク、
佐渡市役所、佐渡観光協会にて受付
問：佐渡地域観光交流ネットワーク Tel. 0259-67-7995 Email: kouryu@e-sadonet.tv

■ しんちゃんせんせいと太鼓体験 8/11（火）～ 16（日）10:00/13:30/15:00
会場：佐渡太鼓体験交流館
（たたこう館） 各回1時間の初心者向けプログラム
料金：2,000円、小学生1,000円
（2人目から半額）
、未就学児は大人同伴で無料
定員：25名
（定員に達し次第締切）
問・申込：佐渡太鼓体験交流館（たたこう館）
（9:00 ～ 17:00/月曜休館）
Tel. 0259-86-2320 http://www.sadotaiken.jp
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

最新情報はEC公式サイトで
http://www.kodo.or.jp/ec/
チケット発売
6月16日
（火）
下記でお求めいただけます。

鼓童チケットサービス（Tel. 0259-86-2330）
e+（イープラス）
、JTBエンタメチケット、
JR東日本、
佐渡市役所、
佐渡島内プレイガイド

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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