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第１号議案 平成２７年度 事業報告 
（平成２７年４月１日より平成２８年３月３１日迄） 

 

１．郷土芸能に関する発表会の開催 

（１）全国地芝居サミットの開催：５月２日（土）、３日（日） 

「第２５回全国地芝居サミット ｉｎ あきる野」を、東京都あきる野市の秋川キララホールとホール前広場、及び

東京サマーランドに於いて以下の日程、内容で開催された。参加団体は、地芝居関係が２１団体、他賛

助・個人の全郷芸会員が多数参加。 

５月２日（土）１０：３０～ 会場：菅生の組立舞台（ホール前広場） 

○「喜三番叟」菅生歌舞伎菅生一座  ○「囃子」三内囃子連 

○「寿曽我対面 工藤館の場」菅生歌舞伎菅生一座  ○開会式 

○「菅生の組立舞台の公開」菅生組立舞台保存会 

   １３：３０～ 会場：秋川キララホール 

○シンポジウム「地芝居を未来へ～課題と展望～」 

コーディネーター：山口 清文（全国地芝居連絡協議会議長） 

パネリスト：   白檮山 誠（秋川歌舞伎保存会あきる野座座長） 

野口 金雄（菅生歌舞伎菅生一座座長） 

竹内 次郎（菅生組立舞台保存会会長） 

○「口上」秋川歌舞伎あきる野座  ○「雛鶴三番叟」あきる野市立東中学校伝統芸能部 

○「菅原伝授手習鑑 寺子屋の場」秋川歌舞伎あきる野座 

１８：３０～ 会場：東京サマーランドグランドホール 

○「太鼓」もろこし太鼓の会、「流し踊り」秋川舞踊連盟、五日市舞踊連盟 

５月３日（日）１０：００～ 会場：菅生の組立舞台（ホール前広場） 

○「絵本太功記十段目 尼ケ崎閑居の舞」菅生歌舞伎菅生一座 

○サミット宣言（あきる野市長 臼井 孝）～次期開催地紹介 

○「白浪五人男 稲瀬川勢揃いの場」子ども歌舞伎教室成果発表 

○舞踊「屋敷娘」あきる野市立東中学校伝統芸能部 

○「囃子」「神楽」野辺はやし神楽保存会、「囃子」引田囃子保存会、 

○「神楽」留原囃子保存会、「囃子」五日市上町囃子連 

１４：１０～ 会場：秋川キララホール 

○「雛鶴三番叟」あきる野市立東中学校伝統芸能部 

○「仮名手本忠臣蔵三段目 足利館門前進物の場、松の間刃傷の場」 

秋川歌舞伎あきる野座 

○子ども歌舞伎「絵本太功記二段目 本能寺の場」秋川歌舞伎あきる野座子供歌舞伎 

○閉会式 

 

（２）全国地芝居サミット：１１月２８日（土）、２９日（日） 

「第２６回全国地芝居サミット ｉｎ とよた」を、愛知県豊田市の豊田市民文化会館と深見町磯崎神社農村舞

台に於いて以下の日程、内容で開催された。参加団体は、地芝居関係が２２団体、他賛助・個人の全郷

芸会員が多数参加。 

１１月２８日（土） １２：１５～ 会場：豊田市民文化会館 

○「子ども歌舞伎１０年のあゆみ」 

○「三番叟」小原歌舞伎保存会 

○式典 

○子ども歌舞伎「白浪五人男 稲瀬川勢揃いの場」石野歌舞伎保存会 

○対談「地芝居の楽しみ」 

安田文吉（東海学園大学教授、全国地芝居連絡協議会顧問） 

大澤寅雄（ニッセイ基礎研究所准主任研究員） 

○子ども歌舞伎「稚児揃曽我の敷皮 由比ヶ浜」小原歌舞伎保存会 
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１８：３０～ 会場：全トヨタ労連研修センター「つどいの丘」 

○交流会 

１１月２９日（日） １０：００～ 会場：深見町磯崎神社農村舞台 

○子ども歌舞伎「弁天娘女男白浪 稲瀬川勢揃いの場」萩野子供歌舞伎（萩野小学校） 

○「一の谷嫩軍記 流しの枝」藤岡歌舞伎 

○サミット宣言 

○「御所桜堀川夜討 弁慶上使」旭歌舞伎保存会 

 

