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「鼓童ワン・アース・ツアー～螺旋」劇場での通し稽古より 住吉佑太
（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

鼓童通信
2016年5月〜6月

この冬にベトナムで出 会った バック

加し、
より近い距離でお客様と

プも鼓童メンバーが積極的に参

＜

ハー の皆様との再会、
共演はなにより

の触れ合いの場となります。

＞

ます。 彼らは苦 難の歴 史や複 雑な社

者、
スタッフそして佐渡の皆様と

いますが、E C をお客 様、出 演

備や不 慣れな点 もあるかと思

6/25

「SEA TO SUMMIT」環境シンポジウムで
小編成演奏
（新潟・佐渡市）
藤本容子「唄福UTAFUKU〜唄う門には
福来たる〜」
（京都・福知山市）
鼓童 新発田公演15回記念公演
（新潟・新発田市）

ワン・アース・ツアー中のプロモーションにて。（ 上 ）裕 一
郎、雅 幸はドラムの梶 原 徹 也さんとラジオ出 演。（ 下 ）
真 弥、将 也は、
テレビ出 演。 始まる前にセットの前で太

鼓童 和太鼓コンサート in みずほ文化センター
（滋賀・彦根市）
美術担当の挾土秀平氏を迎えて
「若い夏」稽古
6/11▶6/16 （新潟・佐渡市）
富田和明、
齊藤栄一「和太鼓トーク齊富2016」
6/17▶6/19 （東京・江東区）
藤本吉利・小島千絵子「アラスカ夏至太鼓祭」
6/21
参加
（アラスカ州アンカレッジ）

鼓の準備中。（写真：上田恵里花）

2

月刊「鼓童」2016年 7月号

『 新たな試み』
今 年 も 早いもので下
半期を迎えました。メン
バーは二ヶ月に及ぶツアー
にて全国各地を巡っております。 来月
は 周年記念コンサート、
そしてアース・
E Cについては既に告 知されている

セレブレーション
（EC）
と続きます。
ように野外コンサートを中心としたフェ
ミュニティとして生まれ変わります。 多

スティバルから地 域に根ざした新たなコ
くの鼓童メンバーは一年の大半を佐渡以

の楽しみです。ハノイの地で体感したお

会 情 勢のなかで、逞しくそして自 分た

もじっくりと濃 密な時 間 を 過

新たな試みには、
もちろん不

ちの芸能に誇りと愛情をもっています。

ごしながらひとつずつ、
つくりあ

祭りの熱 気は、思い出 すたびに心 弾み

発 表 する場とはなりませんが、良い意

この夏、大きな会 場で多 くのお客 様に

げていければと思っております。
太鼓芸能集団 鼓童 代表 船橋裕一郎

「祭音 2016」
（新潟・長岡市）

6/26

外の土地で過ごします。 旅が我々の活
動の中心でありそのことに喜びを感じ
ておりますが、帰るべき場 所となる佐
渡を改めて見つめ直し、
根ざすことの本

どメンバーから新たになにかを

質を我々自身がより深くすることによ
り、旅をする意義を改めて問い直す機

交流学校公演ツアー

生み出す動きもあります。 佐

6月▶7月

会になり、
還元できるものも多くなって

鼓童ワン・アース・ツアー 2016 〜混沌

渡 体 験プログラムやワークショッ

6月▶7月

くるのではと思っております。

5月〜6月のタイムライン

味で緩 やかに 楽 しみながら 継 続 した
お付き合いのなかで学べる機 会となり
色々な地で何度となく発表する機会が
でてくることもあり 得ると思っており
ます。また、E Cシアターやフリンジな

6/24

6/25

交流公演
（熊本・あさぎり町）

6/4

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」
（京都市）

6/1▶6/3

鼓娚
（こなん）meets藤本吉利・容子 LIVE IN
アイアイランド 森の音・和の音 VOL. 3

5/29

35

6/8

六／八 予定していた学校での公演が出来なくなってし
まったために、地元の太鼓団体の方々が集まってくださっ
て、
一緒に演奏会を行いました。
（写真提供 二点とも：高田大介氏）

