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カナダ・ケベック州モントリオールにて
交流学校公演
（写真：河本唯）

鼓童通信
2015年9月〜10月

鼓童塾〜深浦学舎篇〜
小島千絵子「千絵子流女
打ち」
（新潟・佐渡市）

10/2

10/4
10/3

10/4

モンベルクラブ フレンド
フェア
（神奈川・横浜市）

10/3

10/4

藤本吉利「大太鼓合宿in
京丹波わち」
（ 京都府・京

10/12

鼓童塾「齊藤栄一の太鼓
篇」
（新潟・佐渡市）

十 ／三
市）

養 父 市 立 ビバホール
（ 兵 庫・養 父
キャパ三三三名という客 席
も舞台もいつもより小さめの
ホール。そしてスタッフの皆様

し伝 わってくる温かい場 所でした。 どんな

の心待ちにしてくださっていた様子もひしひ
条件でも演出の世界観を損なわないように
す。リハーサル時も目 線や音の出し方など

お客 様にお届けする対 応 力 を 求められま
細かなチェックが入ります。本番は満員のお
客様から暖かい拍手を頂く事が出来、
ほっと
界 観 を 改めて考え、細やかな神 経 を 使って

ひと安心。ひとりひとりが
「永遠」という世
動き・音を紡ぎ出 す。こうして舞 台は引き
（報告：小見麻梨子）

出しが増え磨かれていくのだと実 感しまし
た。

丹波町）

10/11

2015太鼓フェスティバルin青海
（新
潟・糸魚川市）

10/11

高文連30周年特別生徒講習会 鼓
童ワークショップ
（福岡・嘉穂郡桂川
町）

輝夜姫Kaguyahime The
Moon Princess（カナダ・
ケベック州モントリオール）

10/30

10/17

10/24

愛媛県県民総合文化祭 愛媛総合
フェスティバル2015（愛媛・松山市）

十 ／ 十 五 〜三 〇

カナダ・ケベック州モン

えのある 旅でした。 再 演の予 定はまだ 決

領 域に突 入したと実 感できた、
とても手 応

にとって、
そして自分自身にとっても、新たな

ターが貼られ、
まさに町 中が
「 輝夜姫 」
一色。

モントリオール市内では至る所に沢山のポス

しく 入り 混じったとても 特 別な作 品です。

雅楽、
西洋打楽器と我々鼓童の和太鼓が美

ん作曲の
「輝夜姫」はコンテンポラリーバレエ、

まっていませんが、
もっともっと多くの方に体

演 奏 者 も 頑 張って日々英 語とフランス語で

した。イリ・キリアンさん振 付、石井 眞 木さ

感していただきたい、味 わい深い作 品です。

共 演 者とコミュニケーションをとっておりま

ンションを高め、
終演後はまるで千穐楽の様

す。 毎晩、
開演前はお互いを励まし合い、
テ
進して参ります。まずは次 回 作「 混 沌 」を

さらに高みへ、深い深い世 界 を 目 指して、精
（報告：石塚充）

お楽しみに！

ネルギーに満ちています。（報告：河本唯）

続 公 演ですが常に声 を 掛けあい、新 鮮なエ

に
「 Bravo!
」
「 Thank you!
」とバックステージ
が盛り上がっております。 同じ劇 場での連

ここをまた新たなスタートに、鼓童はさらに

しい要 素をたくさん取り込み、全 編 新 曲で

再び鼓童をお招きいただきま

レエ作 品「 輝 夜 姫 」の演 奏で、

モントリオールにて再演のバ

「 永遠 」
ツアーが、十 月 十八日

高文連30周年特別生徒講習会 鼓童ワークショップ
（写真：松田菜瑠美）

のぞんだ「 永 遠 」。この作 品を通して、鼓 童

にも、身体的にも、
パフォーマンスとしても新

皆 様、ありがとうございました！ 音 楽 的

をむかえました。 各 地でご来 場くださった

トリオール

KAGUYAHIME
輝夜姫

10/25
鹿 児 島 市にて無 事に千 穐 楽

二〇一四年冬にスタートした

上越市）

山口幹文「一管風月」
（長
野・小布施町、新潟・燕市、

10/15

十／十八 千穐楽
（鹿児島市）

10/8

「鼓童ワン・アース・ツアー
2015〜永遠」
（国内）

10月
9月

ONE EARTH TOUR
ワン・アース・ツアー 〜永遠

9〜10月のタイムライン
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リアルな世界はまだ学校と家庭と自分の足

