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鼓童ワン・アース・ツアー 〜混沌より
中込健太、
住吉佑太
（写真：岡本隆史）
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鼓童ワン・アース・ツアー 2016 〜神秘
イギリス、
ハイ・ウィカム Wycombe Swan 劇場にて
内田依利、安藤明子
（写真：Mayumi Hirata）
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今月のご挨拶
一月 下 旬 より 若いメン
バーを 中 心に十 七 名が、
「神秘」欧州ツアーにて各
地 を 廻っております。ツアーを 経るご
とに内容も練り込まれ、大きな反響を
私は、
二月 中 旬の約一週 間ほど、
ベト

頂いております。
ナムのハノイにECのための芸能調査に
行ってまいりました。まもなく人口一億
人 を 超え、急 速な発 展 を 遂げつつある

藤本吉利、
内子座創建百周年記念式典、
祝賀会に参加
（愛媛・内子町）
菅野敦司「スキマチイワキ」
（地域とアートを考える
プロジェクト）
にパネラーで参加
（福島・いわき市）

国の景色は、
日本の高度経済成長期を

2/20

彷彿とさせるものがあるとも言われて

NGT48佐渡ミニライブゲスト出演
（新潟・佐渡）

ひしひし

2/20

代という若さと熱気を犇々と感じるこ

宮﨑正美「しなしなと太鼓講座」
（東京・目黒区）

いますが、
人々の熱気、
平均年齢が二〇

2/16

とができました。 政 治や経 済、歴 史が

十河伸一「たたこう館出張WS」
（新潟市）

複 雑に絡み合い、
おそらく 我々には計
り知れない困 難な問 題 を 抱えながら、
自 身の芸 能に対 する誇りと愛 情 を も
ち、逞しく生きる音楽家の皆様に大変
な感 銘 をうけました。 私はこれまでベ
トナム音楽に触れる機会はありません
でしたが、短い期 間ながら多 様で多 彩
了されました。

