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中部ジャワ地震・その後
被災者支援募金について
2006 年 5 月 27 日、7 月 17 日と 2 回にわたり、イン
ドネシアのジャワ島中を中心に大きな地震が֬き
ました。被害を受けた地域は、ランバンサリの演奏
するジャワガムランの本場でもあります。現在もさ
まざまな形で救援活動が続けられていますが、被災
地の完全な復興には、まだまだସい時間がかかりそ
うです。ランバンサリでは折にふれて、演奏会場を
中心に募金活動を行ってきました。以下の皆様より
136,217 円（10 月 5 日現在）が集まりましたのでご報
告いたします。ご協力いただきました多くの方々の
ご厚意に心よりお礼申し上げます。微力ではありま
すが、インドネシアの文化に関わる者として少しで
も役立つべく、今後も募金活動を続けていきたいと
考えています。
「アジア音楽の愉しみ~日本とジャワの楽舞」（7 月 17
日／洗ੰ学園音楽大学・前田ホール）
、
「百観音献会」
（7
月 30 日／百観音明治寺）
、
「灯籠流し~ジャワのガムラ
ンと舞踊」
（8 月 17 日／慶福寺）上記 3 公演会場にご来
場の皆様。ランバンサリ・スタジオで開講中の「バティ
ック講座」(講師：中右絢子)、
「ガムラン初級講座」
、
「日
曜ガムラン」の講座生、ランバンサリ・スタジオにੰを
運んで下さった方々、ランバンサリのメンバー。公演会
場で販売したＤＶＤ「万華」؛
、インドネシア音楽ＣＤ、
書籍、バティック製品の売上金の一。

集まったお金は、順次、以下の 3 つのプロジェクト
が管理する口座へ送金しています。いずれも、かつ
て私たちがお世話になったジャワの演奏家や舞踊家、
日本でガムランの演奏活動をしている仲間が中心と
なり、それぞれ被災者の皆さんに支援が直接届くよ
う立ち上げたプロジェクトです。実際の支援活動内
容は各ホームページに詳しく報告が掲載されていま
すのでご参照下さい。これを機会に、日本でガムラ
ンに関わる人々が、グループの枠をѠえて何かひと
つの力になっていければと切に։っています。
◎クラテン県の人々の生活環境復旧支援
http://sound.jp/kartika/x/jishin̲frame.html
◎ディディ・ニニ・トウォ被災者支援プロジェクト
http://www.didikninithowok.info/Earthquake/
Jogjakarta%20Earthquake.htm
◎「ガムランを救えÁ」プロジェクト
http://sound.jp/gamelanaid/
中ジャワ地震から数カ月が過ぎ、日本では次々と
֬こる新しい事件や災害に紛れて、少しずつ人々の
記憶から消えていこうとしています。しかし今でも
テント生活を余儀なくされている人々が数多く残っ

ています。しかもこれからа期に入るインドネシア
では、復旧作業をするのも厳しい環境となりそうで
す。まだまだ遠い道のりであることを常に忘れず、
細くସく支援活動を行っていきたいと思います。

ランバンサリ＆多聞天
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! NEWS!&! 今 後の 活 動予 定
日本テレビ「ぶらり途中下車の旅」
ランバンサリ・スタジオ登場Á
土曜日の朝の人気番組「ぶらり途中下車の旅」で、
ランバンサリ・スタジオが登場します。今回の旅人
は俳優の勝野洋さん。ற営浅草線「大๖駅」周辺を
ぶらりと旅する勝野洋さんが、ランバンサリ・スタ
ジオに立ち寄って下さいました。勝野さんはスタジ
オに入るなりガムランの楽器を見てびっくりÁさて
さてどうなりますことやら・・ぜひご覧下さい。
日本テレビ：10月14日（土）9:30~10:30
http://www.ntv.co.jp/burari/
（注）関東ローカル番組のため放映されない地域もありますので、
ご了承下さい。

