
アラビアの王も愛したウード 

Black Music Night
エンターテイメント x学び 
      　　　令和最後の旅大道芸人

エンターティナー夢民

谷文晁に舞う [邂逅 ] 私が巡り会った〈哲学な人〉
一映像作家の記録映画とトーク

アーティスト・トーク

昼の部 2:00pm / 夜の部 6:00pm　定員各 20名（要予約）
2,000 円　アートスペース＆カフェ（足利市通 2丁目 2658）

30（土）10／ 31（日）10／～夢幻の響きに包まれて歌う
           　アラブの歌、日本の歌～ 

ササン朝ペルシアを起源とする、
アラブの楽器の女王 “ウード”。
微分音と様々な音階で紡がれた、
美しく摩訶不思議な音のアラベ
スク。アラブ音楽の第一人者、
常味裕司と、ソプラノ大城みほ
の演奏でお楽しみください

プログラム:ウスクダラ／ランマーバーダー・ヤタサンナ／月の沙漠　他
昼の部 2:00pm / 夜の部 6:00pm　定員各 20名（要予約）
1,500 円　アートスペース＆カフェ

 1（月）11／
 2（火）11／

日本全国を旅する大道芸人。活動の場
は、国内にとどまらず、アジアやヨー
ロッパでの経験もある。大学在学中に
とった教員免許と学びの経験から、今
ではパフォーマンスに学びという新し
いジャンルを世の中に発信している。

7:00pm 定員 70名 (要予約 ) 1,500 円  　

 3（水）11／
江戸後期の南画家谷文晁の宇宙的深淵さ
を醸し出している作品「牡丹と孔雀図」
（双幅）、「瀑布図」。三幅の大掛け軸を背
景に足利出身の舞踏家ひびきみかによる
異色コラボレーション。江戸南画の最高
峰作品と身体芸術の神秘的融合。
谷文晁：牡丹と孔雀図双幅、瀑布図
（江戸書画研究家 高橋十志氏所蔵）

舞踏　ひびきみか ／ 音楽　神代充史

6:00pm定員 20名 (要予約 ) 2,000 円 アートスペース＆カフェ

 4（木）11／

 5（金）11／ JAZZ NIGHT 
熟年メンバーによるヴィンテージジャズ

良く寝かせた芳醇なお酒のような
ヴィンテージジャズ。バンド名は
OLD PARR。スイングモダンやボ
サノバなど、大人のJAZZをお届
けします。

sax川島眞/ bass大河清志/ drumsやながわじん/ piano遠藤博之

6:00pm定員 20名 (要予約 ) 2,000 円 アートスペース＆カフェ

 6（土）11／
出品作家によるフリートークの夕べ

　　　　　           6:00pm　定員 20名 (要予約 ) 　
1,000 円 （ワンドリンク付き）アートスペース＆カフェ

「路地まちアートランブル」に出品したアー
ティストが語る本音トーク。展覧会最後の夜、
アートスペースに集結。会場とのフリートー
クを交えて楽しく語り合いませんか？
（参加作家未定）

7:00pm　定員 20名（要予約）
2,000 円　アートスペース＆カフェ

問合せ・申込先： 高橋（ 090-8435-9894  9～17時 ）

路地まち   9  セレクション Rojimachi Artramble

　　　　　   　　　6:00pm　定員 20名 (要予約 ) 　
1,000 円 （ワンドリンク付き）アートスペース＆カフェ

表示時刻は全て開演時間です 座席は全て自由席です

ＴＶＦ（東京ビデオフェスティバル）２０２０で
グランプリを獲得した石川氏は、同好の市
民と「手作り映画会」や「山岳映画会」を定
着させ、足利市の文化活動の鑑と呼ぶに

石川勝（足利映像クラブ主宰）

栃木市出身のR&Bシンガー山岸アンナのワン
ナイトカバーライブ。足利市を中心に活動する
内田聖次さんをピアノ演奏に迎えソウルミュー
ジックやR&Bを中心に、アコースティックカバ
ーでお送りします。