（３）かながわ伝統芸能祭「地芝居２０１６」：平成２８年３月６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＞ 

○泉郷土芸能保存会 （横浜市泉区） 「岡津太鼓」 

○地芝居（歌舞伎）体験ワークショップ成果発表 

「伊勢音頭恋寝刃－古市油屋店先の場」「菅原伝授手習鑑－吉田社頭車引きの場」 

○いずみ歌舞伎保存会 （横浜市泉区） 「身替座禅」 

 

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り、指

定文化財の有無に関らず支援を行った。支援金の配賦などについては、郷土芸能復興支援プロジェクト

委員会を設置して決定した。 

＜郷土芸能復興支援プロジェクト委員会＞ 

委員長 中嶋 春洋 （公益社団法人全日本郷土芸能協会理事長） 

副委員長 城井 智子 （公益社団法人全日本郷土芸能協会専務理事） 

委員 久保田裕道 （東京文化財研究所無形文化遺産部無形民俗文化財研究室長） 

委員 笹生 昭  （公益社団法人全日本郷土芸能協会常務理事） 

委員 星野 紘  （東京文化財研究所名誉研究員） 

委員 森下 春夫 （公益社団法人全日本郷土芸能協会常務理事） 

□平成２７年度復興支援プロジェクト受取寄附金合計 ４３，２４４円 

◇第７次「活動支援プログラム」助成 

応募期間：平成２７年４月１日～９月３０日 

申請数：２件 採択数：２件（２００，０００円） 

採択団体名１：「これはりの里」歴遊会（宮城県栗原市）「これはりの里」神楽伝承活動 

採択団体名２：愛宕青年会（岩手県上閉伊郡山田町）「山田祭り」における八木節奉納演舞 

 

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、主たる事業内容が確定次第に更新。平成２７年７月 

 

（２）会報発行 

第７９号から第８２号まで発行した。 

○第７９号 平成２７年 ４月２０日 発行（２４頁） 

○第８０号 平成２７年 ７月２０日 発行（２４頁） 

○第８１号 平成２７年１０月２０日 発行（２４頁） 

○第８２号 平成２８年 １月１５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」 

郷土芸能の上映会を通じて、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



 

 

 ５ 

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。 

□開催日時：平成２７年 ５月１３日、６月１４日、９月１５日、平成２８年 ３月１８日 

□会場：全郷芸事務所 

 

（４）「無形文化遺産情報ネットワーク」：インターネットにて情報の発信 

一般社団法人儀礼文化学会、公益社団法人全日本郷土芸能協会、独立行政法人国立文化財機構東京文

化財研究所、独立行政法人防災科学技術研究所の４団体が協働して立ち上げた「無形文化遺産情報ネット

ワーク」におけるデータベース（ＨＰ）について、東日本大震災で被災した郷土芸能や祭礼の情報、支援情報

の更新作業を行った。 

 

４．出版物の発行 

全郷芸編「日本の祭り文化事典」（発行：東京書籍）の普及を行った。 

 

５．国際交流 

（１）国際交流基金の要請を受け、平成２７年度日本祭り支援事業「岩手県民俗芸能公演事業」として中華人民共

和国へ岩手県の民俗芸能３団体の派遣と舞台制作を行った。 

   □開催都市：中華人民共和国 北京市 

   □派遣期間：平成２７年１０月１６日（金）～１９日（月） 

   □派遣団体：金津流野手崎獅子躍（岩手県奥州市） 

      二子鬼剣舞保存会（岩手県北上市） 

      吉里吉里虎舞講中（岩手県上閉伊郡大槌町） 

   □公演期日：平成２７年１０月１７日（土）１８日（日） 

   □公演会場：中華世紀壇当代芸術館（北京市） 

 

（２）国際交流基金の要請を受け、平成２７年度日本祭り支援事業「ベルギー公演」としてベルギー王国へ東北の

民俗芸能３団体の派遣と舞台制作の準備を進めていたが、渡欧前日の成田で、ブリュッセル空港のテロ事件

が発生し、中止となった。 

   □開催都市：ベルギー王国 ブリュッセル、リエージュ 

   □派遣期間：平成２８年３月２３日（水）～２８日（月） 

   □派遣団体：春日流八幡鹿踊保存会（岩手県花巻市） 

      上町法印神楽保存会（宮城県登米市） 

      鷲神熊野神社氏子総代会（宮城県牡鹿郡女川町） 

 

