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「鼓童プレミアムコンサート」佐渡公演より（写真：岡本隆史）

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”
発行…鼓童 〒952-0611 新潟県佐渡市小木金田新田148-1

鼓童通信
2016年4月〜5月

は、
二 〇 〇 八 年にオーケストラ版 として上

演。 今 年 八 月の
「 鼓 童 創 立 三 五 周 年コン

サート」
で八年ぶりに上演させていただくお

願いをご連絡申し上げところ、「 嬉しいお話

です。 鼓 童 村の
「 和 泉 邸 」に一週 間こもって

作 曲したうちの一曲です。」というご返 事 を

いただき、
八月のサントリーホールにご来 場

いただけるように準備をしているところでし

た。

「太鼓もシンセサイザーも同じ自然から作ら

然にありましたが、
人類が手に入れたのが少

れた楽 器なんです。 電 気 も「 雷 」として自

し後だっただけなんです。」

ご冥福を心よりお祈り申し上げます。
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『 求め敬い磨く 』
この春は様々な作品の
稽 古や創 作 を 芸 術 監 督
とともに進め、充 実した
時 間 を 過ごしてまいりました。そして
いよいよワン・アース・ツアーと交流公演ツ
年 記 念コンサート 』新たな挑 戦となる

アーが始まります。『 若い夏 』『 三五周
『 E C 』、秋からは新 作の
『 螺 旋 』と一気
さて、
先日、
研修所の稽古に二日間ほ

5月

＜研修所外部講師の講義＞
野上結美先生
（ヴォイストレーニング）
工藤拓先生
（演劇基礎）
金子竜太郎先生
（身体基礎と太鼓）

「ナスカ幻 想 」に収 録された
「 宇 宙の歌 」

5/28▶5/29

に疾走してまいります。

田勲さんが、五月五日にお亡くなりになり
ました。 鼓 童と冨 田 勲さんとの出 会いは、
ロデュースをされた
「サウンド・クラウド・イン・

一九八八年に冨田さんがオーストラリアでプ
シドニー」
に遡ります。以後、
一九九四年のア
寺音舞台」
でも共演させていただきました。

5/21

ど立ち合ってまいりました。 まだ入 所

5/19
作 曲 家・シンセサイザーアーティストの冨

お悔やみ

5/19

ルバム
「ナスカ幻想」、
京都・泉涌寺での
「 泉涌

5月

ひと月 半の初々しい一年 生。 長い冬 を
乗り越え、後輩ができたことにより、頼
もしさを増した二年生合わせて十九名
がひたむきに稽古に臨んでおりました。
私 自 身 もこの研 修 所 を 修 了しました
が、
おそらく当時は楽しいと思える日は
ごく 僅か、日々の生 活やスケジュールに
追 われ辛い日のほうが圧 倒 的に多かっ
たと記 憶しています。いまでも研 修 所
に近づくと、
お腹のあたりがキリキリと
なります。ただ、今はその辛いと思って
いた日々が自 分の根 幹となっていると
思っています。二日ではありましたが彼
らの姿 勢や研 修 所の空 気に触れ、何 事

5/18

鼓童交流公演
（千葉・八千代市）

5/14

日本シンガポール外交関係50周年記念イベント
オープニングイベント
（シンガポール）

5/10▶5/15

鼓童佐渡宿根木公演
（新潟・佐渡市）

4/29▶5/5

研修所 日本自然環境専門学校交流事業
森作業と太鼓WS（佐渡市）
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」
（新潟・佐渡市）
アース・セレブレーション2016
トークセッション
（新潟・佐渡市）
藤本吉利・容子
唄と太鼓の二人行脚
（新潟・佐渡市)
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」
（東京・台東区）
＜小島千絵子＞
5/19 韓国舞踊の響宴 韓国舞踊の響宴
「同行〜希望のなかで美を舞う〜」
ゲスト出演
（東京・新宿区）
5/22 淑徳和太鼓コンサート
（京都・福知山）
5/27-29「花八丈」合宿ワークショップ（茨城・水戸市）
5/29 清姫写真展LIVE「アスパイヤの森」
（茨城・水戸市）

