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(財)徳島県

文化振興
財団等が
実施

有志が実行委員会へ参加

各地域における取組

文
化
首
都
圏
と
し
て
の
ブ
ラ
ン
ド
形
成

関
西
の
取
組
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
化
・
活
性
化

各地域の取組団体（４４組3.29時点）

関西各地の
選定取組

（個別開催）

関西各地の
選定取組

（個別開催）

関西各地の
選定取組

（個別開催）

関西各地の
選定取組

（個別開催）

関西各地の
選定取組
（個別開催）

関西各地の
選定取組
（個別開催）

関西のブランド力向上推進有識者委員会
（有識者）

関西のブランド力向上推進のための準備会
（自治体、経済団体、国の出先機関等）

実行委員会

プロモーション（実行委員会が実施）

《PRツール》

●公式ガイドブックの制作
●公式Ｆａｃｅｂｏｏｋページの開設 等

プロモーション（実行委員会が実施）

《PRツール》

●公式ガイドブックの制作
●公式Ｆａｃｅｂｏｏｋページの開設 等

実施

実
施

アドバイザー
●久堀 裕朗氏
（大阪市立大学大学院

文学研究科 准教授）
●国枝 よしみ氏
（大阪成蹊短期大学

観光学科 教授）

アドバイザー
●久堀 裕朗氏
（大阪市立大学大学院

文学研究科 准教授）
●国枝 よしみ氏
（大阪成蹊短期大学

観光学科 教授）

準備会
構成機関

準備会
構成機関

関西各地の
選定取組
（有志）

関西各地の
選定取組
（有志）

委員長 河内 厚郎氏
（神戸夙川学院大学教授）

委員長 河内 厚郎氏
（神戸夙川学院大学教授）

サポート

連
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人形浄瑠璃文楽＜ユネスコ無形文化遺産＞
超一流の本物との連携

はなやか関西～文化首都年～はなやか関西～文化首都年～20122012「「人形浄瑠璃人形浄瑠璃」」取組の全体構成取組の全体構成 資料４



「人形浄瑠璃」フォーラムの実施

・古典芸能研究センター長 阪口弘之氏の基調
講演！

・人形浄瑠璃文楽の文楽人形解説とミニ公演！
・海外公演の経験もある南淡中学校郷土芸能部
の人形浄瑠璃上演！

・学生による人形浄瑠璃を通じた関西の魅力発
信アイデア発表！

日時：平成24年10月6日（土） 11:00～16:30
会場：大阪歴史博物館 ４階 講堂

「人形浄瑠璃」ツアーの実施

関西各地の人形浄瑠璃に関する取組に触れて
いただき地域のファンになってもらうことで、ひと
づくり・ものづくり・地域づくりの促進を図ります。

・淡路人形座復活演目の観劇会
【平成24年11月1日（木）】

・犬飼農村舞台鑑賞と阿波の木偶に触れる旅
【平成24年11月3日（土）】

・文楽ゆかりの地めぐり・文楽鑑賞の旅（予定）
【平成25年1月14日（月）】

プロモーション事業

［公式ガイドブックによる広報］
http://www.facebook.com/hanayaka.kansai2012

［ＨＰ・ｆａｃｅｂｏｏｋによる広報］

取組参加団体・構成機関からの
意見を参考に各方面へ戦略的
に配付！

全国人形芝居フェスティバル（国民文化祭）

日時：平成24年10月20日（土）～21日（日）

会場：あわぎんホール（徳島県郷土文化会館）

■全国の人形芝居の上演！
■「人形浄瑠璃街道」魅力発信シンポジウムも開催！

阿波人形浄瑠璃芝居フェスティバル

日時：平成24年9月29日（土）～30日（日）
（30日は台風により中止）

会場：あわぎんホール（徳島県郷土文化会館）

■徳島県内の人形浄瑠璃が集結！

はなやか関西～文化首都年～はなやか関西～文化首都年～20122012「「人形浄瑠璃人形浄瑠璃」」 取組内容取組内容

■ コア事業（(財)徳島県文化振興財団が開催）

■ 実行委員会が実施する取組

入場無料
（先着申込順）

定員240名

②基調講演 (11:20～12:00)

③学生研究発表 (13:00～14:30)

