
　　　　　 　　

　　　　　　　ランバンサリ＆多聞天　2005年上半期の活動報告

　各イベントの開催にあたりご尽力をいただきました皆様に、心よりお礼申し上げます。

1月17日 ガムラン＆舞踊鑑 教室（埼玉県立芸術総合 校／所沢市）
1月18日 ジャワガムラン・ライブ（ジュンバタン・メラ 坂店）
2月11日 自主公演「 音曲Ⅶ~バティックとガムラン」（日暮里サニーホール）
2月20日 DVD「万華 ／ディディ・ニニ・トウォ~女形ジャワ舞踊の世界」発売
2月22日 ジャワガムラン・ライブ（ジュンバタン・メラ 坂店）
2月25日 市原市こどもセンター「影絵 劇・天人の羽衣」（市原市立国分寺台西小学校）
2月26日 アチェ・ヘルプ・デー（バライ・インドネシア／目 ）
3月9日 JASRAC講座ミュージック・ジャンクション

第3回 ポピュラー音楽を巻き込む地方伝統のランガム・ジャワ（けやきホール／代々木上原）
3月13日 満月の夜の会「第16回アジア文化講座・ライブ編「KOTO-KOTO」

日本とスンダの箏＆ガムラン・ドゥグン（ランバンサリ・スタジオ）
3月16日 ジャワガムラン・ライブ（ジュンバタン・メラ 坂店）
3月21日 ジャワ舞踊三月ライブ~Pentas Bulan Maret（Cafe ムリウイ／祖師 大蔵）
3月26日 プリマべーラ10周年記念パーティー（常磐幼稚園／北浦和）
4月10日 川 女子 校同窓会ガムラン演奏（川 プリンスホテル）

4月14日~15日 Taro BOVE Dance Series – Continuous Variations　Vol.1 Gamelan
コンテンポラリーダンスとガムラン音楽の共演（目 パーシモンホール）

4月19日 ジャワガムラン・ライブ（ジュンバタン・メラ 坂店）
4月25日 オープン2周年記念ガムラン・ライブ（カフェ・バリ・プトゥリ／六本木）
4月29日 第17回アジア文化講座・ライブ編「魅惑・誘惑・疑惑のガドンズ」

5月3日~5日 ジャワガムラン・ライブ（カフェ・バリ・プトゥリ／六本木）
5月3日~5日 ギャラリーくめ展示会~ガムラン・コンサート（三 日本橋本店）

5月21日 明治大学リバティ・アカデミー「世界の民族音楽を聴くジャワのガムラン」（明治大学）
5月26日 ジャワガムラン・ライブ（ジュンバタン・メラ 坂店）
5月29日 ディディ・ニニ・トウォ来日記念「ジャワガムラン＆バリガムラン夢の競演 」

（スタジオ・アムリタ／吉祥寺）
6月1日 インドネシア大統領歓 レセプション（インドネシア大使公 ／目 ）
6月4日 第22回月ノ夜ノ会「ランランガムラン~初夏の夜の夢」（ランバンサリ・スタジオ）
6月18日 常福寺ジャワガムラン・コンサート（常福寺／相模原市）
6月21日 ジャワガムラン・ライブ（ジュンバタン・メラ 坂店）
6月28日 学校法人捜真学院・捜真小学校ガムラン鑑 教室（捜真学院チャペル／横浜市）

　　　　　　　ランバンサリ＆多聞天

> > > > > > > > > > > >　　NEWS>&>今後の活動予定

「百観音献灯会」ジャワガムラン演奏＆舞踊

今年も夏の 物 「百観音献灯会」の季節が づい
てきました。地元、沼袋の皆さんが中心となった手
作りの心温まる催しです。ランバンサリは、今年で20
回目の参加となりました。境内に灯された千本 く
のろうそくをバックに、野外ステージで演奏いたし
ます。夜 に吹かれながら、夏の宵をジャワガムラ
ンの演奏と舞踊でお楽しみ下さい。