トで世界は繋がっていても、
子ども達にとって

たこと。それは、
インターネッ

演の演出をしてきて感じてき

昨 年の十二月から学 校 公

十／十九 カナダ・ケベック州モントリオール

きはいいエネルギーだと子ども達が教えてく

自 然と起こっていた。 国を越えて太 鼓の響

が、
一番集中していて、
最後の唄では手拍子が

発は全 員が飛び上がって悲 鳴を上げていた

と手を上げてくれた。 大 太 鼓では最 初の一

体 験コーナーでは、
ほとんどが
「やりたい！」

暗 記した自 己 紹 介 も一生 懸 命 聞いてくれ、

が、結 果は大 盛り 上がり。フランス語 を 丸

う。 不 安いっぱいの初 国外・学 校 公 演だった

がりを感じています。 （報告：宮﨑正美）

ケーションツールとしての太鼓」
の可能性の広

女、
どなたでも楽しめる太 鼓。 今、「コミュニ

姿には、
いつも 元 気 を もらいます。 老 若 男

らず、
一緒に楽しく、生き生きと太鼓を叩く

増えてきました。コミュニケーションを億劫が

加者同士のおしゃべりも弾みます。 笑顔も

してくださる参加者もいらっしゃいます。 参

れたことを、
恥ずかしそうに、
嬉しそうに、
話

の方から「テレビに出ていたね」と声をかけら

SCHOOL TOUR
交流学校公演

で歩ける範囲で、
それがその土地であり、国

（報告：内田依利）

で約五〇人程。 出演者全員によるフィナー

子 不 知 太 鼓も加わって、小 学 生から大 人ま

きいただきました。 出演は、
ジュニアチームの

れ、
この記 念 すべき年に私たち鼓 童 をお招

鼓」
が結成二〇周年を迎えら

鼓グループの
「越後・親不知太

新 潟 県 糸 魚川市の地 元 太

り、
いつにもまして初日から打ち解けた感じ

の方が思いの高まりを 持って臨んでくださ

と思い切って応募して下さった方。それぞれ

を覚えつつ、
だからこそ何かがあるんだろう、

加 不 可に加え五日 間 もの長い日 程に不 安

加できた、
と言ってくださる方。グループ参

区切りとなり、
ようやく念願の鼓童塾に参

しました。 長 年のお勤めが一

て四 泊 五日の鼓 童 塾 を 開 催

（佐渡市）
in 十／八〜十二 齊藤栄一の太鼓篇
今 年 も 柿 野 浦の研 修 所に

KODO JUKU
鼓童塾

れた時間だった。

きを生で感じたらどんな反応をするのだろ

SOLO ACTIVITY
ソロ・小編成活動
十 ／ 十一 二〇一五 太 鼓フェスティバル

レ
「祭り」は、
会場が大きな手拍子、
たくさん

がありました。 人と心が繋がる喜びが身体

青海」（新潟・糸魚川市）

の笑 顔に包まれていました。とても貴 重な

の底から湧き上がるような幸せな時間を共

（報告：千田倫子）

時間を一緒に過ごさせていただき、本当にあ

有しました。

りがとうございました。（報告：三浦友恵）

SADO Isl. TAIKO CENTRE
佐渡太鼓体験交流館

MEMBER NEWS
メンバー短信

鼓童メンバーの辻勝が、
一身上の都合により、

エクサドン活動
（佐渡市）
テレビで九月に
「エクサドン」

こととなりました。お世 話になった皆 様に

二〇一六年一月末をもちまして鼓童を離れる

は心より御 礼 申し上げます。 来 月 号でご

来、「 認 知 症 予 防・介 護 予 防
太 鼓 教 室 」参 加 者の背 筋が伸びて、皆さん

挨拶させて頂きます。

の取 り 組 みが紹 介 さ れて以

ますますお元 気になられた様 子。 ご近 所
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であり、
この時代のような気がした。この響

「輝夜姫 Kaguyahime: The Moon Princess」の最終リハーサルの様子。指揮はミカエル・デ・ロー氏。鼓童もオーケス
トラピットの中で演奏する。中央は雅楽奏者の皆さん。（写真提供：Les Grands Ballets Canadiens de Montreal）

