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第１号議案 平成２８年度 事業報告 
（平成２８年４月１日より平成２９年３月３１日迄） 

 

１．郷土芸能に関する発表会の開催 

（１）かながわ伝統芸能祭「地芝居２０１７」：平成２９年３月５日（日） 

神奈川県事業として「神奈川県立青少年センターホール」において開催され、その舞台制作を行った。 

＜出演・演目＞ 

○乙女文楽 （川崎市中原区） 「二人三番叟」 

○横浜市立和泉小学校“和泉っ子歌舞伎”（横浜市泉区）「白浪五人男―稲瀬川勢揃いの場」 

○歌舞伎レクチャー 「義太夫とは？」 

○大谷芸能保存会歌舞伎部会 （海老名市） 「絵本太功記十段目―尼ケ崎閑居の場」 

 

２．指導者、保存団体の育成 

○東日本大震災・郷土芸能復興支援プロジェクト 

平成２３年３月１１日の東日本大震災によって甚大な被害を受けた岩手県、宮城県、福島県の東北３県を

中心に、被害を受けた郷土芸能の復興のための支援プロジェクト事業として、広く一般に支援金を募っ

た。 

 

３．情報の収集及び提供 

（１）情報収集及び提供 

ホームページは、平成２８年７月に更新した。 

 

（２）会報発行 

第８３号から第８６号まで発行した。 

○第８３号 平成２８年 ４月２５日 発行（２４頁） 

○第８４号 平成２８年 ７月２０日 発行（２４頁） 

○第８５号 平成２８年１０月２０日 発行（２４頁） 

○第８６号 平成２９年 １月２０日 発行（２４頁） 

 

（３）映像の収集と活用 

「郷土芸能ストリーム・ビデオライブ」 

郷土芸能を中心とした映像の上映会やディスカッションを通じて、日本全国の地域コミュニティと密接に結

びついている「郷土芸能」を若い世代を中心に発信し、郷土芸能に接する機会を広げることで、理解を深

めサポートする層の増進を図ることを目的として開催した。 

○第３２回「〝装束からみた芸能″～装束からみた芸能と、装束を通し受け継がれていく有形無形の

技・人の想い」（プレゼンター：綺陽装束研究所主宰、有識装束研究家 八條忠基氏） 

期日・場所：平成２８年 ５月１５日 １３時～１６時・綺陽装束研究所（東京都新宿区） 

○第３３回「知らなかったよ、こんな神楽があったなんて～マレの会、静岡沼津「河内の神楽」に出会う

～」（マレの会、河内の神楽保存会） 

期日・場所：平成２８年 ９月１４日 １９時～２１時・全郷芸事務所 

○第３４回「都市と農村をつなぐ芸能イベント～全国農協観光協会「民俗芸能と農村生活を考える会」 

～」（プレゼンター：（一社）全国農協観光協会 中村晴菜氏） 

期日・場所：平成２８年１１月９日 １９時～２１時・全郷芸事務所 

○第３５回「伝説と地域の人々～文学の視点から民俗を考える～」（プレゼンター：國學院大學大学院文

学研究科伝承文学コース前期１年 後藤若菜氏） 

期日・場所：平成２９年１月１９日 １９時～２１時・全郷芸事務所 

○第３６回「カセ鳥２０１７～寒中で水かけます～」（プレゼンター：中野区歴史民俗資料館学芸員 北河

直子氏） 

期日・場所：平成２９年３月１５日 １９時～２１時・全郷芸事務所 
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４．国際交流 

リオオリンピックの開催期間中にリオ市内のライブサイトステージにおける“東京オリンピック”と東日本大震災被

災地“東北”の復興と世界に向けた感謝のアピールを目的としたイベント「ＴＯＨＯＫＵ ＆ ＴＯＫＹＯ ｉｎ ＲＩＯ」

（東京都等が主催）が開催されることとなり、東京・東北の郷土芸能などが８月１６日（火）から２２日（月）の日程で

派遣された。東北からは、「鬼柳鬼剣舞」（岩手県北上市）と「じゃんがら念仏踊り」（福島県いわき市）、東京から

「江戸鳶木遣り」（東京都）他が参加した。全郷芸は、東京都とアーツカウンシル東京の要請を受け、東北の郷土

芸能２団体のアテンドならびに制作を行った。開催内容は以下のとおり。 

   □開催都市：ブラジル リオデジャネイロ 

   □派遣期間：平成２８年８月１６日（火）～２２日（月） 

   □派遣団体：鬼柳鬼剣舞保存会（岩手県北上市） 

      磐城じゃんがら彩志会（福島県いわき市） 

   □公演期日・会場： 

平成２８年８月１８日（木） リオ２０１６ライブサイト２会場で昼夜公演 

平成２８年８月１９日（金） ＴＯＫＹＯ ２０２０ジャパンハウス 

 

