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能楽座大淀町公演

「冥府行～ネキア～」

開 催 日：2017年9月3日
（日）
開催場所：大淀町文化会館
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大淀町桧垣本（ひがいもと）は室町時代、能楽の
前身である吉野猿楽のひとつ「桧垣本猿楽座」が存
在し、特に多くの囃子方に優れた人材を輩出し広く活
躍したとされています。その桧垣本の地で、能楽座大
淀町公演として、古代ギリシャ神話「オデュッセイア」
第 11 章（死者の世界を訪れる場面）を題材にした現
代能「冥府行～ネキア～」を梅若玄祥師、観世喜正
師の出演により上演しました。東西文化の融合に観客
の皆さまは釘付けになっていました。
「口語体での演
能はわかりやすかった」との感想も多数いただき、能
楽の魅力を感じていただくよい機会となりました。
ワークショップでは、大倉源次郎師の監修で創座し
た「ちびっ子桧垣本座」も参加し、祝宴の席でよく耳
にする演目「高砂」を観客とともに謡いました。多く
の方が一緒に謡われ、会場内は大きな声が響いてい
ました。
「ちびっ子桧垣本座」は初舞台の座員が多く、
懸命に謡う姿に観客の笑顔を誘っていました。
大槻文藏師による舞囃子「賀茂」や脚本を書かれ
た笠井賢一氏の現代能「冥府行～ネキア～」の解説も
行いました。

【 プログラム】
◇ワークショップ「高砂」を謡いましょう！
◇舞囃子「賀茂」
シテ：大槻文藏
笛：藤田六郎兵衛
小鼓：成田達志
大鼓：山本哲也
太鼓：三島元太郎
◇解説
笠井賢一（能本脚本）
◇現代能「冥府行－ネキア－」
梅若玄祥、観世喜正、馬野正基、角当直隆、
川口晃平、山本則重、山本則秀
笛：藤田六郎兵衛
小鼓：大倉源次郎
小鼓：成田達志
大鼓：山本哲也
太鼓：前川光範

【 主催 】
文化庁、奈良県、奈良県教育委員会、第 32 回国民文化
祭奈良県実行委員会、第 17 回全国障害者芸術・文化祭
実行委員会、大淀町、大淀町教育委員会、国民文化祭・
全国障害者芸術文化祭なら 2017 大淀町実行委員会
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芸能発祥の地

桜井

開 催 日：2017年9月9日
（土）
開催場所：桜井市民会館
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文化一般

【 主催 】
文化庁、奈良県、奈良県教育委員会、第 32 回国民文化祭
奈良県実行委員会、桜井市、桜井市教育委員会、第 32 回
国民文化祭・なら 2017 桜井市実行委員会

芸

能の公演を行いました。宗家の宝生和英氏にご出演
おおみわ
いただき、市内にある日本最古の神社とされる大神神
社を舞台とした「三輪」など、桜井市にゆかりのある
演目で、すばらしい演技を披露いただきました。当日
は県内外から多くの方に来場いただき、
「芸能発祥の
地」桜井の魅力を伝えるよい機会になりました。

まきむく

文

桜井市は、纒向遺跡に代表される古からの自然と
風土が今もなお残る国技相撲発祥の地・仏教口伝の
はつよう
地・万葉集発耀の地であり、日本文化の源流ともい
える地です。この地に聖徳太子が少年たちに伎楽を
習わせたとする土舞台があり、「芸能発祥の地」と
されていることから、これらをテーマに記念公演、
シンポジウム、能の公演を開催しました。
第１部の記念公演・シンポジウムでは「伎楽の伝
来から能楽の誕生」までを主題として取り上げまし
た。伎楽の映像を交えながら、伎楽と能楽の歴史や
共通点など、様々な視点から語られる内容に来場者
は熱心に耳を傾けていました。
第２部では、
「羽衣」を会場の皆様と一緒に謡うワー
と び
クショップや、桜井市外山が発祥である宝生流による

