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資料２ 
「愛知県ウィーク・パート１」の催事について 

 

１ オープニング 

「愛知県ウィーク・パート１」のオープニングを飾るセレモニーです。 

「あいちの美・技・力」をテーマとして、「山車・からくり」や和太鼓等が披露され、

一週間に及ぶ催事の幕開けが告げられます。 

 

■日時：4月 23 日（土）  11:00～11:50 

■会場：EXPO ドーム 

 

 

２ あいち山車・からくり総揃え  

県内 18 の市町から「山車・からくり」が万博会場に集結。「勇壮な山車」と「華麗

なからくり」の披露や、子供達によるお囃子、練り物、日が暮れた後の宵山など豊富

な見どころがあります。特に、4月 23 日（土）・24 日（日）の２日間は山車 100 輌が

結集し、圧倒的な存在感をアピールします。 

また、会場への運搬に伴い、各市町で山車を一旦解体し、深夜にトレーラーに積み

込み、各保存会の人たちの手によって会場内で再度組み立てられるプロセスも、非常

に貴重な見どころであり、いわば歴史に残る一大事業です。 

 

■日時：4月 23 日（土）～29 日（金・祝） 開場時間中 随時 

■会場：愛・地球広場、日本広場、EXPO ドーム、長久手愛知県館「あいち・おまつ

り広場」等 

※参加市町と展示場所及び催事展開については別添資料をご参照下さい。 

 

 

３ あいちの宵祭り 

会場各所に展示された山車には、夕刻になると、ゆらゆらと揺れる提灯が飾られ、

幽玄な「宵山」が繰り広げられます。 

「愛・地球広場」のステージでは、津島天王祭のまきわら船や、三河地方の手筒花

火など、愛知の「宵祭り」の魅力を映像等を交えて紹介します。 

 

■日時：４月 23 日（土） 18:30～19:30 

■会場：愛・地球広場を中心とした会場内各所 
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４ あいち芸能ＬＩＶＥ -おどりマンダラ春-  

愛知芸術文化協会の協力を得て、日本舞踊西川流・花柳流・藤間流・内田流や、松

岡怜子バレエ団・越智インターナショナルバレエなど県内多数の芸能団体が、春に因

んであでやかな競演で綴るハイレベルなステージです。 

  

■日時：４月 23 日（土） 13:00～15:45／16:00～18:45 

■会場：EXPO ホール 

 

 

５ グランドオーケストラ Aichi 特別演奏会～グレの歌～ 

このコンサートのために、国内有数の規模とレベルを誇る名古屋フィルハーモニー

交響楽団を中心として、地元のセントラル愛知とアンサンブル金沢との合同オーケス

トラを編成。県民参加の合唱団３００名とのコラボレートによる総勢５００名の大編

成によるスペシャル企画。 

シェーンベルクの２０世紀最大の楽曲「グレの歌」は、膨大な人数を要する超大編

成曲であるため、演奏される機会は極めて少なく、演奏会自体がとても貴重です。 

 

■日時：４月 24 日（日） 15:00～17:30 

■会場：EXPO ドーム 

 

 

６ お祭りヌーベルバーグ 

太鼓、棒の手、獅子舞、万歳等歴史に培われた伝統芸能と、現代の先進な 

芸術感性をコラボレートし、創造性豊かな「芸どころ愛知」の新しい波（ヌーベルバ

ーグ）を生み出す実験的なミュージカルです。 

県内各地で開催されているお祭りとは一味違った新しい形態と、古くから継承され

ている本来の形態を、あえて融合させて披露することで、愛知の郷土芸能をより深く

御理解いただくことを意図しております。 

 

■日時：４月 24 日（日） 14:00～15:00／17:00～18:00                              

■会場：EXPO ホール 

■出演団体 

尾張旭市の棒の手（尾張旭市） 

ばしょう踊り（一宮市） 

大治太鼓（大治町） 
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朝倉の梯子獅子（知多市） 

三河万歳（安城市） 

 

 

７ 武者行列  

信長・秀吉・家康の３英傑をはじめ、優れた武将を生み出した愛知県。その時代を

彷彿させる「武者行列」が、「愛・地球広場」を出発し、グローバルループをコモン

３までパレードします。 

 

■日時：４月 24 日（日） 15:30～16:30 

■会場：愛・地球広場～グローバルループ～コモン 3 

■出演団体 

家康行列（岡崎市） 

子供奴道中（知立市） 

時代行列（清洲町） 

大名行列（刈谷市） 

長久手の警固祭り（長久手町） 

豊田市の棒の手（豊田市） 

 

 

８ まつりの華 愛知のこころ・粋  

「愛・地球広場」をメイン会場として、会場内の各所で展示されている「山車」を

映像でつなぎながら、100 輌の山車の数を実際に数える大規模な「愛知県ウィーク」

のシンボルイベントです。「武者行列」や「伝統芸能」とも連動しながら、一体感の

ある展開で観客を魅了します。 

 

