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「鼓童ワン・アース・ツアー 2015〜永遠」京都公演より
『午睡』小見麻梨子
（写真：岡本隆史）

鼓童通信
2015年6月〜7月

6月

7月

「鼓童ワン・アース・ツアー
2015〜永遠」
（国内）

6月

7月

交流学校公演
（国内）

7/3

7/5

藤本吉利「鼓童塾〜深浦
学舎篇」
（新潟・佐渡市）

朝からソワソワしていまし
た。搬入やリハーサルをしてい
ても、目に入る景 色の端々か
ら思い出や懐かしさが溢れ出てきて、
本番に
向かう前には何 度 も「 普 段 通りに…」と自
分に言い聞かせました。 母校である京都造
形芸術大学。その中にある春秋座は、
学生
時代に太鼓の稽古や公演で使用させていた
だき、慣れ親しんだ場 所です。 八年ぶりに
立つ舞台への緊張感と、
期待感が入り混じっ
た気持ちで迎えた本番では、
ふとした時にお
世話になった方々の顔が浮かぶ、
やはり特別
なものになりました。
七／十四 愛知・名古屋市公会堂
名 古 屋にて高 校の芸 術 鑑 賞での
「永遠」
公演を行いました。 名古屋での公演にはこ
れまでに何 度 も 来ていますが、今 回の会 場

「 国 宝 松 本 城 太 鼓まつ
り」出演
（長野・松本市）

7/26

山口幹文 出張篠笛教室
（愛知・名古
屋市）

7/20

「はじめてのKODO」
（新潟・柏崎市）

7/25

「白山丸祭り」前夜祭 小編成公演
（新潟・佐渡市）

「はじめてのKODO」公演より
（写真：松浦充長）

響きの中では、
無音の時間や小さな音のアン

気と、鉄 筋コンクリート造りならではの音の

ら非 現 実 的な場 所に迷い込んだような空

するメンバーが多くいました。日常の世界か

内装の雰囲気に、合間を見つけて中を散策

能の素晴らしさを伝えて、
一人でも多くの方

色んな地 域に行って少しでも太 鼓という芸

があるように思いました。 私たちの活動も

した。そして芸能には人の心を踊らせる力

ちもすごく生き生きしているように感じま

能が根 付いている地 域というのは子どもた

（報告：稲田亮輔）

の活 力になることが出 来るよう努めていき

たいと思います。

サンブルが普段以上に力を発揮し
「永遠」と
（報告：草洋介）

流 公 演 を 行 わせて頂 きまし

森 小 学 校と乙 部 中 学 校で交

七 月六日に盛 岡 市の手 代

きました。できるだけ参加型にしたり、
ゲー

れだけ正直で、
シビアなお客様か日々感じて

ト。 この二ヶ月、子 ど もがど

楽は、
子どもが主役のコンサー

七／二〇 新潟・柏崎市「はじめての KODO
」
春の交流公演ツアーの千穐

SOLO ACTIVITY
ソロ・小編成活動

た。 今 回の交 流 公 演は、鼓 童が古くからお

ムを 入 れたりと色々工 夫しながら、
いざ本

て しろ

付き合いさせて頂いています「 黒川さんさ」

おと べ

の松本敏邦さんとの繋がりで実現する事が

番。ありがたいことに全ての心配は杞憂に。

もり

出来ました。 子ども達は学校の授業の一環

七／六 岩手・盛岡市

SCHOOL TOUR
交流学校公演

思います。

いう舞 台の空 気 感がとても良く出ていたと

と集中して演奏を観てくれていました。 芸

7/19

で色んな芸 能を習っているそうです。 自 然

藤本吉利「白山国際太鼓エクスタジ
ア2015」
（石川・白山市）

は初めてでした。 落ちつきのあるこげ 茶 色

7/19

のタイルが張られた外 観とノスタルジックな

7/25

藤本容子「ヴォイス・サーク
ル」
（東京・台東区）

7/5
7/4

小島千絵子「ほたるコンサート」
（新
潟・弥彦村）

7/4

七／十一、十二 京都芸術劇場 春秋座

ONE EARTH TOUR
ワン・アース・ツアー 〜永遠

6〜7月のタイムライン
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子。 足も届かないイスにちょこんと座ったこ