な音 色と音 楽、
そして温かな人 柄に魅
三月には「打男」
ツアーでブラジルにま
いります。
鼓 童を通して、国 内以外で素 晴らし

2/14

2/20

菅野敦司、船橋裕一郎、中込健太、池永遼太郎、
ベトナム芸能調査。

2/11▶2/19

小島千絵子、
ワークショップ
（アメリカ西海岸）

2/4▶2/17

琴奨菊関の結婚披露宴にて演奏

1/30

い出 会いがあることに改めて感 謝して
おります。
太鼓芸能集団 鼓童 代表
船橋裕一郎

1月▶3月

鼓童×源流 日本和太鼓
PREMIUM CONCERT 2016「打つ」
「鼓童ワン・アース・ツアー 2016〜神秘」
（ヨーロッパ）

1/29

只今ヨーロッパツアー中！（写真：Mayumi Hirata）

1月〜2月のタイムライン

イギリス、
ウォーウィックの劇場前にて
（写真：高城みお）

SMALL-GROUP PROJECT
ソロ・小編成活動

本業を持ちながら、
日々の鍛錬に裏打ち
された、源流太鼓の皆様の音や情熱に多く

MEMBER NEWS
メンバー短信

き、
アマチュアとプロとの垣 根 を 超えた公 演

した。六年間という短い時間

退団させて頂くことになりま

この度、
三月末日で鼓童を

となりました。 合わせて、鼓童名誉団員全

鼓童のメンバーを目指して入った研修所。

ではありましたが大変お世話になりました。

花岡哲海

「打つ」
PREMIUM CONCERT 2016
この公 演は、豊の国ゆふい

員との共 演ができた公 演でもあり、自 分た

げ まで濃 密で楽しい時 間 を 過 ごさせて頂

の学びを 得ました。リハーサルから打ち上

ん源流太鼓代表の長谷川 義

ちもあらためて大 先 輩の存 在 感、続けるこ

一／二九 鼓童×源流 日本和太鼓

さんからお 声がけいただき、

公演当日はロビーに飾られたスタンド花が

今回の公演。 鼓童、
そして前身の鬼太鼓座

緒する機会を経て十年かけてたどり着いた

言っていただき、
𠮷利が、
知弘がと一人ずつご一

出逢った頃から、
いつか一緒にたたきたい、
と

（船橋裕一郎）

佐渡には祭りがたくさんあります。これ

力を感じてしまいました。

土に根を張り、土 地に生きるという事に魅

素晴らしい事だと思いますが、
草木のように

界 を 飛び回る経 験はまずできないですし、

の芸 能に出 会い、
それが自 分の生き甲 斐と

ただし

実現した公演です。 事前の稽古はできませ

との大切さを体感した貴重な時間でした。

なんと約四〇本！ ゆふいん源流太鼓さん

からは「旅ん者」として参加するのではなく、

その生 活の中で、佐 渡の土 地に息づく数々

んでしたが、
公演前日には、
湯布院町に伺って

がどれだけ地元の方々や、太鼓を演奏する

の活動から四五年、
たくさんの方々が鼓童に

「 集 落のあんちゃん」として佐 渡に向き合っ

デアを出し合いました。

一／二九
総 合 文 化センター・グランシアタにて。 ゆふいん源 流
iichiko
太鼓と鼓童メンバーとで記念撮影。（写真：ゆふいん源流太鼓提供）

の大 太 鼓
（鼓童所有）
と、写 真 左

に並びました。 なんと、
この中 央

つひとつの音を大 切に、魂 込めていくことな

心。 芸術的な表現も打ち込むことも、
ひと

一人一人の中にある 太 鼓が好 きという 初

お世話になった皆様に心より感謝申し上

もって退職いたします。

北前船スタッフの中川由貴が三月末日を

末までは予定の舞台を勤めてまいります。

「 鼓 童 」を 離 れることになりました。 八月

また、
漆久保晃佑が、
八月末をもちまして

スタッフとして活動致します。

ロッパツアーをもって舞台を下り、
四月からは

鼓 童メンバーの小 見 麻 梨 子は三月のヨー

ました。

挨拶とさせて頂きます。ありがとうござい

も言える存在になりました。 風のように世

方々に愛されているか。 また、
こ

を参加したメンバーたちが身を以て体感して

いろいろな思いを寄せてくださっていること

の演奏を聞き、
太鼓を打って、
いろいろとアイ

の公演がどれだけ注目されていた

て生きていくという決 心 を 胸に、退 団のご

一緒に稽古をさせていただきました。お互い

のかが伝わってきました。

きたのではないかと思います。

の大太鼓
（ゆふいん源流太鼓様所

のだということを、公 演から戻ってきたメン

公演では大太鼓が三台舞台上

有）
は同じ欅の材で作られた兄弟

太鼓芸能集団「鼓童」
藤本吉利、小島千絵子、藤本容子、
山口幹文、見留知弘、船橋裕一郎、
石塚 充、中込健太、前田剛史、
蓑輪真弥、神谷俊一郎、大塚勇渡

バーの顔を見ながら感じました。（編集部）

豊の国ゆふいん源流太鼓
長谷川義、川野勝己、長谷川準、
冨永希一、小出龍也、二宮大治、
小出侑之介、小出翔五

大 太 鼓だったんです。 製 作 され
た浅 野 太 鼓 楽 器 店 浅 野 昭 利 様
も公演にご来場され「このような
機会は滅多にない」と喜んでおら
長 谷川さんが公 演 中のご挨 拶