2008年7月
鼓童村和泉邸にて

においても 初 心を 忘れてはならないと
彼らの姿を通し、改めて思いながら、研
修 所の稽 古 場に掲げてある
『 求め敬い
磨く』
の額を改めて眺めている自分がい
ました。 学ぼうとする意欲がある者と
学びを得ることのできる環境が、
あると
いうことにも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

4月〜5月のタイムライン

四／二九〜五／五 鼓童佐渡宿根木公演
見留知弘の演出で行われた宿根木公演。 クルーズ船で
の海 外からのお客 様から地 元・佐 渡の皆 様まで、沢 山の
お客様が宿根木に集いました。（右）
研修生二年生の終
演後の送り太鼓。 公演先で作っていただいた鼓童ののぼ
りが公会堂を彩りました。（左）
張り直した舞台の一部、
（写真：西田太郎）
床の色が変わっています。

た。公演は二部構成で、
第一部では響屋さん

ソロや曲が盛り上がるにつれ歓 声が何 度 も

かなシーンでは集 中してみているお客 様も、

の演 奏、第二部で鼓 童が演 奏しました。 静

係五〇周年記念イベント（シンガポール）

五／ 十 〜十五

飛び交います。 大 太 鼓のソロでは後 半 ずっ

SMALL-GROUP PROJECT
ソロ・小編成活動

鼓 童にとって初めての公 演 地、
シンガポー

と歓声が上がっており、途中の笛の演奏では

日本 シンガポール外 交 関

ルでの 公 演。 海 外 四 八 番 目 の 訪 問 国 で

響屋の酒井さんが
「 今回が少しでも鼓童

目を閉じて笑顔で聞いている方も沢山みら

の今後の活動に繋がれば…」と仰っていただ

れました。

加させていただきました。 鼓童を呼んで頂

いたご縁を次に繋げていきたいと思います。

す。 今 回は日 本・シンガポール外 交 関 係 樹

いたのは現 地シンガポールの太 鼓グループの

立五〇周年事業のオープニングイベントに参

「 響 屋 」さん。 代 表をつとめる酒 井 奈 美 子

（報告：河本唯）

ONE EARTH TOUR
鼓童プレミアムコンサート

さんは、
これまでも太 鼓、
三味 線、篠 笛の講
師の他に岩 崎 鬼 剣 舞や石 見 神 楽などの団
体 を 呼んでシンガポールで日本の文 化 を 広
める活動をされています。

五／十九 アミューズメント佐渡
奏楽堂

「坂東玉三郎がいざなう鼓童の世界」
五／二八、
二九 東京藝術大学

イベントは野 外 舞 台で行われました。シ
イサンズやマーライオンをバックに、
キラキラ

（写真提供：響屋）

その舞台ができ上がりました。 （編集部）

り、十六年という歳月を重ねた、今だからこ

がいざなう 鼓 童の世 界 」というタイトル通

鼓童に託された様々な思い。「坂東玉三郎

愛に満ちた言葉や、
舞台人としての有り様、

とりと向かい合い、培ってきたからこその慈

した。 軽 妙でありながら、演 奏 者ひとりひ

伝わる沢 山のことが詰まった舞 台となりま

す。 言 葉にしていただくことであらためて

説というこれまでにない新しい形での共演で

せていただきましたが、今 回は演 奏 者と解

じ共演者として舞台にのるという経験をさ

ました。 玉三郎さんとは、
アマテラスでは同

容・出演者を替えて、
それぞれが初演となり

佐 渡と東 京・奏 楽 堂での公 演は、演 奏 内

ンガポールの代 表 的 な 観 光 名 所のマリナベ
した夜 景の中での華やかな演 奏となりまし

		

藤本吉利、小島千絵子、山口幹文、齋藤栄一、見留知弘、
漆久保晃佑、小平一誠の少数精鋭でのシンガポール公演。
ステージ後方にはきらびやかな夜景が広がります。 写真
は見留知弘の三味線。