Ժ倉女子大学学園祭「みどり祭」
ジャワのガムランと舞踊
秋の学園祭シーズン、Ժ倉女子大学にジャワガムラ
ンが登場します。吹き抜けのコミュニティーモール
にき渡る荘厳で豊かなガムランの調べと華༚なジ
ャワ舞踊をお楽しみ下さい。
舞踊：飯島かほる、川島未耒
演奏：ランバンサリ
プログラム： 舞踊「ガンビル・アノム」
舞踊「ガンビヨン・パンクル」他
日時：11月11日（土）11:30~12:30
会場：Ժ倉女子大学大船キャンパス
コミュニティーモール（教室棟1F）
JR大船駅より徒歩8分
神奈川県Ժ倉市大船6-1-3／Tel0467-44-2111
入場無料
お問合わせ：office@lambangsari.com
第20回アジア文化講座「日本の楽器で遊ぼうÁ」
「アジアの楽器」シリーズ総集編
2001年より「琴の仲間」「三味線・琵琶の仲間」「胡
弓の仲間」「笛の仲間」「鐘・太۴の仲間」「特別編~
日本のうた」と6回にわたり開催してきた「アジアの
楽器」シリーズ。今回でいよいよ総集編をڗえます。
ランバンサリ・スタジオ一杯に日本の楽器が約50点
集まります。参加者がそれぞれ楽器に触りながら、
楽しい時間を過ごす企画です。乞うご期待Á

講師：森重行敏
日時：11月10日（金）19:00（開場18:30）
会場：ランバンサリ・スタジオ
（JR浜松町駅南口より徒歩1分）
参加費：一般1,000 円／友の会正会員500 円
ご予約・お問い合わせ：
ランバンサリ事業「多聞天」事務局
Tel03-5425-6137／Fax03-5425-6158
bima-@t.vodafone.ne.jp（担当：西村）
TamontenPresents!Part5「帰ってきた柿ちゃんショー」

柿ちゃんのো臭いベストテンÁ
出演：柿崎勝行（ヴォーカル、パフォーマンス）
石原茂樹（キーボード）
小ૌ竜一（キーボード）
小池純一གྷ（三味線）
日時：11月26日（日）16:00（開場15:30）
会場：ランバンサリ・スタジオ
（JR浜松町駅南口より徒歩1分）
入場料：一般1,000円／友の会正会員500円
定員：30名（先着順）
ご予約：ランバンサリ事業「多聞天」事務局
Tel03-5425-6137／Fax03-5425-6158
bima-@t.vodafone.ne.jp（担当：西村）
昨年 12 月が最終回だったはずの柿崎勝行こと「柿ち
ゃん」ショーでしたが、熱烈なファンのリクエスト
にお答えして再開することにÁ「どすݪいシリーズ」
は終了、新しいシリーズの始まりです。今回も歌あ
り、演芸あり、炊き出しありの 2 時間。人生のほろ
苦さたっぷりの熱唱、ユニークなコスチューム、楽
しいトークと演芸で、毎回会場は爆笑の渦となって
います。今まで見した方はぜひご来場下さい。日
頃はランバンサリの貴重な助っ人としてガムラン演
奏に参加しているメンバーが、とっておきの芸を披
༳します。どうぞお楽しみにÁ
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。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。演奏チャージなし、॒
事代のみ。演奏日は毎月異なりますので、予めお店
にお問い合わせ下さい。
日時：10 月 27 日（金）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
ご予約・お問い合わせ：ジュンバタン・メラঢ়坂店
Tel03-3588-0794
http://www.jbm-gr.com/jbm/jbm̲aka.html

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ؼ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：10 月 8 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。
お申し込み：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。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： 10 月 15 日（日）16:00~18:00
11 月 5 日（日） 16:00~18:00
11 月 19 日（日） 16:00~18:00
12 月 3 日（日） 16:00~18:00
12 月 17 日（日）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：ランバンサリ事務局
Tel03-5300-6361（木村）／office@lambangsari.com
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、各講座の
情報を掲載した「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。
■ランバンサリ通信 ２００６年№８■
発行：ランバンサリ通信編集局
2006 年 10 月 7 日発行