客 席 登 場から親 子の温かい雰 囲 気に手 拍

と太 鼓 を 披 露。イタリア・フィデンザ、普 伝

の伝統文化の今、
を紹介する一員として演舞

ア、
ミラノ博関連のジャパンサローネにて日本

の花八丈 W Sは大 好 評 をいただき、
イタリ

湿った空 気に触 れた瞬 間、懐かしい感 覚が

りとなるバリ島訪問でしたが、
熱帯の暖かく

した。 私とレナードさんにとって約二〇年振

四人で、
インドネシア・バリ島を訪問してきま

ふ でん

分という時間は彼らにとって短くはないはず

ども達も目をキラキラさせています。六〇
ン

蘇って来て、す ぐに馴 染んでしまいました。

デ

旅
寺のFUDEN太鼓さんとコラボをして、

そして、
スアール・アグンのリーダー、
スウェント

フ

ですが、
この二ヶ月間子どもたちの反応を目

の締めは上 越・ほたるコンサートで千 穐 楽。

る程に自 然で、思い出 話、近 況の交 換と、今

ラさんとの再 会も、時 間の経 過を忘れさせ

じ

の当たりにしながら公演してきたメンバーの

（報告：小島千絵子）

駆け巡ります。

世界は広くて丸くて魅力的！ これからも

（報告：内田依利）

KODO JUKU FUKAURA
鼓童塾〜深浦学舎篇〜

に彼らの本拠地ヌガラを訪ね、
EC最終日に

気で話が進みました。翌日には、
バリ島西部

年のE Cでの共 演について打ち解けた雰 囲

成果か、
あっという間に感じられて、
とても嬉

世 界で
「日本 」に出 逢った一

地球一周一人旅・小島千絵子

しく思いました。
六月〜七月

「 祝 祭 」の演 出 を 務める石 塚 充からの要 望

（報告：菅野敦司）

APPRENTICE CENTRE
研修所

問になりました。

グンとの稽古を進めてくださり、
実り多い訪

七／三〜五 「藤本吉利『 大太鼓と小木祭
二泊三日の太 鼓 合 宿 講 座

人 旅 を、駆 け 足 で 報 告 しま

には女 性 三 名、男 性八名、計

も踏まえながら、
レナードさんがスアール・ア

目となった日本祭りに熱く応援参加。アメ

り太鼓 』」

リカ・ラスベガス、太 鼓カンファレンスにて初め

十一名が参加。 十七歳の高校

す。スペイン・バルセロナ、
三回

ての講 演、知っている英 語 を 駆 使して精一杯

三年 生から最 年 長は六八歳。仕 事も様々。

津 軽 手 踊 りの石 川 義 純

シンガポールから参加してくれたアメリカ人

先 生と中 学 生のお弟 子さん

自 分 を 語りました。 太 鼓の仲 間 達が集う

だ顔ぶれでした。講座は午後・午前・午後・午

が研 修 所へ出 稽 古においでい

こんな素 晴らしい祭 典 を 是 非日本でも、
と

前と計四回で、大 太 鼓の正 面 打ち、小 木 祭

ただきました。 鼓 童は前 身の鬼 太 鼓 座 初

いし かわ よし じゅん

り太鼓の横打ち、
スタイルの違う太鼓二曲に

期から、
石川流を創始した石川義衛先生を

七／六、七 津軽手踊りの稽古

チャレンジ。打つリズムを覚えるのに悪戦苦闘

青森に訪ね、教えを請うてきました。 義衛

男性三人は太鼓初体験。バラエティーに富ん

のところもありましたが、全 員 頑 張ってクリ

先生亡き後、純粋にその教えや技を守り継

踊ってくださった先 生の
「あいや節 」からは、

鼓 童 村で挨 拶がわりに、
と普 段 着のまま

いできた方々のお一人が義純先生です。

よし え

と一息、
嬉しかったです。（報告：藤本吉利）

ア。みんなでひとつになれて、
講師の私もホッ

EARTH CELEBRATION 2015
アース・セレブレーション2015

出てきて仕 方ありませんでした。この機 会

津軽のふるさとの風景が広がって見え、涙が
十 八年 振 りのE Cでの共

研 修 生 もグングン吸 収し、月 末の発 表 会に

に合 わせて
「じょんから節 」を 予 習していた

六／二五〜二九 バリ島訪問
演と、今 後の鼓 童のバリ島 公

向けて意欲を燃やす日々です。 		
（報告：千田倫子）

演の可 能 性を探る目 的で、
レ
ナード衛 藤さん、国 際 交 流 基 金の渡 邉きぬ
さん、
鼓童文化財団の島崎信理事長と私の
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思いました。アメリカ・ロス、
浅野太鼓USで
「第28回 国宝松本城 太鼓まつり」
に出演。
壮観なお城をバックに2日間、
トリを飾りました。（写真：松浦充長）

