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「飛翔」

鼓童創立35周年記念コンサート

8月18日〜20日に東京・港区のサントリーホールで鼓童創立35周年記念コンサートを開催します。
その第三夜〜「飛翔」
にゲスト出演されるBLUE TOKYOとDAZZLEの皆さんを迎えて合同稽古を行いました。（写真：岡本隆史）

発行…鼓童 〒952-0611 新潟県佐渡市小木金田新田148-1
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州 地 方の地 震 災 害につきまして、鼓

ておりま す 熊 本 県 を 中 心とした九

二〇一六年四月十四日より発生し

ぞれが現地に赴けない歯がゆさを抱

正 美、三浦 友 恵、前田順 康 ）
は、
それ

また、熊 本 県 出 身 者の三名
（宮﨑

今月のご挨拶
この度の熊本地震につ

さまの力になれることを信じて、
稽古

えながらも、太 鼓 をたたくことで皆

状況の改善を心から願っ

には心よりお見舞い申し上げますと

童グループ一同、被害に遭われた皆様

ております。 私 も 度々訪 れた地や友

応援していただいています。鼓童がで

関 係の先 生 方など、本 当に多くの皆

担当者、太鼓グループの皆さん、学校

和太鼓の盛んな地域です。会館のご

熊本、大分県内はじめ、
九州一円は

最新の状況はホームページなどでお知

報ページをご確認いただくとともに、

いながら進めてまいります。 公 演 情

地の状況をご主催の皆さまと話し合

す。 公 演の実 施に関しましては、各

校公演、劇場公演を予定しておりま

らせいたします。

から学ぶべく朝 早くから夜 遅くまで必

いりたいと思います。

きる支 援 を 少しづつでも 形にしてま

さまが鼓 童 を 受け入れてくださり、

す。

況が改 善されることを 祈っておりま

に、
太鼓体験に取り組んでおります。

人知人の被害状況を聞き、今後少しで
もお力添えが出来るような動きをして
いきたく、皆 様の活 力 をより増 幅でき
るような、舞 台や音 を 届けていけるよ
佐渡は、
田植えの季節となりました。

う頑張ってまいります。
冬の寒さにより 固められ、太 陽からの
養分を得た土に一気に水を張り巡らさ
れ、
田はキラキラと美しい景色が広がり
ます。 とはいえ、先 月 もお伝えしたよ
うに、今月は、来月のものから来年のも

景 色 をゆっくりと眺めている余 裕はあ

死の稽古をしております。「三五周年

る過程です。 正直に申しますと美しい

のまで、
いくつもの作品を作り上げてい

まりないのですが、通勤や買い物の際に

記念コンサート」にむけては、
ゲストをお
を迎えた
『 佐渡宿根木公演 』
では、
改装

迎えしての稽古となりました。五年目
さて、来年の春に上演予定の
『 幽玄 』

出構成で行います。

された宿根木公会堂で、見留知弘の演

普 通にこの景 色をみることのできる幸

という作 品は、能 を 中 心に日本の古 典

せを感じます。

から着 想を得て、作 品 作りを 始めてお

を 固め、多 くのものを 吸 収しながらグ

鼓童の活動は多種多彩ですが、足下
くり、
ゆっくりと作 品 作り も 進 行して

なるように思います。日々の取り組み

ループが進んでいく姿は、美しい田に重

ります。 能のシテ方の歩みのようにゆっ

ため息をつくほど、張りつめております

に真 摯に向き合いたいと思っておりま

おり、稽 古 終 了 時、皆が一斉におおきな
が、
これまでにない作品になる実感と充

船橋裕一郎

す。
太鼓芸能集団 鼓童 代表

実 感、
また古 典から得られる新たな発
見と学びを日々感じております。
また、『 若い夏 』
では鼓 童の結 成 当 初
からの演目を若いメンバーが基礎の基礎

鼓童はこの六〜七月に九州での学

ともに、
一日も早く災 害が終 息し、状

きまして、早 期の終 息と

震災のお見舞い
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天から降る響き

下野竜也

❶ 伊左治直さん ❷ 猿谷紀郎さんと坂本雅幸 ❸ 稽古後に作曲家の猿谷さん、伊左
治さん、指揮者の下野さん、
エレクトーン奏者の清水さん、松田さん、芸術監督・玉三郎さん
と鼓童メンバーでの記念撮影