「関西から結ばれる日本のこころ
～街道の人形浄瑠璃～」

阪口 弘之
（神戸女子大学・古典芸能研究センター長）

テーマ：関西の本物『人形浄瑠璃』を活かした
魅力発信・文化首都圏の形成

【発表】
観光又は伝統・古典芸能を研究されている学生に
よる研究・企画発表（４団体程度）

【司会】
国枝 よしみ（大阪成蹊短期大学 教授）

【審査員】
岡田 榮 （(株)ツアーランド代表取締役）
伊藤 英隆（近畿圏広域地方計画推進室長）
河内 厚郎（神戸夙川学院大学 教授）
久堀 裕朗（大阪市立大学大学院准教授）

（五十音順）

①開会挨拶

河内 厚郎 （神戸夙川学院大学 教授・

はなやか関西～文化首都年～2012「人形浄瑠璃」実行委員長）

④演目解説 (14:40～15:00)

南あわじ市立南淡中学校 郷土芸能部
演目：「日高川入相花王 渡し場の段」

文楽人形の解説
演目
「梅川・忠兵衛」

～『傾城恋飛脚』新口村の段より～

【主な出演者】
太 夫 竹本 千歳大夫
三味線 竹澤 宗助

人 形 吉田 和生

⑤学生による実演 (15:00～15:30)

【解説】
久堀 裕朗（大阪市立大学大学院准教授）

⑥文楽公演 (15:30～16:30)

はなやか関西～文化首都年～２０１はなやか関西～文化首都年～２０１２２

『『人形浄瑠璃人形浄瑠璃』』フォーラムフォーラム

【日時】 平成24年10月6日（土）
11：00～16：30（開場：10:30～）

【会場】 大阪歴史博物館 4F講堂

【大阪歴史博物館までの公共交通機関】
・地下鉄谷町線・中央線「谷町四丁目」
⑨号出口前

・大阪市営バス「馬場町」バス停前

【撮影：青木信二】

～～文化首都圏・関西の形成文化首都圏・関西の形成を目指して～を目指して～

・プログラム（敬称略）

車中にて阿波農村舞台の会会員による阿波人形浄瑠璃・農村舞台の
歴史や魅力の解説つき！

大自然に囲まれた犬飼農村舞台では・・・
●徳島ならではの遊山箱風ランチを満喫！
●阿波人形浄瑠璃芝居や

独特の仕掛けで瞬時にして背景が変わる!?襖カラクリを鑑賞！

今秋リニューアルの阿波木偶資料館では・・・
●全国一を誇る、阿波木偶の歴史と文化に触れ、
●馬之背駒蔵や初代天狗久らの貴重な作品を鑑賞

9:30発 （車中）
阪急梅田駅北側－ 淡路（休憩） － ●阿波人形浄瑠璃･農村舞台ｶﾞｲ
ﾄﾞ

12:30～15:00
－ ●犬飼農村舞台（阿波人形浄瑠璃と襖カラクリ鑑賞）

★鑑賞しながら遊山箱風ランチ ※荒天時、変更の場合あり

15:40～16:15 19:00着

●阿波木偶資料館（見学） － 淡路（休憩） － 大阪

※荒天等により、犬飼農村舞台公演が中止の場合は、
◎阿波十郎兵衛屋敷にて阿波人形浄瑠璃鑑賞
◎阿波おどり会館にて阿波おどり鑑賞と体験
に変更となります。

※料金に含まれるもの
専用バス代、昼食（弁当）代

★阿波木偶資料館無料
募集人数 ４０名 （最少催行人員２０名）
※定員になり次第、締切とさせていただきます。

集合時間 午前９時２０分
集合場所 大阪梅田プラザモータープール

茶屋町駐車場
（裏面地図でご確認下さい。）

■旅行代金（おひとり）

行行 程程

出発日限定出発日限定

１１１１月月３３日日((土･祝土･祝))

～～悠久のひとときを悠久のひとときを～～

ポポ イイ ンン トト

その１その１

その２その２

その３その３

はなやか関西～文化首都年～２０１２「人形浄瑠璃」関連事業 人形浄瑠璃ツアー VOL.４

［チラシの作成・配付］

【配布先】
・文化会館・公民館
・観光協会等
・美術館・図書館などの公共施設
・国立文楽劇場
・高速道路PA、道の駅、私鉄等

・県庁・市役所等のロビー 等