SCHOOL TOUR
交流公演

SOLO ACTIVITY
ソロ・小編成活動

ラスカ夏至太鼓祭」
のコンサー

六月二一日「二〇一六年ア

藤本吉利、小島千絵子 アラスカ公演

学生を対象に交流公演をさせて頂くことが

トに参 加しました。 会 場は、

地 元の熊 本 県 美 里 町で、町 内の全 小・中

六／七 熊本県美里町

できました。

席 数二千 程ある、大きくて立 派なホールで
す。 主催はアンカレッジで活動されている友

アンカレッジのアトウッドコンサートホールで客

達 太 鼓の皆さん。 出 演は友 達 太 鼓と東 京

美 里 町 も 熊 本 地 震によ り 被 災 さ れ た
ていて、私たちには計り知れない、
とても 落

の調 布・狛 江 市で活 動 さ れている 跳 鼓 舞

方々がいらっしゃいます。 今でも余震が続い

毎 日を 過ごしている子ども 達に元 気 を 届

ち着かない、
辛い日々だと思います。そんな

子ども達は、相変わらずとても素直で笑顔

が参加させていただきました。 友達太鼓と

童のメンバー渡辺薫さんと小島千絵子と私

してニューヨークに在 住し活 躍している元 鼓

けたい！ そんな想いで舞台に立ちました。 （ちょうこま）
の皆さん、
そして、
ゲスト出演と

恩師からも「 頑張ってね！」と声をかけて頂

跳鼓舞は十年間交流を続けられているとの

が輝いていました。 また、小 中 学 校 時 代の
き、私が逆に励まされました。 熊 本の復 興

ています。

こと。 師弟関係でとても親しい絆で結ばれ
（三浦友恵）

を心から願い、
これからも皆さんの活力にな
れるように頑張ります。

今 回の出 演 者 は 総 勢 四 八 名。 小 学 生

数での演 奏 は、太

から七〇 代までの老 若 男 女が、太 鼓 を 叩い

鼓のセッティングな

四月の地 震から一ヶ月 半での学 校 公 演。

止せざるを得ない学校もありました。美里

どの準備も大変で

サートです。 大人

町の六年生の男の子の感想は、「これからも

したが、
みんなでス

て、
踊り、
唄い、
とてもカラフルで賑やかなコン

色々な人に、
勇気や力、
そして笑顔をとどけ

被 災の程 度は様々で、前々から準 備してく

てください。 今日は本当にありがとうござ

ムーズに行 える 様

ださっていたのに体育館が使えなくなって中

います。」という言 葉で締めくくられていま

プロではない友

に頑張りました。
ただいた期間でした。

達 太 鼓と跳 鼓 舞
の演 奏は、一 生 懸
命で太鼓が大好き
で、みんな 生 き 生
き とした 表 情 で、
本当に心から感動

しました。 和 太 鼓の素 晴らしさ、日本の芸

能の素晴らしさを、
改めて思いました。そし

あると心に刻んだコンサートでした。

て、
いちばん大 事なのは、演 奏 する人の心で

（報告：藤本吉利）

ご主催の友達太鼓の皆さんは二〇 一四年七
月に佐渡に来島。 その際、深浦学舎で合宿を
しながら吉 利の太 鼓ワークショップを受け、佐
渡島内での
「鼓童」公演を鑑賞されました。 そ
の時から本 拠 地である、
アンカレッジに鼓 童を
呼びたいと強い気 持ちを持ち、今 回のコンサー
トにつな げてくださいました。 現 地では太 鼓
団体のほか、
アラスカの人々を対象にした太鼓
や踊り、篠笛などのワークショップ、先住民族の
方々との文化交流も行いました。