れました。
で、「チャンスは掴むもの。 夢は叶
えるもの。」と、仰っていたのがとて
人の繋がり、
太鼓の繋がり。い

も印象に残りました。

げます。

月刊「鼓童」2016年 3月号
4月号

3

ろいろなご縁をいただきました。
（松浦充長）

DATA:
1/29（金）大分県大分市
iichiko 総合文化センター
グランシアタ
鼓童×源流 日本和太鼓
PREMIUM CONCERT 2016「打つ」

【先】…鼓童の会会員先行予約あり

◉ …新規掲載／情報更新

鼓童公演
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。

3/15（火）ドイツ、ベルリン
Philharmonie

19:30開場 20:00開演

3/17（木）,18（金）ドイツ、ミュンヘン
Philharmonie

19:30開場 20:00開演

3/21（月）デンマーク、コペンハーゲン
Royal Danish Academy of Music
19:30開場 20:00開演

3/23（水）オランダ、アイントホーフェン
Muziekgebouw

19:15開場 20:15開演

（2月29日現在）

宿根木公会堂
開演時間 4/29、
5/3 14:30
4/30、
5/1,4,5 11:00、
14:30
（2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
【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
でのみ取扱い。3月31日まで、
各200円引き。
問：鼓童チケットサービス Tel. 0259-86-2330

鼓童プレミアムコンサート
坂東玉三郎がいざなう鼓童の世界

6/15（水）奈良県奈良市【先】◉

6/1（水）-3（金）京都府京都市【先】◉

時間未定

打男DADAN2016
ブラジル公演

3/14（月）-15（火） サンパウロ
Teatro Alfa

開演21:00

3/17

-20

（木）
（日）
リオ・デ・ジャネイロ
17-19日 Cidade das Artes 開演21:00
20日 Parque Madureira 時間未定

鼓童 佐渡宿根木公演
演出：見留知弘 出演：藤本吉利、小島千絵子、
山口幹文、見留知弘、漆久保晃佑、小平一誠、
宮城紘司

4/29（金・祝）-5/5（木・祝）
5/2
（月）
は休演

新潟県佐渡市

6/12（日）茨城県取手市

5/19

（木）新潟県佐渡市【先】◉
アミューズメント佐渡
18:00開場 18:30開演
SS席5,000円 S席4,500円
※学生
（小学生〜高校生）
は当日2,000円返金
4/1
（金）
チケット発売
問：鼓童チケットサービス Tel. 0259-86-2330

3/29（火）ロシア、サンクトペテルブルク
BKZ Oktyabrsky

茅ヶ崎市文化民会館
17:30開場 18:00開演 5,700円
問：tvkチケットカウンター Tel. 0570-003-117

取手市民会館
16:30開場 17:00開演
S席5,000円 A席4,000円
問：取手市民会館 Tel.0297-73-3251

5/28（土）、29（日）東京都台東区◉

時間未定

6/11（土）神奈川県茅ヶ崎市

芸術監督坂東玉三郎氏の解説付きで行う鼓
童の公演です。
解説：坂東玉三郎 出演：鼓童

3/27（日）ロシア、モスクワ
Crocus City Hall

6/9

（木）兵庫県伊丹市【先】◉
いたみホール
18:00開場 18:30開演
5,500円 学生
（24歳以下）
は当日1000円返金
3/31
（木）
チケット発売
問：いたみホール Tel. 072-778-8788

東京藝術大学 奏楽堂

詳細未定

京都劇場
1、2日 11:00／16:00開演
（2回）
3日 11:00開演
一等席 8,500円 二等席 5,500円
4/7
（木）
チケット発売
問：京都四條南座 Tel. 075-561-1155

7/16（土）-19（火）熊本県山鹿市◉
八千代座
14:00開場 15:00開演
一等席 7,500円 二等席 5,500円
4/17
（日）
チケット発売予定
問：八千代座倶楽部
Tel. 0968-43-2000
（平日10:00〜17:00）

鼓童ワン・アース・ツアー 2016
〜混沌

奈良県文化会館 国際ホール
17:30開場 18:00開演
5,500円 4/1
（金）
チケット発売
問：ページ・ワン Tel. 06-6362-8122

6/18（土）愛知県東海市◉

東海市芸術劇場
（ユウナル東海）
18:00開場 18:30開演
5,000円 学生1,500円
3/19
（土）
チケット発売
問：東海市芸術劇場 Tel. 0562-38-7030

