
■イベント総称 ： 2005年 日本国際博覧会（愛・地球博） 政府出展事業 日本館イベント
■イベントコンセプト ： ジャパン・ムーブメント

■個別プログラム名 ： ① 『にっぽん華座スペシャル催事』 4回 計8日間
② 『日本伝統芸能十八撰』 4回 計8日間
③ 『にっぽん一芸』 4回 計18日間

2005年日本国際博覧会（愛・地球博） 政府出展事業

日 本 館 イ ベ ン ト 実 施 概 要

●第一回●

〈日 程〉 4／11（月） ①16：00～17：00 ②18：30～19：30

4／12（火） ①16：00～17：00 ②18：30～19：30

★全席整理券対応 … １回につき500枚配布予定。各日とも①10：00～ ②13：00～ にっぽん華座正面ｶｳﾝﾀｰにて配布

〈出演者〉 尾上菊之助、尾上 紫 ほか 〈プロデュース〉 尾上菊之丞 〈振付〉 尾上青楓

〈演 目〉 「創生・歌舞伎をどり」 （そうせい・かぶきをどり）

尾上菊之丞プロデュースの下、今最も旬な歌舞伎俳優・尾上菊之助をはじめとした踊り手たちが、

伝統が今に生きる、エネルギーに満ち溢れた歌舞伎踊りの世界を繰り広げる。

『にっぽん華座スペシャル催事』 … 長久手日本館前 日本広場 特設会場 「にっぽん華座」

●第二回●

〈日 程〉 ５／30（月） ５／31（火） ※実施時間については調整中

〈出演者〉 雅楽師：東儀秀樹 ほか 〈プロデュース〉 東儀秀樹

〈演 目〉 「天平樂」 （てんぴょうらく）

日本の芸能の原点となった雅楽。そのニューリーダーである東儀秀樹が1250年前の大仏開眼を祝う祭典

「天平樂」を現代に華やかに蘇らせます。

●第三回●

〈日 程〉 ６／30（木） ７／１（金） ※実施時間については調整中

〈出演者〉 太鼓奏者：ヒダノ修一 ほか 〈プロデュース〉 ヒダノ修一

〈演 目〉 「風流大打楽」 （ふりゅう だいだがく）

日本の芸能を代表するまでに成長を遂げた和太鼓。その源である太鼓踊りのエネルギーの交差を、

現代最高峰の太鼓奏者・ヒダノ修一が壮大な和リズム空間としてプロデュース。

●第四回●

〈日 程〉 ７／21（木） ７／22（金） ※実施時間については調整中

〈出演者〉 津軽三味線奏者：上妻宏光、木乃下真市、渋谷和生 〈プロデュース〉 上妻宏光

〈演 目〉 「津軽三味線 乱・舞・奏」 （つがるじゃみせん らん・ぶ・そう）

津軽三味線全国大会連続優勝を誇る3人のアーティスト上妻宏光、木乃下真市、渋谷和生が日本広場で夢の

競演。日本の伝統と現代を結ぶ感動の旋律が広場全体を包みます。



●伝統芸能十八撰 演目と参加団体名●

『日本伝統芸能十八撰』 … 長久手日本館前 日本広場 特設会場 「にっぽん華座」

日本各地に古くから伝わってきた伝統芸能は、現在でも脈々と受け継がれています。