アトウッドコンサートホールの前でコンサートのポスターを
バックにしての記念写真。この時期のアラスカは白夜で
夜でも明るい日が続きます。
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した。 子どもたちからたくさんの元 気をい

三浦友恵

【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
〜混沌

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

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）

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。

（6月29日現在）

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
助成：文化庁
◆20日 第三夜〜飛翔 完売
出演：鼓童 ゲスト
：BLUE TOKYO、
DAZZLE
問：チケットスペース Tel. 03-3234-9999

Tel. 042-574-1515

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

鼓童創立35周年記念コンサート同時開催企画

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

8/20（土）東京都港区 完売

9/24（土）新潟県小千谷市

Concert
for KIDS
ゼロ
〜０才からの鼓童〜

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

アース・セレブレーション 2016

8/26（金）-28（日）新潟県佐渡市

鼓童村コンサート、ECシアター、
ワークショップ、
レクチャー＆デモンストレーションの参加申込第
一次受付は終了しました。定員に余裕のあるイ
ベントについては、7/18（月・祝）
より二次募集
いたします。
最新情報は詳細は公式サイ
トをご覧ください。
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

交流公演

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。
問：
くにたち市民芸術小ホール

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

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◉

喜多方プラザ文化センター
18:00開場 18:30開演
5,000円
問：喜多方プラザ文化センター
Tel. 0241-24-4611
鼓童チケットサービス Tel. 0259-86-2330

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：千葉市文化振興財団 Tel. 043-221-2411
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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

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
問：館林市文化会館 Tel.0276-74-4111

9/17（土）,18（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
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
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

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
いわき芸術文化交流館アリオス 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
車いす席2,500円
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
問：シベールアリーナ Tel. 023-689-1166

9/29（木）宮城県仙台市◉

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
＜発売日が変更になりました＞
問：河北チケットセンターTel. 022-211-1189
トップアート Tel. 022-344-9854
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10/1（土）秋田県横手市◉

（6月29日現在）

10/21

横手市民会館
17:00開場 17:30開演
5,000円
7/17
（日）
チケット発売予定
問：横手市民会館 Tel.0182-32-3136

（金）静岡県浜松市【先】
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

10/4（火）北海道函館市

10/22（土）岐阜県下呂市◉【先】

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

10/6（木）北海道帯広市

帯広市民文化ホール 大ホール
18:00開場 18:30開演
1、2階 指定席5,000円
（学生も同額）
3、4階 自由席3,500円 学生1,500円
（小学生
〜高校生） 当日：自由席 4,000円
7/11
（月）
チケット発売
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
7/17
（日）
チケット発売
問：鼓童・網走公演実行委員会 事務局
（古川）
Tel. 090-5986-1424

下呂交流会館 アクティブ 泉ホール
18:00開場 18:30開演
S席
（1、
2階）
5,000円 A席
（3階）
3,000円
8/28
（日）
チケット発売
問：下呂交流会館 アクティブ
Tel. 0576-25-5000

10/26（水）神奈川県横浜市

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
問：tvkチケットカウンター Tel. 045-663-9999

10/29（土）長野県軽井沢町◉
軽井沢大賀ホール
15:30開場 16:00開演
S席
（1階・2階）
5,500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
Tel. 0267-31-5555

10/11（火）北海道札幌市

11/1（火）埼玉県入間市

10/15

11/3（木・祝）静岡県三島市【先】

10/16（日）京都府宮津市

11/6（日）岐阜県可児市【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
問：道新プレイガイ
ド Tel. 011-241-3871

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

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

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
問：入間市市民会館 Tel. 04-2964-2411

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

可児市文化創造センター
16:30開場 17:00開演
6,000円 18才以下3,000円
8/6
（土）
チケット発売
問：可児市文化創造センター
Tel. 0574-60-3050

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。

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
12/14（水）福岡市◉
（日程変更）
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
21日
（水）
18:30 開演
22日
（木）
〜25日
（日）14:00開演
S席7,000円 A席5,000円
チケット発売 10月上旬予定