■日時：４月 24 日（日） 12:30～16:30 

■会場：愛・地球広場、日本広場、EXPO ドーム、あいち・おまつり広場 

■イベントスケジュール 

  12:30～13:30 --- 各所で伝統芸能披露 

  13:30～14:30 --- 山車百輌カウント 

 14:30～15:30 --- からくりトークショー（九代目 玉屋庄兵衛さん 他） 

15:30～16:30 --- 山車曳きまわし 等 

 

 



 - 4 -

９ ちんとろ船（半田山車まつり） 

  ２艘のちんとろ船（まきわら船）を浮かべ、船の中央には 12 個の提灯を掲げます。

また、子供三番叟の演者が、長久手愛知県館から、グローバル・ループ、コモン３を

経て、かきつばた池まで練り歩いて船に乗り込み、子供三番叟を上演します。夕刻に

は、船の提灯に火をつけて、ゆうゆうと池をこぎ進みます。 

 

■日時：４月 24 日（日） 11:00～19:00  

■会場：かきつばた池 

 

 

10 愛知県立芸術大学特別演奏会 

世界的指揮者・外山雄三氏のタクトで、愛知県立芸術大学の学生達による特別コン

サートです。外山氏作曲の「相馬盆踊り」を始め、「ハンガリー狂詩曲」、「ロンドン

デリーのうた」、「ローマの祭り」など、「世界の祭り」をテーマに各国を音楽で旅し

ます。 

 

■日時：４月 25 日（月） 14:00～16:00 

■会場：EXPO ドーム 

 

 

11 未来！キッズ!まつり！ 

この企画は、古くから伝わる県内各地の貴重な伝統芸能を継承し、未来を創る「愛

知県の子ども達」が主役です。 

郷土の童話作家 新美南吉氏の「ごんぎつね」を題材として、村祭りを楽しむ「子

ぎつね達」が進行役となって、愛知のこども達による様々な郷土芸能が繰り広げられ

ます。 

フィナーレでは、愛知の未来を担う子ども達による合唱隊が、「かわいい魚屋さん」

でお馴染みの愛知の童謡作家 山口保治氏のお孫さんにあたる音楽家 山口ともさん

らのプロのバンドとジョイントして、童謡ヒットメドレーを華やかに歌い上げます。 

 

■日時：４月 25 日（月）  

13:00～14:20（第１部） 

15:00～16:20（第２部） 

            16:30～17:00（第３部） 

■会場：EXPO ホール 
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■出演団体 

子供三番叟（大府市） 

子供御殿万歳（東海市） 

白波五人男（新城市） 

東海市、豊川市を中心とした児童合唱団（東海市、豊川市他） 

六ッ師獅子舞（師勝町） 

田峯観音子供歌舞伎（設楽町） 

劇団角笛（半田市、推薦） 

 

 

12 あいち伝統芸能名選  

日本を代表する愛知の優れた伝統芸能を厳選し、披露する正統派ステージです。世

界が交流する国際舞台である愛知万博らしく、海外からの来場者にも「愛知の伝統文

化」を理解し、楽しんでもらいます。４日間にかけて、27 の団体が熱演します。 

 

■日時：４月 25 日（月）～28 日（木） 12:00～14:00 (第 1 部) 

                   16:00～17:30 (第 2 部) 

■会場：長久手愛知県館「あいち・おまつり広場」 

■出演団体 

４月 25 日（月） 

尾張万歳（知多市） 

田貫の棒の手（西尾市） 

千万町の神楽（額田町） 

七福神踊り（豊田市） 

三河万歳（豊田市） 

和紙のふる里太鼓（豊田市(旧小原村)） 

和太鼓・鼓響（美浜町） 

 

４月 26 日(火) 

ざい踊り（尾張旭市） 

能田徳若万歳（師勝町） 

三河万歳（幸田町） 

新城歌舞伎（新城市） 

旭町の棒の手（豊田市（旧旭町）） 

稲武廻り太鼓（豊田市（旧稲武町）） 
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願成観音太鼓（渥美町） 

 

４月２７日(水) 

幡山郷土芸能警固隊の棒の手（瀬戸市） 

小木田の棒の手（春日井市） 

外之原中獅子神楽（春日井市） 

信長公出陣太鼓（清洲町） 

名越獅子舞（鳳来町） 

三河万歳（豊田市（旧下山村）） 

 

４月２８日(木) 

大脇梯子獅子（豊明市） 

上高根の棒の手（豊明市） 

和太鼓（豊山町） 

神楽太鼓（甚目寺町） 

山中八幡宮デンデンガッサリ（岡崎市） 

西尾の御殿万歳（西尾市） 

藤岡の棒の手（豊田市（藤岡町）） 

鬼祭り（豊橋市） 

 

 

13 和太鼓大集合 ～和の心を打つ～ 

県内各地の太鼓演奏者の参加を得て、日本の太鼓、愛知の太鼓の魅力と追力を世界

に発信します。和太鼓、大正琴、踊りなどのコラボレーションも見ものです。 

 

