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第三 十四回（平成 二十一
年度）全民連総会が去る七
月二十三日（木）
・二十四日
（金）の二日間、福島県南
相馬市にて開催されまし

れ、いずれも原案どおり承認

ついて説明及び審議が行わ

長を議長に選出し、各議案に

続いて青木南相馬市教育

生懸命踊る姿に会場から温

た。あどけない子供たちが一

の田植踊り」を鑑賞しまし

能「下町子供手踊り」
「村上

その後、南相馬市の民俗芸

ら提案があり満場一致で採

物館を見学し南相馬の歴史

鑑賞のあとは南相馬市博

かい拍手が送られました。

されました。
議

た。会場となりましたホテ
ルラフィーヌには全国から
・平成二十年度事業報告

案

四十八名の参加者が訪れま
・平成二十年度収支決算報告

択し、総会は無事に終了しま

や文化を学びました。そして

副会長（岡山県笠岡市長）か

大会決議については高木

加を呼びかけられました。

紹介、そして次期総会への参

工課・今野参事より羽後町の

た。羽後町を代表して企画商

田県羽後町が承認されまし

次期開催地については、秋

・その他（報告）

・大会決議

・平成二十二年度総会開催地

・平成二十一年度収支予算

・平成二十一年度事業計画

・役員改選

した。
総会に先立ち、二十三日十
三時から平成二十一年度第
一回役員会が開かれました。
その後、十三時四十五分か
ら第三十四回全民連総会が
開かれました。

はじめに全民連会長であ

した。

十八時から情報交換会を行

ります坂本健板橋区長より
挨拶がありました。続いて南

でお忙しいなか渡辺南相馬

い親交を深めました。野馬追
教育委員長大石力彌様より
歓迎のお言葉をいただきま
した。
次に来賓として文化庁伝
統文化課文化財調査官吉田
純子様よりご祝辞をいただ
きました。

ました（次頁参照）
。

して相馬野馬追見学をしま

翌二十四日は視察研修と

盛り上がりました。

に参加いただき会場は一層

市長や中ノ郷螺役の皆さん

全民連総会の様子

東京都板橋区板橋二丁目 66 番 1 号

全民連だより
All Japan Municipality Federation

下町子供手踊り
村上の田植踊り

相馬市議会議長小林チイ様、

坂本全民連会長挨拶
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第３４回全民連総会南相馬大会開催
平 成 ２１年 度 は“相 馬 野 馬 追 のまち”福 島 県 南 相 馬 市 で開 催 されました

南相馬市の皆様にはあたた

かいとおもてなしで歓迎して

いただきとても感謝しており

ます。おかげさまで今年も盛会

のうちに終了することができ

ました。

ありがとうございました。
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〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃
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理事

