２００４ №２
ガムラングループ・ランバンサリ/多聞天
〒105-0013 東京ற港区浜松町 2-6-8-301
Tel:03-5425-6137Fax:03-5425-6158
URL:http://member.nifty.ne.jp/gong/

ランバンサリ 20 周年特別記念公演
「ো௷音曲Ⅵ」無事終了~満員御礼Á
ランバンサリ＆ディディ・ニニ・トウォ

2 月 11 日(水)日暮里サニーホールにて自主公演「ো௷音曲
Ⅵ」を開催いたしました。昼夜公演ともに、多くのお客さ
まにੰを運んでいただき、大盛況のうちに無事終了しまし
た。特別ゲストとしておڗえしたインドネシアの舞踊家、
ディディ・ニニ・トウォ氏は、中ジャワ古典舞踊「ガン
ビヨン・パンクル」「ゴレ・ランバンサリ」東ジャワ舞踊
「ブスカラン・プトゥリ」と 3 つの華༚な女形舞踊で、会
場のお客さまを魅了しました。各方面でご尽力をいただき
ました皆様に、心よりお礼申し上げます。
演奏：ランバンサリ
舞踊：ディディ・ニニ・トウォ
日時：2 月 11 日（水／祝）
14:00 開演(13:30 開場)／18:00 開演(17:30 開場)
会場：日暮里サニーホール
早いもので、ランバンサリは今年で結成 20 年目に入り
ます。ସい歴史の中で、多くの皆様に助けていただきなが
ら、ようやくここまでり着きました。今後も地道に演奏
活動を続けていきたいと考えていますので、どうぞよろし
くお։いいたします。
ランバンサリ 20 周年特別記念企画
ジャワ舞踊 レクチャー・デモンストレーション
2002 年 10 月に引き続き、ディディ・ニニ・トウォ氏を講
師におڗえし、2 回目のジャワ舞踊レクチャー・デモンス
トレーションを開催しました。前回同様、ランバンサリ・
スタジオで、寺子屋ൌに座布団に座ってお話を伺いました。
ディディさんの今までの活動のビデオを見たり、楽しいお
話、踊りの実演、ࡐ問コーナーなどであっという間の 2 時
間でした。終了後、スタジオでディディさんを囲んでお別
れパーティーを行いました。
講師：ディディ・ニニ・トウォ
聞き手・通訳：飯島かほる（サンガール・パムンカス）
日時：2 月 14 日（土）16:00 開演(15:30 開場)
会場：ランバンサリ・スタジオ
ディディさんとの共演を終えて
ランバンサリ結成 20 周年記念公演の特別ゲストとしてお
招きしたディディ・ニニ・トウォさん。17 日間の滞在の中
で、改めてディディさんの人柄、プロの舞踊家として日常
生活などに触れることができ、私たちは多くのことを学び
ました。
2 月 1 日(日)朝、ディディさんは成田空港に到着しました。
ସ旅の疲れも見せずに、元気にいつもの笑顔で登場。昼॒
をとりながら、今回の公演の打ち合わせを行いましたが、
踊りの話題になるともう箸を持つ手が止まってしまいます。
目を輝かせてさまざまな踊りの話をして下さいました。と
ても張り切っていて、ディディさんのこの公演にかける意
気込みを初日から強く感じたのでした。