玉三郎さんが出演者全員を紹介してくださいました。
（右）
五／ 十 九 アミューズメント佐 渡 公 演にて 地 代
純、北林玲央 （左）
五／二八 東京藝術大学 奏楽堂に
（写真：岡本隆史）

て 中込健太、住吉佑太
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「鼓童塾〜齊藤栄一の太鼓篇」秋開催
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。現在の鼓童メンバーのほとんどが2年間修行してきた、柿
野浦の鼓童研修所。その研修生の1日のスケジュールを体験して
いただきながら、
シンプルな環境の中、栄一塾長とひたすら太鼓に
向かう3泊4日です。塾のスタッフを務める現2年生との交流も
「齊
藤栄一の太鼓篇」
ならでは。ご縁があって集まった仲間で、
かけが
えのない新たな出会いを楽しみましょう。

鼓童オンラインストアからのお知らせ
鼓童創立35周年記念コンサートの協賛企業とのコラボ商品の予
約を5月28日より鼓童オンラインストアで予約受付中です。詳細は
同封のチラシをご覧ください。数量限定で受け付けますのでお申し
込みはお早めに。

鼓童 創立35周年記念グッズ
岡本太郎「鼓童Tシャツ」発売中！
価格：4,800円
（税込）
鼓童の会会員：4,300円
（税込）

日程：10月7日
（金）～ 10日
（月・祝）
会場：鼓童文化財団研修所
（佐渡市柿野浦） 指導：齊藤栄一
料金：55,000円
（税込）
※鼓童の会会員の方は50,000円
詳細は同封の申込書をご覧ください。
問：鼓童文化財団 担当：千田
（ちだ）Tel. 0259-81-4100

お求めは便利な
「鼓童オンラインストア」
で
http://www.kodo.or.jp/store/

■ 今月の付録

藤本吉利、小島千絵子 アラスカ公演

・
「35周年記念コンサート〜出逢い」稽古レポートとインタビュー

藤本吉利と小島千絵子が元鼓童メンバーで現在ニューヨーク在
住の篠笛奏者渡辺薫氏とアラスカのアンカレッジを訪れます。

・ワン・アース・ツアー「チケット先行予約申込書」
（会員のみ）

6/ 16（木）交流 Alaska Native Heritage Center
17（金）ワークショップ Sand Lake Elementary School
21（火）公演 Atwood Concert Hall

【先】…鼓童の会会員先行予約あり

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

6/29（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

7/16（土）-19（火）熊本県山鹿市

八千代座
13:00開場 14:00開演
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）
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・
「アース・セレブレーション2016」チラシ、
チケット申込書
・
「鼓童塾」参加申込書
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。

◉ …新規掲載／情報更新

鼓童公演
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・
「鼓童創立35周年記念グッズのご案内」

鼓童ワン・アース・ツアー 2016
〜混沌

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

（5月31日現在）

6/22（水）兵庫県明石市

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

6/24（金）高知県高知市

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

【先】…鼓童の会会員先行予約あり

◉ …新規掲載／情報更新

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）

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（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

7/14（木）宮﨑県延岡市

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」

（5月31日現在）

Tel. 057-002-9999
問：Sony Music Foundation
Tel. 03-5227-5233
（平日、
10:00～18:00）

交流公演

7/9（土）,10（日）兵庫県神戸市

7/1（金）-3（日）東京都台東区

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

企画あり。

（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。
問：
くにたち市民芸術小ホール
Tel. 042-574-1515

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

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（木）-20（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

9/10

9/17（土）東京都文京区

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。

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/

9/19（月・祝）新潟県南魚沼郡◉

湯沢町公民館
14:00開演 前2,000円 当日500円増
中学生以下無料
（要入場整理券）
全席自由
問：湯沢町公民館 Tel. 025-784-2460

9/24（土）新潟県小千谷市◉

小千谷市民会館
14:00開演 前2,000円 当日500円増
中学生以下無料
（要入場整理券）
全席自由
問：小千谷市民会館 Tel. 0258-82-9111

