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NEWS!&! 今 後の活 動予定

TaroBOVEDanceSeries–ContinuousVariations
Vol.1Gamelan
コンテンポラリーダンスとガムラン音楽の共演

「ো௷音曲Ⅶ」無事終了~満員御礼Á

音・像の濃まやかな「ぶれ」が紡ぎだす感ԑのあわい

2月11日（金／祝）日暮里サニーホールにて開催した
ランバンサリ自主公演「ো௷音曲Ⅶ」は、多くの皆
様にご来場いただき、大盛況の内に、無事終了しま
した。コンテンポラリーダンスとの共演（舞踊：ボ
ヴェ太གྷ）
、ジャワ舞踊2作品（
「スコルノ」
「トペン・
グヌンサリ」）、バティックをモチーフとした舞台美
術（製作：公公工房）と、いずれも私たちにとって
初めての挑戦やࠟみでした。今後も、古典曲の演奏
に加えて、ジャワガムランの新たな可能性を探りつ
つ、地道な活動を続けていきたいと思います。どう
ぞよろしくお։いいたします。

2 月 11 日の自主公演で発表した、ボヴェ太གྷさんの
コンテンポラリーダンスとランバンサリの演奏する
ガムランの古典曲との出会いは、多くの反を呼び
ました。今回は、より深くじっくりと向き合った新
たな世界を創り上げてみたいと思います。
舞踊：ボヴェ太གྷ
演奏：ランバンサリ
日時：2005 年 4 月 14 日（木）
・15 日（金）
開演19:30（開場19:00）
会場：めぐろパーシモンホール（小ホール）
Tel03-5701-2924
東急東横線・ற立大学駅より徒歩 6 分
めぐろ区民キャンパス内
料金：一般 前売2,500 円／当日2,800 円
学生 前売・当日2,000 円（事務局のみ取扱）
全席自由／未就学児入場不可
チケット取扱：TaroBOVEDancePerformance事務局
http://www.tarobove.com/reservation/
チケットぴあTel0570-02-9999(P コード 358-654)
お問い合わせ：TaroBOVEDancePerformance事務局
Tel03-3724-5032 
office@tarobove.com

スマトラ沖地震被災者支援募金ご報告
昨年末に֬きたスマトラ沖地震の被災者のために、
「ো௷音曲Ⅶ」公演会場で募金を行いました。多く
のご来場の皆様にご賛同いただき、57,837円が集ま
りました。ランバンサリよりユニセフ（スマトラ沖
地震被災者緊急支援）に募金いたしましたのでご報
告いたします。ご協力いただいた皆様に、心よりお
礼申し上げます。
募金箱：39,537円
DVD&CD売上金より：13,300円
バティック小物売上金より：5,000円
[合ڐ：57,837円]

ＤＶＤ「万華」؛
ディディ・ニニ・トウォ~女形ジャワ舞踊の世界
昨年 2 月、インドネシアを代表する女形舞踊家、デ
ィディ・ニニ・トウォ氏をゲストにお招きし、結成 20
周年特別公演「ো௷音曲Ⅵ」を開催しました。その
時の映像がＤＶＤとして発売されました（2 月 20 日
発売）
。ディディさんの華༚な踊りがたっぷりと堪能
できます。全国有名レコード店で好評発売中。通信
販売も行っています。
舞踊：ディディ・ニニ・トウォ
演奏：ランバンサリ
演目：ジャワ舞踊「ガンビヨン・パンクル」
ジャワ舞踊「ゴレ・ランバンサリ」
東ジャワ舞踊「ブスカラン・プトゥリ」
アンコール「アヨ・プラオン」
発売元：おーらいムービーズ
販売元：ボンバ・レコード Tel03-5484-0688
ＪＭＶＫ−１００２ Ć２，５００（税込）
通信販売（送料 200 円）をご希望の方は、お名前、
ご住所、お話番号、ご希望枚数を明記の上、E メー
ルまたはファクスにてお申し込み下さい。商品到着
後、ຆ便振替またはؿ行振込で代金をお支払いいた
だきます。
E-mail:o-moon@zd5.so-net.ne.jp（オフィス・ムーン）
Fax:03-5425-6158（ランバンサリ・スタジオ）