〃
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みやま市（福岡） 西原 親

まんのう町（香川）栗田 隆義

庄原市（広島）

大阪市（大阪）

曽爾村（奈良）

京都市（京都）

東栄町（愛知）

金沢市（石川）

富山市（富山）

鷲宮町（埼玉）

北上市（岩手）

本巣市（岐阜）

笠岡市（岡山）

平松 邦夫

岡田 泰昌

門川 大作

森田 昭夫

山出 保

森

二本松市（福島） 三保 恵一

仙台市（宮城）

滝口 季彦

三浦市（神奈川） 吉田 英男

副会長 花巻市（岩手）

会長

高千穂町（宮崎） 内倉 信吾

八女市（福岡）

椎葉 晃充

奥山 恵美子

伊藤 彬

藤原 勉

高木 直矢

大石 満雄

坂本 健

市区町村長名

〃

椎葉村（宮崎）

仲川 げん

板橋区（東京）

〃

奈良市（奈良）

清水 泰

三田村 統之

雅志

本多 健治

監事

焼津市（静岡）

（平成二十一年九月一日現在）

事務局 板橋区（東京）文化・国際交流課

文化庁 伝統文化課

〃

役職 市区町村（都府県）

平成二十一～二十二年度全民連役員

博物館見学

全 民 連 だ よ り

（２）

冑 競

馬

総会二日目は視察研修として相馬野馬

甲

追（国指定重要無形民俗文化財）を見学し

勇壮 相馬野馬追

ました。「武者行列」では騎馬武者の威風

列

堂々とした姿を間近で拝見し、
「甲冑競馬」

者 行

「神旗争奪戦」では人と馬の迫力ある競演

武

を楽しむ事ができました。総会は二日で終

奪 戦

了でしたが、希望者は南相馬市の職員の

旗 争

方々のご案内で三日目の「野馬懸」を見学

しました。

神

野馬懸（騎馬武者達が野馬を小高神社境内に追い込み、白衣姿の御小人と呼
ばれる人達が素手で捕え、神前に奉納する）

加盟市区町村の紹介コーナー（１）

長崎県長崎市

住吉コッコデショ

長崎市には、1 件の指定無形文化財と国

また、長崎くんちとは、直接つながりの

指定を含む約 60 件の無形民俗文化財が現

ない民俗芸能も数多くあります。それらは

在も継承されています。

主に、市の周辺部の元佐賀藩や大村藩の領

そのうち『長崎くんち奉納踊』は、昭和

内であった農・漁業が主な産業であった地

54 年 2 月 3 日に国指定重要無形文化財に指

域にあり、バラエティに富んだ民俗芸能が

定されており、
「長崎伝統芸能振興会」を組

保存継承されております。現在 51 団体が

織し、その保存継承に努力しております。

中尾獅子浮立と唐子踊り

なかでも最も多い芸能は肥前系統の浮立

この奉納踊は 77 の踊り町が 7 年に 1 巡で長

で 21 件もあり、日本の西端、外国との窓

崎くんちに奉納しておりました。町の再編

口の長崎といえども西九州地方の一部であ

成などで町名や町数は変わったり、出し物

ることを示しています。

が廃絶してしまいましたが、7 年 1 巡制は

獅子舞は 7 件あり、海外との接点として

今日も踏襲されていて、現在は 59 ヶ町の中

の長崎を象徴した中国風の踊りとなってい

から毎年 5～7 ヶ町が踊町となり奉納踊を

ます。5 件の龍踊と竹ン芸・明清楽なども

披露しています。

長崎ならではの芸能であります。

式見女角

長崎市郷土芸能保存協議会に所属し、協議

そのほか、飾りそうめんは、たいへん珍し

会が主催する長崎郷土芸能大会（毎年 9 月

いもので、口説き調の盆踊りやコッコデシ

開催）に数団体づつ出演し、保存継承に努

ョなど地域性を反映した特色ある芸能が

めています。

20 件ほどもあります。

郷土芸能保存協議会所属の民俗芸能は、

なお、これらの芸能の多くは今では、そ