６．顕 彰 

６月１３日（土）の平成２７年度総会において、入会５年継続の団体会員５団体と、１０年継続の団体会員５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６名の個人に特別表彰を行った。 

 

７．調査研究 

（１）第３１回まつり研究会「芸北神楽」（広島県）を平成２７年１０月２４日（土）～２５日（日）に開催した。 

 □日程と内容 

１０月２４日（土） 有田八幡神社祭礼「有田神楽」鑑賞 ２１：００～２６：００（北広島町） 

１０月２５日（日） 神楽ドーム「西尾山八幡神楽」鑑賞 １２：３０～１３：３０（安芸高田市） 

 

（２）文化庁平成２７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

「秋田万歳、加賀万才」「命婦の舞」の２件について現地調査を行い、調査報告書を作成した。 

 

（３）文化庁平成２７年度「全国地芝居（地歌舞伎）の実態等データ作成業務」として地芝居の現状について調査

を行い調査報告書を作成した。 
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８．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２０１５（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

（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 

○「三陸港まつり」 

期日・場所：８月１６日（日）１４時～２１時・岩手県大船渡市 三陸公民館駐車場 

出演：鶴ヶ城太鼓、黒岩鬼剣舞、浦浜念仏剣舞、金津流浦浜獅子躍、川原鎧剣舞、吉浜鎧剣舞、イ

ンドネシア仮面舞踊 

○「三陸の民家で味わうふるさとの芸能と食」 

期日・場所：９月１２日（土）１５時～１９時、１３日（日）１１時～１５時・岩手県陸前高田市 気仙大工左

官伝承館 

出演：大股神楽、浦浜念仏剣舞、黒岩鬼剣舞、生出神楽、金澤神楽、柿内沢鹿踊、甫嶺獅子舞、広

田御祝い、箱根山未来創造座談会、コミュニタス・アル・ハヤ（インドネシア・アチェ） 

○「大槌祭り」 

期日・場所：９月２０日（日）８時～２０時３０分、２１日（月・祝）９時～１７時・岩手県大槌町一帯 

出演：臼澤鹿子踊、金澤神楽、松の下大神楽、上亰鹿子踊、城山虎舞、雁舞道七福神、向川原虎舞、

安渡大神楽、陸中弁天虎舞、安渡虎舞、中須賀大神楽、徳並鹿子踊、城内大神楽 

○「メインプログラム：人と自然の生命を祝う－リズムと仮面が繋ぐアジア」 

期日・場所：９月２１日（月・祝）１２時５０分～２０時、２２日（火・祝）１０時３０分～１６時３０分・岩手県大

船渡市 碁石海岸キャンプ場 

出演：〈２１日〉気仙町けんか七夕太鼓、大船渡東高等学校太鼓部、小鯖神止り七福神舞、碁石子供

七福神舞、金津流獅子躍大群舞（金津流獅子躍９団体：石関・梁川・伊手・軽石・野手

崎・浦浜・松山・横浜・丹内）、コミュニタス・アル・ハヤ（インドネシア）、アムリタ・パフォ

ーミング・アーツ（カンボジア）、仙台ダンスクリエイション「UZU」 

   〈２２日〉サンド・パイパーズ・オーケストラ、北上翔南高等学校鬼剣舞部、板用肩怒剣舞、臼澤鹿

子踊、１００年後のまつりの支度、コミュニティダンス「息吹のカーニバル」、コミュニタ

ス・アル・ハヤ（インドネシア）、アムリタ・パフォーミング・アーツ（カンボジア） 

○「大船渡復興東北三大まつり～東北と世界を結ぶ祭博～」 

期日・場所：１０月１７日（土）１７時～１９時、１８日（日）１１時～１５時・岩手県大船渡市 盛町商店街 

出演：秋田竿燈、盛岡さんさ踊り、仙臺すずめ踊り、山形花笠踊り、臼澤鹿子踊、トブロン農楽団（韓

国）、鹿神楽、他大船渡市内の郷土芸能２１団体 

 

（２）六本木ヒルズ盆踊り２０１５「みちのく伝統芸能」への出演団体派遣 

六本木ヒルズを運営管理する森ビル（株）より委託を受けている（株）クオラスより依頼を受け、平成２７年８月２

３日（日）に開催された、六本木ヒルズ盆踊り２０１５に出演する「みちのく伝統芸能」として「鬼柳鬼剣舞保存会

（岩手県北上市）」と「臼澤鹿子踊保存会（岩手県大槌町）」の２団体を派遣した。 

 