ジャワ舞踊三月ライブ~PentasBulanMaret
おなじみとなった祖師ૌ大蔵の「カフェ・ムリウイ」
での小島夕季さんのライブ~春バージョン。ランバ
ンサリの小編成ユニット「ガムラン・トッケー」（今
回は 3 名）の演奏でお送りします。ムリウイの美味
しいお料理もおススメです。
舞踊：小島夕季
演奏：ガムラン・トッケー
日時：3 月 21 日（月／祝）
第 1 回16:00~／第 2 回17:30~／第 3 回19:00~
（各回とも同じプログラム）

会場：Cafeムリウイ
小田急線祖師ૌ大蔵駅北口商店Ӻを徒歩５分
一文書店 3F Tel03-5429-2033
http://www.ne.jp/asahi/cafe/muriwui
投げ制~１drink オーダー
予約は不要です。
ランバンサリのガムラン初級講座~締め切り間ؼÁ

ジャワガムランを楽しもうÁ
ご好評いただきました昨年秋のガムラン初級講座に
続いて、春のガムラン初級講座を開講します。初心
者大歓ڗÁ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൪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：4 月 6 日（水）~6 月 29 日（水）
＜5 月 4 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
Tel03-5300-6361（木村）
office@lambangsari.com
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
~小編成ガムランの楽しみ~
「ジュンバタン・メラঢ়坂店」で、毎月 1 回ライブ
を行なっているランバンサリの小編成ガムラン・ユ
ニット「ガドンズ」の登場です。大編成ガムランと
はࢀきを異にする小編成のガムラン、ガドンの魅力
をお楽しみ下さい。細やかに音を紡いでいくৌかな
音色の楽器（ルバブ、グンデル、ガンバン、スリン
等）や歌をたっぷりとお届けします。渋い曲調の大
曲、たゆたうように音が流れる美しい古典曲、軽妙
で楽しい小曲など、多彩なプログラムを用意してお
待ちしています。ジャワティをТみながら、ゆった
りとお聴き下さい。
日時：4 月 29 日（金／祝）
開演16:00（開場15:30）
会場：ランバンサリ・スタジオ
演奏：ガドンズ
料金：一般1,000 円／友の会会員500 円
（ジャワティ付き）
ご予約・お問い合わせ：多聞天事務局
Tel03-5425-6137 Fax03-5425-6158
bima-@t.vodafone.ne.jp（西村）

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 1 回行
なっています。演奏チャージはありません。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ؼい席をご希望の
方は早めのご予約をおススメします。
日時：3 月 16 日（水）20:00~20:30／21:00~21:30
会場：ジュンバタン・メラঢ়坂店
地下鉄・ঢ়坂見ൂ駅より徒歩 5 分
ঢ়坂駅より徒歩 7 分
http://www.jbm-gr.com/jbm/jbm̲aka.html
ご予約・お問い合わせ：ジュンバタン・メラঢ়坂店
Tel03-3588-0794

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下さい。
2 月 11 日のランバンサリ自主公演「ো௷音曲Ⅶ」は
「バティックとガムラン」というテーマで開催しま
した。会場ロビーでは、中右先生の魅力あふれる作

品の数々、講座生の皆さんの力作を展示し、ご好評
いただきました。
日時：3 月 27 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。
お問い合わせ：ランバンサリ事務局
Tel03-5300-6361（木村）
office@lambangsari.com

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。ڗ1 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：3 月 20 日（日）
4 月 3 日（日）
4 月 17 日（日）各回共16:00~18:00
会場：ランバンサリ・スタジオ
参加費：2,000 円（1 回）
お問い合わせ：ランバンサリ事務局
Tel03-5300-6361（木村）
office@lambangsari.com

ランバンサリ演奏メンバー募集中Á
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。スタジオ
では、さまざまな世代、職業、経歴のメンバーが、
わいわいがやがやと家族のように集まって、にぎや
かに練習しています。まずはぜひ一度、気軽にスタ
ジオへ見学にいらして下さい。浜松町の駅からすぐ
のところです。お待ちしています。
練習場所：ランバンサリ・スタジオ
Tel03-5425-6137
東京ற港区浜松町 2-6-8ݗ橋ビル 301
JR 浜松町駅南口 S5 階段(金杉橋口)より
徒歩 1 分／地下鉄大๖駅より徒歩 4 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
お問い合わせ：ランバンサリ事務局
Tel03-5300-6361（木村）
office@lambangsari.com
■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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