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。

招待
（申込制）3歳未満の入場は不可。
申込締切：8/25（火）
問：
「東京都人材支援事業団 リズムを体感！コ
ンサート」事務局 Tel. 03-3466-7891

藤本吉利
大太鼓合宿ｉ
ｎ 京丹波わち

10/3（土）,4（日）京都府京丹波町
会場：和知太鼓練習場
指導：藤本吉利
定員：30名
対象：高校生以上で太鼓経験のある方
参加費：25,000円（宿泊食費、交流会費含む）
宿泊：料理旅館角屋
（船井郡京丹波町本庄）
詳細はお問合せください。
問：和知太鼓保存会 Fax. 0771-84-0790
Email: info@wachi-taiko.com

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）
詳細はお問合せください。
問：鼓童文化財団 Tel. 0259-81-4100

2015太鼓フェスティバルin青海

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
記載のないものは未就学児の入場は不可です。

11/23（月・祝）新潟県佐渡市【先】
アミューズメント佐渡
14:30 開場 15:00 開演
SS席 5,000円 （1階1列〜13列）
S席 4,500円 （1階14列〜29列）
A席 3,000円 （2階全て）
※学生割引あり
（小学生〜高校生）
。SS、S
席
（1階 ）で2,000円 返 金。 当日会 場 入 口で
2,000円を返金します。
託児有、要予約。鼓童 Tel. 0259-86-3630
9/18（金）
チケット発売
問：鼓童チケットサービス Tel. 0259-86-2330

11/29（日）福井県越前市
越前市文化センター
18:00開場 18:30開演
一般5,000円 高校生以下1,500円
当日各500円増 託児有、
要予約。
8/18（火）
チケット発売
問：越前市文化センター Tel. 0778-23-5057

JMSアステールプラザ 大ホール
18:00 開場 18:30 開演
SS席8,000円
（1列〜4列）
S席6,000円
（5〜12列、13〜31列／ 8〜40）
A席5,000円
（13列〜31列／ 1〜7、41〜47）
10/3（土）
チケット発売
問：広島テレビ Tel. 082-249-1218

12/13（日）岡山県岡山市【先】
岡山市民会館
18:00開場 18:30開演
6,000円 9/18（金）
チケット発売予定。
問：岡山音協 Tel. 086-224-6066

12/15（火）愛知県名古屋市【先】
愛知県芸術劇場 コンサートホール
18:00開場 18:30開演
A席6,500円 B席4,000円
10/19（月）
チケット発売
問：中日劇場 Tel. 052-263-7171

オーバード・ホール
18:00開場 18:30開演

神奈川県民ホール
18:00開場 18:30開演

一般5,000円 学生
（小学〜大学生）2,000円
問：アスネットカウンター Tel. 076-445-5511

S席6,000円 A席4,000円
10/3（土）
チケット発売
問：tvkチケットカウンター Tel. 0570-003-117

青海総合文化会館きららホール
14:00 ～、18:00 ～の二回公演
開演30分前に開場
前大人2,000円 子ども(小学生以下)1,000円
当大人2,500円 子ども(小学生以下)1,500円
全席自由
問：越後・親不知太鼓事務局
Tel. 025-562-3221（十文字カメラ店内）

新潟県民会館
18:30開場 19:00開演
S席6,000円 A席5,000円
9/18（金）
チケット発売
託児有、定員制、要予約。TeNYチケット専用
ダイヤルで受付。
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