6/19（日）愛知県豊川市

豊川市文化会館大ホール
17:30開場 18:00開演
S席5,000円 A席4,000円
A席学生
（小学生〜高校生）
2,000円
3/19
（土）
チケット発売
問：豊川文化協会 Tel. 0533-89-7082

6/22（水）兵庫県明石市【先】◉

明石市立市民会館
（アワーズホール）
16:00開場 16:30開演
5,500円 学生
（24歳以下）
は当日1,000円返金
4/2
（土）
チケット発売
問：明石市立市民会館 Tel. 078-912-1234

6/24（金）高知県高知市
詳細未定

出演：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、
池永レオ遼太郎、
大塚勇渡、
北林玲央、
小池将也、
小平一誠
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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

6/26（日）鳥取県鳥取市【先】

鳥取市民会館
16:00開場 16:30開演予定
S席5,500円 A席4,500円
4/16
（土）
チケット発売
問：鳥取市民会館 Tel. 0857-24-9411

7/2（土）愛媛県松山市【先】

松山市民会館 大ホール
17:30開場 18:00開演
SS席6,500円
（鼓童グッズ付きスペシャル席）
A席5,000円 B席4,000円 C席3,000円
4/1
（金）
チケット発売
問：EBCチケットセンター Tel. 089-933-0322

7/3（日）愛媛県宇和島市【先】

南予文化会館
16:30開場 17:00開演
S席6,000円A席5,000円 B席4,000円
C席3,000円
4/1
（金）
チケット発売
問：津島太鼓集団雅
Tel. 090-2782-4792
（田中）

7/5

7/14（木）宮﨑県延岡市【先】◉

延岡市民会館 ホール
18:00開場 18:30開演
一般5,000円 U-22 3,500円
※U-22：22歳以下の方対象。
4/17
（日）
チケット発売
問：延岡市民会館 Tel. 0982-22-1855

7/22（金）長野県長野市

長野市芸術館メインホール
18:30開場 19:00開演
S席5,000円 A席4,000円 B席3,000円
3/26
（土）
チケット発売
問：アートメントNAGANO事務局
Tel. 026-219-3100

7/24（日）静岡県焼津市【先】

焼津文化会館
14:30開場 15:00開演
5,000円 高校生以下3,000円
4/16
（土）
チケット発売
問：焼津文化会館 Tel. 054-627-3111

鼓童浅草特別公演「若い夏」

（火）山口県岩国市【先】
シンフォニア岩国
18:30開場 19:00開演
S席5,400円 A席4,320円
4/15
（金）
チケット発売
問：山口放送企画事業部 Tel. 0834-31-9300

演出：前田剛史 出演：山口幹文、
齊藤栄一、
前田剛史、草洋介、
小松崎正吾、
漆久保晃佑、
三浦康暉、鶴見龍馬、
三浦友恵、
米山水木、
井
戸こはる、前田順康、
宮城紘司、
吉田航大

7/8（金）佐賀県佐賀市

7/1（金）-3（日）東京都台東区

佐賀市文化会館
詳細未定

7/10（日）福岡県北九州市【先】

北九州市立黒崎ひびしんホール
16:30開場 17:00開演
一般5,000円 U-25 2,500円
※U-25：1990年以降生まれの方が全て対象。
4/7
（木）
チケット発売
問：北九州市芸術文化振興財団
Tel. 093-663-6661

7/12

（火）大分県日田市【先】◉
パトリア日田大ホール
18:00開場 18:30開演
特別席7,500円 S席5,500円
4/17
（日）
チケット発売
問：パトリア日田
Tel. 0973-25-5000

台東区立 浅草公会堂
1日
15:00開演
2、3日
11:00開演／15:00開演
（2回）
7,000円
問：チケットスペース Tel. 03-3234-9999
（月〜土、10:00〜12:00、
13:00〜18:00）

