ガムラングループ・ランバンサリ自主公演

祝

青銅音曲XXIII

ユネスコ
無形文化遺産登録

ガムランの扉 2022

青銅 七色の響き

インドネシアのガムラン

中 部ジャワのガムランと舞 踊
プログラム

第1部
古典曲「ウィルジュン」
器楽曲「ババル・ラヤル」
（小島夕季）
舞踊「ゴレ・モントロ」
第2部
古典曲「ロコノント」〜「シエム」
小曲「ゲゴ」
（岡戸香里、川島未耒）
舞踊「タンディンガン・アルス」
演奏：ガムラングループ・ランバンサリ
解説：森重行敏

チケット・お取り扱い

2022年

6 月11 日（土）
6 月12 日（日）

17:45 開場
18:30 開演
14:15 開場
15:00 開演

会場

日暮里サニーホール
日暮 里サニーホール
アートホテル日暮里
ラングウッド4F

北口

日暮里駅

南口

JR/京成/日暮里・舎人ライナー

日暮里駅 南口より徒歩5分

全席指定

Ｓ席 4,500円 / Ａ席 4,000円 / Ｂ席・桟敷席 3,000円 / 小学生Ａ・Ｂ席 1,000円
さじき

予約・ 【S席・B席】
ステージ
ご購入 ◉ 一般／ACC友の会会員（インターネット会員）
WEB購入 https://acc-arakawa.jp
A
A
◉ ACC友の会会員（現金・口座会員）
桟敷
町屋文化センター窓口（荒川区荒川7-20-1）
電話 03 - 3802 - 7111
B
B
S
【A席・桟敷席】
町屋文化センター窓口・電話（電話は予約のみ）

オンライン配信チケット

シートエリア
Ｓ席
Ａ席
Ｂ席
桟敷席

（椅子なし）

ご購入：ランバンサリHP https://lambangsari.com

2,000円（公演来場者は500円・当日会場ロビーにて販売）
※オンライン配信期間は、公演終了１週間後から１ヵ月程度です（当日のライブ中継テスト配信付）

主催：ガムラングループ・ランバンサリ
共催：

前売発売期間：4月25日
（月）10時〜6月10日
（金）

（公財）荒川区芸術文化振興財団 / 荒川区

公演情報の詳細は
HPをご覧ください

後援：インドネシア共和国大使館
協賛：ガルーダ・インドネシア航空会社 / チャベ / テテスマニス / 株式会社マノハラ
協力：NPO法人日本ガムラン音楽振興会
https://lambangsari.com

お問い合わせ：03 - 5300 - 6361（ランバンサリ事務局：木村）

ランバンサリ

検索

ガムラングループ・ランバンサリ自主公演

青銅音曲XXIII

ガムランの扉 2022

青銅 七色の響き
中 部ジャワのガムランと舞 踊

大規模な楽器編成、洗練された演奏様式によりいくつもの表情を持ち、
さまざまに魅力あふれる音空間を作り出す中部ジャワのガムラン。
青銅の彩り豊かな響きを、
ジャワの古典舞踊とともにご紹介します。

岡戸香里

川島未耒

小島夕季

Kaori Okado

Miray Kawashima

Yuki Kojima

facebook.com/KaoriOkadoBanyuMili

facebook.com/DewandaruDanceCompany

facebook.com/izayoiconcert

カリフォルニア芸術大学舞踊科卒業。
インドネシア

共立女子大学文芸学部芸術学専攻劇芸術コース

東京芸術大学音楽学部楽理科卒業。
インドネシア

国立芸術大学（ISI）
スラカルタ校、マンクヌガラン

卒業。
インドネシア国立芸術大学（ISI）
スラカルタ校

国立芸術大学（ISI）
スラカルタ校舞踊科、マンク

王宮にて舞踊とガムランの研鑽を積む。

舞踊科、
マンクヌガラン王宮にて舞踊の研鑽を積む。

ヌガラン王宮で舞踊の研鑽を積む。

大阪市立大学文学研究科後期博士課程単位取得

2006年にジャワの舞踊家、
リアントと共に「デワン

2002年より16回にわたり上野公園水上音楽堂

退学。舞踊家、研究者、指導者として活躍中。

ダル・ダンスカンパニー」
を設立。

にてジャワ舞踊公演『十六夜コンサート』
を開催。

ガムラングループ・ランバンサリ Gamelan Group Lambangsari

https://lambangsari.com

インドネシア中部ジャワのガムランを演奏するグループ。1985年結成以来、35年以上にわたり自主公演や
各種イベントへ の出演、学校の芸術鑑賞会、講座開催など、幅広い活動を行っている。
【出演】大田美郁、
奥山詔子、
小谷竜一、
折田美木、
加藤駿吾、
亀島良泉、
木村佳代、
黒木泰志、
小迫直子、
酒巻京子
沢井佳、白井眞由美、鈴木路子、
スミヤント、二藤宏美、野本いづみ、樋口なみ、牧野明子、村上圭子、森重行敏
山田敦子 【友情出演】さとうじゅんこ、松田仁美／針生すぐり
（クプラ）

新型コロナウイルス感染防止対策について
※状況により、公演を中止する場合があります

企画・制作：ランバンサリ 舞台監督：玉那覇正樹

１ 当日、発熱、風邪症状、体調不良 の ある方は来場をご遠慮ください。
２ ご来場 の 際はマスクの 着用をお願いいたします。また、咳エチケットにご協力ください 。
３ 検温、手洗い、手指消毒へ のご協力をお願いいたします。
４ 37.5℃以上 の 発熱が確認された場合はご入場いただけません。あらかじめご了承ください 。
５ 座席は全席指定席となっています。座席 の 移動はご遠慮ください。
6 お名前・電話番号 の 記入にご協力ください（保健所等 の 公的機関に提供する場合が あります）。
7 出演者へ の 差し入れ・面会はご遠慮ください。

照明・音響：日暮里サニーホール

映像監督：篠崎耕平

チラシ写真：古屋均

プロフィール写真：岡本絵里子（川島、小島） チラシデザイン：亀島良泉

講座のご案内
本格インドネシア
レストラン チャベ

ランバンサリの講座でジャワガムランを楽しんで
みませんか。
一度やってみたいという方も、定期的に続けて
上達したい方も、お気軽にご参加ください。
◉日曜ガムラン講座「ミングー」
毎月第１・３日曜日 14:00〜16:00
毎月第２・４日曜日 10:00〜12:00
◉水曜ガムラン講座「スイスイ」
毎週水曜日 19:30〜21:00
参加費：1 回 2,500 円（学生 1,000 円）
会場：ランバンサリ・スタジオ
お問い合わせ：ランバンサリ事務局
E-mail：oﬃce@lambangsari.com
TEL/FAX：03-5300-6361（担当：木村）
そのほか、ランバンサリ・スタジオで開催の講座
◉チャルン・ワークショップ
（バニュマス地方の竹のガムラン）
隔週金曜日 19:30〜21:30
◉中右絢子バティック講座
毎月第２日曜日 14:00〜17:00
ランバンサリ会員も随時募集しています。
詳しくは web へ

ランバンサリ

検索

※ 家 族 連 れ のお 客 様もいらっしゃいます。 会 場 では 、多 少 子 供さん の 声 が 聞こえることがあるかもしれません が 、ご 理 解くださいますようお 願いいたします。