日本全国約190団体の応募者の中から選ばれた伝統芸能の継承者が日本広場に集結。日ごろ磨いた芸能の技と心を

熱く披露します。 さらに今回は、子どもたちによる演目や新しい流れをつくる団体7つを応援枠として選定しています。

４月９日（土） ・山海交易より「竜宮の場」 江戸の里神楽「間宮社中」 東京都

４月10日（日） ・八丈太鼓・流れ（踊） 八丈島民謡保存会 東京都

・沖縄創作エイサー 那覇太鼓 沖縄県

５月28日（土） ・三本柳さんさ踊り 三本柳さんさ踊り保存会 岩手県

・鬼太鼓 石花鬼太鼓保存会 新潟県

・藤白の獅子舞 藤白の獅子舞保存会 和歌山県

５月29日（日） ・八戸えんぶり 八戸観光協会 青森県

・乙女文楽 光華の会 大阪府

７月２日（土） ・綾子舞 柏崎市綾子舞保存振興会 新潟県

・灘の酒造り唄 灘の酒造り唄保存会） 兵庫県

・鹿踊 金津流石関鹿踊 岩手県

７月３日（日） ・白波五人男 可児歌舞伎同好会 岐阜県

・八月踊 八月踊り保存会 鹿児島県

７月23日（土） ・早稲谷鹿踊 早稲谷鹿踊保存会 宮城県

・石見神楽 石見神楽社中 島根県

７月24日（日） ・和太鼓 えひめ媛太鼓「雅組」 愛媛県

・蛇山神事ほか 南宮大社神事芸能保存会 岐阜県

・牛深ハイヤ 牛深ハイヤ節保存会 熊本県

＊「応援枠」演目（参加団体）

日 程 時 間 演 目 団体名 地 域

４月９日（土） ・羽衣キリ、小袖曽我 愛知教育大学付属岡崎中学1年C組 愛知県

５月29日（日） ・太鼓と舞踊 エリザベト音楽大学郷土芸能部 広島県

７月２日（土） ・四季を舞う、抒情で踊る 日本創作舞踊振興会 東京都

日本の心

７月３日（日）

７月23日（土） ・放歌踊り 浜松市立都田中学校 静岡県

放歌踊り倶楽部

７月24日（日） ・神楽 土江子ども神楽団 島根県

13：00～13：45
16：00～16：45

①11：00～11：25
②14：00～14：25

①12：00～12：30
②15：00～15：30

①11：00～11：30
②14：00～14：30

①12：00～12：35
②15：00～15：35

詳細時間調整中

詳細時間調整中

詳細時間調整中

詳細時間調整中

詳細時間調整中

詳細時間調整中

詳細時間調整中

詳細時間調整中

詳細時間調整中

詳細時間調整中

詳細時間調整中

・Japanese Jaｚｚ 絲管打座 京都府

・和の芸能 新たなる幕開け 日本芸能 和力 長野県



『にっぽん一芸』 … 長久手日本館前 日本広場 特設会場 「にっぽん華座」

広場、街角から生まれてきた多くの日本の芸能。見ているだけで、楽しさと活気が生まれる街角パフォーマンスが、

会期中4回、18日間にわたって、日本広場でにぎやかに繰り広げられます。1日3～5組の和の大道芸パフォーマーが
出演し、1回約20分のパフォーマンスを1日２～３回披露する。

