
　　　　　　ランバンサリ＆多聞天
            　NEWS & 今後の活動予定

自主公演を終えて・・

5 月 21 日（日）日暮里サニーホールにて開催しまし
た恒例の自主公演「 音曲Ⅷ~愛と戦いのガムラ
ン」は、多くのお客様にご来場いただき、盛況の内
に無事終了いたしました。公演の開催にあたり、ご
尽力をいただきました方々に心よりお礼申し上げま
す。今後も地道な演奏活動を続けていただきたいと
思いますので、どうぞよろしくお いいたします。

ご存知の通り、自主公演の終わった 1 週間後、中
ジャワ地震が きました。日を う毎にその被害の
大きさが明らかになり、インドネシアの文化に関わ
る者として心の痛む出来事でした。さまざまな形で
救援活動が続けられていますが、被災地域の一日も
早い復興を祈るばかりです。私たちが日頃お世話に
なっているジャワガムランの演奏家、ジャワ舞踊家
の皆さんの中にも、被災された方がたくさんいらっ
しゃいます。援助活動を行っている皆さんと協力し
ながら、折にふれて募金活動やチャリティーコンサ
ートを行っていきたいと考えております。

完全な復興には い時間を必要としますが、地震か
らすでに 1 ヶ月が過ぎた今では、ニュースで取り上
げられる機会もほとんどなくなりました。次々と新
たな事件や災害が こることによって、人々の記憶
から消えてしまうことが一番心配です。2004 年 12 月
に きたスマトラ沖地震についても、まだまだ多く
の援助を必要としています。未だ生活に困窮してい
る被災者の皆さんがたくさんいらっしゃることを忘
れずに、スマトラ沖地震についても、演奏会会場な
どを中心に、引き続き募金活動を行っていきたいと
考えています。

先日、「 音曲Ⅷ」公演会場ロビーにて、昨年と同
様、「スマトラ沖地震被災者救援募金」を行いました。
多くのご来場の皆様からご賛同をいただき、16,168
円が集まりました。ランバンサリより「インドネシ
ア民主化支援ネットワーク」に募金いたしましたの
で、ご報告申し上げます。ご協力いただきました方々
のご厚意に心より感 いたします。

募金に関するお問い合わせ：ランバンサリ事務局
Tel 03-5300-6361（木村）／office@lambangsari.com

洗 学園音楽大学　マスターズコンサート
「アジア音楽の愉しみ」~日本とジャワの楽舞~

洗 学園音楽大学所蔵のジャワガムランの楽器が、
学内の前田ホールで初めて演奏されます。どんな音
が きわたるのか、とても楽しみです。

日時：7月17日（月／祝）15:00（開場 14:30）
会場：洗 学園　前田ホール
　　　（田園 市線・溝ノ口駅下車徒歩8分）

出演：現代 楽研究所（ 楽演奏）
　　　ランバンサリ（ガムラン演奏）
　　　吉村桂充（上方舞）
　　　

　　　小島夕季（ジャワ舞踊）
　　　サンガール・パムンカス（ジャワ舞踊）
第1 「日本音楽と上方舞」
　　玉木宏樹「デルフォイの 」
　　尺八古典本曲「布袋 三 」
　　峰崎勾当「ゆき」（上方舞の代表作）

第2 「ジャワのガムランと舞踊」
　　舞踊「ラントヨ」　舞踊「ガンビヨン・パンクル」
　　器楽曲「ラグ」　声楽曲「ロボン~キナンティ」

企画・ 説：森重行敏
入場料：前売 2,500円／当日 3,000円
　　　　学生 1,000円／全席自由
お問い合わせ：洗 学園音楽大学演奏
Tel 044-856-2981／ensou@senzoku.ac.jp
チケット予約：ランバンサリ事務局
Tel 03-5300-6361（木村）／office@lambangsari.com

ケンタッキー・フライドチキン
「アジアン・スパイシー・チキン」ＣＭオンエア中ÿ

ケンタッキー・フライドチキンの夏の新商品「アジ
アン・スパイシー・チキン」ＣＭの中で流れている
ガムランの音は、ランバンサリのメンバー（木村佳
代、樋口文子、村上圭子、森重行敏）が演奏してい
ます。映像は、タイのリゾート地で撮影したもので
す。チキンの味は、スパイシーとはいえ激辛という
ほどではなく、なかなか好評のようです。