異国情緒豊かなものから日本独特の農耕儀

れぞれの地域の神社の祭り（これを『里く

礼に係るものまで様々であり、ほとんどが

んち』と呼んでいます）に奉納されており

百年以上の伝統を持ったものばかりです。

ます。

全 民 連 だ よ り

（３）

第三十五回 全民連総会

～緑と踊りと雪の町～

秋田県羽後町で開催します

羽後町の民俗芸能といえば西馬音内

皆様方のご参加お待ちしています

第三十四回全民連総会におきまして

加盟市区町村の紹介コーナー（２）

第三十五回（平成二十二年度）の全民 盆踊り（国指定重要無形民俗文化財）

ＪＲ湯沢駅からタクシー・バスで羽後町へ

連総会の開催地が秋田県羽後町に決定 が全国的に有名ですが、他にも猿倉人

ＪＲ新庄駅→（奥羽本線下り）→ＪＲ湯沢駅

いたしました。秋田県での開催は第二 形芝居や仙道番楽（いずれも県指定重

山形新幹線つばさ・・・ＪＲ福島駅→（つばさ）→

十四回（平成十一年度）の角館町（現・ 要無形民俗文化財）など様々な民俗芸

→ＪＲ大曲駅→（奥羽本線上り）→ＪＲ湯沢駅

能が伝えられています。

秋田新幹線こまち・・・ＪＲ秋田駅・盛岡駅→（こまち）

仙北市）以来２回目となります。

飛行機・・秋田空港→（リムジンバス）→ＪＲ秋田駅

総会の時期は平成二十二年五月下旬

羽後町へのアクセス

羽後町は秋田県南部に位置し、横手

さい。

猿倉人形芝居

仙道番楽

市・湯沢市・由利本荘市と隣接してい ～六月上旬を予定しています。皆様、

西馬音内盆踊り

ます。
「緑と踊りと雪の町」がキャッチ 羽後町の全民連総会へ是非お越しくだ

フレーズです。

羽後町

よこしばひかりまち

千葉県横芝 光 町

横芝光町は太平洋の波が洗う九十九里浜

す。しかしながら、本町においても民俗芸

出の山の地獄の光景を映した 4 段と、和尚

の中ほどに位置し、平成 18 年 3 月に山武

能の継承が年々困難になってきて、上に挙

道行、墓参、和尚物語の広済寺縁起譚の 3

郡横芝町と匝瑳郡光町が合併して新しくで

げた中にも数年前から演じられなくなっ

段の合計 7 段からなっています。しかし、

きた町です。町の中央を流れる栗山川は、

たり、すでに廃れてしまったものも多々あ

今日では地獄の前 4 段のみが、毎年旧盆が

かつて旧両町の境であったと同時に、上

ります。そこで町では、現在も定期的に演

あける 8 月 16 日に広済寺施餓鬼会の後に

総・下総の国境でもありました。そのため

じられている民俗芸能を支援するため、指

上演されています。これは地獄に落ちた亡

川を挟んで文化・習慣の違う面を指摘され

定、無指定にかかわらず各保存会に活動を

者が恐ろしい鬼の責苦に遭う様を、観客に

ますが、同じ九十九里文化を有していると

支援するため、町独自で補助金を毎年交付

見せることによって、仏教の因果応報を説

いうことから、さまざまなところで共通性

しています。また、多くの観客に来てもら

き、その信仰を深めることのみによって救

も見られます。その共通性を民俗芸能で見

うため、町広報をはじめ、メディアを通じ

われることを、わかりやすく伝えたもので

ることができます。

ての広報活動や、上演に際して町民ボラン

あるといわれています。おそらく中世の新

ティアの支援も得ています。

仏教が庶民に浸透したときに始まったと思

鬼来迎釜入りの場面

鬼来迎賽の河原の場面

われ、縁起譚から推定すると鎌倉後期から
室町前期ころと推定され、利根川下流域に
広まったといわれますが、現在は本町の広
済寺のみに残っています。
この鬼来迎、残暑厳しい 8 月 16 日に行
われますが、毎年町内外から多くの観客が
訪れ、普段静かな農村にこの日 1 日だけは