●其の一●

〈日 時〉 4／1（金）、4／2（土）、4／3（日） 11：00～17：30

〈会 場〉 長久手日本館前 日本広場内サークル、テントブース

〈出演者〉

①鏡味小仙社中

（かがみこせんしゃちゅう）

②セ三味ストリート

③キシタカ

④彦一団子

⑤和楽

⑥デコデコ

〈演 目〉

「江戸太神楽」 （獅子舞と和の曲芸）

①

4／1 4／2 4／3
11：00～
13：30～
16：00～

12：00～
14：30～
17：00～

11：30～
14：00～
16：30～

③

4／1 4／2 4／3
11：30～
14：00～
16：30～

11：00～
13：30～
16：00～

12：00～
14：30～
17：00～

④

4／1 4／2 4／3
12：00～
14：30～
17：00～

11：30～
14：00～
16：30～

11：00～
13：30～
16：00～

●其の二●

〈日 時〉 5／2（月）～5／8（日） ※実施時間については調整中

〈会 場〉 長久手日本館前 日本広場内サークル、テントブース

〈演 目〉 腹話術、南京玉すだれ、猿回し、独楽曲芸、伊賀流忍者ショーなど。

※詳細調整中

●其の三●

〈日 時〉 7／29（金）～7／31（日） ※実施時間については調整中

〈会 場〉 長久手日本館前 日本広場内サークル、テントブース

〈演 目〉 お笑い紙切り、忍法奇術、和風ジャグリング、独楽パフォーマンスなど。

※詳細調整中

●其の四●

〈日 時〉 8／19（金）～8／23（火） ※実施時間については調整中

〈会 場〉 長久手日本館前 日本広場内サークル、テントブース

〈演 目〉 和風ビジュアルシアター、和風ジャグリング、和風パフォーマンス、縁日など。

※詳細調整中

「津軽三味線パフォーマンス」（津軽三味線独奏、合奏） ※ 4／1のみ1日2回 （13：00～、15：30～）

「和風マジック」 （パントマイム、クラウニングがベースのユニーク和風マジック）

「和風ジャグリング」 （和菓子をﾃｰﾏに団子屋「彦一団子」で繰り広げられる大道芸）

「和太鼓パフォーマンス」（4／2、4／3のみ） ※1日2回 （13：00～、15：30～）

「和風フェイスペイント」 （10：00～18：00の間で適宜実施）



〔 日本館イベント催事カレンダー 〕

４月 １日（金） 11：00～17：30 にっぽん一芸 其の一

２日（土） 11：00 ～ 17：30 にっぽん一芸 其の一

３日（日） 11：00 ～ 17：30 にっぽん一芸 其の一

９日（土） 11：00 ～ 16：45 日本伝統芸能十八撰 （第一回）

10日（日） 11：00 ～ 15：35 日本伝統芸能十八撰 （第一回）

11日（月） 16：00 ～ 17：00 ／ 18：30 ～ 19：30 第一回 にっぽん華座ｽﾍﾟｼｬﾙ催事

12日（火） 16：00 ～17：00 ／ 18：30 ～ 19：30 第一回 にっぽん華座ｽﾍﾟｼｬﾙ催事

５月 ２日（月） 詳細時間調整中 にっぽん一芸 其の二

３日（火） 詳細時間調整中 にっぽん一芸 其の二

４日（水） 詳細時間調整中 にっぽん一芸 其の二

５日(木） 詳細時間調整中 にっぽん一芸 其の二

６日（金） 詳細時間調整中 にっぽん一芸 其の二

７日（土） 詳細時間調整中 にっぽん一芸 其の二

８日（日） 詳細時間調整中 にっぽん一芸 其の二

28日（土） 詳細時間調整中 日本伝統芸能十八撰 （第二回）

29日（日） 詳細時間調整中 日本伝統芸能十八撰 （第二回）

30日（月） 詳細時間調整中 第二回 にっぽん華座ｽﾍﾟｼｬﾙ催事

31日（火） 詳細時間調整中 第二回 にっぽん華座ｽﾍﾟｼｬﾙ催事

６月 30日（木） 詳細時間調整中 第三回 にっぽん華座ｽﾍﾟｼｬﾙ催事

７月 １日（金） 詳細時間調整中 第三回 にっぽん華座ｽﾍﾟｼｬﾙ催事

２日（土） 詳細時間調整中 日本伝統芸能十八撰 （第三回）

３日（日） 詳細時間調整中 日本伝統芸能十八撰 （第三回）

21日（木） 詳細時間調整中 第四回 にっぽん華座ｽﾍﾟｼｬﾙ催事

22日（金） 詳細時間調整中 第四回 にっぽん華座ｽﾍﾟｼｬﾙ催事

23日（土） 詳細時間調整中 日本伝統芸能十八撰 （第四回）

24日（日） 詳細時間調整中 日本伝統芸能十八撰 （第四回）

29日（金） 詳細時間調整中 にっぽん一芸 其の三

30日（土） 詳細時間調整中 にっぽん一芸 其の三

31日（日） 詳細時間調整中 にっぽん一芸 其の三

８月 19日（金） 詳細時間調整中 にっぽん一芸 其の四

20日（土） 詳細時間調整中 にっぽん一芸 其の四

21日（日） 詳細時間調整中 にっぽん一芸 其の四

22日（月） 詳細時間調整中 にっぽん一芸 其の四

23日（火） 詳細時間調整中 にっぽん一芸 其の四