ＣＭ放送期間：2006年6月15日（木）~
提供番組：
ＴＢＳ系列「うたばん」（毎週木曜20：00~20：54）
ＣＸ系列「笑っていいとも 」
　　　　（月~金12：00~13：00／隔日で放送中）
提供番組以外でも時折流れていますので、もしご覧
になった方は、ぜひガムランの音に耳を傾けてみて
下さい。

「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21
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。涼 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30日(日)第1回演奏　18:30~19:00
　　　　　 第2回演奏　20:00~20:30

（法要18:00~18:30、野外映画上映会19:00~20:00）
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）
演奏：ランバンサリ
舞踊：飯島かほる、川島未耒、リアント
プログラム：舞踊「ゴレ ムギラ・ハユ」
　　　　　　舞踊「レンゲル（バニュマサン）」
　　　　　　ランガム「カドゥン・トゥレスノ」
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
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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（水）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：川島未耒 他
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/

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、ご希望の方は早めにお申し込み下さい。

日時：9月6日（水）~11月22日（水）
　　　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

夏のジャワἣ特別講座

講師：大島俊作
日時：7月25日（火）~9月5日（火）
　　　＜8月15日（火）は休み＞
　　　毎週火曜日　19:00~20:30
会場：ランバンサリ・スタジオ
参加費：半期料金（3回分＝6,000 円）前払い。
　　　　それ以上は出席に応じて 1 回毎のお支払い

（各回 2,000 円）となります。料金にはテ
キスト代その他が含まれています。半期料
金は最初の出席時に現金でお支払い下さい。

夏の特別講座として、入 （初心者）講座が開催さ
れます。基本となる内容は購読です。講師が特別に
作成した「 親切テキスト」を使用。本格的に勉強
したいという方から、ちょっとかじってみたいとい
う方まで、広い学習目的に対応するテキストです。
ジャワ の発音に重点を置いて学習したいという方
にも対応。音読する機会を多く けます。楽しいジ
ャワ のわらべうたも、毎回紹介する予定です（金
曜日コースとは別内容）。

歌って学ぶジャワἣ講座~金曜日コース秋期生募集
わらべ歌を歌いながらジャワἣを学んでみませんかÿ

講師：大島俊作
日時： 9月8日（金）~12月22日（金）
　　　＜11月3日（金／祝）は休み＞
　　　毎週金曜日　14:30~16:00
会場：ランバンサリ・スタジオ
参加費：22,000円（全15回・一括前納）
教材：「ジャワ の基礎」石井和子著
　　　（大学書林、6,300 円）

昨年12月より毎週金曜日に開講されたジャワ 講座、
ご好評につき第 3 期が始まります。ジャワ の基礎
を学びつつ、ジャワのわらべ歌を歌いながら楽しく
えていくスタイルの授業で、終始なごやかな 囲
気の中で進んでいます。一人で歌うことなどは強制
しませんので、歌が苦手な方でも大丈夫 ご興味の
ある方は、ぜひご参加下さい。

お申し込み：大島 Tel&Fax 03-3482-0243
　　　　　　E-mail cinarita@hotmail.com

[大島俊作]ジャワ芸能愛好家。東京外 大学、イン
ドネシアのスブラス・マルッ大学、大 外 大学大
学院で学ぶ。東海大学、慶応義塾外国 学校講師。

ジュンバタン・メラ 坂店~ガムラン・ライブ

今月は、来日中のジャワ舞踊家リアントをゲストに
え、ジャワ古典舞踊やバニュマス地方の踊り「レ
ンゲル」もご覧いただく予定です。楽器に い席を
ご希望の方は、早めのご予約をおススメします。演
奏チャージなし、 事代のみ。

日時：7月20日（木）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
ご予約・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）

インドネシアの代表的な伝統工芸、バティックに挑
戦してみませんか。1 回だけの参加もＯＫ。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
という本格的な一枚布まで、幅広くご指導します。

日時：8月13日（日）13:00~16:00
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。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です。
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16日（日）／8月6日（日）
　　　 9月3日（日）／9月17日（日）

16:00~18:00（各回とも）
会場：ランバンサリ・スタジオ
参加費：2,000 円（1回）

メール通信会員募集中
ランバンサリ・多聞天の今後の活動予定を掲載した「ラン

バンサリ通信メール版」を無料で配信しています。ご希望

の方は「ランバンサリ通信メール版希望」と書いて、お名

前とメールアドレスをこちらまでお知らせ下さい。

office@lambangsari.com（担当：村上）

 ■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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