201612/17（土）17：30開演（17：00開場）18（日）14：00開演（13：30開場）

NHK大阪ホール
大阪市中央区大手前4丁目1番20号

6,000円

■料金
（全席指定）S席
（1階）

※未就学児の入場はご遠慮ください。

（税込）

●

プレイガイド

チケットぴあ

4,000円

A席（2階）

（税込）

お問い合わせ

TEL：0570-02-9999

［ Pコード：308-908 ］

口ーソンチケット TEL：0570-084-005
イープラス

［ Lコード：59170 ］
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※車椅子でご来場予定のお客様は、事前にページ・ワンまでご連絡ください。 ※営利目的の転売禁止

ワン・アース・ツアー
2016 〜 螺旋
創立以来 35 年、太鼓の無限の可能性を追い求めてきた鼓童。
心地よい響き、緻密に制御された太鼓の音色。
写真：岡本隆史

坂東玉三郎氏のもとで取り組んできた改革と芸術は
「 螺旋 」を描き 昇華する。
過去、現在そして未来へと広がる鼓童の世界がそこにある。

今回は「螺旋」という作品を上演いたします。
この作品は、
今年創立35 周年を迎えた鼓童が、
これまでに演奏してきた曲の数々をたどりな
がら、現在の鼓童の舞台表現をお楽しみいた
だけるように創りました。またこの作品の
ために新しい曲も数曲作りました。過去から
未来へと螺旋を描きながら進化して行く
鼓童。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。
坂東玉三郎

太鼓芸能集団 鼓童

公演スケジュール 2016 年 9月〜12月
12 月 8 日（木）岡山県岡山市 岡山市民会館
12 月 10 日（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 月 11 日（日）広島県東広島市 東広島芸術文化ホール
12 月 14 日（水）福岡県福岡市 福岡市民会館
12 月 17 日（土）
大阪府大阪市 NHK 大阪ホール
12 月 18 日（日）
12 月 21日（水）
12 月 22日（木）
12 月 23日（金・祝）東京都文京区 文京シビックホール
12 月 24日（土）
12 月 25日（日）

中央大通

至 本町

演出：坂東玉三郎

企画制作：
（株）北前船

至 天満橋
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9 月 3 日（土）
、4 日（日）京都府京都市 京都芸術劇場 春秋座
9 月 10日（土）千葉県千葉市 千葉市民会館
9 月 11日（日）群馬県館林市 館林市文化会館
9 月 17日（土）
、18 日（日）東京都多摩市 パルテノン多摩
9 月 19日（月）埼玉県和光市 和光市民文化センター
9 月 22日（木）茨城県ひたちなか市 ひたちなか市文化会館
9 月 24日（土）福島県いわき市 いわきアリオス
9 月 27日（火）山形県山形市 シベールアリーナ
9 月 29日（木）宮城県仙台市 東京エレクトロンホール宮城
10月 1 日（土）秋田県横手市 横手市民会館
10月 4 日（火）北海道函館市 函館市民会館
10月 6 日（木）北海道帯広市 帯広市民文化ホール
10月 9 日（日）北海道網走市 網走市民会館
10月 11日（火）北海道札幌市 札幌コンサートホール Kitara
10月 15日（土）滋賀県彦根市 ひこね市文化プラザ
10月 21日（金）静岡県浜松市 アクトシティ浜松
10月 22日（土）岐阜県下呂市 下呂交流会館 アクティブ
10月 26日（水）神奈川県横浜市 神奈川県民ホール
10月 29日（土）長野県軽井沢市 軽井沢大賀ホール
11月 1 日（火）埼玉県入間市 入間市市民会館
11月 3 日（木）静岡県三島市 三島市民文化会館
11月 6 日（日）岐阜県可児市 可児市文化創造センター
11 月 23 日（水・祝）新潟県佐渡市 アミューズメント佐渡
11 月 26 日（土）栃木県日光市 日光市今市文化会館
11 月 28 日（月）愛知県名古屋市
愛知県芸術劇場コンサートホール
11 月 30 日（水）新潟県南魚沼市 南魚沼市民会館
12 月 1 日（木）新潟県新潟市 新潟県民会館
12 月 4 日（日）石川県金沢市
石川県立音楽堂コンサートホール

太鼓を中心とした伝統的な音楽芸能に無限の可能性を見いだし、
現代への再創造を試みる集団 。1981年、ベルリン芸術祭で
デビュー。以来 47ヶ国で 5,600 回を越える公演を行う。なか
でも、多様な文化や生き方が響き合う
「ひとつの地球」をテーマ
とした
「ワン・アース・ツアー」
は、世界各地で 3,800 回を数える。
劇場公演のほか、小中高校生との交流を目的とした
「交流学校
公演」
、
ワールドミュージック・クラシック・ジャズ・ロック・
ダンスパフォーマンスほか異なるジャンルの優れたアーティ
ストとの共演や、世界の主要な国際芸術祭、映画音楽等へ多
数参加している。佐渡島における鼓童の創造的な活動、ライ
フスタイルとその理念は、世界のアーティストや芸術関係者
からも注目を集めている。
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■最寄り駅・バス停から所要時間
地下鉄谷町線「谷町四丁目駅」2号出口から徒歩約3分
地下鉄中央線「谷町四丁目駅」9号出口すぐ
大阪市営バス「馬場町」下車すぐ

鼓童の活動に関する最新情報は公式サイトで

http: // www.kodo.or. jp/
Facebook：
KodoHeartbeatJp

Twitter:
@KodoHeartbeat

952- 0611 新潟県佐渡市小木金田新田 148-1
Tel. 0259-86-3630（ 月〜金、9:30 〜17:00 ）
Fax. 0259-86-3631 Email: heartbeat@kodo.or.jp