【先】…鼓童の会会員先行予約あり

■ …新規掲載

■ …情報更新

藤本吉利ゲスト出演
「加藤拓三 和太鼓コンサート’
15」

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

11/14（土）岐阜県中津川市

12/1（火）富山県富山市

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

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

鼓童文化財団では、国際交流基金アジアセン
ターと共催で、
アジアの国々と芸能を通じた地
域間交流の事業を行っています。今回は鼓童
小編成でバリ島を訪問し、ECに来日したスアー
ル・アグンとの共演が実現することになりました。

新潟県民会館
18:30開場 19:00開演
S席6,000円 A席5,000円
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

11/22（日）,24（火）

12/5（土）,6（日）大阪府大阪市

インドネシア バリ島
日程
（予定）
：11/22（日）
ヌガラ
11/24（火）
デンパサール
詳細は鼓童サイ
トでお知らせいたします。
問：佐渡太鼓体験交流館 菅野
Tel. 0259-86-2320（月曜休）
Email: info@sadotaiken.jp

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。
問：ページ・ワン Tel. 06-6362-8122

地方発！
！アジア「伝統芸能」の
架け橋プロジェクト

鼓童ワン・アース・ツアー 2015
〜混沌 11〜12月
出演予定：船橋裕一郎、石塚充、小田洋介、坂
本雅幸、
中込健太、内田依利、蓑輪真弥、安藤
明子、
住吉佑太、地代純、神谷俊一郎、渡辺健
吾、稲田亮輔、池永レオ遼太郎、大塚勇渡、北
林玲央、小池将也

12/9（水）福岡県福岡市
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）
問：
ピクニック チケットセンター
Tel. 050-3539-8330
開演前に、
地元高校生の演奏があります。

（10月30日現在）

12/11（金）広島県広島市
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）
問：広島テレビ Tel. 082-249-1218

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
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
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
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
問：チケットスペース Tel. 03-3234-9999
（月〜土、10:00〜12:00、13:00〜18:00）

未就学児の入場は不可です。

11/23（月・祝）新潟県佐渡市
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
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

写真：岡本隆史
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【先】…鼓童の会会員先行予約あり

■ …新規掲載

鼓童の交流公演 11〜1月
出演予定：辻勝（11〜12月）、草洋介、漆久保晃
佑、
三浦康暉、鶴見龍馬、三浦友恵、米山水木

11/28（土）千葉県銚子市

■ …情報更新

鎌倉市長谷2-4-2
関連イベント 親子で楽しむ太鼓ワークショップ
文京シビックホール 小ホール 13:15〜14:00
13:00開場
対象：
「ぶんきょう交流公演」のチケットをご購入
の親子。往復はがきで受付。

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

両イベントとも問：文京アカデミー ホール事業係
Tel. 03-5803-1103（平日9:00 ～ 17:00）

12/5（土）,6（日）高知県黒潮町

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。

ふるさと総合センター
5日 ①18:30開場 19:00開演
6日 ②10:30開場 11:00開演
③14:30開場 15:00開演
一般3,000円 当日500円増し
3歳以上入場可、
中学生以下は無料。要整理
券
（定員あり）
、全席自由
10/10（土）
発売
問：鼓童黒潮交流公演実行委員会
（西南珈琲
QUARA内）
Tel. 0880-43-2525（火〜日、8:00〜17:00）

12/11（金）,12（土）

2016/1/9

（土）東京都文京区

ぶんきょう交流公演
文京シビックホール 小ホール
15:00開演
2,000円 5歳から入場可。小学3年生までは
保護者の方の同伴が必要です。
シビックチケット Tel. 03-5803-1111
（10:00 ～ 19:00 土・日・祝休日も受付）
チケットぴあ Tel. 0570-02-9999
【Pコード 630-471】

（10月30日現在）

藤本容子、富田和明
「容子和鼓（ようこかずこ）」

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

「佐渡の清姫物語り」
写真展＆出版記念パーティ

12/11（金）-14（月）神奈川県鎌倉市
写真展：11日 12:00〜 14日 18:00
写真展は入場無料、パーティの時間帯は写真
展だけの見学はできません。時間詳細は鼓童
サイ
ト、
チラシをご参照ください。
会場：鎌倉 蕾の家（ Tsubomi no ie ）

（江の電 由比ケ浜駅徒歩2分）
出版記念パーティ（ライブ付き）
12日、13日共 13:30〜,17:30〜
出演：西野貴人
（太鼓）
、長尾景友
（フラメンコ
ギター）
、
向島ゆり子
（バイオリン12日）
、
野上結美
（唄13日）
宮坂貴子
（ピアノ）
、
宮川舞子
前売料金:3,500円
（乾杯ドリンク,おつまみ付き）
申込み：Emailにてお申し込み下さい。
sadokiyohime@gmail.com
問：Tel. 090-7121-8501（秋元）