「鼓童創立35周年記念コンサート」は、
サントリー
ビール株式会社、オンキヨー＆パイオニアイノ
ベーションズ株式会社、
株式会社POLAが協賛
しています。

8/18

-20

（木）
（土）東京都港区
サントリーホール
各日程とも 18:00開場 18:30開演
18日 第一夜〜出逢い
出演：鼓童、新日本フィルハーモニー交響楽団

月刊「鼓童」2016年 3月号

S席9,800円 A席7,800円 B席6,800円
19日 第二夜〜螺旋
出演：鼓童
S席8,800円 A席7,800円 B席6,800円
20日 第三夜〜飛翔
出演：鼓童、
BLUE TOKYO、
DAZZLE
S席8,800円 A席7,800円 B席6,800円
問：チケットスペース Tel. 03-3234-9999
（月〜土、
10:00〜12:00、
13:00〜18:00）

Concert
for KIDS
ゼロ
〜０才からの鼓童〜
鼓童創立35周年記念コンサート同時開催企画

8/20

（土）東京都港区◉
サントリーホール ブルーローズ
（小ホール）
11:00/13:30開演 開演の30分前に開場
こども
（0才～小学生）
1,500円 おとな2,500円
お子さまにも1名につき1枚チケットが必要。
3/31(木）
チケット発売
チケット取扱：チケットぴあ t.pia.jp
Tel. 057-002-9999
問：Sony Music Foundation
Tel. 03-5227-5233
（平日、
10:00～18:00）

交流公演

5/14（土）千葉県八千代市◉
八千代市市民会館
18:00開場 18:30開演
1階席3,000円 2階席1,500円
3才から入場可。要チケット。
問：八千代市市民会館
Tel: 047-483-5111

ソロ・小編成

鼓童創立35周年記念コンサート

指揮：下野竜也
5

（2月29日現在）

藤本容子
「いのちの歌の会」岡山

3/15

（火）岡山県岡山市◉
こきび HAKOBU KITCHEN～kibi～
16:30～17:30
前2,000円 当2,500円 公演前のお茶会に参
加の場合は各600円増し
問：いのちの歌実行委員会
Tel. 090-2246-3799
（ミキコ）
info@mitorishi.okayama.com

料金はすべて税込み、
特に表記のないものは全席指定席、
未就学児の入場は不可、
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。

歴史的建造物 × パフォーミングアーツ
鼓童×石見神楽『神遊ぶ』

3/20（日）群馬県桐生市

鼓童×石見神楽『神遊ぶ』
桐生有鄰館味噌醤油蔵
（桐生市本町2-6-32）
出演：石見神楽温泉津舞子連中、鼓童
1回目 11:00開演 2回目 16:00開演
4,000円(枚数制限：1人4枚まで)
問：桐生音協 Tel. 0277-53-3133

里アンナコンサート
「月の足跡」山口幹文出演

3/27（日）新潟県佐渡市◉

PRIMOSADO コミュニティホール
（佐渡市東
大通821-1 Honda Cars 佐渡）

出演：里アンナ
（歌、奄美三味線）、山口幹文、今
泉孝文、笠木苑香
14:00開場 14:30開演
前3,000円 当3,500円 全席自由
申込・問：風月舎
（山口）Tel. 080-8884-8195
Email：fugetsusha@gmail.com

長岡リリックホール開館 20周年記念
祭音 2016

6/24（金）新潟県長岡市

長岡リリックホール
出演：三宅島芸能同志会、鼓童
18:30開場 19:00開演
6,000円 全席指定 3/18
（金）
チケット発売
問：長岡市芸術文化振興財団
Tel. 0258‐29‐7715
（9:00〜18:00）

鼓童 新発田公演

6/26（日）新潟県新発田市◉

新発田市民文化会館
14:30開場 15:00開演
松5,500円 竹5,000円 梅4,000円
当日500円増 18歳以下の方には1,000円の
キャッシュバックあり。
4/1(金)チケット発売
問：鼓童 IN SHIBATA 実行委員会
Tel. 080-9026-0344
（9:00〜20:00）