【 プログラム】
【第 1 部】13:00 ～ 15:00
◇記念講演「雅楽と伎楽 ～伝来とその展開～」
天理大学名誉教授 佐藤浩司
◇シンポジウム「日本芸能発祥の源流を辿る
～伎楽伝来から能楽誕生の系譜～」
進行 小鼓方大倉流宗家
大倉源次郎
天理大学名誉教授
佐藤浩司
シテ方宝生流能楽師
辰巳満次郎
信貴山大本山成福院貫主 鈴木貴晶
【第 2 部】16:00 ～ 18:00
「桜井外山座 宝生流 ～能の故郷公演～」
◇解説・ワークショップ
◇仕舞 「三山」
◇狂言 「因幡堂」
◇能 「三輪」

● 実施状況
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相撲甚句の祭典

開 催 日：2017年9月16日
（土）

開催場所：奈良市ならまちセンター
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● 実施状況
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県内外の 8 つの相撲甚句会から 13 チームが「相
撲発祥の地」奈良に集い、相撲甚句の競演を行いま
き い
した。祭典では、
「寄せ太鼓」と「柝入れ」で開会
を彩り、三部構成で相撲甚句を披露しました。
第一部では、相撲甚句披露のほか、櫓太鼓の来歴
紹介や解説をお聞きいただいたのち、大相撲太鼓打
ち分けを披露しました。第二部で行われたミニ相撲
甚句教室では、相撲文字で書かれた「花づくし」の
歌詞カードを配布し、新日本相撲甚句会本部師範代
による歌唱指導のもと会場の皆さまと一緒に相撲甚
句を合唱しました。第三部の最後に行われたフィ
ナーレでは、会場全員で「当地興行」を合唱し、
「手
締め」をもって終演しました。
会場に設けられた特設コーナーでは、大相撲幕内
最高優勝力士に贈呈される「奈良県知事賞」の贈呈
式の様子を写真パネルで紹介しました。また、相撲
文字書き上げ実演コーナーでは、色紙に相撲文字で
名前や好きな言葉をその場で書き入れ、お持ち帰り
いただきました。
祭典を通じて全国の団体による相撲甚句をお楽し

みいただくとともに、ご来場の方々も一緒に楽しん
でいただける内容となりました。
【 プログラム】
開 会：寄せ太鼓、柝入れ、開会の辞
第一部：4 チームの相撲甚句披露
開会式典
大相撲太鼓打ち分け披露 解説
第二部：5 チームの相撲甚句披露
口上 ミニ相撲甚句教室
第三部：4 チームの相撲甚句披露
閉 会：当地興行 閉会の辞 手締め
【特設コーナー】
相撲文字書き上げ実演
「奈良県知事賞」の写真パネル展示紹介

【 主催 】
文化庁、
奈良県、
奈良県教育委員会、
第32回国民文化祭奈良
県実行委員会、
奈良市、
奈良市教育委員会、
第32回国民文化
祭奈良市実行委員会、
平城山相撲甚句会
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能楽金剛流宗家斑鳩公演

開 催 日：2017年9月17日
（日）
開催場所：いかるがホール
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美 術
生活文化

● 実施状況

文
芸

［能楽金剛流宗家斑鳩公演］
9 月17 日（日）13：30 ～ 15：35
・仕舞：養老 廣田幸稔／東北 種田一／笠之段
宇髙通成
・狂言：昆布売 野村又三郎
・能：石橋 和合連獅子 三人立 金剛永謹 金剛
龍謹