（３）２０１５東日本大震災の被災地復興支援キャンペーン「キックオフイベント」への出演団体派遣 

日本百貨店協会が仙台の藤崎百貨店で、平成２７年１０月１７日（土）に開催する、２０１５東日本大震災の被

災地復興支援キャンペーン「キックオフイベント」へ出演する団体について制作会社（株）ボンドより派遣依頼

を受け、「烏崎子供手踊り保存会（福島県南相馬市）」と「竹浦獅子振り保存会（宮城県女川町）」の２団体を派

遣した。 
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平成２７年度事業報告の付属明細書 
 

１．役員等に関する事項（平成２８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

委員会事務局長 
平成 21.6.20 

※理事松田満夫氏、平成２７年１０月逝去 

 

２．職員に関する事項（平成２８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  

 

 



 

 

 ８ 

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２６年度定時社員総会 

期日：平成２７年 ６月 １３日（土） 

会場：赤坂陽光ホテル ２階 ソレイユ 

出席数：１９８名（委任状含む）／総数３４０名 

議案 第１号議案 平成２６年度事業報告の承認の件 可決 

第２号議案 平成２６年度収支決算の承認の件 可決 

第３号議案 理事及び監事の選任に関する件 可決 

        報告事項１ 平成２７年度事業計画の件  報告 

   報告事項２ 平成２７年度収支予算の件  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２７年度第１回通常理事会 

期日：平成２６年 ５月 １６日（土） 

会場：（公社）全日本郷土芸能協会事務所 

出席数：１０名／総数１８名 

議案 第１号議案 平成２６年度事業報告の承認の件 可決 

第２号議案 平成２６年度収支決算の承認の件 可決 

第３号議案 理事及び監事の選任に関する件 可決 

第４号議案 平成２７年度定時社員総会招集について 可決 

第５号議案 平成２７年度臨時理事会の招集について 可決 

第６号議案 新入会員承認の件   可決 

   報告事項１ 業務執行理事の業務執行報告  報告 

報告事項２ 平成２７年度表彰の件  報告 

 

②平成２７年度臨時理事会 

期日：平成２７年 ６月 １３日（土） 

会場：赤坂陽光ホテル ２階 ソレイユ 

出席数：１２名／総数１８名 

議案 第１号議案  代表理事（理事長）、専務理事及び常務理事の選任の件 可決 

第２号議案  表彰規程の改正について  可決 

 

③平成２７年度第２回通常理事会  

期日：平成２８年 ３月 １２日（土） 

会場：（公社）全日本郷土芸能協会事務所 

出席数：１７名／総数１２名（松田満夫理事、平成２７年１０月逝去） 

議案 第１号議案 平成２８年度事業計画の承認の件 可決 

第２号議案 平成２８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 

   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２７年  ５月 １１日（月） 

第２回 平成２７年 １２月 ２１日（月） 

第３回 平成２８年  ２月 ２９日（月） 



 

 

 ９ 

４．社員の異動状況 

 

社員種別 平成２７年３月３１日現在 平成２８年３月３１日現在 増減数 摘要 

団体会員 ２３３ ２３５ ２  

個人会員 １１１ １０６ －５  

賛助会員 １０ ９ －１  

ユース会員 ２ ２ ０  

 

 

