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アース・セレブレーション2015

8月のタイムライン

MEMBER NEWS
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退団のごあいさつ 立石雷

「アース・セレブレーション二〇一五」をもって

鼓童を離れました。

佐渡に渡った動機は厳しい環境に身をお

けば自分のやりたい事が見つかると思ったか

らです。 太 鼓 も 笛 もやった事がなく思った

以上に厳しい生活でしたが本当に最高な同

期に恵まれ舞 台メンバーになれました。 佐

渡に渡り濃厚な月日でした。

日 本、海 外 色々な 場 所、人に出 会い、太

した。 具 体 的にこれから古 民 家の宿、音 楽

分のやりたい事が最 近はっきり 見えてきま

鼓、笛をやりながら自問自答する日々で自
EC三日目、
小木体育館で

中 村 達 也さんのドラム、私は平 胴 太 鼓二

く思ってたワクワクする生活を実現させるス

す。 鼓童にいたお陰で小さい頃から何とな

活動、
イベント企画を姉と一緒にやっていきま
枚に銅鑼や太鼓群。 黒田さんは一
・五メート

鼓 童 生 活で出 会って頂いた皆 様に心から

タートラインにたてました。
で描き、叩き続ける濃密な時間となりまし

さん応 援して頂いてありがとうございまし

（報告：中込健太）

写真：宮川舞子

今後ともよろしくお願いいたします。

感謝しております。 短い時間でしたがたく
」の対 談からはじ
coyote
まり、ずっと実 現させたかったこの企 画、
た

た。

ました。

胸にのこした、
三人での第一歩のライブとなり

また、
やりたいね。という想いをお互いの

田さんの絵を共に巡ることもできました。

また、
ライブ後には二七年前に描かれた黒

間でした。

為にすべてを懸けることができた幸 福な時

上げます。それぞれが、
描く、
叩くという行

た。この場を借りてすべての方に感 謝 申し

た。 昨 年の雑 誌「

くさんの方々のお陰で今回実現に至りまし

ル四 方のキャンバス二枚に、四五 分 間、即 興

いました。

ライブペインティング
『 炎 』を行

8/29小木港祭りでの「小木祭り太鼓」
（写真：坂本雅幸）
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アース・セレブレーション2015

ご来場、ありがとうございました
城山コンサートより
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写真●岡本隆史、宮川舞子
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【先】…鼓童の会会員先行予約あり
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■ …新規掲載

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。

9/12

（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
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

■ …情報更新

問：鼓童 Tel. 0259-86-3630
倉吉未来中心 Tel. 0858-23-5391

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
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 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

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

9/23（水・祝）大阪府摂津市

9/11（金）新潟県津南町

摂津市民文化ホール
16:30開場 17:00開演

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

一般5,000円 高校生以下・65歳以上4,000円
当日500円増
問：摂津市民文化ホール Tel. 072-635-1404

9/27（日）愛知県一宮市

9/12（土）新潟県新潟市

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

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）

10/3（土）兵庫県養父市

9/13（日）新潟県長岡市

養父市立ビバホール
18:30開場 19:00開演
一般3,500円 当日500円増
問：養父公民館 Tel. 079-664-1141

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

10/4（日）鳥取県倉吉市
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）

9/18（金）北海道浦河町 完売
浦河町総合文化会館 文化ホール
18:00開場 18:30開演

（8月31日現在）

一般3,000円 高校生以下1,000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

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。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

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

山口幹文「一管風月」

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
（山口）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）
ゲスト
：野上結美
（ピアノ）
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

10/17（土）長野県小布施町
ジャズ喫茶バド
（小布施町小布施735-1）
ゲスト
：山田絹子
（ピアノ）
18:30開場 19:00開演
3,000円
（中学生以下は2,000円）
全席自由
ジャズ喫茶バド Tel. 026-251-4033
問：風月舎
（山口）Tel. 080-8884-8195
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【先】…鼓童の会会員先行予約あり

■ …新規掲載

10/24（土）新潟県上越市
古民家平左衛門
（桑取谷）
ゲスト
：野上結美
（ピアノ）
18:00開場 18:30開演 3,500円 全席自由
問：かみえちご山里ファン倶楽部
Tel. 025-541-2602 kamiechigo@nifty.com
コンサート終了後、古民家平左衛門にて山口幹
文と野上結美さんを囲む「山里の宴」
を開催。
4,500円完全予約制・限定12名様。

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

■ …情報更新

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 申込は終了しました。
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

鼓童塾 〜深浦学舎篇〜

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
問：太鼓体験交流館 Tel. 0259-86-2320

モンベルクラブ フレンドフェア

9/13（日）岩手県宮古市

アウトドアメーカー「モンベル」が主催するモ
ンベルクラブ会員限定イベントに参加します。

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、整理券配付）
問：SAP Tel. 03-5226-8537（10:00〜18:00）

10/3（土）,4（日）神奈川県横浜市

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

パシフィコ横浜
3日 9:00〜17:00、4日 9:00〜16:00
モンベルクラブ会員限定。当日入会可
（年会
費1,500円）
。鼓童の演奏時間は40分、時間
未定。
問：モンベルクラブ事務局
Tel. 06-6538-5793