しもの たつや

鼓童創立三五周年記念コンサート

「出逢い」
鼓 童の事は、知っていました。しか
し、
その演奏を聴いたことはありませ
んでした。 鼓童の皆さんと共演する
事が決まり初めて佐渡島を訪れる事
になり、新 潟から佐 渡 島に向けての
高 速 船の中で非 常に緊 張していまし
た。「 僕もマラソンしなければならな
いのか？屈 強なメンバーに叩きのめさ
れるではないだろうか？」 今、
思えば
笑ってしまいますが、鼓 童の皆さんへ
のイメージを 勝 手に妄 想していまし
た。 鼓童村で待っていて下さった皆さ
んはとても 優しく、人 懐こい方々で、
ちょっと安 堵した事 を 告 白しておき
ます。 早 速リハーサルが始まりまし
たが、共 演 する石 井 眞 木 作 曲モノプ
リズムの原 型と言うべきモノクローム
を演 奏して下さいました。 目の前で
それを演奏しているのは、確かに彼ら
なのですが、
その音は天から降ってく
る、
いや大 地から湧き出ている、私の
言葉では形容しがたい神秘的な音で
した。その後、
縁あり東京で、
ローマで
ご一緒した皆さんとまた共演させて頂
けるこの幸せ。 宇宙を感じる
（行った
ことはありませんが）
音楽だと私が思
い巡らせるものは、
ブルックナーの第九
交 響 曲と鼓 童の皆さんの響きです。
坂東玉三郎さんという稀代の天才の
もと更に磨き抜かれた鼓童の皆さん
と新作に取り組めることを幸せに思
いますし、神 聖な気 持ちでリハーサル
と本番に臨むつもりです。
（下野竜也）
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助成

協賛

❶

❷

2000年東京国際音楽
コンクール＜指揮＞優勝と
齋藤秀雄賞受賞、2001
年ブザンソン国際指揮者
コンクールの優勝で一躍
脚光を浴びる。 国内の主
要オーケストラに定期的に招かれる一方、
ロー
マ・サンタ・チェチーリア管、
チェコフィルハーモ
ニー管、
シュツットガルト放送響、南西ドイツフィ
ルコンスタンツ、
アメリカのシリコンバレーなど海
外のオーケストラにも次々と客演を重ねてい
る。2006年に読売日本交響楽団の初代正
指揮者に迎えられ2013年4月からは首席客
演指揮者。2014年4月には京都市交響楽
団常任客演指揮者に就任。吹奏楽の演奏に
も定評があり、2011年から、広島ウインドオー
ケストラ音楽監督。 上野学園大学音楽学部
教授として、後進の指導にも情熱を注いでい
る。
鼓童とは、
すみだトリフォニーホールで行った
「鼓童×新日本フィル」
（2008）
、
ローマ・サンタ・
チェチーリア管、文京シビックホール10周年記
念コンサート等、数回にわたり共演をしている。

第一夜〜
八月に東京・サントリーホールで行う「 鼓童創立三五周年記念コンサート」
に向けての稽古が佐渡にて始まりました。 今回の公演ではこれまでも演奏
している石井眞木氏の
「モノプリズム」、冨田勲氏の
「 宇宙の歌 」
に加え、新曲
の猿谷紀郎氏による
「紺碧の彼方」、伊左治直氏による
「 浮島神楽 」
が初演に
なります。 公演に向けて、指揮者の下野竜也氏にもご来島いただきました。
楽譜を目で追いつつ、目の端で指揮を捉えつつ…。指揮者にあわせて演奏する機会が少ないので、アタマもカラダもいつも以上に使います。

「鼓童塾〜齊藤栄一の太鼓篇」秋開催

鼓童塾 佐渡見聞録

毎年ご好評いただいている、
「鼓童塾～齊藤栄一の太鼓篇」。
今年も柿野浦の鼓童文化財団研修所を会場に、10月に開催いた
します。詳しい応募要項、募集開始については、来月号でお知ら
せいたします。

小島千絵子、藤本容子、山口幹文の3名の鼓童名誉団員が
揃って、
「 佐渡見聞録」
と題して、講座や佐渡探訪をする企画で
す。募集締切は6月5日
（日）
。ご応募お待ちしております。
太鼓「花八丈と踊り」 講師：小島千絵子
唄「Voice Circle」 講師：藤本容子
篠笛「篠笛講座」 講師：山口幹文

日程：10月7日
（金）～ 10日
（月・祝） 3泊4日
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
（2名以上のグループ参加はご遠慮ください）
料金：55,000円
（税込） 鼓童の会会員：50,000円
（税込）
（講師料、
バチ代、宿泊費、食費など含む）