小島千絵子

3/17（木）愛媛県八幡浜市

写真展ライブ「清姫 千夜一夜」
道の駅八幡浜みなっと みなと交流館ホール
ゲスト出演:阿部一成
昼の部 14:00開演 夜の部 19:00開演
2,000円 全席自由
問：実行委員会 矢野 Tel. 090-4783-6780
同時開催 写真展「佐渡の清姫物語り」

3/26

（土）和歌山県日高川町
「桜•舞•道成寺」
「梵天道成寺」にゲスト出演
和歌山県日髙川町 道成寺境内特設ステージ
12:00開場 12:30開演 500円 限定400名
問：「おいでよ！日高実行委員会」事務局
Tel. 0738-22-2041
同時開催 写真展「佐渡の清姫物語り」
（3/20
〜4/8）

3/27（日）和歌山県日高川町

定員に達しました
和太鼓ワークショップ「花八丈を打つ」
道成寺客殿
問：原啓司 Tel. 090-6985-2856

4/1（金）神奈川県横浜市

谷崎ゆかりPleiades Concert3『 和洋舞音』
大倉山記念館
（大倉山駅より徒歩7分）
1回目15:15 2回目19:19
（開場各30分前）
2,000円
問：たにちゃん企画Tel. 044-888-2618

4/16

,17

（土）
（日）新潟県上越市
『清姫写真展ライヴ ゆき逢ひ「鄙の舞あそび」』
坂口記念館
（上越市頸城区鵜ノ木148）
出演：山口幹文、野上結美、宮坂貴子、西野貴人
16日 17:00 17日 14:00（開場各30分前）
4,000円 全席自由
問：宮澤企画 Tel. 090-3104-4219
同時開催：写真展「佐渡の清姫物語り」(4/6〜
5/8)

5/27

-29

（金）
（日）茨城県水戸市 ◉
「花八丈」合宿ワークショップ
OUTDOOR FITNESS PARK ASPIRE
40,000円
（宿泊、
食事、
講師料含む）
定員20名
申込・問：sadokiyohime@gmail.com

5/29（日）茨城県水戸市◉

清姫写真展LIVE「アスパイヤの森」
ASPIRE野外ステージ 14:00開場 15:00開

演
前3,500円
（ワンドリンク付き）
前売100枚限定
全席自由 3/15
（火）
受付開始
問：アスパイヤ 小松崎 Tel. 090-5359-5238
pan.de.cafe.aya@gmail.com
同時開催：写真展「佐渡の清姫物語り」
（5/12
〜29、
水曜休館）

藤本吉利・藤本容子
「唄と太鼓の二人行脚」

5/21(土) 新潟県佐渡市◉

相川開発総合センター
15:00開演 1,000円
主催:二人行脚公演 実行委員会
問：市川 Tel. 090-4810-3911

富田和明、齊藤栄一
『和太鼓トーク齊富2016』

6/17

-19

（金）
（日）東京都江東区◉
ティアラこうとう小ホール
開演 17日 19:00、
18日 17:00、
19日 15:00
開場は各30分前
一般4,000円 学生
（小学〜高校生）
3,000円
当日各500円増し
未就学児で座席が必要な場合は、学生券をお
買い求めください。
4/10
（日）
チケット発売
チケット取扱：ティアラこうとうチケットサービス
Tel. 03-5624-3333
問：打組 Tel. 045-913-5582
（留守番電話）
Email：utigumi@tomida-net.com

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

鼓童の会
チケット先行予約の
ご案内
【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」2016年 3月号
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ゼロ