大叢山福厳寺 秋葉大祭
愛知県小牧市の「福厳寺」にて、530年以上
続く伝統のお祭り。鼓童は、境内の火渡り祭
場特設ステージにて小編成で出演致します。

12/13（日）愛知県小牧市
福厳寺 火渡り祭場特設ステージ
愛知県小牧市大草5229番地
鼓童の演奏は17時頃からの予定
問：福厳寺秋葉大祭事務局
Tel. 0568-79-2183（10:00 ～ 17:00）

太鼓芸能集団 鼓童 3days 2015
くにたち市民芸術 小ホール

12/17（木）東京都国立市
小学生向け 無料和太鼓太鼓体験教室
17:00 〜 18:00 小学生対象 定員 36 名
往復はがきで応募、応募者多数多数の場合
は抽選。
応募先 186-0003 国立市富士見台 2-48-1
くにたち市民芸術小ホール和太鼓体験教室係

12/18（金）鼓童 交流公演
先月号で料金が違っていました。
また夜の公演
が追加になっています。お詫びして訂正いたし
ます。
①10:30開場 11:00開演
②18:30開場 19:00開演
おとな2,500円
こども500円
（3歳以上中学生まで）

12/19（土）伝統芸能公演＠くにたち
13:30 開場 14:00 開演
第 1 部：谷保天神太鼓 第 2 部：鼓童
おとな 1,000 円 こども無料（3 歳〜中学生）

10月29日輝夜姫 Kaguyahime 公演にて 鼓童出演者: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
（写真：河本唯）
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※各公演とも
問：
くにたち市民芸術小ホール
Tel. 042-574-1515

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。

バドミントン日本リーグ2015
佐渡大会 開会セレモニー
バドミントン日本リーグが、
日本全国16会場で行
われますが、12月20日は新潟県佐渡市でも開
催されます。鼓童からは、小編成にて開会セレ
モニーに登場します。

12/20（日）新潟県佐渡市
サンテラ佐渡スーパーアリーナ
佐渡市窪田75−1
開会セレモニー 10時より
（鼓童の演奏は11時
頃から約15分間）
バドミントン日本リーグ観戦チケットについては下
記にお問い合わせください。
S席全席指定、A席エリア指定、B席自由席、
（3,000〜1,500円、子ども料金有り）
佐渡島内プレイガイ
ド
太陽堂、
ヤマゴスポーツ、
イ
トウスポーツ
問：バトミントン日本リーグ2015 佐渡大会実行委
員会 Tel. 090-3403-9305（渡辺）

第9回国際太鼓フェスティバル

12/23

（水・祝）栃木県さくら市

さくら市氏家公民館
出演：喜連川公方太鼓、
モモ・ケイタ アフリカンバ
ンド、
鼓童
13:30開場 14:00開演
3,000円
未就学児の入場は不可
問：
さくら市教育委員会 Tel. 028-686-6621
（当日を除く）

………………

2016年 ………………

鼓童×源流 日本太鼓
PLEMIUMCONCERT2016「打つ」

鼓童ワン・アース・ツアー 2016
〜神秘 1〜3月 ヨーロッパ
「鼓童ワン・アース・ツアー 2016 ～神秘」ヨーロッ
パ公演は、ANA が協賛しています。

2/26（金）-28（日）スイス、ルツェルン
KKL Lucerne
26日、27日 19:00開場 19:30開演
28日
16:30開場 17:00開演

3/2（水）スイス、モントルー
出演予定：坂本雅幸、内田依利、小見麻梨
子、草洋介、小松崎正吾、安藤明子、住吉
佑太、花岡哲海、漆久保晃佑、地代純、三
浦康暉、鶴見龍馬、渡辺健吾、三浦友恵