エクサドンWEBサイト始動！
エクサドン
（EXADON）
とは、心災＆身災対策で、
「エクササイズ
（運動）
」
＋
「佐渡」
＋
「ドン
（太鼓の音）
」
をあわせた造語です。
佐渡市、汐彩クリニック院長の森本芳典氏、鼓童文化財団の3
者が協力・連携し、健康増進、介護予防を目的として、太鼓による
フィットネス・プログラムを2014年から開始しています。ぜひ活動をご
覧ください。http://www.exadon.com/

7月15日
（金）
〜18日
（月・祝）3泊4日 小木港集合・解散
会場・宿泊：深浦学舎
（佐渡市深浦）
料金：65,000円
（税込） 鼓童の会会員：60,000円
（税込）
（講師・ナビゲーター料、
宿泊費、
食費、
保険代、
島内交通費含む）
申込方法：鼓童サイトまたはチラシ裏面の参加申込書に必要事項を記入
の上、
郵便、
ファクスまたはEメールにてお申込みください。
参加資格：高校生以上 定員：30名
（最小催行人員12名）
問：佐渡太鼓体験交流館
（たたこう館） Tel. 0259-86-2320
〒952-0611 新潟県佐渡市小木金田新田150-3
Fax. 0259-86-2385 Email：info@sadotaiken.jp

■ 今月の付録
・
「チケット先行予約申込書」会員のみ
・
「アース・セレブレーション2016」チラシ

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。

【先】…鼓童の会会員先行予約あり

・小島千絵子ソロ
「飯田邸×ゆき逢ひ×晩翠堂音楽会」チラシ

◉ …新規掲載／情報更新

鼓童公演
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

チケット取扱：カンフェティチケットセンター
Tel.0120-240-540 http//confetti-web.com
問：東京藝術大学演奏芸術センター
Tel. 050-5525‐2465

6/1（水）-3（金）京都府京都市

5/19

京都劇場
（JR京都駅直結）
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
問：京都四條南座 Tel. 075-561-1155

5/28（土）、29（日）東京都台東区

（水）香川県高松市
レクザムホール
（香川県県民ホール）
大ホール
18:00開場 18:30開演
S席7,500円 A席5,000円 B席2,000円
問：県民ホールサービスセンター
Tel. 087-823-5023

鼓童35周年特別企画。坂東玉三郎氏の解説
付きコンサートです。
（木）新潟県佐渡市
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
問：鼓童チケットサービス Tel. 0259-86-2330

東京藝術大学 奏楽堂
28日 13:00／18:00開演
（2回）
29日 13:00開演 開場は各30分前
6,000円
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7/16（土）-19（火）熊本県山鹿市
八千代座
13:00開場 14:00開演

（4月21日現在）
一等席 7,500円 二等席 5,500円
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

6/9

（木）兵庫県伊丹市
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1,000円返金
問：いたみホール Tel. 072-778-8788

6/11（土）神奈川県茅ヶ崎市

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

6/12（日）茨城県取手市
取手市民会館
16:30開場 17:00開演

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。

S席5,000円 A席4,000円
問：取手市民会館 Tel.0297-73-3251

6/15（水）奈良県奈良市

奈良県文化会館 国際ホール
17:30開場 18:00開演 5,500円
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
S席5,000円 A席4,500円 小・中学生1,500円
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
問：豊川文化協会 Tel. 0533-89-7082

6/22（水）兵庫県明石市

7/5（火）山口県岩国市

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
問：山口放送企画事業部 Tel. 0834-31-9300

7/8（金）佐賀県佐賀市

佐賀市文化会館 大ホール
18:00開場 18:30開演
一般5,000円 高校生以下3,000円
問：佐賀市文化会館 Tel. 0952-32-3000

7/10（日）福岡県北九州市

北九州市立黒崎ひびしんホール 大ホール
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。
問：北九州市芸術文化振興財団
Tel. 093-663-6661

7/12

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
問：明石市立市民会館 Tel. 078-912-1234

（火）大分県日田市
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
問：パトリア日田 Tel. 0973-25-5000

6/24（金）高知県高知市

7/14（木）宮﨑県延岡市

高知市文化プラザかるぽーと
（大ホール）
18:30開場 19:00開演
S席 6,500円 A席5,500円
問：高知新聞企業事業企画部
Tel. 088-825-4328（平日 9:30〜17:30）

6/26（日）鳥取県鳥取市

鳥取市民会館
16:00開場 16:30開演
S席5,500円 A席4,500円 当日各500円増し
問：鳥取市民会館 Tel. 0857-24-9411

7/2（土）愛媛県松山市◉

松山市民会館 大ホール
17:30開場 18:00開演
SS席完売 A席5,000円 B席4,000円
C席3,000円
問：EBCチケットセンター Tel. 089-933-0322