月刊「鼓童」2016年 6月号

6

【先】…鼓童の会会員先行予約あり

◉ …新規掲載／情報更新

S席6,000円 A席4,000円 B席トライアルチケッ

アース・セレブレーション 2016

8/26（土）-28（日）新潟県佐渡市
6/20
（月）
チケット発売
公式サイ
ト
：http://www.kodo.or.jp/ec
問：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

鼓童ワン・アース・ツアー 2016
〜螺旋

9/3（土）,4（日）京都府京都市

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
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◉【先】
喜多方プラザ文化センター
18:00開場 18:30開演
5,000円
6/25
（土）
チケット発売予定
問：喜多方プラザ文化センター
Tel. 0241-24-4611

9/10（土）千葉県千葉市

千葉市民会館
17:30開場 18:00開演 5,000円
問：千葉文化振興財団 Tel. 043-221-2411

9/11（日）群馬県館林市

館林市文化会館 大ホール
17:30開場 18:00開演
一般5,000円 高校生以下 3,000円
6/12
（日）
チケット発売
問：館林市文化会館 Tel.0276-74-4111

9/17 ,18

（土）
（日）
東京都多摩市
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
問：チケットパルテノン Tel. 042-376-8181

9/19（月・祝）埼玉県和光市

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

5
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ト2,500円
（2階最後方）S席ペア券10,000円
問：和光市民文化センター Tel. 048-468-7771
チケットポート Tel. 03-5561-9001

9/22

（木・祝）茨城県ひたちなか市
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
問：ひたちなか市文化会館 Tel. 029-275-1122

9/24

（土）福島県いわき市【先】
いわき芸術文化交流館大ホール
17:00開場 17:30開演
5,500円 学生
（小学生〜高校生）
2,500円
車いす席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. 0246-22-5800
鼓童チケットサービス Tel. 0259-86-2330

9/27

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

9/29（木）宮城県仙台市【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
7/16
（土）
チケット発売
問：鼓童チケットサービス Tel. 0259-86-2330

トップアート Tel. 022-344-9854

（5月31日現在）

Tel. 090-5986-1424

10/11（火）北海道札幌市◉【先】
札幌コンサートホール Kitara大ホール
18:00開場 18:30開演
S席5,500円 A席5,000円
7/1
（金）
チケット発売
問：道新プレイガイ
ド Tel. 011-241-3871

10/15

（土）滋賀県彦根市◉
【先】
ひこね市文化プラザ グランドホール
17:30開場 18:00開演
前当共5,500円 6/4
（土）
チケット発売
問：ひこね市文化プラザチケットセンター
Tel. 0749-27-5200

10/16（日）京都府宮津市◉

宮津会館
17:30開場 18:00開演
特別席5,000円 一般席3,500円
学生席2,000円
（小学生〜高校生）
7/23
（土）
チケット発売予定
問：みやづ歴史の館 Tel. 0772-20-3390

10/21

（金）静岡県浜松市◉
アクトシティ浜松 大ホール
18:30開場 19:00開演
前当共 一般5,400円 高校生以下3,000円
7/30
（土）
チケット発売
問：エンボス Tel. 053-412-1010

10/22（土）岐阜県下呂市◉

10/4（火）北海道函館市◉

函館市民会館 大ホール
会員制の公演です。一般販売はありません。
問：はこだて音楽鑑賞協会
Tel. 0138-32-1773

下呂交流会館 アクティブ
18:00開場 18:30開演
S席5,000円 A席4,500円
8月末チケット発売予定
問：下呂交流会館 アクティブ
Tel. 0576-25-5000

10/6（木）北海道帯広市◉

10/26（水）神奈川県横浜市◉【先】

帯広市民文化ホール
18:00開場 18:30開演
5,000円 学生1,500円
（小学生〜高校生）
7月末チケット発売予定
問：帯広音楽鑑賞協会 Tel. 0155-23-9480

10/9（日）北海道網走市◉

網走市民会館
18:00開場 18:30開演
前 S席5,000円 A席3,000円
小・中学生1,500円 S,Aともエリア内自由席
当日は各500円増
7月末チケット発売予定
問：鼓童・網走公演実行委員会 事務局
（古川）