Auditorium Stravinski, Montreux Music &
Convention Centre
19:45 開場 20:15 開演

3/4（金）ドイツ、フリードリッヒシャーフェン

スケジュール詳細は鼓童サイトをご覧ください。

Graf-Zeppelin-Haus
19:00 開場 19:30 開演

1/30（土）ベルギー、ブリュッセル

3/6（日）ドイツ、シュトゥットガルト

Bozar

Liederhalle
18:30 開場 19:00 開演

19:15開場 20:00開演

2/1（月）オランダ、ロッテルダム
De Doelen
19:30 開場 20:15 開演

2/3（水）ドイツ、レーゲンブルク
Audimax
19:30 開場 20:00 開演

2/9

,10

3/8（火）ドイツ、ドルトムント
Konzerthaus
19:30 開場 20:00 開演

3/10（木）ドイツ、ニュルンベルク
Meistersingerhalle
19:30 開場 20:00 開演

（火）
（水）
フランス、
エクス=アン=プロヴァンス

3/13（日）オーストリア、ウィーン

Grand Théâtre de Provence
20:00 開場 20:30 開演

Konzerthaus
19:00 開場 19:30 開演

2/13（土）イギリス、ウォーウィック

3/15（火）ドイツ、ベルリン

Warwick Arts Centre
19:15 開場 19:45 開演

Philharmonie
19:30 開場 20:00 開演

2/15（月）イギリス、ロンドン

3/17（木）,18（金）ドイツ、ミュンヘン

Barbican Centre
18:30 開場 19:30 開演

Philharmonie
19:30 開場 20:00 開演

2/17（水）イギリス、ベイジングストーク

3/23（水）オランダ、アイントホーフェン

The Anvil
19:15 開場 19:45 開演

Muziekgebouw
19:15 開場 20:15 開演

1/29（金）大分県大分市

2/18（木）イギリス、ハイ・ウィカム

iichiko 総合文化センター・グランシアタ
出演：豊の国ゆふいん源流太鼓、鼓童
17:30開場 18:30開演
5,000円
問：由布院いよとみ
（冨永）Tel. 0977-84-2007

Wycombe Swan
19:00 開場 19:30 開演

2/19（金）イギリス、プリマス
Plymouth Pavilions
19:00 開場 19:30 開演

2/20（土）イギリス、プール

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
毎月1-2回：金曜日16-20時、
土曜日9-11時
詳しく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

Lighthouse
19:00 開場 19:30 開演
月刊「鼓童」2015年 11月号
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鼓童代表の任期満了に伴う交代のお知らせ

佐渡太鼓体験交流館
（担当：上之山、
菅野）
Tel. 0259-86-2320（9:00〜17:00/月曜休館）
Fax. 0259-86-2385

Email: chiiki@kodo.or.jp

2012年4月より鼓童の代表を務めてまいりました見留知弘が、任
期満了に伴い2015年12月末日で退任することとなりました。引き
続き研修生の指導、演奏活動につとめてまいります。2016年1月1
日より、後任として現・副代表の船橋裕一郎が就任いたします。な
お、新たな副代表は設けないこととなりました。機関誌12月号に
て、両名からのご挨拶を掲載させていただきます。

「たたこう館まつり」開催
ミニ太鼓体験や楽しいイベント盛りだくさん！ お正月飾り
「下げ
紙」
を作って
（有料）
お正月準備もバッチリ
！ 詳しくはお電話でお問
い合わせください。
日時：12月13日
（日）10：00〜
会場：佐渡太鼓体験交流館
（たたこう館）
入場料：大人500円
（中学生以上）
、
小学生以下無料
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

見留知弘

船橋裕一郎

2016年度 鼓童文化財団 研修生・実習生募集

鼓童チケット予約サイトの不具合について
9月16日以降、
「鼓童チケット予約サイ
ト」
をご利用いただけない状

2016年度の鼓童文化財団研修生・実習生の応募受付が、11
月18日が締切となっております。応募をご検討中の方は締切に遅

申込いただいた会員様には、
クレジットカードのご決済等の件で何度

れないよう、
書類のご準備・ご提出をお願いいたします。

もご連絡を差し上げることになり、
ご心配をおかけしたことと思いま

履歴書等は所定の用紙がございますので、事前に必ず応募案
内をご請求ください。（お名前、年齢、住所、電話番号、職業
（学生
の方は学校名・学年等）
をお知らせください。）
募集期間：10月1日
（木）
〜11月18日
（水）
（必着）
どちらのコースも性別、経歴、学歴、国籍不問。但し、稽古や講義で使わ
れる日本語を理解できる能力を身につけていることが必要です。