ランバンサリ・スタジオで、2 月 2 日(月)、4 日(水)、7 日
(土)、8 日(日)、9 日(月)と 5 回の練習を重ねました。デ
ィディさんの踊りは、日に日に磨きがかかり、着々と本番
に向けて集中力を増していくようでした。
2 月 11 日(水)いよいよ公演当日をڗえました。ディディさ
んも落ち着いた清々しい表情で会場入り。本番前、着付け
の進み具合を確認しようと思って楽屋を訪れたところ、デ
ィディさんはすでに「ガンビヨン・パンクル」の衣装の準
備が全て終わっていました。出演者全員にディディさんの
楽屋に集まるよう伝えてほしいとۗわれました。衣装に着
替えたメンバーが揃うと、「今日の公演が無事成功するよ
う、みんなでお祈りをしましょう」とのこと。約１分間、
ৌかに思い思いのスタイルでお祈りをしました。それが終
わると、ディディさんがメンバー一人一人に握手をして下
さいました。皆の心が一つになった瞬間でした。
最初の踊り「ガンビヨン・パンクル」で、ディディさんが
花道から登場した瞬間から、「ディディさんワールド」の
始まりです。本番の踊りは、やはり練習の時とは全然違い
ます。華༚で繊細な体の動きに、演奏している私たちも、
つい見とれてしまうほどでした。ゆったりとしたテンポで
優雅な൪囲気の古典舞踊「ゴレ・ランバンサリ」、ੰに༖
をつけて踊る東ジャワの踊り「ブスカラン・プトゥリ」。
ディディさんは、次々と衣装を変えながら、全く味わいの
異なる 3 つの演目を踊り、会場の皆さんを魅了していきま
した。
予定のプログラムが終わったところで、とっておきの企画
がありました。今回は伝統舞踊をしっかり踊りたいという
ディディさんたっての希望で 3 つの演目を選びましたが、
やはり最後はディディさんの真ݱ頂ともいうべきコミカル
な踊りの世界に突入です。それまで着ていた「ブスカラン・
プトゥリ」の衣装から、ステージ上でスマトラの衣装へ。
かつらを取り替えたり、下着姿になったりと、ディディさ
んの楽しい「生着替え」を披༳した後、
「プラオン(Praon)」
という曲に乗せて、4 つのお面を付け替えながら、さまざ
まなキャラクターを演じていきます。ジャワ܃の歌ࠝの通
り、「舟」をテーマにコミカルなストーリーをディディさ
んが演出しました。最後はディディさん自身も歌い、大熱
演。会場からは、笑い声、歓声、そして最後は拍手がしば
らく鳴りやみませんでした。まさしく「ディディさんワー
ルド」。私たち自身も大いに楽しみながら演奏することが
でき、20 周年記念公演は無事終了しました。
みんなに優しく、誰からも愛され、その一方で常に自分に
厳しく日々精進しているディディさんの魅力が、今回ます
ます分かってきたような気がします。最初は夢物܃でしか
なかったディディさんとの共演が実現できて、ランバンサ
リのメンバーは貴重な経験をし、多くのことをディディさ
んから学びました。夢をもう一度Áついついそんな欲張
りなことを考えてしまうほど幸せな体験でした。またいつ
か一緒のステージに立てる日が来るよう、私たちも日々精
進していきたいと思います。
（村上圭子）

ランバンサリ＆多聞天

今 後 の活 動予 定
「ジュンバタン・メラঢ়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ঢ়坂店」で、小
編成のガムラン・ライブを毎月行うことになりました。今春リニ
ューアルしたお店で、料理と演奏をお楽しみ下さい。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。
日時：4 月 2 日（金）
第 1 回演奏 20:00~20:30
第 2 回演奏 21:00~21:30
会場：ジュンバタン・メラঢ়坂店
東京ற港区ঢ়坂 3-20-6日住金ঢ়坂ビル B1F
地下鉄ؿ座線・丸ノ内線「ঢ়坂見ൂ駅」より徒歩 5 分
地下鉄千代田線「ঢ়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ঢ়坂店
Tel:03-3588-0794 Fax:03-3588-8247
演奏予定楽器： ルバブ、グンデル、ガンバン、スレンテム
クンダン、ゴング、スリン、シンデン、ゲロン

「モンスーンカフェ G-Zone ؿ座」
1 周年記念ガムラン・ライブ
お洒落な人気エスニック料理店「モンスーンカフェ G-Zone ؿ座」
オープン 1 周年を記念して、ランバンサリのガムラン演奏と舞踊
をお楽しみいただきます。
日時：4 月 7 日（水）
第 1  18:30~19:00
第 2  20:00~20:30
会場：モンスーンカフェ G-Zone ؿ座
東京ற中央区ؿ座 1-2-3
地下鉄有楽町線「ؿ座 1 丁目駅」より徒歩 3 分
地下鉄ؿ座線「京橋駅」より徒歩約 3 分
ご予約・お問い合わせ：モンスーンカフェ G-Zone ؿ座
Tel:03-5524-3641Fax:03-5524-3630