５．平成２７年度後援名義使用承認事業 

２７全後第１号（平成２７年 ５月１９日承認） 

名称 ギネス記録を持つ！！津軽の笛が大集合！第三回津軽笛博覧会 

期日 平成２７年 ９月２６日（土）２７日（日） 

主催 津軽笛地域づくり実行委員会 

２７全後第２号（平成２７年 ６月 ５日承認） 

 名称 豊里公民館中ホール改修工事完了記念「第１１回登米市民俗芸能大会」 

期日 平成２７年 ７月１２日（日） 

主催 登米市民俗芸能協会 

２７全後第３号（平成２７年 ５月２７日承認） 

名称 獅子舞フェスティバル白岡’１５ 

期日 平成２７年１２月６日（日） 

主催 獅子博物館 

２７全後第４号（平成２７年 ６月 ８日承認） 

名称 田んぼの記憶～田んぼの祭りの身体性をさぐる２０１５～ 

期日 平成２７年１０月１０日（土） 

主催 TSUMUGUプロジェクト実行委員会 

２７全後第５号（平成２７年 ６月 １５日承認） 

名称 第４２回鳥海獅子まつり 

期日 平成２７年 ８月１６日（日） 

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 

２７全後第６号（平成２７年 ６月１９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あきた」 

期日 平成２７年１０月１１日（日）～１２日（月） 

主催 一般財団法人地域伝統芸能活用センター、秋田県、横手市 

２７全後第７号（平成２７年 ６月２２日承認） 

名称 東日本大震災復興支援 岩手郷土芸能祭 in足利 

 期日 平成２７年１０月２４日（土）～２５日（日） 

主催 岩手郷土芸能祭 in足利実行委員会 

２７全後第８号（平成２７年 ６月２２日承認） 

 名称 第１０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２７年１１月２１日（土）～２２日（日） 

主催 岩手郷土芸能祭 in鎌倉実行委員会 

２７全後第９号（平成２７年 ７月 ６日承認） 

名称 第２７回「民俗芸能と農村生活を考える会」 

期日 平成２８年 ２月 ２７日（土） 

主催 一般社団法人全国農協観光協会 

２７全後第１０号（平成２７年 ８月 ５日承認） 

名称 第２５回 ひたち秋祭り～郷土芸能大祭 



 

 

 １０ 

期日 平成２７年 １０月１０日（土）～１０月１１日（日） 

主催 公益財団法人日立市民科学文化情報財団 

２７全後第１１号（平成２７年 ８月１８日承認） 

 名称 あきる野市民文化祭参加公演 

期日 平成２７年 １０月１７日（土） 

主催 あきる野市、秋川歌舞伎保存会 

２７全後第１２号（平成２７年 ９月２４日承認） 

 名称 子ども民俗芸能フェスティバル２０１５ 『第６回 秋の子どもみちのく芸能まつり』 

 期日 平成２７年 １１月 ３日（火・祝） 

主催 北上市文化財活性化実行委員会 

２７全後第１３号（平成２７年 １０月 ５日承認） 

名称 『石山裕雅の会』第四節 

 期日 平成２８年１月３１日（日） 

主催 石山裕雅社中 

２７全後第１４号（平成２７年 １０月 ５日承認） 

 名称 第１３回こども六斎教室成果発表会 

期日 平成２８年 １月 ２４日（日） 

 主催 こども六斎教室実行委員会 

２７全後第１５号（平成２７年１０月２６日承認） 

名称 結衆大地結成３０周年記念・民俗芸能シンポジウム「新たな民俗芸能の創造と継承・発展」 

期日 平成２７年１１月２９日（日） 

 主催 結衆大地 

２７全後第１６号（平成２７年１０月２４日承認） 

名称 れきみん秋祭り２０１５ －魅力いっぱい、東北の芸能と職人わざ－ 

期日 平成２７年１０月２４日（土）、１１月 ３日（月・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 

２７全後第１７号（平成２７年１２月 ４日承認） 

 名称 鬼よ燃えろ！冬のみちのく芸能まつり part７ 

 期日 平成２８年 ２月１４日（日） 

主催 北上市文化財活性化実行委員会 

２７全後第１８号（平成２８年 １月２０日承認） 

 名称 第１８回全国子供歌舞伎フェスティバルｉｎ小松 

 期日 平成２８年５月４日（水祝）・５日（木祝） 

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 

２７全後第１９号（平成２８年 １月２０日承認） 

 名称 岩手復興祈念祭 ～３．１１より５年 郷土芸能を通して共に祈る・想う～ 

 期日 平成２８年３月１２日（土） 

主催 岩手郷土芸能祭 in東京実行委員会 

２７全後第２０号（平成２８年 １月２２日承認） 

名称 第２７回都筑太鼓結成３０周年記念公演 

期日 平成２８年 ６月１１日（土） 

主催 特定非営利活動法人 横浜都筑太鼓 

２７全後第２１号（平成２８年 ２月１９日承認） 

名称 全日本獅子舞フェスティバル白岡’１６ 

期日 平成２８年１１月２７日（日） 

主催 獅子博物館 

２７全後第２２号（平成２８年 ３月１１日承認） 

名称 第２回「里神楽を楽しむ会 IN新座」 

 期日 平成２８年 ７月３０日（土） 

主催 武州里神楽石山社中 