５．顕 彰 

６月１１日（土）の平成２８年度総会において、入会５年継続の団体会員４団体と、１０年継続の団体会員７団体に

感謝状を贈呈した。また、郷土芸能の保存振興に尽力された５名の個人に特別表彰を行った。 

 

６．調査研究 

文化庁平成２８年度「変容の危機にある無形の民俗文化財の記録作成の推進事業」報告書作成業務として愛媛

県南宇和郡愛南町の「増田の花取踊」について現地調査を行い、調査報告書を作成した。 

 

７．郷土芸能の振興発展 

（１）ヒューマンセレブレーション 三陸国際芸術祭２０１６（サンフェス） 

東日本大震災で被災した三陸地方（青森、岩手、宮城）を軸に、郷土芸能を通して、被災地間そしてアジ

アとのネットワークを培っていくことにより、芸能を軸とした産業を生み出すことや、三陸地方を“芸術・芸能

特区”にすることも目的とした事業であり、主催はＮＰＯ法人ジャパン・コンテンポラリーダンス・ネットワーク

（以下ＪＣＤＮ）（京都府）。全郷芸は郷土芸能に関連した事業について共催した。 

☐主なプログラム（郷土芸能関連のみ） 

○「三陸国際芸術祭ｉｎ八戸」 

期日・場所：平成２８年８月１１日（木・祝）・青森県八戸市 三陸復興国立公園種差海岸 

出演：トブロン農楽団（韓国）、えんぶり（八戸市）、仰山流永浜鹿踊り（大船渡市） 

○「メインプログラム：東北三陸で、アジアの未来と出会う」 

期日・場所：平成２８年９月１０日（土）～１１日（日）・岩手県大船渡市 盛町界隈 

出演：フィリピン芸能、西パプア芸能、バロンダンス、ライオンダンス（香港）、浪板虎舞（気仙沼市）、

女川の獅子振り（女川町）、えんぶり (八戸市)、大槌虎舞協議会（大槌町）、コンテンポラリーダ

ンス（中西レモン、赤丸急上昇、ロスホコス） 

○「三陸国際芸術祭ｉｎ六本木アートナイト 獅子の系譜」 

期日・場所：平成２８年１０月２２日（土）・東京都港区・六本木ヒルズアリーナ 

出演：臼澤鹿子踊＆コンテンポラリーダンサー＆ガムラン楽団＆バロンダンスのコラボレーション作品 

 

（２）東京都羽村市平成２８年度「伝統文化交流事業 inゆとろぎ」 

羽村市・羽村市教育委員会主催の「伝統文化交流事業 inゆとろぎ」の事業として当協会が「石見神楽公演」

の制作協力の依頼を受け、「有福神楽保持者会」を招聘し神楽公演を行った。事業内容は以下のとおり。 

 ○期日：平成２９年１月１５日（日） 

 ○会場：羽村市生涯学習センターゆとろぎ大ホール 

 ○出演：有福神楽保持者会 
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平成２８年度事業報告の付属明細書 
 

１．役員等に関する事項（平成２９年３月３１日現在） 

 

＜理事＞  定数   １４人～２０人  ＜監事＞ 定数    ３人以内 

        任期   ２年          任期    ４年 

        現在数 常勤 ３人  非常勤 １４人        現在数  常勤 ０人  非常勤 ２人 

 