ソロ・小編成

明治大学公開講座
坂東玉三郎講演会にて演奏

7/25（月）東京都千代田区◉

明治大学駿河台キャンパス アカデミーコモン3F
アカデミーホール
18:00〜19:30
（17:00開場予定）
受講料3,000円
（事前予約制）
自由席
定員先着800名
問：明治大学リバティアカデミー事務局
Tel. 03-3296-4423
（平日10:30〜19:00、土曜
10:30〜15:30、
日祝休）

山口幹文ゲスト出演
TOKI弦楽四重奏団2016
出演：TOKI弦楽四重奏団
（岩谷祐之、平山真
紀子
（バイオリン）
、鈴木康浩
（ヴィオラ）
、上森祥
平
（チェロ））
、山口幹文
（真笛／篠笛）

7/28（木）新潟市◉

新潟市音楽文化会館
18:30開場 19:00開演
3,000円 全席自由
プレイガイ
ド
：新潟市音楽文化会館、
新潟伊勢
丹、
コンチェルト
問：実行委員会事務局 Tel. 025-222-0707

7/31（日）新潟県上越市◉

上越文化会館 大ホール
13:30開場 14:00開演
2,500円 全席自由
問：上越文化会館 Tel. 025-522-8800

8/1（月）東京都台東区◉

東京文化会館 小ホール
18:30開場 19:00開演
3,500円 全席自由
チケット申込・問：新演奏者協会
Tel. 03-3561-5012

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）

坂本雅幸、阿部好江
アルテ イ ソレラの「一炊ノ夢」に出演

9/8（木）,9（金）東京都中央区◉

日本橋公会堂
8日 19:00開演
9日 14:00、
19:00開演
S席6,800円 A席5,000円
（税込）
親子席
（1公演3組限定。
アルテイソレラのみ取
扱い）
大人6,800円 子ども
（2歳以上12歳以
下）
3,400円
7/19
（火）
チケット発売開始予定
チケット取扱い：カンフェティ
http://www.confetti-web.com/detail.
php?tid=34827&
問：アルテイソレラ 03-5453-0016
（平日10時
-18時）

世界のKODOとともに
芸能の宝島 佐渡

9/24（土）,25（日）新潟県佐渡市◉
両津文化会館
19:15開場 19:45〜21:45
鼓童の演奏は20:50から45分程度
時間は前後する場合がございます。
出演予定：佐渡の芸能団体、
鼓童小編成
大人1,000円 子ども
（小学生以下）
500円
問：佐渡観光協会両津港案内所
Tel. 0259-23-3300

鼓童塾〜齊藤栄一の太鼓篇

10/7（金）-10（月・祝）新潟県佐渡市◉
鼓童文化財団研修所
（佐渡市柿野浦）
指導：齊藤栄一 3泊4日
55,000円
（税込）
※鼓童の会会員の方は50,000円
7/30
（土）
募集締切
問：鼓童文化財団 担当：千田
（ちだ）
Tel. 0259-81-4100
Email：zaidan@kodo.or.jp

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
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