藤本吉利
大太鼓合宿 in 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
対象：高校生以上で太鼓経験のある方
定員間近。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

9/25（金）-27（日）

10/8（木）-12（月・祝）新潟県佐渡市

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

会場：鼓童文化財団研修所
（佐渡市柿野浦）
指導：齊藤栄一
追加募集あり。詳細はお問合せください。
問：鼓童文化財団 Tel. 0259-81-4100

リズムを体感！コンサート

9/26（土）東京都渋谷区
Bunkamura オーチャードホール
5
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小島千絵子ゲスト出演
いのちの森音楽祭

（8月31日現在）

問・申込：いのちの森「水輪」
Tel. 026-239-2630
http://www.suirin.com/pdf/2015/150601/
1501ongaku.pdf

2015太鼓フェスティバルin青海
出演：見留知弘、藤本吉利、小島千絵子、山口
幹文、小池将也、三浦友恵、米山水木

10/11（日）新潟県糸魚川市
青海総合文化会館きららホール
14:00 ～、18:00 ～の二回公演
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）

輝夜姫 Kaguyahime
The Moon Princess バレエ公演
演奏：辻勝、 中込健太、 内田依利、蓑輪真
弥、住吉佑太、花岡哲海、稲田亮輔

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/

山口幹文
「風の彩 二管の綾 其の七」
山口幹文の真笛と森美和子さんの篠笛、二人
の横笛奏者によるコンサートです。

11/8（日）新潟県上越市
浄興寺本堂
（上越市寺町2丁目6-45）
13:30開場 14:000開演
前3,000円 当3,500円 全席自由
問：ユクリ企画 info@fuefuki.org
Tel. 090-7094-8875

藤本吉利ゲスト出演
「加藤拓三 和太鼓コンサート’
15」

宿泊型の音楽祭です。公演だけでもOK。千
絵子は舞と太鼓で参加します。

11/14（土）岐阜県中津川市

10/10（土）-12（月・祝）

常盤座 13:00開場 14:000開演
前3,000円 当3,500円 全席自由
問：中津川市福岡公民館 Tel. 0573-72-2144
加藤 Tel. 090-8868-7312

長野県飯綱高原
飯綱高原 心と体といのちのセンター「水輪」

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。

未就学児の入場は不可です。

問：
ピクニック チケットセンター
Tel. 050-3539-8330
先行予約の情報は、P.7インフォメーションペー
ジをご覧ください。

11/23（月・祝）新潟県佐渡市

12/11（金）広島県広島市

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）
対象。当日会場受付で2,000円を返金。
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

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

鼓童ワン・アース・ツアー 2015
〜混沌 11〜12月

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。
問：越前市文化センター Tel. 0778-23-5057

12/1（火）富山県富山市
オーバード・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

12/3（木）新潟県新潟市
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

12/5（土）,6（日）大阪府大阪市
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）
。当日会場受付で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

12/9（水）福岡県福岡市【先】
博多座 18:00開場 18:30開演
S席6,800円 A席5,000円 学生券2,500円
（当日座席指定・交換時要学生証）
10/11（日）
チケット発売

12/13（日）岡山県岡山市
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
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

12/17（木）神奈川県横浜市
神奈川県民ホール
18:00開場 18:30開演
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

12/19（土）-23（水・祝）
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）

鼓童の交流公演 11月

11/28（土）千葉県銚子市
銚子市青少年文化会館大ホール
18:00開場 18:30開演
一般3,000円 高校生以下2,000円
3歳以上入場可。要チケット
問：銚子市青少年文化会館
Tel. 0479-22-3315

藤本容子 富田和明
「容子和鼓（ようこかずこ）」
藤本容子と、打組の富田和明が初めて二人だ
けの唄太鼓舞台に挑みます。

12/11

,12

（金）
（土）
東京都江東区 ティアラこうとう 小ホール
出演：藤本容子、
富田和明
11日（金） 18:30開場 19:00開演
12日（土） 16:30開場 17:00開演
前一般3,800円 学生
（小中高）2,800円
当日各500円増し
プレイガイ
ド
：ティアラこうとうチケットサービス
Tel. 03-5624-3333
問：打組 Email: utigumi@tomida-net.com

鼓童ワン・アース・ツアー 2016
〜神秘 1〜3月 ヨーロッパ
詳細は鼓童サイトをご覧ください。
1/30（土）ベルギー、
ブリュッセル
Bozar
2/1（月）
オランダ、ロッテルダム
De Doelen
2/3（水）
ドイツ、
レーゲンブルク
Audimax
2/9（火）,10（水）
フランス、
エクス=アン=プ
ロヴァンス Grand Théâtre de Provence
2/15（月）
イギリス、ロンドン
Barbican Centre
2/19（金）
イギリス、
プリマス
Plymouth Pavilions
2/26（金）-28（日）
スイス、ルツェルン
KKL Lucerne
3/2（水）
スイス、
モントルー
Auditorium Stravinski, Montreux Music &
Convention Centre
3/4（金）
ドイツ、
フリードリッヒシャーフェン
Graf-Zeppelin-Haus
3/6（日）
ドイツ、
シュトゥットガルト
Liederhalle
3/8（火）
ドイツ、
ドルトムント
Konzerthaus
3/10（木）
ドイツ、
ニュルンベルク
Meistersingerhalle
3/13（日）
オーストリア、
ウィーン
Konzerthaus
3/15（火）
ドイツ、ベルリン
Philharmonie
3/17（木）,18（金）
ドイツ、
ミュンヘン
Philharmonie
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鼓童オンラインストアからのお知らせ