Concert for KIDS 〜０才からの鼓童〜
未就学児のお子さまとご家族ご一
緒に楽しめる大人気のコンサート･シ
リーズ「Concert for KIDS」。鼓童
創設35周年コンサートと同時開催い
たします。会場は同じくサントリーホー
ル内にあるブルーローズ
（小ホール）
。
小さなお子さまにも楽しんでいただ
けるよう、鼓童の「お兄さんお姉さん」
がはりきって準備しています！ さまざ
まな種類の和太鼓に加え、笛・踊り・唄などをおりまぜた迫力いっぱ
いのステージをお届けします。コンサートは約1時間、安心してコン
サートをお楽しみいただけるよう、
おむつ交換、授乳スペースのご用
意もあります。
8月20日
（土）
東京都港区
サントリーホール ブルーローズ
（小ホール）
午前 10:30開場 11:00開演
午後 13:00開場 13:30開演
こども
（0才〜小学生）1,500円 おとな2,500円
お子さまにも1名につき1枚チケットが必要。3/31（木）
チケット発売
チケット取扱：チケットぴあ t.pia.jp Tel. 057-002-9999
問：Sony Music Foundation（ソニー音楽財団）
Tel. 03-5227-5233（平日、10:00〜18:00）

鼓童オンラインストアからのお知らせ
■ 太鼓芸能集団 鼓童 創立35周年記念グッズ
岡本太郎「鼓童Tシャツ」
芸術家・岡本太郎氏が1980年代に鼓童のために描いてくださっ
た
「鼓童」の文字をTシャツにプリントし、鼓童30周年の際にご好評
いただきました。35周年の今年も、
高機能繊維「ウイックロン」素材、
アウト
ドアウェアブランド
「モンベル」
とのコラボで、岡本氏の文字を入
れた記念Tシャツを製作中です。詳細は次号でお伝えいたします。
■ 鼓童「年間活動報告2015」
鼓童の2015年の活動を全てまとめた1
冊。ワン・アース・ツアー、交流学校公演、交
流公演、佐渡特別公演、
アース・セレブレー
ション、
イベント出演・共演などの公演写真、
鼓童文化財団の活動や、太鼓芸能集団
「鼓童」のメンバー紹介
（写真とプロフィー
ルなど）
、鼓童の歩みやディスコグラフィーな
ど多岐に渡る一年間の活動がご覧いただ
けます。
オンラインストア、
メールオーダーで発売開
始いたします。詳しくは鼓童オンランストアまでお問い合わせくださ
い。
鼓童「年間活動報告2015」A4、
フルカラー全25ページ 価格：500円（税込）

お詫びとお知らせ
■「鼓童×八海山×龍言」特別イベント中止のお知らせ

機関誌新年号
（2月1日発行）
公演情報ページに記載しておりまし
た
「鼓童×八海山×龍言」特別イベントが、
ご主催の事情により中止
となりました。ご来場をご計画されていた皆様には大変ご迷惑をお
かけすることとなりましたこと、
心よりお詫び申し上げます。
【中止】2016年4月2日
（土）
新潟県南魚沼市 温泉御宿 龍言 大宴会場「無事庵の間」
問：龍言イベントデスク Tel. 025-772-3470（9:00 ～ 18:00）

■ 公演会場変更のお知らせ
機関誌新年号
（2月1日発行）
公演情報ページに記載しておりまし
た
「6/3（金）
〜5（日）
京都府京都市 京都四條南座」の公演は、
南座の耐震工事に伴う休館のため、会場を京都市内の京都劇場
（JR京都駅ビル内）
に移して行います。詳しくは公演情報ページ
をご参照ください。

鼓童チケットサービスより

チケット先行予約のご案内
公演情報ページでご案内した
【先】
マークの
公演は鼓童の会の皆さま向けに先行予約を実
施いたします。
昨年以降、予約サイトの不具合により、申込
方法がその都度変更になっており、
ご不便をおかけしておりますが、
サイ
トからクレジット決済、
コンビニ決済ができるように準備しておりま
す。申込書を同封しておりますので、
ご参照の上ご利用くださいま
すようお願い申し上げます。