神奈川県民ホール 大ホール
18:00開場 18:30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
（3階最後方）S席ペア券10,000円
6/25
（土）
チケット発売
問：tvkチケットカウンター Tel. 045-663-9999

10/29（土）長野県軽井沢市◉【先】

軽井沢大賀ホール
15:30開場 16:00開演
（予定）
S席5,500円 S席学生3,500円 A席4,500円
B席
（2階立見席）
3,000円
7/12
（火）
発売
問）
軽井沢大賀ホールチケットサービス

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。

Tel. 0267-31-5555

11/1（火）埼玉県入間市◉【先】

入間市市民会館
18:00開場 18:30開演
前当共 S席5,000円 A席4,000円
6/26
（日）
10:00チケット発売
問：入間市市民会館 Tel. 04-2964-2411

11/3（木・祝）静岡県三島市◉

三島市民文化会館
17:00開場 17:30開演
前当共 一般5,400円 高校生以下3,000円
7/30
（土）
チケット発売
問：イーストン Tel. 055-931-8999

11/6（日）岐阜県可児市◉

可児市文化創造センター
16:30開場 17:00開演
料金未定 8/6
（土）
チケット発売予定
問：可児市文化創造センター
Tel. 0574-60-3311

11/23（水・祝）新潟県佐渡市
アミューズメント佐渡
11/26（土）栃木県日光市
日光市今市文化会館
11/28（月）愛知県名古屋市
愛知県芸術劇場コンサートホール
11/30（水）新潟県南魚沼市
南魚沼市民会館
12/1（木）新潟市
新潟県民会館
12/4（日）石川県金沢市
石川県立音楽堂コンサートホール
12/8（木）岡山市
岡山市民会館
12/10（土）広島県福山市
ふくやま芸術文化ホール リーデンローズ
12/11（日）東広島市
東広島芸術文化ホール
12/13（火）福岡市
福岡市民会館
12/17（土）,18（日）大阪市
NHK大阪ホール
12/21（水）-25（日）東京都文京区
文京シビックホール

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。

ソロ・小編成
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 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。
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

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 完売
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
問：長岡市芸術文化振興財団
Tel. 0258‐29‐7715
（9:00〜18:00）

藤本容子

6/25（土）京都府福知山市

唄福UTAFUKU～唄う門には福来たる～
会場：コーヒーと雑貨と時間遊's
18:30開演 3,000円
問：コーヒーと雑貨と時間遊's
Tel. 0773-45-3323

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円完売 竹5,000円 梅4,000円
当日500円増
18歳以下の方には1,000円の返金あり。
問：鼓童 IN SHIBATA 実行委員会
Tel. 080-9026-0344
（9:00〜20:00）

飯田邸×ゆき逢ひ×晩翠堂音楽会
飯田邸 入場料4,500円
【第一部】15:00トークイベント
「風土と芸能のキ
セキ～晩翠堂音楽会からの手紙」
【第二部】16:30「ゆき逢ひライブ」
【第三部】18:30「ほたるのこおどり大団円」
出演：小島千絵子、
朋郎、
八丈太鼓の会、長尾
景友、
大島小学校児童
問：飯田邸保存会会長 Tel. 025-594-2168

藤本吉利 ゲスト出演
今福優 祝還暦公演《宝》

7/10

（日）島根県松江市◉
しいの実シアター
13:30開場 14:00開演
前 大人6,000円 小人3,000円
当 大人6,500円 小人3,500円
小人は4歳〜中学生。3歳以下は入場不可
問：今福事務所 Tel. 0856-56-0036

アルフォーレ パートナーシップ・アーティスト
スペシャル コンサート

7/29（金）新潟県柏崎市

柏崎市文化会館アルフォーレ
出演：鼓童
（山口幹文、
見留知弘、他）
、池辺晋
一郎、
TOKI弦楽四重奏団
18:30開場 19:00開演
前当共2,500円 全席自由 託児あり。
問：柏崎市文化会館アルフォーレ
Tel. 0257-21-0010
（9:00～19:00、火曜休館・
祝日の場合は翌平日）