伝統文化
歴史文化
文化一般

斑鳩の地は、大和猿楽四座の一つである「坂戸座
猿楽」が盛行し、金剛流に発展した能楽金剛流発祥
の地です。
今日までその伝統芸能が地域に息づくなか、
「第 32 回国民文化祭・なら 2017」
「第 17 回全国障
害者芸術・文化祭なら大会」として金剛流二十六世宗
家、金剛永謹氏による能楽金剛流斑鳩公演を開催し
ました。
仕舞は「養老」
「東北」
「笠之段」、狂言は「昆布売」
、
能は「石橋」を披露しました。会場は、金剛流の特
徴である華麗で躍動的な舞に魅了されました。
ワークショップでは、子どもたちに本公演をきっか
けに「能楽」に親しみ、興味をもっていただけるよう
小学生向けの能楽体験を実施しました。子どもたちは
金剛流の指導者から直接指導をいただき、能楽をよ
り身近なものに感じる貴重な機会になりました。
今回の公演では、町民をはじめ町外から 500 名を
超える皆様にご来場いただきました。斑鳩町を発祥
とする伝統芸能の魅力を感じていただくとともに、長
年にわたってその様式を変えずに伝えられてきた能楽
を、後世に伝える良い機会となりました。

【 プログラム】
［ワークショップ：小学生向け能楽体験］
9 月17 日（日）11：00 ～ 12：00
・体験（謡と仕舞）
・鑑賞（仕舞：八島）

【 主催 】
文化庁、奈良県、第 32 回国民文化祭奈良県実行委員会、
斑鳩町、第 32 回国民文化祭斑鳩町実行委員会
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人形浄瑠璃文楽「壺坂観音霊験記」

開 催 日：2017年10月7日
（土）
開催場所：壷阪寺
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高取町は、奈良県の中部に位置し、日本三大山城
の高取城跡や、国指定の史跡である市尾墓山古墳を
始めとする 700 基を超える古墳を有するなど、歴
史文化が色濃く残る自然豊かな町です。本事業で取
り組んだ「壺坂観音霊験記」は、そのような高取町
にある壷阪寺を舞台とした演目です。物語の舞台で
ある壷阪寺での公演であることから、多くの方に興
味を持っていただき、観覧応募数は定員を大きく上
回るものでした。
人形浄瑠璃「壺坂観音霊験記」は、壷阪寺に古く
から伝わる夫婦愛を描いた物語で、人を愛すること
の大切さを思い出させてくれる名作です。人形浄瑠
璃の魅力は、表現豊かに操られる人形と観客を引き
込む義太夫の浄瑠璃ですが、本公演は観客と特設舞
台との距離が近かったことで臨場感が増し、迫力あ
る素晴らしい舞台となりました。クライマックスで
は、出演者の熱のこもった演技で会場は感動に包ま
れ、観客が文楽に親しみ、楽しむ良い機会となりま
した。公演中に字幕を表示したことは、耳が聞こえ
にくい方や人形浄瑠璃に馴染みの薄い方も物語をよ

り深く理解するための一助となりました。
会場となった壷阪寺の本堂横手には、物語に出て
くる「お里」と「沢市」が身を投げたと言い伝えら
れている「投身の谷」があり、文楽公演後には、そ
の場所を実際に見学し、解説を聞くことができる
ワークショップを開催しました。感動的な文楽公演
を観覧した後の見学ということもあり、物語の余韻
にひたりながらゆかりの地を楽しんでいただくこと
ができました。
【 プログラム】
13：30 開会（主催者挨拶・壷阪寺住職講話・文楽
あらすじ解説）
14：00 開演（公益財団法人文楽協会）
15：20 終演・閉会挨拶
15：30 物語ゆかりの地（投身の谷）を見学する
ワークショップ
【 主催 】
文化庁、奈良県、奈良県教育委員会、第 32 回国民文化祭
奈良県実行委員会、第 17 回全国障害者芸術・文化祭実行
委員会、高取町、高取町教育委員会、第 32 回国民文化祭・
第 17 回障害者芸術文化祭高取町実行委員会
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相撲甚句の集い～葛城場所～

開 催 日：2017年10月8日
（日）

開催場所：葛城市相撲館「けはや座」

音
楽
舞
踊
美 術
生活文化

● 実施状況
たいまのけはや

文
芸
伝統文化

【 出 演 団 体】
一般社団法人大阪相撲甚句会（大阪府）／関西相撲甚句会

歴史文化

（兵庫県）
／どすこい！名古屋緑春会
（愛知県）
／雷電松江相
撲甚句会
（島根県）
／大和すくね相撲甚句会
（奈良県桜井市）
／平城山相撲甚句会（奈良県奈良市）／津市相撲甚句会
（三
重県）
／けはや相撲甚句会
（奈良県葛城市）
／たにまち相撲甚
句会
（大阪府）
／伊賀上野相撲甚句会
（三重県）
／立野野見宿
禰顕彰会
（兵庫県）
／なにわみをつくし相撲甚句会
（大阪府）