7/3（日）愛媛県宇和島市

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
問：津島太鼓集団雅
Tel. 090-2782-4792
（田中）

延岡総合文化センター
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。
問：延岡総合文化センター 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
問：アートメントNAGANO事務局
Tel. 026-219-3192

7/24（日）静岡県焼津市

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
問：焼津文化会館 Tel. 054-627-3111

鼓童浅草特別公演「若い夏」

7/1（金）-3（日）東京都台東区

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
同時開催
浅草公会堂１階にて鼓童の展示企画を予定し
ています。

鼓童創立35周年記念コンサート
「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
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（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
指揮：下野竜也
S席9,800円 A席7,800円 B席6,800円
助成：文化庁、
（公財）
花王 芸術・科学財団
◆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 ゲスト
：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

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。
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
月刊「鼓童」2016年 5月号
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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

6/4（土）熊本県あさぎり町

あさぎり町須恵文化ホール
13:30開場 14:00開演
前 一般3,000円 中学生以下無料
（要子ども整
理券 各公演先着100名）当日500円増し
問：あさぎり町須恵文化ホール
Tel. 0966-45-5511

7/9（土）,10（日）兵庫県神戸市

北神区民センター
9日 18:30開場 19:00開演
10日 12:30開場 13:00開演
前 一般3,500円 中学生以下無料
（要子ども整
理券 各公演先着150名）当日500円増し
全席自由、未就学児入場可
問：北神区民センター Tel. 078-987-3400

9/10（土）東京都国立市◉

くにたち市民芸術小ホール
14:00／19:00開演
（2回）各30分前開場
2,500円 当日500円増 全席自由。
小学生以下は各回50名まで無料。要整理券。
2歳以下は入場不可。
6/7
（火）
チケット発売、整理券は6/8
（水）
より。
問：
くにたち市民芸術小ホール
Tel. 042-574-1515

9/17（土）東京文京区◉

文京シビックホール 小ホール
14:30開場 15:00開演
2,000円 5歳から入場可。小学校３年生までは
保護者の同伴が必要。
5/29
（日）
10:00〜チケット発売
問：シビックチケット Tel. 03-5803-1111
同時開催
親子で楽しむ太鼓ワークショップ 13:15〜14:00
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。
問：文京アカデミー ホール事業係
Tel. 03-5803-1103
http://www.b-academy.jp/

鼓童ワン・アース・ツアー 2016
〜螺旋

9/3（土）,4（日）京都府京都市◉【先】
京都芸術劇場 春秋座
3日 13:30開場 14:00開演
4日 12:30開場 13:00開演
一般6,000円、
シニア
（60歳以上）
5,700円
学生＆ユース
（25歳以下）
3,000円
6/9
（木）
チケット発売

5
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問：京都芸術劇場チケットセンター
Tel. 075-791-8240

9/8（木）福島県喜多方市◉

喜多方プラザ文化センター
詳細未定
問：鼓童チケットサービス Tel. 0259-86-2330

9/10（土）千葉県千葉市◉【先】

（4月21日現在）

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

9/29（木）宮城県仙台市◉【次号先】

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
6/25
（土）
チケット発売
問：鼓童チケットサービス Tel. 0259-86-2330

千葉市民会館
17:30開場 18:00開演 5,000円
6/7
（火）
チケット発売予定
問：千葉文化振興財団
Tel. 043-221-2411

10/4（火）北海道函館市

9/11（日）群馬県館林市◉【先】

帯広市民文化ホール

函館市民会館 大ホール

10/6（木）北海道帯広市

館林市文化会館
17:00開場 17:30開演
一般5,000円 学生3,000円
6/12
（日）
チケット発売
問：館林市文化会館 Tel.0276-74-4111

10/9（日）北海道網走市

9/17（土）,18（日）東京都多摩市◉【先】

札幌コンサートホール Kitara

パルテノン多摩 大ホール
両日とも 13:30開場 14:00開演
一般 5,500円 一般親子ペア 6,500円
高校生以下2,000円 親子ペアはこども2人目
以降は1名につき1,000円 3歳以下入場不可
5/29
（日）
チケット発売
問：チケットパルテノン Tel. 042-376-8181

9/19（月・祝）埼玉県和光市◉【先】

和光市民文化センター サンアゼリア 大ホール
17:00開場 17:30開演
S席6,000円 A席4,000円 B席トライアルチケッ
ト2,500円
（2階最後方）S席ペア券10,000円
5/28
（土）
チケット発売
問：和光市民文化センター Tel. 048-468-7777