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
詳しくは鼓童サイ
トのワークショップページをご参
照ください。
申込・問：風月舎
（山口）
Email: fugetsusha@gmail.com
Tel. 080-8884-8195 Fax. 050-3737-6305
■ 見留知弘 太鼓講座（石川県白山市）
浅野太鼓特別開講 鼓童講座
「きれいな音色づくり」
7/30
（土）
、
10/2
（日）
、
11/12
（土）
、2017/1/29
（日） 対象：太鼓経験者、
高校生以上
会場：浅野太鼓楽器店新響館

小島千絵子

時間、
受講料の詳細はお問い合わせください。
問：浅野太鼓文化研究所 Tel. 076-277-1721

7/9（土）新潟県上越市
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鼓童創立35周年記念グッズのご案内
http://www.kodo.or.jp/store
2016年、
鼓童は創立35周年を記念して、
特別なグッズをご用意しました。
東京・サントリーホールでの記念コンサートに協賛いただいている
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とのコラボ企画を実現しました。
同封のチラシ、
鼓童オンラインストアもご参照くださいませ。
（土）
～7月3日
（日）
ネット予約受付期間：5月28日

8月から順次発送予定です。

E700Mハイレゾ対応
インイヤー・ヘッドフォン
14,800円
（税別）

「MASTER'S DREAM」本格ビアサーバー
＜BEERGO（ビアルゴ）
＞

DP-X1
オリジナルパッケージ入り
74,800円
（税別）

30,000円
（税別）

世界でも例を見ないサントリービール独自のうまいビールをつく
りだす技術によって生まれた、
サントリービール ザ・プレミアムモルツ
『MASTER'S DREAM』
「 醸造家の夢」
。サントリーの醸造家
が追い求めた
「夢のビール」
ザ・プレミアム・モルツ～マスターズ・
ドリー
ムを、
さらに美味しく味わっていただけるビールサーバーの特別コラ
ボバージョン。デザイン家電のamadana（アマダナ）
社によるシンプ
ルで実用的なデザインです。
ワインを愉しむように、
ウィスキーを愉しむように、
ビールを特別な１
杯として愉しむことができる、
このサーバーを＜鼓童＞の創立３５周
年を記念して特別にコラボレーション。限定数量のリミテッ
ドエディ
ションモデルです。

編集後記

鼓童の響きを高精細なハイレゾ音源で再発見！ 最高クラスの
DACとアンプに加え、Android OSを搭載した携帯デジタル・オー
ディオ・プレイヤー（DP-X1）
は、
鼓童オリジナルのレザーケースと、
未発表音源、
オリジナル壁紙をパッケージ。またKODOのロゴと巴
のマークを刻印したハイレゾ対応モデルのインイヤー・ヘッ
ドフォンも
同時発売です。
DP-X1に収録して頂いた未発表音源は、1985年12月13日に
新宿シアターアプルにて催された
「鼓童十二月公演」
より、
藤本吉
利の
「大太鼓」
です。アナログ・オープンリール・テープに記録され
ていた、
今から30年前の音源からハイレゾ音源へ変換、
当時の音
が再現されます。
鼓童ブログ
（5/28掲載）
で詳しく紹介しています。

▼舞台メンバーがツアーに出発すると、
稽古場から聞

童 村はとても 静かです。 窓の外に広がる 新 緑と

こえる太 鼓の音は、音 量 も 時 間 も 格 段に減って鼓

SEのようにカッコウの鳴き声が聞こえてきたりし

て、
ワタクシ的には、
佐渡が一番美しい季節ではないか

な声にちょっとイラっとしながら、
一足早く夏から秋、

と思っています。 鳥の鳴き声を遮るスタッフの大き

年末の公演準備を始めております。たくさんの顔

を思い浮かべながら、
の仕事です。（美）

らしい。うちのすーちゃんも遠心力で何度吹っ飛ば

▼ハムスターは回し車で毎日五キロ～二〇キロも走る

杯の餌で二〇キロ…。こっちはご飯三食食べてもそ

されてもめげないで走り続けています。スプーン一

んなに走れないというのに。この夜間発電のハムエネ

ルギーを何かにいかせないでしょうか。（恵）

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6月号 今月号は8ページです