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、

12/11（金）広島県広島市【先】

12/17（木）神奈川県横浜市【先】

12/3（木）新潟県新潟市【先】

10/15（木）-30（金）

博多座
詳細未定。10月上旬チケット発売予定。
問：
ピクニック Tel. 092-715-0374

12/1（火）富山県富山市

10/11（日）新潟県糸魚川市

輝夜姫 Kaguyahime
The Moon Princess バレエ公演

12/9（水）福岡県福岡市

12/5（土）,6（日）大阪府大阪市【先】
NHK大阪ホール
5日
（土）17:30開場 18:00開演
6日
（日）13:30開場 14:00開演
一般6,000円
※学生割引有り
（小学生〜24歳までの学生対
象）
。当日会場入口で2,000円を返金します。
9/25（金）
チケット発売
問：ページ・ワン Tel. 06-6362-8122

12/19（土）-23（水・祝）【先】
東京都文京区
文京シビックホール 大ホール
19日 17:30開場 18:00開演
20〜23日 13:30開場 14:00開演
S席7,000円 A席5,000円 学生券3,000円
10/3（土）
チケット発売
問：チケットスペース Tel. 03-3234-9999
（月〜土、10:00〜12:00、13:00〜18:00）

定期講座
■ 山口幹文 篠笛教室と個人指導(新潟市）
会場:蒲原神社社務所2階
8月はお休みです。9月以降の予定はお問合せ
ください。
申込・問：風月舎
（山口）
Email: fugetsusha@gmail.com
Tel. 080-8884-8195 Fax. 050-3737-6305
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【先】…鼓童の会会員先行予約あり

■ …新規掲載

■ …情報更新

10/12（月・祝）福岡県久留米市

9/25（金）香川県三豊市

石橋文化ホール 17:00開場 17:30開演
前5,000円 当5,500円
問：石橋文化センター Tel. 0942-33-2271

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。未就学児の膝上鑑賞無料。お席
が必要な場合はチケットをご購入ください。
問：三豊市文化会館 Tel.0875-56-5111

10/17（土）熊本県宇土市
宇土市民会館 18:00開場 18:30開演
指定席 5,000円 自由席 一般3,500円 学生
席
（小学生〜高校生）1,500円
問：宇土市民会館 Tel. 0964-22-0188

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。
問：鹿児島音協 Tel. 099-226-3465

鼓童の交流公演 9月
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

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）

9/13（日）新潟県長岡市
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

9/18（金）北海道浦河町
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歳未満の入場は要問合せ。
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
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9/26（土）愛媛県松山市
松山市北条市民会館
15:00開場 15:30開演
（予定）
大人3,500円 高校生以下1,500円
全席自由。2歳未満の入場は不可。
未就学児もチケットは必要
問:鼓童チケットサービス Tel. 0259-86-2330

9/27（日）愛媛県八幡浜市
八幡浜市文化会館ゆめみかん 大ホール
14:30開場 15:00開演
（予定）
大人2000円 小学生〜高校生500円
全席自由。未就学児の膝上鑑賞無料。お席
が必要な場合はチケットをご購入ください。
問:八幡浜市文化会館ゆめみかん
Tel. 0894-36-3040

鼓童塾 〜深浦学舎篇〜

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

詳細はインフォメーションのページをご覧下さい。

山口幹文「一管風月」
山口幹文の真笛の力強い音と篠笛の繊細な音で
奏でる色彩豊かな調べの数々。今回はピアノと歌の

（7月31日現在）

いわて三陸鎮魂復興祭
出演：見留知弘、藤本吉利、小島千絵子、齊藤
栄一、蓑輪真弥、三浦友恵、米山水木

9/13（日）岩手県宮古市
浄土ヶ浜特設会場
イベントは12時開演
入場無料
（公募の上整理券配布）
問：
ＳＡＰ Tel. 03-5226-8537
（平日10:00 ～ 18:00)

鼓童 佐渡特別公演 2015 -秋出演：藤本吉利、小島千絵子、山口幹文、
齊藤栄一、見留知弘、蓑輪真弥、三浦友恵、
米山水木

9/19（土）-22（火・祝）
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
問:鼓童チケットサービス Tel. 0259-86-2330

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

野上結美さんと共演いたします。

9/11（金）富山県高岡市
城東音楽院ホール ゲスト
：羽岡優子
（篠笛）
18:00開場 18:30開演 3,500円 全席自由
問：風月舎 fugetsusha@gmail.com
Tel. 080-8884-8195