文化一般

相撲の起源は、日本書紀に書かれている當麻蹶速
のみのすくね
と野見宿禰による対決と言われており、その當麻蹶速
の出身地が葛城市であると伝わっています。本祭典で
は、本場所と同サイズの土俵がある葛城市相撲館「け
はや座」で相撲甚句を披露しました。
當麻蹶速の対決相手だった野見宿禰のゆかりの地
である島根県などをはじめ、全国から12 団体が集ま
り、それぞれのご当地甚句を披露しました。葛城市を
中心に活躍する「けはや相撲甚句会」は、
「日本文化
の源流を探る」
、
「障害のある人とない人の絆を強く」
など、今回の「第 32 回国民文化祭・なら 2017」
「第
17 回全国障害者芸術・文化祭なら大会」のテーマに
即した甚句を披露し、会場を盛り上げました。
講演会では、田子ノ浦親方を講師に迎え、
「けはや座」
で合宿をしたときのエピソードをはじめとした相撲に関
する様々なお話をしていただきました。また、
相撲字名手
の蜂谷緑氏による相撲字の実演披露や、佐渡ヶ嶽部屋
力士による初っ切りなどを行うとともに、館外ではちゃん
こ鍋などのグルメブースも出展し、
子供から大人まで幅
広い年代の方に楽しんでいただける内容となりました。

【 プログラム】
9:30 開会（寄せ太鼓・柝入れ・開会宣言）
9:35 甚句発表
11:40 開会式典（主催者挨拶・祝辞・甚句会紹介）
12:00 講演（田子ノ浦親方）
12:30 初っ切り
（佐渡ヶ嶽部屋）
13:00 甚句教室 飛び入りコーナー
13:20 甚句発表
16:20 閉会（当地興行・手締め・はね太鼓）

【 主催 】
文化庁、
奈良県、
奈良県教育委員会、
第32回国民文化祭奈良県
実行委員会、第17回全国障害者芸術・文化祭実行委員会、葛城
市、葛城市教育委員会、第32回国民文化祭葛城市実行委員会
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かわにし ArtFestival 結
～結崎能・かわにし Art 展～

開 催 日：結崎能：2017年10月8日
（日）
・9日（月・祝）

かわにしArt展：2017年10月2日（月）～9日（月・祝）
開催場所：川西文化会館
音
楽
舞 踊
美 術
生活文化
● 実施状況

文 芸
伝統文化
歴史文化
文化一般
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川西町の寺川沿いにある「面塚」には、古くから「空
から翁の面と葱が降ってきた」という観世流能楽発
祥の伝承が残っています。この観世流能楽発祥の地
である川西町結崎において、二十六世観世宗家の観
世清和師と和泉流狂言方の野村萬斎師による「翁」
の競演を行いました。観世宗家に伝わる翁面（白色・
本面・弥勒作・重要文化財）を使用しての、まさに「翁
面の里帰り」ともいえる公演であり、当日は全国か
ら多くの方にご来場いただきました。
プレイベント「なるほど、納得！はじめての能楽」
では、能についての解説や、仕舞・楽器・謡を体験
するワークショップ、地元で活動する団体や小学生
による発表を行いました。参加者が上手に鼓の音を
響かせたときには、会場全体で拍手が起こるなど和
気あいあいとした雰囲気の中、最後は来場者全員で
「高砂」を謡い、大好評のうちに終えました。
2009 年にユネスコ無形文化遺産に登録された日
本の伝統文化である能楽の魅力や素晴らしさを発信
することができました。
また、
「こころとこころを結ぶ」をテーマに、障