9/22（木・祝）茨城県ひたちなか市◉【先】

網走市民会館

10/11（火）北海道札幌市
10/15（土）滋賀県彦根市

ひこね市文化プラザ

10/21

（金）静岡県浜松市
アクトシティ浜松

10/22（土）岐阜県下呂市
下呂交流会館 アクティブ

10/26（水）神奈川県横浜市
神奈川県民ホール 大ホール

10/29（土）長野県軽井沢市
軽井沢大賀ホール

11/1（火）埼玉県入間市
入間市民会館

ひたちなか市文化会館
18:00開場 18:30開演
5,000円 6/11
（土）
チケット発売

11/3（木・祝）静岡県三島市

問：ひたちなか市文化会館 Tel. 029-275-1122

11/6（日）岐阜県可児市

9/24

（土）福島県いわき市◉【次号先】
いわきアリオス 大ホール
17:00開場 17:30開演
5,500円 学生
（小学生〜高校生）
2,500円
6/25
（土）
チケット発売
問：アリオスチケットセンター Tel. 0426-22-5800

9/27

（火）山形県山形市◉【先】
シベールアリーナ

三島市民文化会館

可児市文化創造センター

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。

鼓童 2016年5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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アース・セレブレーション2016

8/26（金）〜28（日）

5/10 公式サイト オープン！ http://www.kodo.or.jp/ec

2016年のECシアター ラインナップ

今年のECシアターはリニューアルした宿根木公会堂
（小木・宿根木地区）
で行います。
演奏者がとても身近に感じられる、
アットホームな雰囲気の公演をお楽しみいただけます。
（定員各回150名）

8/26（金）

8/28（日）

8/27（土）

アルテ イ ソレラ × 鼓童
坂本雅幸プロデュース

劇団ミカエル Vol.1
〜空想癖〜

篠笛×和太鼓×ピアノ
〜和洋融合の響き〜

ふぁんたじお

鼓童 石塚充プロデュース。親子で楽しめ
る太鼓芸能＆音楽パフォーマンスです。鼓
童メンバーの空想と妄想が大爆発。ポップ
でカラフル。怪しくてファンタジー。メンバー
それぞれの新たな一面を覗いてください。

2013年東京 代々木で好評を博した鼓童と
フラメンコのコラボレーション
「desnudo（デス
ヌード）vol.10」から3年、ついに アルテ イ
ソレラがECにやってきます。
出演：アルテ イ ソレラ
（ 鍵田真由美、佐藤浩希ほ
か）
、
鼓童
（坂本雅幸、
前田剛史、阿部好江）
狩野泰一
金子竜太郎

宮本貴奈
鍵田真由美

篠笛と和太鼓の深い響きと、
ピアノの絶妙
なハーモニー。三人の達人が展開する古
今東西の新しい音世界。各地のホールで
大好評のコラボが、
ついにECに登場！

出演：鼓童より、石塚充、船橋裕一郎、中込健太、
内田依利、小松崎正吾、住吉佑太、安藤明子、
地代純

出演：狩野泰一、金子竜太郎、宮本貴奈

佐藤浩希

イベントを一緒に創ってくださるボランティア、
フリンジ出演者、
ハーバーマーケット出店者募集については公式サイトをご覧ください。
アース・セレブレーション実行委員会 Tel. 0259-81-4100 Email: ec-info@kodo.or.jp

6/20 チケット発売
編集後記

気がつくといい時 期を逃している感じがあります。

▼例 年になく春の訪れが早く、花 も、山の恵みも、

自 然が相 手のことは常に待ったなしで、
これまでに

経験したことのないこと、
という言葉で片付けられ

ないことが多い最近。 春から初夏へ、
この機関誌が

皆さまのお手元に届く頃、
待ったなしで本格的な復

興が始まることを祈るばかりです。（美）

所した研 修 生の一人は、
その被 害 甚 大であった山 古

▼十二年前の中越地震も震度七でした。四月に入

志の出身です。避難生活が長引く中、
当時 小学校

低 学 年だった彼は、近くの学 校 を 訪れた鼓 童の演

奏に心が動き、和太鼓を始め、
いつか鼓童に入りた

いという夢を膨らませてきました。「一人の少年にあ

得て、
逆に私達が励まされる思いでした。誠心誠意

の時の音が届いていたんだ」と十二年を経て確信を

て伺える日が早く来る事を願っています。（倫）

の音…熊本・大分の皆様を思いながら、
太鼓を抱え

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

月刊「鼓童」2016年5月号 今月号は8ページです