9/12（土）石川県羽咋市
永光寺本堂 (羽咋市酒井町イ部11番）
18:00開場 18:30開演
前1,800円 当2,000円 全席自由
問：永光寺 Tel. 0767-26-0156

リズムを体感！コンサート
和太鼓にギターにタップダンス。家族みんなでリズムに
合わせて音楽を楽しむファミ
リーコンサー
トです。都内在
住・在勤・在学の方を1,500名様無料ご招待です。

9/26（土）東京都渋谷区
Bunkamura オーチャードホール
出演：鼓童、熊谷和徳
（タップダンス）
、押尾コー
タロー（アコースティックギター）
16:00開場 17:00開演
都内在住・在勤・在学の方対象、1,500名無料

【先】…鼓童の会会員先行予約あり

■ …新規掲載

■ …情報更新

藤本吉利
大太鼓塾

アース・セレブレーション 2015

8/21（金）-23（日）新潟県佐渡市

太鼓で唄う、
太 鼓であそぶ藤本吉利の大太 鼓塾。

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
ワークショップは全て定員に達しました。
ECシアター／セミナーは引続き受付中。
詳細はEC公式サイ
トをご参照ください。
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

9/3（木）-2016/3/3（全6回）

全6回での開催です。

京都府綾部市
会場：中丹文化会館ほか、
指導：藤本吉利 定員：30名
対象：中学生以上で太鼓経験のある方
受講料 22,000円
（全6回）
申込締切：8/31、定員になり次第終了。詳細
はお問合せください。
問：中丹太鼓おもてなし隊 事務局
Tel. 090-1486-8586(福井)

佐渡体験プログラム、
プレイベント「佐渡薪能」

鼓童ワン・アース・ツアー 2015
〜永遠 9〜10月

（7月31日現在）

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
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
問：イーストン Tel. 055-931-8999

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
問：エンボス Tel. 053-412-1010

問：佐渡地域観光交流ネットワーク
Tel. 0259-67-7995

0

記載のないものは未就学児の入場は不可です。

9/23（水・祝）大阪府摂津市

プレイベント「しんちゃんせんせいと太鼓体験」

9/5（土）千葉県八千代市

摂津市民文化ホール
16:30開場 17:00開演

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

当日500円増
問：摂津市民文化ホール Tel. 072-635-1404

問：太鼓体験交流館

Tel. 0259-86-2320

山口幹文ゲスト出演
妙光寺の送り盆
第26回フェスティバル安穏
石灯のあかりー妙光寺の送り盆ー
送り盆の法要、
ご供養をはじめ、
お寺の魅力を
再発見できるイベントです。山口幹文は、法要
の中で篠笛の供養演奏を行う予定です。

8/22（土）新潟県新潟市
角田山妙光寺
（新潟市西蒲区角田浜1056）
開門11:00 閉門20:30 (出演時間未定)
入場無料
問：角田山妙光寺 Tel. 0256-77-2025

ロシア・日本 平和友好
文化フェスティバル
ロシア国立ボリショイ劇場バレエ団のソリストとして
活躍され、
現在ブリヤー
ト共和国国立劇場芸術監
督を務める岩田守弘氏との共演です。

9/3（木）ロシア・ブリヤート共和国
ウラン・ウデ市
ブリヤート共和国国立歌劇場
出演予定：岩田守弘、
ブリヤート共和国国立バレ
エ団、
ロシア国立ボリショイ劇場バレエより8名、
鼓童
（齊藤栄一、蓑輪真弥、米山水木）
ほか
詳細がわかりましたら、
鼓童サイ
トでお知らせいた
します。

9/6

（日）茨城県常陸太田市

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

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

9/11（金）山形県山形市

一般5,000円 高校生以下・65歳以上4,000円

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
問：養父公民館 Tel. 079-664-1141

10/4（日）鳥取県倉吉市

シベールアリーナ
18:00開場 18:30開演
5,000円
問：シベールアリーナ Tel. 023-689-1166

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
（全席種から選択可）
問：鼓童 Tel. 0259-86-3630
倉吉未来中心 Tel. 0858-23-5391