害者作品展「かわにし Art 展」を 10 月 2 日から 8
日間にわたり開催しました。個性豊かな作品の数々
を多くの方々にご覧いただくことができました。
【 プログラム】
◇10月8日（日）なるほど、納得！はじめての能楽
能楽解説・所作・楽器・謡体験
能楽発表 川西小学校児童有志・結崎観世会・
子ども能楽講座生・気楽に謡う会
◇10月9日（月･祝）結崎能
能公演 「翁」
「 土蜘蛛」
仕舞
「高砂」
「 羽衣」
「 山姥」
◇10月2日（月）～9日（月･祝）かわにしArt展
川西町 LD 研究会／ワークショップそら／ NPO 法人
桜実／川西町社会福祉協議会／川西小学校ひまわり
学級／奈良県立二階堂養護学校／奈良県立ろう学校
【 主催 】
文化庁、奈良県、奈良県教育委員会、第 32 回国民文化祭
奈良県実行委員会、第 17 回全国障害者芸術・文化祭実行
委員会、川西町、川西町教育委員会、
「第 32 回国民文化
祭・なら 2017」
「第 17 回全国障害者芸術・文化祭なら大会」
川西町実行委員会
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田原本の能

開 催 日：10月9日
（月・祝）

開催場所：田原本青垣生涯学習センター

音
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● 実施状況

芸
伝統文化

佐藤俊之 ･ 菊ふじ明歌
金春流能楽師 金春穂高
金春流能楽師 金春穂高
廣瀬季威

歴史文化

【 プログラム】
（第 1 部）
謡曲と琴のコラボレーション
講話「五番立て能について」
謡の体験「野守」の一節
講話「田原本の能」
（第 2 部）
大蔵流狂言「棒縛り」
金春流能 「野守」

文
文化一般

田原本町は「能」に縁のあるお寺や地名が現在も
数多く残っており、「能」と歴史的に深い関係があ
る地です。そこで本町は「能文化」をテーマに、
「能」
を身近に、そしてその魅力を感じていただく機会と
して「田原本の能」を開催しました。
第１部では、始めに謡曲と箏のコラボレーション
で「鶴亀」をご覧いただきました。続いて金春流能
楽師の金春穂高師により、能面を中心とした講話と、
能「野守（のもり）」の一節を会場の皆様と唱和す
る「謡（うたい）」を指導いただきました。金春師
によるユーモアあふれるわかりやすいお話で、参加
者は楽しみながら能について学ぶことができました。
最後に「田原本郷土史」の著者でもある廣瀬季威
氏により観阿弥・世阿弥親子と田原本町との関係に
ついて講演いただきました。田原本町における能の
歴史的な展開を知る上で大変興味深い内容でした。
第２部は、狂言「棒縛り」と能「野守」の公演を
行いました。「棒縛り」の召使い同士や主人とのユー
モラスな掛け合いは会場をわかせ、第１部で「謡」
の体験をした金春流能「野守」では迫力のある素晴

らしい演技が披露され、観客は熱心に鑑賞されてい
ました。
謡曲と箏の共演、能についての講話、全員が参加
できる「謡」、そして能公演により、本町と能との
つながりを再確認することができました。また、当
日は多くの方にお越しいただき、「能」への関心を
深め、若い世代への継承に良い機会となりました。

【 主催 】
文化庁、奈良県、奈良県教育委員会、第 32 回国民文化祭
奈良県実行委員会、田原本町、田原本町教育委員会、第
32 回国民文化祭田原本町実行委員会
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奈良市（ならし）
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ピアノと能の響演

開 催 日：2017年10月14日
（土）

開催場所：奈良春日野国際フォーラム甍～I・RA・KA

～

音
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美 術
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● 実施状況