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。会員の皆様はインフォメーションペー
ジのお申込み方法をご確認ください。
月刊「鼓童」2016年 7月号
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鼓童文化財団研修所へのご支援のお願い
「柿野浦研修所」は、
おかげさまで昨年20周年を迎えました。
この
記念すべき年に、研修生が稽古に集中できる環境を整えるべく
「お
風呂改修プロジェクト」
を立ち上げ、
200万円を目標に昨年よりご支
援を募っております。すでにあたたかいご支援をたくさんいただいて
おりますが、大掛かりな改修工事のため、
まだまだ目標達成にはほ
ど遠い状況です。
現在、研修所には男女各2槽のお風呂がありますが、
いずれも家
庭用の小さなもので、特に人数の多い男性の場合は、
ひとつの浴
槽に2人が同時に入っている状況です。
また、
ボイラーやシャワーもす
でに耐用年数を超えております。研修生が足を伸ばせる大きな浴
槽で身体のケアをし、
日々元気に夢に向かえるよう、
ぜひ皆様からの
ご支援、
ご協力をいただければ幸いです。
金額は1口1,000円で、
何口でも任意の金額をお寄せください。
なお、
お寄せいただいた支援金は、
「研修生育成支援」へのご寄
付として研修生からのお礼状をお届けいたします。
また、公益財団
法人への寄付金として、所得税
（お住まいの地域によっては住民
税も）
の優遇措置の対象となります。
ご送金先:
[郵便振替] 加入者名:公益財団法人鼓童文化財団
口座番号:00690−9−25829「研修生育成支援」
と明記の上ご送金
ください。
[銀行振込] 口座名義:財）
鼓童文化財団
（ザイ。
コドウブンカザイダン）
第四銀行 南佐渡支店 普通 1143861
三菱東京UFJ銀行 新潟支店 普通 142468
銀行振込の場合、
お名前の前に
「FURO」
とお書き添えの上お振込くだ
さい。

アース・セレブレーション 2016
■ ECオフィシャルショップ

期間中
（8/26（金）
～28（日）
）
小木みなと公園内のECオフィシャ
ルショップで、
ECグッズ、鼓童や関連グッズの販売を行います。今
年はショップ会場が変更となりました。多くの方に足を運んでいただ
けるよう、
スタッフ一同お待ちしております。
営業時間

8/26,27 10:00～22:00
（予定）
8/28
10:00～21:00
（予定）

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5公演の先行予
約を受付けます。公演に関する詳細は公演情報
ページをご参照ください。

鼓童ワン・アース・ツアー2016〜螺旋
■ 10/1（土）秋田県横手公演
鼓童チケットサービスで受付
（電話）
申込日：7/16
（土）
のみ
鼓童チケットサービス Tel. 0259-86-2330
（9:30〜17:00）
■ 10/21（金）静岡県浜松市
主催者で受付
（郵便振替） 受付先：エンボス
口座番号：00830-9-22871 加入者名：エンボス
受付期間：7/15
（金）
〜25
（月）
消印有効
※郵便局に備え付けの青色の払込取扱票をご利用下さい。
※払込金額：チケット代金×枚数+発送手数料500円
※「通信欄」
に
「公演日、
公演名
（＊/＊＊ 鼓童＊＊公演）
」
「ご希望の枚
数と一般・学生の種別」
「鼓童の会の会員番号」
をご記入ください。
■ 10/22（土）岐阜県下呂公演
鼓童チケットサービスで受付
（インターネット・電話）
申込日：7/21
（木）
、
22
（金）
鼓童チケットサービス Tel. 0259-86-2330
（9:30〜17:00）
鼓童チケット予約サイト
（鼓童サイトからお入りください）
お電話の場合は、
ご希望の公演と枚数、
お名前、
会員番号、
日中連絡の
つく電話番号など、
必要な事項を伺います。枚数制限はありませんが、10
枚以上の方はお電話にてお申込ください。
■ 11/3（木・祝）静岡県三島市
主催者で受付
（郵便振替） 受付先：イーストン
口座番号：00180-6-315164 加入者名：イーストン
受付期間：7/15
（金）
〜25
（月）
消印有効
※郵便局に備え付けの青色の払込取扱票をご利用下さい。
※払込金額：チケット代金×枚数+発送手数料500円
※「通信欄」
に
「公演日、
公演名
（＊/＊＊ 鼓童＊＊公演）
」
「ご希望の枚
数と一般・学生の種別」
「鼓童の会の会員番号」
をご記入ください。
■ 11/6（日）岐阜県可児公演
鼓童チケットサービスで受付
（インターネット・電話）
申込日：7/21
（木）
、
22
（金）
鼓童チケットサービス Tel. 0259-86-2330
（9:30〜17:00）
鼓童チケット予約サイト
（鼓童サイトからお入りください）
お電話の場合は、
ご希望の公演と枚数、
お名前、
会員番号、
日中連絡の
つく電話番号など、
必要な事項を伺います。枚数制限はありませんが、10
枚以上の方はお電話にてお申込ください。