9/12（土）岩手県盛岡市

10/10（土）山口県下関市

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

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
問：第6回鼓童きくがわ公演事務局
Tel. 090-4692-5217（笹山）
月刊「鼓童」2015年 8月号
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鼓童佐渡特別公演2015 -秋9月19日
（土）
〜9月22日
（火・祝）
、芝居小屋の趣を残す「宿根木
公会堂」にて、佐渡でしか味わえない舞台をお楽しみください。観
光や体験などを合わせたおすすめコースもあります。公演日時は公
演情報ページをご参照ください。
■ たたこう館へ行こう
路線バスの時間に合わせた特別時間割で太鼓体験を開催いた
します。また、体験をされた方にはもれなく
「たたこう館オリジナルは
がき」
をプレゼント
！
期間：9月19日
（土）
〜9月23日
（水・祝）
体験時間：各回45分 10:00-/11:45-/13:00-/14:30-/16:30料金：お1人2,000円
（小学生1,000円、未就学児は無料）
問・申込：佐渡太鼓体験交流館
（たたこう館）Tel. 0259-86-2320

「鼓童文化財団研修所」説明会
（大阪、東京）
「太鼓芸能集団 鼓童」
メンバー養成コースの研修生への応募を
ご検討中の方を対象に、説明会を開催します。
東京会場 日時：9月26日
（土）10:30〜12:00
会場：文京シビックセンター・会議室
（文京区春日）
大阪会場 日時：9月27日
（日）10:30〜12:00
会場：ホテル新大阪・会議室
（大阪市東淀川区）
参加費：無料／各会場とも15分前より受付開始
申込・問：
（公財）
鼓童文化財団 （担当：本間）
Tel. 0259-81-4100（月～金/9:30 ～ 17:00）
Fax. 0259-86-3631 Email: kenshujo@kodo.or.jp
＊事前の申込みがなくてもご参加いただけますが、会場設営や資料準備
の都合上、
できるだけご連絡ください。

■ 昔ながらの稲刈り体験をしよう
宿根木集落にて、
手刈りし、
稲架掛けする体験企画を行います。
日時：9月22日
（火・祝）9:30〜13:00（昼食時間含む）
場所：宿根木・白山丸展示館付近
料金：大人2,500円、子ども
（小学生）1,500円、未就学児無料
※料金には昼食費が含まれます。定員：15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）Tel. 0259-86-2320

■ 重要伝統的建造物群保存地区の宿根木集落を巡ろう
「小木民俗博物館」
「公開民家 清九郎」
「公開民家 金子屋」
「三角家」の4館共通のお得な共通券が販売されています。
4館共通券の購入場所：
「金子屋」
を除く3館、宿根木体験学習館
金額：大人1,000円、小人500円
問：宿根木を愛する会 代表 濱田 Tel. 090-4725-3717

鼓童文化財団企画－合宿講座ー

藤本吉利

写真展

8月の1ヶ月間、藤本吉利のふるさ
と京都府船井郡和知町
（現 京丹
波町）にて写真展を開催中です。
日本国内、海外の舞台写真やふる
さとでの写真、歴代のポスターなど
多数展示します。太鼓打ち藤本吉
利の軌跡をご堪能ください。
日時：8月1日
（土）
〜8月31日
（月）
9:00 ～ 18:00
会場：道の駅「和」
（なごみ）
（京都府船
井郡京丹波町坂原上モジリ11番地／
国道27号坂原交差点すぐ）入場無料
問：道の駅「和」Tel. 0771-84-1008

「鼓童塾～深浦学舎篇〜」
秋は、藤本容子「ヴォイス・サークル」
と、小島千絵子「千絵子流
女打ち」の講座を開催します。

「ヴォイス・サークル」講師：藤本容子
9月11日
（金）
〜13日
（日）
歌うことは聞くこと。自他の声の「今」
に
出会い響き合う喜びのひとときです。

「千絵子流女打ち」講師：小島千絵子
10月2日
（金）
〜4日
（日）
初心者可。座る、立つ、歩く、踊るなど
基本の所作からより良い音が出せるまで。

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）
※鼓童の会会員は49,500円
（2泊3日／講師料、宿泊費、食費、保険代含む）
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
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鼓童事務所よりお知らせ
■ 事務所休業
鼓童事務所はアース・セレブレーショ
ン開催並びに夏期休業のため、8月
20日
（木）〜8月31日
（月）
までお休み
させていただきます。この期間中、
ご
用件は留守番電話にご伝言いただく
か、
ファクスやEメールでご連絡くださ
い。9月1日以降の対応となりますこと、
ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご
了承ください。