役職名 氏   名 常／非常勤 任期 現職名（元職名） 当初就任日 

理事長 中 嶋 春 洋 非常勤 平成27.6.13～29.6.12 元国際交流基金常務理事 平成 9.6.7 

専務理事 城 井 智 子 常勤 平成27.6.13～29.6.12 
(公社)全日本郷土芸能協

会専務理事 
平成 7.5.24 

常務理事 佐久間   昭 常勤 平成27.6.13～29.6.12 
(公社)全日本郷土芸能協

会常務理事 
平成 7.5.24 

常務理事 中 坪 功 雄 非常勤 平成27.6.13～29.6.12 
(一社)日本イベントプロデ

ュース協会参事 
平成 7.5.24 

常務理事 森 下 春 夫 常勤 平成27.6.13～29.6.12 
(公社)全日本郷土芸能協

会常務理事 
平成 9.6.7 

理事 大 住 恭 三 非常勤 平成27.6.13～29.6.12 （有）ソフト２１社長 平成 23.6.18 

理事 小 田 日出男 非常勤 平成27.6.13～29.6.12 有田神楽団代表 平成 7.5.24 

理事 菅 原   晃 非常勤 平成27.6.13～29.6.12 鬼柳鬼剣舞庭元 平成 25.6.8 

理事 瀬 沼   亨 非常勤 平成27.6.13～29.6.12 八王子車人形家元 平成 11.6.12 

理事 髙 橋 裕 一 非常勤 平成27.6.13～29.6.12 獅子博物館館長 平成 23.6.18 

理事 新 沼 裕 道 非常勤 平成27.6.13～29.6.12 
東京文化財研究所 

無形民俗文化財研究室長 
平成 25.6.8 

理事 橋 本 治 夫 非常勤 平成27.6.13～29.6.12 京都中堂寺六齋会顧問 平成 9.6.7 

理事 藤 原 澄 男 非常勤 平成27.6.13～29.6.12 高津神楽社中顧問 平成 23.6.18 

理事 星 野   紘 非常勤 平成27.6.13～29.6.12 
東京文化財研究所 

名誉研究員 
平成 23.6.18 

理事 円 尾 安 子 非常勤 平成27.6.13～29.6.12 さぬきばやし保存会家元 平成 25.6.8 

理事 宮 本 芳 彦 非常勤 平成27.6.13～29.6.12 （株）宮本卯之助商店社長 平成 25.6.8 

理事 山 口 清 文 非常勤 平成27.6.13～29.6.12 
全国地芝居連絡協議会 

議長 
平成 21.6.20 

監事 小 泉 雄 嗣 非常勤 平成27.6.13～31.6.12 良公税理士法人 税理士 平成 7.5.24 

監事 星 野 敬太郎 非常勤 平成27.6.13～31.6.12 
上三原田歌舞伎舞台 

伝承委員会 
平成 21.6.20 

 

２．職員に関する事項（平成２９年３月３１日現在） 

 

役職名 氏   名 常／非常勤 就任年月日 担当事務 備考 

職員 小 岩 秀太郎 常勤 平成 16.11.8 一般事務  

職員 西 田 昌 代 非常勤 平成 16.4.1 一般事務  
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３．会議に関する事項 

 

（１）社員総会に関する事項 

定款第４章第１５条に基づく社員総会の報告 

平成２８年度定時社員総会 

期日：平成２８年 ６月 １１日（土） 

会場：赤坂陽光ホテル ２階 ソレイユ 

出席数：２１１名（委任状含む）／総数３３３名 

議案 第１号議案 平成２７年度事業報告の承認の件 可決 

第２号議案 平成２７年度収支決算の承認の件 可決 

第３号議案 名誉会員に関する件   可決 

第４号議案 熊本地震被災地の会員の１年間会費免除について 可決 

        報告事項１ 平成２８年度事業計画の件  報告 

   報告事項２ 平成２８度収支予算の件  報告 

 

（２）理事会に関する事項 

定款第６章３６条に基づく理事会の報告 

①平成２８度第１回通常理事会 

期日：平成２８ ５月 １４日（土） 

会場：（公社）全日本郷土芸能協会事務所 

出席数：１２名／総数１７名 

議案 第１号議案 平成２７年度事業報告の承認の件 可決 

第２号議案 平成２７年度収支決算の承認の件 可決 

第３号議案 平成２７年度定時社員総会招集について 可決 

第４号議案 名誉会員に関する件   可決 

第５号議案 熊本地震被災地の会員の１年間会費免除について 可決 

第６号議案 新入会員承認の件   可決 

第７号議案 平成２８年度表彰の件  可決 

   報告事項  業務執行理事の業務執行報告  報告 

 

 

③平成２８年度第２回通常理事会  

期日：平成２９年 ３月 １１日（土） 

会場：（公社）全日本郷土芸能協会事務所 

出席数：１１名／総数１７名 

議案 第１号議案 平成２９年度事業計画の承認の件 可決 

第２号議案 平成２９年度収支予算の承認の件 可決 

第３号議案 資金調達及び設備投資の見込みについて 可決 

第４号議案 平成２８年度基本財産取崩の件  可決 

   報告事項  業務執行理事の職務執行報告  報告 

 

（３）業務執行理事会に関する事項 

業務執行理事会の開催 

第１回 平成２８年  ５月 １０日（火） 

第２回 平成２９年  ３月  ６日（月） 
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４．社員の異動状況 

 

社員種別 平成２８年３月３１日現在 平成２９年３月３１日現在 増減数 摘要 

団体会員 ２３５ ２２９ －６  

個人会員 １０６ １０１ －５  

賛助会員 ９ ９ ０  

ユース会員 ２ ２ ０  

 

 