■「太鼓芸能集団 鼓童」
メンバー養成コース
（第35期）研修生
研修期間：2016年4月〜2018年1月
（1年10 ヶ月）
研修生募集定員：12名程度
寄宿施設：鼓童文化財団研修所
（佐渡市柿野浦）
応募資格：鼓童の舞台メンバーを目指す、
18歳以上25歳以下
（2016. 4. 1現在）
の健康な方。
書類選考を経て2016年1月に研修所で面接による選考を行ないます。
「太鼓芸能集団 鼓童」
メンバー養成コースについてのお問い合わせ先：
鼓童文化財団 事務局
（担当：石原、本間）
Tel. 0259-81-4100（9:30〜17:00/月〜金）
Fax. 0259-86-3631 Email: kenshujo@kodo.or.jp

■「地域づくり」コース
（第2期）実習生
実習期間：2016年4月〜2018年1月
（1年10 ヶ月）
実習生募集定員：2〜3名 主な実習フィールド：佐渡・小木三崎地区
寄宿施設：深浦学舎
（佐渡市深浦）
応募資格：18歳以上
（2016.4.1現在）
で、実習および共同生活に
適応できる体力と精神力を持った健康な人。年齢の上限はありません。
書類選考を経て2016年1月末までに面接による選考を行ないます。
面接の日程や詳細は、応募者に個別にご連絡いたします。
「地域づくり」
コースについてのお問い合わせ先：
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態が続いております。「混沌」公演の先行予約をプレオーダーでお
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す。大変申し訳ございませんでした。
今年の6月より不安定な状態が続いておりますため、現在、他の
システムへの切替を検討しているところです。
現在、鼓童チケットサービスで一般販売中の公演は「混沌」佐渡
公演のみで、
こちらは電話でのご予約や他のプレイガイ
ドをご案内さ
せていただいております。
2016年の公演の先行予約を12月に行う予定がございますので、
その頃までにはご案内ができるよう改善を進めてまいります。
なお、
「 鼓童の会」の会費のオンライン決済をご希望の方には、
大変ご迷惑をおかけして申し訳ございません。ご継続いただける方
は、機関誌に同封してお届けする書式をご利用の上、
お手続きいた
だけますようお願い申し上げます。
鼓童チケットサービス、鼓童の会事務局責任者

本間康子

「ふるさと納税」に鼓童文化財団が加わりました
9月より
「佐渡ふるさと島づくり寄付金
（ふるさと納税）」の活用メ
ニューの一つとして「地域づくり団体応援コース」が新設され、地域
づくり団体として公益財団法人鼓童文化財団が指定されました。
「佐渡ふるさと島づくり寄付金」
を通していただきましたご寄付は
地域づくり団体を支援するための交付金として活用されます。鼓
童文化財団の活動ミッションでもある佐渡の文化振興、
地域活性化
を更に推進してまいります。
問：佐渡市 地域振興課

Tel. 0259-63-4152

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11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
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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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鼓童オンラインストアからのお知らせ
■ 鼓童カレンダー 2016
「鼓童カレンダー 2016年版」の発売開始です。
今年は全ページカラーで掲載。オンラインストア、
「混沌」
ツアー会場でも販売いたします。
フルカラー 16ページ 価格：1,500円
（予定）
11月23日より発売予定

■ 鼓童手ぬぐい「鼓童塾」
（山吹色）
価格：1,600円

鼓童の会会員価格：1,440円

「混沌」ツアー グッズ・新商品
■ 鼓童手ぬぐい
価格：1,600円

鼓童の会会員価格：1,440円

■ 鼓童Tシャツ
価格：3,000円

鼓童の会会員価格：2,700円

シャツ色：ブラック／素材：綿100％
サイズ：S、M、L、XL
鼓童手ぬぐい「鼓童塾」

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
「混沌」
ツアー鼓童手ぬぐい

http://kodo.or.jp/store/

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/

「混沌」
ツアー
鼓童Tシャツ
Taiko performing arts ensemble
Exploring the limitless possibilities of the traditional Japanese drum, the taiko,
Kodo is forging new directions for a vibrant living art-form.

Taiko performing arts en
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鼓童・坂本雅幸監修「調律桶太鼓『奏 』」
グッドデザイン賞を受賞！
浅野太鼓製の「調律桶太鼓『奏』」が「2015年度グッドデザイ
ン賞」
を受賞しました。さらに受賞対象の中で審査委員会によ
り特に高い評価を得た100件「グッドデザイン・ベスト100」にも選
出されました。
豊かな音色を生み出している太鼓『奏』
は、鼓童 坂本雅幸が
浅野太鼓社長 浅野恭央氏と試行錯誤しながら共同開発したも
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

ので、
それぞれの面を独立してチューニングすることができます。
「音」にこだわる鼓童と職人の技が産み出した太鼓です。

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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