文 芸
伝統文化
歴史文化
文化一般
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南都攻めの大将平重衡の苦悩と葛藤を描いた、幻
の復曲能「重衡」、その見所の一つ「奈良の名所教え」
は奈良の仏閣や景色を大変美しく描き出しています。
本公演では、その情景・登場人物の心情をピアノで
表現し、観世流シテ方人間国宝の大槻文藏師はじめ、
能楽師・共演者、さらに特別ゲスト水谷川優子氏の
協力を得て、異なるジャンルのアーティストによる
響演を行いました。日本古来の伝統芸能である能に
ピアノが加わることで来場者の方々も親しみやすく、
能とピアノで表現される新たな芸術を存分に楽しん
でいただくことができました。
また、参加者が紙の能面をつけて謡を体験する
ワークショップも行いました。能楽師の指導のもと、
普段は触れる機会が少ない能の世界を身近に感じて
いただく貴重な機会となりました。
「重衡」という演目は演じられる機会が少ないた
め、地元奈良の方はもとより、遠方からも沢山の方々
に来場いただきました。また、ワークショップに参
加され初めて能に触れた方々からも大変素晴らしい
という感想を頂くことができました。今回の公演で

は、能とピアノの響演という新たな芸術・文化をこ
こ奈良の地から発信することができました。
【 プログラム】
「八重桜」
（和歌：伊勢大輔、作曲：榊原明子）
出演：榊原明子（ピアノ）、朴魯相（テグム）、都築由美（朗読）
「ちんちん千鳥」
（作詞：北原白秋、作曲：近衛秀麿）
出演：水谷川優子（チェロ）
、榊原明子（ピアノ）
「BUNRAKU」
（作曲：黛敏郎）
出演：水谷川優子（チェロ）
能楽ワークショップ
謡「重衡」及び能面体験（講師：齊藤信輔）
ピアノと能の響演「重衡」
（能：観世元雅伝、作曲：榊原明子）
出演：大槻文藏（シテ）
、寺澤幸祐（ワキ）
、大槻裕一
（地謡）
、久田舜一郎（小鼓）
、榊原明子
（ピアノ・
作曲）
、伊藤えり（笙）
、水谷川優子（チェロ）
総合プロデュース：菊池孝
音楽監督：榊原明子
【 主催 】
文化庁、奈良県、奈良県教育委員会、第32 回国民文化祭奈良
県実行委員会、奈良市、奈良市教育委員会、第32 回国民文化
祭奈良市実行委員会、
ピアノで奈良を奏でる会
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大和郡山市（やまとこおりやまし）
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太鼓の祭典

開 催 日：2017年10月15日
（日）
開催場所： DMG

MORI やまと郡山城ホール
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● 実施状況

文
芸

【 プログラム】
オープニング演奏 奈良県太鼓連盟合同チーム
挨拶 奈良県知事 荒井 正吾
大和郡山市長 上田 清
大和郡山市議会副議長 吉川 幸喜

伝統文化

公益財団法人日本太鼓財団 副会長 長谷川 義
第1部 19団体
第2部 14団体
第3部 12団体
（内特別出演団体 5団体）
フィナーレ
（3本締め）

歴史文化
文化一般

全国各地で様々な歴史や地域文化と共に育まれた
「太鼓」は、躍動感あふれる鼓動で人々を魅了して
きました。
今大会は「ドンと響け！おらが郷（ふるさと）の
音と心意気！」をサブテーマに、全国各地の勇壮な
太鼓の響演を行いました。国内のみならず海外から
の出演もあり、公募団体として 40 団体、特別出演
団体として 5 団体が出演しました。オープニング
では奈良県太鼓連盟合同チームによる演奏で会場を
盛り上げました。当日はあいにくの雨模様でしたが、
開場前から熱心な太鼓ファンが詰めかけ、約 7 時
間に及ぶ出演団体の演奏を心ゆくまで堪能していた
だきました。最後は、全出演団体による 3 本締め
を行い、太鼓の祭典の成功を祝いました。
太鼓体験コーナーでは、来場者に大太鼓を打つ体
験をしてもらい、太鼓展示会場では、太鼓の歴史や
製造工程などを展示し、太鼓についての知識を深め
ていただきました。
また、当市商工会等の協力により野菜やそうめん、
焼き菓子などを販売し、来場者に当市の特産品を楽