忍ダンススクール。
 （足利市通 2丁目 1-16）

ゲスト（予定）・大川繁子（小俣幼児生活団）

足利に甦る雅楽と子ども舞楽

足利雅楽会による雅楽演奏。
曲目は、越天楽（えてんらく）
子ども舞楽による舞楽。
曲目は迦陵頻（かりょうびん）

足利雅楽会

ふさわしい一人。出会った人々 に寄り添いその生き様を映像で記録し続
けているが、今回は記録映画３部作を上映、ゲストも交えてのシネマサロ
ンを試みます。　

あしかが歌舞伎親子教室ウード：常味裕司 / ソプラノ：大越みほ

vocal: 山岸アンナ /piano: 内田聖次
むーみん



10.30 SAT～11.7 SUN    2021   in Ashikaga

お願い ・ 各会場ともマスクの着用、手指の消毒をお願いいたします。受付にて検温し、３７.５℃
            以上の方は入場をお断りさせていただきます。発熱のある方、体調の優れない方はご
            参加をお控えください。
　　　 ・ 各会場とも定員になり次第締め切らせていただきます。予約後キャンセルされる場合
　　　　は速やかに＜問い合わせ先＞までご連絡をお願いします。
　　　 ・ 原則として、チケット代は当日会場にてお支払いください。その際、路地まちアートラン
　　　　ブルの「パスポート券（５００円）」をご提示いただくか、ご購入いただけば、表示金額より
　　　　５００円を割引いたします。
　　　

路地まち セレクション９

主　催　路地まちアートランブル実行委員会
問合せ先　路地まちアートランブル事務局 高橋（ 090-8435-9894 9～17時 ）

Rojimachi Artramble

11.6（土）林家正雀 座敷噺の会11.6（土）林家正雀 座敷噺の会

1951年、山梨県生まれ。落語協会所属。
芝居噺や人情噺の名人として活躍をした
故林家彦六師匠の弟子として、人情噺・
芝居噺・怪談噺の面白さを現代に蘇らせ
ています。また師匠彦六の十八番を受け継
ぐと同時に創作噺にも力を注いでいます。 落語会ご予約・問合せ： 小沢（ 090-1807-7997  9～17時）

1:00pm 開場  お茶のひと時
2:00pm 開演　

「相洲楼」は、明治から続く足利の老舗料亭です。今回の「路地まちアートランブル」では、アー
ト展会場としても使わせていただいています。ぜひ皆様アートと落語をゆっくりご堪能ください。

　お茶とお菓子は開演前に提供いたしますので、お時間に余裕を持ってお越しください。

会場 ： 相洲楼 足利市通5-3208

定員50名（要予約）

チケット 3,500円（お茶、菓子付き）　
パスポート券をお持ちの方は500円引き

老舗料亭”相洲楼”で味わう本寸法の古典落語

は  や  し  や　　し  ょ  う  じ  ゃ  く　　　ざ  し  き  ば  な  し

10/30（土） アラビアの王も愛したウード（アラビア音楽）　
10/31（日） 足利に甦る雅楽と子ども舞楽 (足利雅楽会）
11/  1（月） Black music night （ボーカル）　

11/ 3（水） 谷文晁に舞う[邂逅]　（舞踏）

11/  2（火） エンターテイメントx学び（大道芸）

11/ 4（木） 私が巡り会った〈哲学な人〉（映像トーク）
11/ 5（金） JAZZ NIGHT （ジャズ）
11/ 6（土） 林家正雀落語会（落語）／ アーティストトーク

9 セレクション日程 各イベント詳細は裏面をご覧ください

会場について ： 林家正雀座敷話の会（相洲楼   ）、エンターテインメントx学び（忍ダンススクール。   ）、他はアートスペース＆カフェ

相洲楼

忍ダンススクール。

アートスペース＆カフェ

JR足利駅

東武線足利市駅

鑁阿寺

足利学校織姫神社

中橋
渡良瀬橋

田中橋

・大店の犬 

・牡丹燈記 

・お楽しみ 

・大喜利 寄席の踊り

おおどこ いぬ

ぼたん  とうき

アート展を彩るサブプラン

番組

URL : https://r-goope.jp/rojimachi-art                          facebook :                  Instagram :               
E-mail : rojimachi.artramble@gmail.com     
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