東北発佐渡ツアー
鼓童佐渡宿根木公演と太鼓体験
岩手・宮城・福島発の2泊3日の佐渡パックツアーがあります。鼓
童公演のチケットはもちろん、
たたこう館での太鼓体験付きです。
佐渡の魅力を堪能できる3日間をお楽しみいただけます。詳細は、
各ツアー会社へお問合せください。
■ 宮城・福島発
出発日：4月28日
（木）
、30日
（土）
［2泊3日］
公演鑑賞可能日：4月29日
（金・祝）
、5月1日
（日）
のいずれか
料金：70,000円
（6才以上お1人様・2名様より1室ご利用の場合）
＊2名様以上でお申し込みください。
申込・問：阪急交通社仙台支店 Tel. 022-267-0078（国内専用）
■ 岩手発
4月29日
（金・祝）
出発〜5月1日
（日）
解散
公演鑑賞日：4月30日
（土）
料金：68,000〜73,000円
（一部屋の宿泊人数で変わります）
申込・問：岩手県北観光 Tel. 0120-183-705

■ 今月の付録
・チケット先行予約申込書
（会員のみ）

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/
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鼓童35周年特別企画

鼓童プレミアムコンサート

坂東玉三郎がいざなう鼓童の世界
ご要望をいただきながら、
これまで実現しなかった鼓童の解説付きコン
サートを、35周年の特別企画として行うことになりました。鼓童の演目の
成り立ちを、
芸術監督・坂東玉三郎氏がわかりやすく解説いたします。
進化を続ける舞台の秘密はもちろん、
ふだんより鼓童を身近に感じて
いただける特別なコンサートです。
公演日程・予定地
5/19
（木）

新潟県佐渡市 アミューズメント佐渡

5/28
（土）
、
29
（日） 東京都台東区

東京藝術大学

6/1
（水）
〜3
（金）

京都府京都市

京都劇場

7/16
（土）
〜19
（火） 熊本県山鹿市

八千代座

解説：坂東玉三郎

奏楽堂

出演
（演奏）
：鼓童

予定演目
大太鼓
（トラディショナル）
屋台囃子
（トラディショナル）
Six Phases（2015年 住吉佑太作曲、
「混沌」初演）
九界（2015年 中込健太作曲、
「混沌」初演）
、
ほか
公演時間

今回、鼓童の35周年記念の特別企画とし
て、私の解説付きのコンサートを創りました。こ

120分
（休憩を含む）

れまで鼓童に有った太鼓の曲のお話と、現在ま
での作品の創り方のお話等・・・ 楽しく、愉快

35周年特別企画のため、
会場・期間限定のコンサートです。
この機会をどうぞお見逃しなく。
公演情報ページや鼓童サイトも
ご参照くださいませ。

なコンサートになればと思います。またご来場の
お客様に、鼓童のメンバーと一緒に太鼓を叩い
て頂く時間も設けましたので、皆様に十分にお
楽しみいただけましたら幸いでごさいます。
芸術監督

坂東玉三郎

写真：岡本隆史

編集後記
▼人の勧めで、
二月から映画をよく見ています。 映

画からは様々な事が学べます。しかし佐 渡には映

画 館が無いので毎 週 末はツタヤ通いです。レンタル

カードは新規作成、
DVDをカバーごとレジに持って

行って注意され、
返却はボックスに入れればいいのだ

知りました。何事も社会勉強です。
（菜）

と指摘され、
さらに郵送で返せるということを昨日

なにかを節目にすると時間が変わります。 震災か

▼一日を積み重ねてや五年目の春

歳月が次に繋がる時間でありますように。（美）

ら五年。あっという間でもあり、長くもあり。この

をわかり易くお伝えしたいという思いのもと、試行

▼誌面を少しリニューアルしました。 鼓童の多様さ

錯誤は続きます。ご意見を頂きながら進めてまい

りますのでお付き合いくださいませ。（編集部）

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
http://www.kodo.or.jp

■ 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、

■ 鼓童公演のチケットについて Tel. 0259-86-2330
■ 鼓童文化財団 Tel. 0259-81-4100
・鼓童の会、研修所資料請求、
アース・セレブレーション等

■ 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
Email: info@sadotaiken.jp 開館時間 9:00-17:00
（月曜休館）

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
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