しんでいただきました。
来場者には各地を代表する太鼓の演奏を一度に鑑
賞できる貴重な機会であり、また出演した太鼓チー
ムにとっては、一同に介して演奏を行うことで互い
の刺激になりました。

【 主催 】
文化庁、奈良県、奈良県教育委員会、第32回国民文化祭奈
良県実行委員会、第17回全国障害者芸術・文化祭実行委
員会、大和郡山市、大和郡山市教育委員会、第32回国民文
化祭大和郡山市実行委員会、公益財団法人日本太鼓財団
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曽爾村（そにむら）

「曽爾の獅子舞」～ 300 年続く伝統芸能～

56

開 催 日：2017年10月15日
（日）
開催場所：曽爾村ふれあいホール

音
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● 実施状況

文 芸
伝統文化
歴史文化
文化一般
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「曽爾の獅子舞」は、本年、継承 300 年を迎えます。
享保 3 年（1718 年）に五穀豊穣と安全祈願のた
め神前に奉納したのが始まりといわれ、昭和 54 年
には伝統及び芸術性の高さが評価され「奈良県無形
民俗文化財」に指定されました。現在は、3 大字（長
野・今井・伊賀見）が獅子舞を継承していますが、
近年の人口減少や過疎化の進行による後継者不足が
大きな課題となっています。
このような中、曽爾中学校では総合的な学習の時
間に郷土芸能としての「曽爾の獅子舞」を取り入れて
おり、村をあげて後継者の育成に努めています。今
回のオープニングでは、大勢の皆様の前でその成果
を披露することができました。記念講演では、奈良
民俗文化研究所代表の鹿谷勲氏から、
「獅子神楽の
伝承」と題してのお話を頂き、獅子舞伝承に関わる
歴史や経緯について理解を深めることができました。
また、今回の国民文化祭を通して近隣市村の獅子
神楽保存会との共演が実現し、意見交換や交流の機
会を持つことができました。伝統芸能のすばらしさ
を互いに再認識するとともに、県内外の多くの方か

ら絶賛の声を頂いたことで、更なる継承への気運を
高め合うことができたと思います。
本祭典に合わせ、外国人観光客ツアーにも来村い
ただき、曽爾の伝統芸能を海外へ発信するという大
きな成果も得ることができました。
【 プログラム】
10:00 オープニング 獅子舞演舞「曽爾中学校」
10:50 記念講演「獅子神楽の伝承」
奈良民俗文化研究所 代表 鹿谷勲 氏
11:30 獅子舞演舞
長野奉舞会
（曽爾村）、
神波多神社神楽保存
会（山添村）、今井奉舞会（曽爾村）、南町神
事講獅子神楽保存会（三重県名張市）、伊賀
見奉舞会（曽爾村）
15:20 授与式（奈良県知事賞、曽爾村長感謝状、
第 32 回国民文化祭曽爾村実行委員会会長
感謝状）
【 主催 】
文化庁、奈良県、奈良県教育委員会、第32 回国民文化祭奈良県
実行委員会、第17 回全国障害者芸術・文化祭実行委員会、
曽爾
村、
曽爾村教育委員会、第32 回国民文化祭曽爾村実行委員会
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日本舞踊の祭典

開 催 日：2017年10月22日
（日）
開催場所：奈良県文化会館
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【 出 演 団 体】
特別出演 井上八千代 地歌「長刀八島」
奈良県からの出演
日本舞踊協会関西支部奈良ブロック
創作舞踊「聖徳太子伝」
全国各地からの出演（21団体）

伝統文化
歴史文化

北海道、青森県、秋田県、宮城県、栃木県、群馬県、
茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、長野県、静岡県、
京都府、滋賀県、岡山県、徳島県、高知県、大分県、
長崎県、鹿児島県、日本舞踊協会関西支部（大阪府）