■ 今月の付録
・
「鼓童ワン・アース・ツアー 2015 〜混沌」チラシ
・
「鼓童ワン・アース・ツアー 2015 〜混沌」先行予約申込書
（鼓
童の会会員）
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8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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小木に着いたらまずマリンプラザへ！
〜案内所、EC ショップのご案内〜

EC ショップ

EC期間中の情報収集はここから。無料のイベントや、期間
中の小木港より徒歩5分の観光案内所
（マリンプラザ小木）
の1
階が案内所、2階がオフィシャルショップです。

■「スライド＆トーク〜ECの始まりとこれから〜」
28年目となる今年は、一つの節目となる年であると同時に、
未来に向けたECを構想する大切な
「祝祭」でもあると考えてい

案内所では期間中のイベント案内や新潟交通のバスの発

ます。「ECの成り立ちと歴史、
そしてこれからについて、皆さま

着、
交通のお問合せ、
落とし物など困ったことがあればこちらへ！

とともに語らいたい」
とEC総進行の菅野敦司が企画いたしまし

8/20
（木） 13:00〜17:00
8/21
（金）
〜23
（日） 9:30〜17:00
8/24
（月） 9:00〜12:00

た。ぜひお気軽にご参加ください。
■ECショップ
Tシャツ・トートバッグなど
EC2015オリジナルグッズも
盛りだくさん。ECショップ限
定商品
（一澤信三郎帆布
コラボポシェット）
など、
ここで
しか手に入らないグッズもあ
ります。

日時：8/23（日）10:00〜11:00
会場：ECオフィシャルショップ 対象：高校生以上
定員：30名程度、
申込不要
（当日会場にお越しください）
スピーカー：菅野敦司
（EC総進行）
問：佐渡太鼓体験交流館 Tel. 0259-86-2320

■「ポスターでたどるECのこれまで」展
「スライ
ド＆トーク〜ECの始まりとこれから〜」開催に合わせ、
これまでの歴代ECのポスターの中から、代表的なものを展示い
たします。
会場：ECオフィシャルショップ
期間：8/20（木）
〜24（月）
（ショップのオープン時間と同じ）

EC T シャツ

関連イベント

ECトートバッグ

■ 写真展「佐渡の清姫物語」 小島千絵子 X 宮川舞子

小木体育館

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、写真家の宮

■ 特別フリンジ追加決定
佐渡の風のような篠笛とギターのサウンドをお楽しみください。
8/22（土）14:25〜 「狩野泰一 with 今泉孝文」
出演：狩野泰一
（篠笛）
、今泉孝文
（ギター）

■「黒田征太郎と鼓童」展 フリンジ会場内に併設です。
8月23日に特別フリンジにご出演いただく黒田征太郎さん。
鼓童と出会って以来、佐渡の廃校をアトリエ「画童」
と名付け、
たびたび来島され、第1回目のECや1980年代の鼓童公演の
ポスタービジュアルなどを手がけてくださいました。その中から一
部をご紹介いたします。また、小木からたたこう館までの道すが
ら、1988年に黒田さんが建物に描いた絵を数点見ることがで
きます。
8/21（金）13:00〜16：00
8/22（土）
、23（日）10:00〜16:00

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

川舞子と共に紡いだ清姫の物語をぜひ、
お楽しみください。会
場では展示作品と写真集もお買い求めになれます。
日時：8/21（金）
〜8/24（月）10:00〜18:00
会場：
「手ぬぐいとコーヒー 日和山」小木商店街内、EC案内所から
徒歩3分

■Music Together（ミュージック・
トゥゲザー）
0歳から5歳の子どもとその家族や保護者を対象にしたWSで
す。身体を使ったリズム・楽器遊びや歌など、新しい音楽とムー
ブメントの体験を提供します。
日時：8/23（日）4回開催、
各回45分間
（1）10:00〜（2）11:30〜（3）13:00〜（4）14:30〜
会場：小木地区公民館２F（小木行政サービスセンター隣）
対象：0歳〜5歳の子どもとその家族
（保護者の参加が必要）
料金：子ども1,000円、
子ども2人以上1,500円
問・申込：sacchari_3go@hotmail.com

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

月刊「鼓童」2015年8月号 今月号は8ページです