「タモリ倶楽」(テレビ朝日)
民族音楽シリーズ第二弾~反復の迷宮「ガムラン」に挑戦
出演：タモリ、まこと（元シャランＱ）、ふかわりょう
石塚義之（あり to きりぎりす）、ランバンサリ
日時：4 月 9 日（金）深夜 24:15~24:45（予定）
会場：ランバンサリ・スタジオ
テレビ朝日のସ寿深夜番組「タモリ倶楽」の収が、3 月 13 日
（土）ランバンサリ・スタジオで行われました。民族音楽に挑戦
するシリーズの第二弾として、ジャワガムランを学び、演奏して
みるという企画。ランバンサリの代表：木村佳代が講師となり、
ゲストの皆さんにガムランを演奏していただきました。まことさ
んはジャワの正装、ふかわりょうさんと石塚義之さんはバティッ
クシャツを着て、やる気満々でスタジオ入り。最後にテレビと全
く同じ൪囲気で淡々とタモリさんが登場。時間が経つにつれ、ゲ
ストの皆さんはお互いに張り合って、演奏にも熱が入ります。最
後はランバンサリと一緒に「リチ・リチ」という曲を演奏しまし
た。20 人ؼいスタッフが入っての撮影となり、ランバンサリ・ス
タジオは楽器と人であふれんばかり。熱気に満ちた収となりま
した。放送は 4 月 9 日（金）深夜の予定です。お楽しみに。
（地方によって放送日が異なりますので、ご注意下さい。
）

ランバンサリ・スタジオ 5 周年特別企画Part1
「ごるごんぞーら」の~春はアカペラ~
出演：ごるごんぞーら
(柳澤映里・伊藤幸恵・阿貴・牧野順・渡辺悠)
日時：4 月 29 日（木／祝）16:00（開場15:30）

会場：ランバンサリ・スタジオ
入場料：1,500 円(一般) 1,000 円(友の会会員)
定員：40 名（要予約）
ご予約・お問い合わせ：ランバンサリ事業「多聞天」
Tel:03-5425-6137(月・土のみ)Fax:03-5425-6158(随時)
E-mail:bima-@vodafone.ne.jp(西村)
ごるごんぞーら：楽器を使わない「アカペラ」スタイルで活動し
ているグループ。2000 年 6 月結成。ポップス、Ｒ＆Ｂ、ジャズな
どのカバー他、オリジナル曲もレパートリーに持つ。東京を中心
にパフォーマンスを展開中。

ランバンサリ・スタジオ 5 周年特別企画Part2
第 21 回満月の夜の会
「ランラン・ガムラン」~春のペロッグ祭~
恒例の春のランラン・ガムランの季節がやってきました。ランバ
ンサリのメンバーが普段とは違う楽器に挑戦するコーナーあり。
お楽しみにÁ
演奏：ガムラングループ・ランバンサリ
舞踊：小島夕季 他
日時：5 月 23 日（日）16:00（開場 15:30）
会場：ランバンサリ・スタジオ
入場無料・要予約

バティック講座
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ؼなものから、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からウェアにイン
テリアに生活の彩りにお楽しみください。
日時：4 月 25 日（日）14:00~17:00
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：3,600 円（一般） 3,100 円（友の会正会員）
＊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
どなたでも楽しめるガムラン練習。初心者大歓。ڗ1 回だけの参
加もＯＫです。継続して参加したい人には、さらにオススメです。
日時：4 月 4 日（日）／4 月 18 日（日）16:00~18:00
会場：ランバンサリ・スタジオ
参加費：2,000 円

ランバンサリ演奏メンバー募集中Ć
私たちは、一緒に演奏活動できる会員を随時募集しています。
学生、会社員、主婦 etc. 経験は問いません。興味のある方は、
ぜひご連絡下さい。
練習場所：ランバンサリ・スタジオ
JR 浜松町駅南口 S5 階段(金杉橋口)より徒歩 1 分
練習日時：毎週月曜日 19:00~21:00
毎週土曜日 17:00~21:00
第 1・第 3 日曜日 16:00~18:00
■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: o-moon@zd5.so-net.ne.jp
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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