文化一般

第 32 回国民文化祭・なら 2017「日本舞踊の祭典
～踊ろう まほろば 古都ならで～」では、北は北海道
から南は鹿児島まで、全国各地より流派を問わず 23
団体の舞踊家が集い、多様な演目を発表しました。
当日は、台風の接近という生憎の天候でしたが、570
名の多くの皆様にお越しいただくことができました。
全国から舞踊家が集まる本祭典は、地方独特の演
目も含めた各地の舞踊を直接見ることができ、人間国
宝の井上八千代氏に舞踊をご披露いただくなど、伝
統ある日本舞踊の魅力を多くの方々に伝える良い機会
となりました。
地元の奈良県からは、事前のワークショップで舞台
稽古を積んだ方々が、奈良にゆかりの聖徳太子の生
涯を描く作品創作舞踊
「聖徳太子伝」を発表しました。
出演者の中には、一般公募した子供たち（幼児～高
校生）も含まれており、舞台稽古を積む中でこれから
の日本舞踊を担う世代に日本舞踊の楽しさを伝えると
ともに、伝統文化の次代の担い手を育成する契機とな
りました。
今回の「日本舞踊の祭典」の開催では、各地の出

演者の皆様に加え、若い世代の方々も含めた幅広い
世代で交流を図り、参加者全員で楽しむことができま
した。また、日本舞踊を通して日本文化を誇りに、大
切にしていく思いを共有することができる意義のある
祭典になりました。

【 主催 】
文化庁、奈良県、奈良県教育委員会、第 32 回国民文化祭
奈良県実行委員会、奈良市、奈良市教育委員会、第32 回
国民文化祭奈良市実行委員会、
（公社）
日本舞踊協会、
（公社）
日本舞踊協会関西支部奈良ブロック
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山添村（やまぞえむら）
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歴史と文化の集い in 山添村

開 催 日：2017年10月29日
（日）～11月19日（日）
開催場所：山添村ふるさとセンター
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歴史や文化・芸能の継承が難しくなる中、いかに
伝え残していくのか、この機会に伝統の継承につい
て考え、今後の活動が活気づくようにと願い、
「歴
史と文化の集い in 山添村」を開催しました。10月
29日から11月19日まで開催された祭典には、延べ
1,000名が参加し、山添村の伝統を体感しました。
オープニングセレモニー「山添伝統芸能の祭典」で
は、山添村の歴史・伝統・文化を堪能しました。記念公
演では島根県浜田市の後野神楽社中が「石見神楽」を
披露し、迫力満点の演舞に観客全員が圧倒されました。
また、会場内では山添村ならではの食品の販売、写真
コンテストの優秀作品や芸術作品の展示、茶のもて
なしが行われ、来場者は存分に楽しんでおられました。
クロージングセレモニー「伝統文化こどもフェスティ
バル」では、伝統文化子ども教室による発表や山添村
立小中学校児童生徒による合唱・演奏、まつぼっくり
少年少女合唱団と代表の荒井敦子さんによる記念公
演を行い、最後は山添音頭で締めくくりました。会場
内には、児童が作成した生け花や書道作品、障害者芸
術作品も展示し、来場者は熱心に見入っていました。

【 プログラム】
山添伝統芸能の祭典（10月29日）
9:00 菅生春楽社「翁」、開会挨拶、写真表彰式など
10:00 パネルディスカッション
11:20 菅生おかげ踊り保存会
11:40 神波多神社獅子神楽保存会
12:20 大和高原太陽の家「わのわのわ」with
ディジュマカ and 山添コーラス
12:40 山添村文化協会演芸部門 7団体
14:25 特別記念公演 石見神楽 後野神楽社中
15:45 閉会挨拶
伝統文化こどもフェスティバル（11月19日）
12:00 開会式 小学生合唱、中学校吹奏楽部演奏など
12:45 山添伝統文化こども教室の発表 御殿万歳
こども狂言、ふるさと民話、書道教室、わらべうた
14:30 記念公演 まつぼっくり少年少女合唱団
15:25 山添音頭

【 主催 】
文化庁、
奈良県、
奈良県教育委員会、
第32回国民文化祭奈良県
実行委員会、第17回全国障害者芸術・文化祭実行委員会、
山添
村、
山添村教育委員会、
第32回国民文化祭山添村実行委員会