横芝光町の民俗芸能は、国指定重要無形

賑やかになります。その多くの観客に心地

民俗文化財になっている「鬼来迎」がまず

その中で最も際立っている民俗芸能が、

よく見てもらうため、昨年から町とふるさ

挙げられ、町指定では神楽や梯子獅子など

虫生地区広済寺境内で行われる「鬼来迎」

と歴史ロマン研究会のボランティア協力を

4 件、無指定でも里神楽など 2 件があり、

です。鬼来迎は他の神楽などとは異なり、

得て、簡単な客席の設営を始めました。今

この地域が九十九里平野の中にあって純農

全国的にも珍しい仏教劇であるところか

後、このようにボランティアの協力を得な

村地帯であるところから、五穀豊穣と災害

ら、昭和 51 年に国指定になっています。

がら、町全体で民俗芸能が絶えないよう、

退散を祈願した民俗芸能が多いと思われま

その内容は大序、賽の河原、釜入り、死

その活動への支援を推進しています。

全民連関連事業
【
㈶日本青年館と共催】

○第五十九回全国民俗芸能大会
北から南から 発見！日本の文化遺産
十一月二十一日 土( )
日本青年館大ホール 十三時～
演目「盛岡の法領田獅子踊り」

十月十八日 日
( )群馬県前橋市
ベイシア文化ホール（群馬県民会館）
静岡市立峰山小学校体育館

十一月二十二日（日）静岡県静岡市葵区

関東ブロック

開会十二時三十分～

問・静岡県教育委員会文化課

○第十四回静岡県民芸能フェスティバ
ル「第六回夜っぴとい神楽」

問・群馬県教育委員会文化財保護課

℡〇五四（二二一）三一五七

℡〇五四（二二一）二九〇六

ンター「グランシップ」海（大ホール）

静岡市・静岡県コンベンションアーツセ

十月三十一日（土）・十一月一日（日）

（第２４回国民文化祭静岡県実行委員会主催）

○ふじのくに伝統文化フェスティバル

第二十四回国民文化祭・
しずおか２００９

℡〇二七（二二六）四六八四

近畿 東･海 北･陸ブロック
十一月十五日 日( )兵庫県豊岡市
出石永楽館 開会十二時～

法領田獅子踊り保存会

岩手県盛岡市乙部

問・兵庫県教育委員会文化財室

佐原囃子保存会

中国 四･国ブロック

℡〇七八（三六二）三七八三

「下総の佐原囃子」
千葉県香取市佐原

吉谷正月祭保存会

「伊豆大島吉谷神社正月祭の芸能」
東京都大島町元町

十一月八日 日
( )愛媛県松山市
ひめぎんホール 開会十二時三十分～

～市区町村民俗芸能・文化財担当者様へ～

全民連にぜひご加入ください

○全民連では第 36 回以降の総会開催地、及びご当地の民俗芸能を紹介した記

「出雲の奥飯石神楽」

ことを心よりお祈り申し上げます。

○フランス民族舞踊と伊豆の伝統芸能の祭

○この秋も全民連関連事業が各地で催されます。どの催しも御盛会であります

問・愛媛県教育委員会文化財保護課

民連関連事業」の内容を増やして４ページで作成し、発行部数を増やしました。

奥飯石神楽保存会

○第６２号は全民連をもっと知っていただくため「市区町村紹介コーナー」「全

全国各地域の歴史・風土の中で育まれ
てきた民 俗 芸 能 は、私 たちの「心 のふる
さと」であり、生 活に密 着した伝統的な
文化です。しかし現在「後継者不足」「民
俗芸能の意識の低下」など各地で様々な
問題を抱えています。全民連はこの「心の
ふるさと」を喪失することのないように、
民俗芸能に関する催しの協賛・後援活動
をはじめ各種事業を通して、民俗芸能の
保存振 興のために努めています 。ご当地
の民俗芸能の振興・市区町村相互の情報
の共有の為にもこの機会にぜひ全民連に
ご加入ください。

事務局通信

典（河津町主催）

今後共宜しくお願い致します。

℡〇八九（九一二）二九七六

全民連参与 文化庁伝統文化課文化財管理指導官 土居孝一様

十一月一日（日）
・二日（月）
リー」

独立法人日本芸術文化振興会理事長 茂木賢三郎様

九州ブロック
十月二十五日 日( )熊本県宇城市
宇城市松橋総合体育文化センター

℡〇五五八（三四）一一一七

河津町・河津バガテル公園「オランジェ

「ウイングまつばせ」文化ホール

○田遊びの祭典（焼津市主催）
十一月八日（日）

開場十二時三十分 開会十三時～
問・熊本県教育庁文化課

焼津市・大井川文化会館「ミュージコ」
℡〇五四（六六二）〇五一三

℡〇九六（三三三）二七〇五
【
後援】
（
十月以降開催分）

十月二十五日（日）
・二十六日（月）

○神楽フェスティバル（川根本町主催）
十月三十一日（土）
・十一月一日（日）

川根本町・本川根小学校、大井神社

○はやちね全国神楽祭
岩手県花巻市 花巻市総合体育館

℡〇五四七（五九）三一〇六

℡〇五三（五七六）四五六〇

十一月八日（日）湖西市・湖西市民会館

十一月一日（日）浜松市・開明座

○農村歌舞伎まつり（浜松市・湖西市主催）

問・はやちね全国神楽実行委員会事務局
℡〇一九八（二四）二一一一

○第十二回全国獅子舞フェスティバ
ル・白山 市
十月十日（土）
・十一日（日）

全民連顧問 文化庁伝統文化課長 白間竜一郎様

島根県飯南町八神

十月十八日 日( )岩手県北上市
北上市文化交流センターさくらホール

石川県白山市

十月二十四日（土）
・二十五日（日）

○お囃子の祭典（富士宮市主催）

開場九時 開会九時三十分～

館」・市民工房うるわし

パーク獅子吼「ふれあい

問・岩手県教育委員会生涯学習文化課

富士山本宮浅間神社境内・神田大通り
℡〇五四四（二二）一一八七

全民連新顧問・新参与のご紹介

問・㈶日本青年館
℡〇三（三四七五）二五五〇

【
協賛】

（岩手県北上市）

○第五十一回ブロック別民俗芸能大会
北海道 東･北ブロック

和賀の大乗神楽

問・㈳全日本郷土芸能協会
℡〇一九（六二九）六一八二

℡〇三（三五八三）八二九〇

連絡先：全民連事務局０３（３５７９）２０１８

事を随時募集しています。

第５８回全国民俗芸能大会

（４）
全 民 連 だ よ り
平成 2１年 9 月 30 日