日時：7月31日(日)第1回演奏　18:30~19:00
　　　　 第2回演奏　20:00~20:30

　　　（18:00~18:30 法要／19:00~20:00 野外映画上映会）
会場：百観音明治寺・野外ステージ
　　　（西武新宿線・沼袋駅下車・徒歩5分）
　　　 ＜ 天の場合は、本堂の中で演奏＞
演奏：ランバンサリ

舞踊：飯島かほる、川島未耒
お灯明代：500円
お問い合わせ：百観音明治寺 Tel 03-3386-3937
　　　　　　　東京 中野区沼袋2-28-20
　　　　　　　 http://www.meijidera.com

先代のご住職、草野榮應さんが急逝されて、ちょう
ど2年が過ぎました。百観音明治寺からの毎月のお便
り「ひとくち伝 版」に、昭和の最後の年から延々
と書きつがれてきた草野さんの文章。多くのファン
に読みつがれ愛されたエッセーから120話が、三回忌
のこの夏、一冊の本となりました。草野さんのやさ
しいお顔とユーモラスなお話がよみがえります。お
手元に一冊、いかがでしょうか。 日刊行予定。

「やさしい 葉~百観音ひとくち伝 集」
草野榮應（前 百観音明治寺住職）著
定価：1,500円（税込・予価／280ページ）
お問い合わせ・ご注文：百観音明治寺
　　　　　　　　　　　 Tel 03-3386-3937

２００５№７
ガムラングループ・ランバンサリ／多聞天
222〒105-0013東京 港区浜松町2-6-8-301

222Tel:203-5425-6137222Fax:203-5425-6158

222URL:2http://www.lambangsari.com



慶福寺「灯籠流し」ジャワのガムランと舞踊

慶福寺のシンボル「まにわ塔」の周りにたくさんの
灯籠が流された後、境内でジャワガムランを演奏い
たします。お くの方はぜひ をお運び下さい。

日時：8月16日（火）19:30~（予定）
　　　＜灯籠流し 19:00~（予定）＞
会場：慶福寺
　　　（JR宇 宮線・蓮田駅下車・徒歩18分）
演奏：ランバンサリ
舞踊：サンガール・パムンカス
お問い合わせ：慶福寺 Tel 048-768-1537
　　　　　　　埼玉県蓮田市蓮田45-1
　　　　　　　 http://www.keifukuji.org/

麻布十番祭~ガムラン・ライブ

夏休みまっただ中、大勢の人でにぎわう麻布十番祭。
バティックを素材とした服の人気店「ギャラリーく
め」前の路上で、にぎやかにガムランを演奏する予
定です。 踏の中から聞こえて来るガムランの音を
探してみて下さい。お楽しみに。

日時：8月19日（金）／20日（土）
　　　演奏時間は未定（夕刻に数回演奏予定）
会場：「ギャラリーくめ」前
　　　港区麻布十番1-5-20（麻布十番商店 ）
　　　地下鉄南北線／大江戸線・麻布十番前駅下車
　　　4番出口より・7番出口より各徒歩3分
演奏：ランバンサリ

十六夜コンサート其の四~小島夕季2ジャワ舞踊の夕べ

ジャワ舞踊家、小島夕季さんの自主公演「十六夜コ
ンサート」今年は4回目を えました。晩夏の夕暮れ
時、南国に想いを馳せながら、おとなもこどもも一
緒に んだり べたり、のんびりガムランと踊りを
お楽しみ下さい。

日時：9月19日（月／敬老の日） 天決行
会場：上野公園水上音楽堂
　　　（野外ステージ／屋根あり）
開演：17:00（開場16:30）
料金：前売 3,000円／ペア前売 5,500円
　　　当日 3,500円／70歳以上 1,000円
　　　小・中学生 1,000円／6歳未満 無料
チケット予約・お問合わせ：
「十六夜コンサート」事務局
izayoisono4@hotmail.co.jp
スフェール・グノシェンヌ Tel 03-3986-2760
チケット発売：8月2日より
東京文化会 チケットサービス Tel 03-5815-5452