【韻 〜ひびき】HIBIKI
低音の響きにこだわった桶胴太鼓。
この太鼓から紡ぎ出すビートは、演奏を支える力がある。

浅野太鼓×鼓童 新商品展示会

奏〜かなで、韻〜ひびき、締獅子太鼓・2015年モデルの試打会
を以下の日程で開催いたします。鼓童の辻勝、
中込健太、住吉佑
太
（予定）
、浅野太鼓楽器店スタッフが対応いたします。購入をご
検討の方は、
ぜひこの機会にご来場くださいませ。
日時：9月21日
（月・祝）11:00〜17:00
会場：太鼓の里 響和館
〒153-0053東京都目黒区五本木2丁目15-9 秀永ビル地下1階
Tel. 03-3714-2774
問：浅野太鼓楽器店 Tel. 076-277-1717

250,000円（税別）
革口径：1尺7寸
革素材：牛革
縁塗装：無し
穴仕様：穴16個
胴仕様：杉材、
胴口径44cm、
胴高48cm
胴色：胴黒
タガ色：タガ黒
ロープ：黒
（6mm）

【奏 〜かなで】KANADE 独立チューニング桶胴太鼓
いままでにない、
太鼓の音色を楽しもう。

【締獅子太鼓・2015年モデル】SHIMEJISHI
鋭く、乾いた音色。その音色は埋もれない華を咲かす。
180,000円（税別）
革口径：1尺2寸
革素材：片面牛革・片面馬革
縁塗装：無し
穴仕様：穴14個
胴仕様：
くりぬきタモ材、
胴口径8寸5分、
胴高1尺5寸5分、軽量化
胴色：胴トノコ
ロープ：オレンジ
（6mm）

223,000円（税別）
革口径：1尺6寸
革素材：牛革
（片面厚め、
片面薄め）
縁塗装：黒
穴仕様：穴11個
胴仕様：桐材、
胴口径39.5cm、胴高1尺8寸、
両面補強リング付、
U字金具付、
ロープ調整革具付
胴色：黒 タガ色：クリアー
ロープ：紫
製造元はいずれも浅野太鼓楽器店
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/

「鼓童ワン・アース・ツアー2015〜混沌」
鼓童の会・チケット先行予約
■ 12/9福岡 博多座 先行予約

鼓童の会会員の皆様を対象に、12月9日
（水）
に福岡市博多座
で行われる
「鼓童ワン・アース・ツアー2015〜混沌」の先行予約を行
います。受付は鼓童チケットサービスです。公演詳細は4ページを
ご参照ください。
先行予約受付日：9/23（水・祝）
、24（木）
申込方法：
● 電話 Tel. 0259-86-2330 鼓童チケットサービス 9:30 ～ 17:00
● 鼓童チケット予約サイトでのプレオーダー
9/23（水・祝）9:30〜9/24（木）17:00

■先行予約の申し込みをされた会員の皆さまにお知らせ

8/27〜31で受付しました
「鼓童ワン・アース・ツアー 2015〜混沌」
の先行予約では、沢山のお申込みをありがとうございました。9/30
までに請求書、
クレジット決済案内を送付いたします。プレオーダー
の方はメールで決済案内を送ります。10/1以降に何も届かない場
合は鼓童チケットサービスまでお問合せください。
ファクスを裏面で送られた方、
お名前のない方が数件ありました
のでご確認ください。

■ 今月の付録
・山口幹文ソロ
「二管の綾」
・小島千絵子ソロ
「いのちの森音楽祭」
・2016年度

鼓童文化財団 研修生・実習生募集

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。
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混沌

芸術監督坂東玉三郎氏演出 第四弾

8月は、
アース・セレブレーションをはじめ、
さまざまな舞台の稽古
が行われました。
11月23日に佐渡で初演を迎える新作「混沌」
も、4月に引き
続き玉三郎さんをお迎えし、集中した稽古が展開。より深い作
品作りが進みました。「伝説」
「神秘」
「永遠」
を経て、
さらに大
胆な発想から広がる新しい舞台の可能性に、鼓童メンバーも目
を輝かせて挑んでいます。
そんなメンバーの「混沌」にかける想いを、映像でご紹介して
います。現在は、内田依利、船橋裕一郎、住吉佑太、蓑輪真
弥のインタビューを公開中。これからも次々アップする予定で
す。
鼓童のサイ
トのトップページの、PCサイ
トでは右下、
スマホで
は下の方にある
［鼓童on YouTube］
のアイコンをクリックしてご
覧ください。
公演日程の詳細は 4 ページをご覧ください。写真：岡本隆史

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

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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