５．平成２８年度後援名義使用承認事業 

２８全後第１号（平成２８年 ４月 １日承認） 

名称 創立５０周年記念 まつり芸能楽「信濃」「信濃に生きて」 

期日 中野公演 ２０１６年 ６月２６日（日） 

大町公演 ２０１７年 １月１５日（日） 

主催 中野公演 まつり芸能楽「信濃」長野県中野市公演 田楽座を見ネ～会 

大町公演 「信濃に生きて」長野県大町公演 田楽座を大町で楽しむじゃね～会 

２８全後第２号（平成２８年 ５月２５日承認） 

 名称 第１２回登米市民俗芸能大会 

期日 平成２８年 ７月１７日（日） 

主 催 登米市民俗芸能協会 

２８全後第３号（平成２８年 ６月 ２日承認） 

 名称 第１１回鎌倉芸能祭 東日本大震災復興支援 岩手郷土芸能祭 in鎌倉 

 期日 平成２８年１１月１９日（土） ２０日（日） 

主 催 岩手郷土芸能祭 in鎌倉実行委員会 

２８全後第４号（平成２８年 ６月１０日承認） 

 名称 北とぴあ国際音楽祭２０１６ 黒潮浪漫街道 奄美・沖縄の島唄絶唱～歌い継がれる伝統の響き～ 

期日 平成２８年１１月５日（土） 

主催 伝統芸能（株）ナカツボ・アーツ（共催：東京都北区、（公財）北区文化振興財団） 

２８全後第５号（平成２８年 ６月 １７日承認） 

名称 第４３回鳥海獅子まつり 

期日 平成２８年 ８月１６日（火）  

主催 由利本荘市 由利本荘市教育委員会 鳥海郷土芸能保存会、本海獅子舞番楽伝承者協議会 

２８全後第６号（平成２８年 ６月２０日承認） 

名称 地域伝統芸能全国大会「地域伝統芸能による豊かなまちづくり大会ながはま」 

期日 平成２８年１０月２９日（土）～３０日（日） 

主催 一般財団法人地域伝統芸能活用センター、長浜市、 

「日本の祭り in ながはま 2016」協議会、地域伝統芸能全国大会 

「地域伝統芸能による豊かなまちづくり大会ながはま」（さざなみ会場）実行委員会、長浜曳山祭ユ

ネスコ無形文化遺産登録推進事業（まちなか会場）実行委員会 

２８全後第７号（平成２８年 ６月２８日承認） 

名称 第２６回 ひたち秋祭り～郷土芸能大祭 

 期日 平成２８年 １０月８日（土）～１０月９日（日） 

主催 公益財団法人日立市民科学文化情報財団 
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２８全後第８号（平成２８年 ７月 ６日承認） 

名称 東日本大震災復興支援 早池峰大償神楽 佐々木隆講演会 

 期日 平成２８年 ８月３１日（水） 

主催 伝統芸能ゆいの会 

２８全後第９号（平成２８年 ７月１１日承認） 

名称 第２８回「民俗芸能と農村生活を考える会」 

 期日 平成２９年 ２月 ２５日（土） 

主催 一般社団法人全国農協観光協会 

２８全後第１０号（平成２８年 ７月１１日承認） 

名称 「れきみん秋祭り２０１６」 

期日 平成２８ １０月 ２２日（土）ならびに１１月 ３日（木・祝） 

主催 仙台市教育委員会、公益財団法人仙台市市民文化事業団 

２８全後第１１号（平成２８年 ８月 ８日承認） 

名称 あきる野市民文化祭参加公演 

 期日 平成２８年 １１月１２日（土）  

主催 秋川歌舞伎保存会 

２８全後第１２号（平成２８年 ９月２８日承認） 

名称 「第７回 秋の子どもみちのく芸能まつり」 

 期日 平成２８年 １１月 ３日（木・祝） 

主催 北上市文化財活性化実行委員会 

２８全後第１３号（平成２８年 １０月１２日承認） 

 名称 第１４回こども六斎教室成果発表会 

 期日 平成２９年 １月 ２９日（日） 

主催 こども六斎教室実行委員会 

２８全後第１４号（平成２８年１０月１８日承認） 

名称 第２８回都筑太鼓公演 

期日 平成２９年 ５月２７日（土） 

主催 特定非営利活動法人 横浜都筑太鼓 

２８全後第１５号（平成２８年１１月１４日承認） 

 名称 第２０回静岡県民俗芸能フェスティバル in浜松 

 期日 平成２９年 １月２２日（日） 

主催 浜松市 （共催：静岡県、静岡県文化財保存協会） 

２８全後第１６号（平成２８年 １１月２５日承認） 

名称 鬼よ燃えろ！冬のみちのく芸能まつり part８ 

 期日 平成２９年 ２月１２日（日） 

主催 北上市文化財活性化実行委員会 

２８全後第１７号（平成２８年 １１月２１日承認） 

名称 「石山裕雅の会」第五節 

期日 平成２９年 ３月１９日（日） 

主催 石山裕雅社中 

２８全後第１８号（平成２９年 １月１０日承認） 

名称 第１９回全国子供歌舞伎フェスティバルｉｎ小松 

 期日 平成２９年５月４日（木祝）・５日（金祝） 

主催 石川県小松市、全国子供歌舞伎フェスティバル in小松実行委員会、小松商工会議所 