ランバンサリ 秋のガムラン初級講座
ジャワガムランを楽しもうÿ

ご好評いただきました春のガムラン初級講座に続い
て、秋のガムラン初級講座を開講します。初心者大
歓 音楽の経験がなくても全く心配ありません。10
種 以上の の楽器や歌が織りなす音の宇宙に身
をゆだねながら、指揮者なしで音の会話を楽しみま
す。聴くだけでなく実際に楽器を演奏してみると、
やわらかい音に包まれてその魅力が実感できます。
なごやかな 囲気の中で、さまざまな楽器に挑戦し
ながら短い曲を仕上げていきます。定員に限りがあ
りますので、お早めにお申し込み下さい。

日時：9月21日（水）~12月14日（水）

　　　＜11月23日（水／祝）は休み＞
　　　毎週水曜日 19:30~21:00
会場：ランバンサリ・スタジオ
参加費：全12回 24,000円
定員：15名（先着順）
お申し込み：ランバンサリ事務局
　　　　　　 Tel 03-5300-6361（木村）
　　　　　　 office@lambangsari.com

ジュンバタン・メラ 坂店~ガムラン・ライブ

インドネシア料理店の老舗「ジュンバタン・メラ
坂店」で、小編成のガムラン・ライブを毎月 1 回行
なっています。ライブの日程は毎月異なりますので、
ご来店の際は予めお店にお問い合わせ下さい。楽器
に い席をご希望の方は早めのご予約がおススメで
す。演奏チャージなし、 事代のみ。

日時：7月19日（火）／8月23日（火）
　　　20:00~20:30／21:00~21:30
会場：ジュンバタン・メラ 坂店
　　　地下鉄・ 坂見 駅より徒歩5分
　　　 坂駅より徒歩7分
予約・お問い合わせ：ジュンバタン・メラ 坂店
　　　　　　　　　　 Tel 03-3588-0794

バティック講座（毎月1回）

マイペースで作品作りに取り組めるのが特徴です。
ハンカチなどの身 なものから、日傘、カイン・パ
ンジャンという一枚布まで、幅広くご指導します。
エスニックの薫りあふれる小物、ウェア、インテリ
ア、生活の彩りとしてお楽しみ下さい。

日時：8月14日（日）15:00~18:00
会場：ランバンサリ・スタジオ
講師：中右絢子(なかう あやこ)
参加費：一般 3,600 円／友の会正会員 3,100 円
　　　 （初回はハンカチ布代が別途必要となります）
用意するもの：エプロン、4Ｂの鉛筆、洗濯ばさみ 4
つ。その他の材料、道具等は先生が準備して下さい
ます。

日曜ガムラン（毎月2回）
通称「ミングー」の名で親しまれている日曜ガムラ
ン。どなたでも楽しめるガムラン練習です。初心者
大歓 。1 回だけの参加もＯＫ。継続して参加したい
人には、さらにオススメです。平日は忙しいけれど
日曜日だったら参加できるという方には最適。ジャ
ワガムランの基本曲を、みんなで楽しく練習してい
ます。 しに1回参加してみてはいかがでしょう。

日時：7月24日(日)／8月21日（日）／9月4日（日）
　　　各回 16:00~18:00
会場：ランバンサリ・スタジオ
参加費：2,000 円（1回）

 ■お申し込み・お問い合わせ：ランバンサリ事務局■
　 Tel & Fax: 03-5300-6361（木村）

　　　　　 E-mail:  office@lambangsari.com
講座のお申し込み、公演の予約ご希望の方は、住所、氏名、講座・
公演名を明記の上、ハガキ、 話、ファクス、E メールのいずれか

でご連絡下さい。
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