■ 今月の付録
・EC鼓童チラシ ・ECプレイベント 佐渡薪能公演チラシ
・EC関連イベント 佐渡の街交流会チラシ
作中！
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・研修所風呂改修寄付のお願い 振替用紙
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
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鼓童文化財団研修所

夏の体験入所

写真：石原泰彦

■ 夏の体験入所

8月8日
（月）
〜10日
（水）
の2泊3日で、
「夏の体験入所」企画を

実施します。
研修所への応募を考えておられる方、
またこの体験入所を通
して今後の進路を考えてみようという方が集まり、
にぎやかな雰
囲気の中で研修所の日常を体験していただけるものです。
鼓童メンバーの見留知弘による
「鼓童の太鼓の基礎」の稽古
時間など、通常の体験入所にはないプログラムも含まれていま
す。ご参加を心よりお待ちしております。

予定する主な内容：
・稽古
（鼓童メンバー：見留知弘による稽古／見留知弘の研修生への
稽古見学／研修生による稽古成果発表／トレーニング／ストレッチ）
・生活
（食事作りと片付け・掃除・農作業など）
・関連施設見学
（鼓童村／太鼓体験交流館）

■ 2017年度応募案内ができました

鼓童研修所「太鼓芸能集団 鼓童」
メンバー養成コースの

2017年度応募案内
（応募期間：10/1〜11/18）ができました。
36期研修生
（研修期間：2017年4月〜2019年1月）
の募集要項
です。ご興味ある方は、下記担当までぜひご連絡ください。

■ EC 研修所紹介特別企画

例年、
アース・セレブレーション期間に実施していました柿野浦

の現地をバスで訪ねる
「研修所見学会」ですが、今年はそれに
代わり、小木地区にて、研修所をより知っていただく場を設けま
す。研修生自身による研修所紹介など、楽しい企画を検討中
募集人員：約15名 ※先着順とさせていただきます。
料金：8,000円
（税込）佐渡までの交通費はそれぞれにご負担ください
集合： 8/8
（月） 両津港集合15:10
（12：35新潟発フェリー）
解散： 8/10
（水） 両津港解散12:10
（12：40両津発フェリー／
		
12：55発ジェットフォイルに乗船可能）
参加資格：高校生以上〜2017年4月1日時点で25歳以下の方

編集後記

です。詳細は来月号の機関誌、HPにてお知らせいたします。
【お申込み・お問合せ】
鼓童文化財団研修所
（担当：石原 泰彦）
〒952-0855 新潟県佐渡市柿野浦885
Email: kenshujo@kodo.or.jp Tel. 0259-81-4100（鼓童事務所内）
お問い合わせはできるだけEメールでお願いいたします。

▼佐渡の事務所にいると、
各地の皆様からのご当地

山あります。その地を想像することがとても楽し

の名産やメンバー達からお土産をいただく機会が沢

いですし、行ったメンバーの話を聞くと更にイメージ

との土 産 話に、ぐっと親 近 感が湧きました。 日々、

が膨らみます。 先日、「アラスカは佐渡と似ていた」

大勢の方との繋がりを感じています。（み）

▼公演ツアー中に選挙があると、
旅先のメンバーたち

手間は多いのですが、
自分たちの国の行く末を考え

は、
いろいろな手続きをして不在者投票をします。

る貴重な機会です。さらに選挙権が十八歳からに

引き下げられ、高 卒できた研 修 生 達 も 投 票 権が。

情報がとりにくい環境にいる彼らも、
新聞を読んだ

りしている様子。 平和で、生活が安定しているから

こそ成り立つ私達の生業。どんな未来を目指すの

か、
諦めずに問い続けなくては、
と思います。（美）

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7月号 今月号は8ページです