■日時：４月 26 日（火） 9:30～12:40、14:00～20:00 

■会場：EXPO ドーム 

 

 

14 ＥＣＯテキスタイル・ダンス＆ファッションショー 

愛知県内で開発された環境にやさしい ECO テキスタイルを使って、事前にコンテス

トで選ばれた県内高校生がデザインし制作した衣装を、自ら身にまとってモデルとし

て出演します。また県内若手デザイナーがデザインした衣装でプロのモデルやダンサ

ーによる本格的なファッションショーも展開。万博でのファッションショーは唯一で

す。 
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また、森英恵さんのトークショーや、愛知出身のタレント 森下千里さん、北条隆

博さんがモデルとして出演します。 

 

■日時：４月 27 日（水） 13:00～15:00 

■会場：EXPO ホール 

 

 

15 あいち お城・城下町フェスティバル 

郷土の３英傑にゆかりのある全国 50 のお城を巨大な巻物に描いた「全国古城絵巻

50 撰」を展示します。また、来場する子供達のワークショップとして、「自分の夢の

お城」、「岡崎城」や「犬山城」などの愛知のお城を描いた巨大絵巻の制作・展示を行

い、先人達によって築かれ、継承されてきたお城や城下町の魅力を世界、そして未来

に発信します。 

 

■日時：４月 26 日（火）～28 日（木） 10:00～17:00 

■会場：日本広場 

 

 

16 愛知万博マーチング＆バトンパレード 

全国のコンクールで入選している愛知県内の中・高校や社会人などの吹奏楽団が多

数参加して、グローバルループを賑やかにパレードします。 

   その後、EXPO ドームでマーチングバンドとバトントワリングのチームが｢地球大冒

険｣をテーマにステージ、アリーナを使ってドリルショーを繰り広げます。 

 

■日時：４月 29 日（金・祝） 11:00～11:30（パレード） 

               13:30～16:00（フェスティバル） 

■会場：愛・地球広場～グローバルループ～コモン 4、EXPO ドーム 

 

 

17 まつりの饗宴・百奇夜光パレード 

県内のバラエティー豊かな祭りのキャラクター（12 団体）が地域に伝承される演

技を、あいちおまつり広場で披露した後、グローバルループをパレードし、音と光で

織り成すナイトページェントを演出します。 

パレードは EXPO ドームに集結し、あいちお祭り大乱舞とともにグランドフィナー

レに連動します。 
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■日時：４月 29 日（金・祝）  

■会場：12:00～16:00   

日本広場、長久手愛知県館「あいち・おまつり広場」＜ステージ展開＞ 

    17:45～19:00 

愛・地球広場～グローバルループ～EXPO ドーム ＜パレード展開＞ 

■出演団体 

ちゃらぼこ（岡崎市） 

猩猩（東海市） 

うなこうじ祭り（豊川市） 

大海の放下（新城市） 

参候祭（設楽町） 

えんちょこ獅子（高浜市） 

万燈祭（刈谷市） 

七福神踊り（蒲郡市） 

花祭（東栄町） 

西尾のてんてこ祭（西尾市） 

綾渡の夜念仏と盆踊り（足助町） 

豊浜鯛まつり（南知多町） 

 

 

18 あいちお祭り大乱舞 

地元で育ち全国レベルに成長した「にっぽんど真ん中祭り」の協力により、愛知県

内の群舞グループ 43 チームが、愛・地球広場のステージで創作演舞を披露し、愛知

県ウィークで初めて披露する総踊り曲で「総踊り」を展開します。愛知県民のパワー

で一気に会場を熱気の渦に包み込み、フィナーレに華を添えます。 

また、百奇夜光とともに EXPO ドームでグランドフィナーレに参加し、「愛知県ウィ

ーク・パート 1」を締めくくります。 

 

■日時：４月 29 日（金・祝） 11:45～17:30 

■会場：愛・地球広場 

■出演団体 

きらら岡崎（岡崎市） 

Team 一豊（かずとよ）（一宮市（旧木曽川町）） 

やろまい 夢源隊（扶桑町） 
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東郷町町民総踊り普及振興会（東郷町） 

庭野小踊りキャラバン（新城市） 

瀬戸っ子舞遊（まいゆう）（瀬戸市） 

窯炎（ようえん）（瀬戸市） 

長久手未来チーム満月輝（みずき）（長久手町） 

らんラン東海（東海市） 

D.D.M カンパニー（半田市） 

コンコン豊川（豊川市） 

ONE（わん）（犬山市） 

とよた OIDEN パワーズ（豊田市） 

明楽人（あらじん）（春日井市） 

日進市商工会（日進市） 

歩～あゆみ～（扶桑町） 

はんだ踊りん！チーム“GON”（半田市）  

魁（さきがけ）（刈谷市） 

常滑烈鬼（とこなめれっき）（常滑市） 

さくら連（大口町） 

あさぎ（大口町） 

菜花（さいか）（大口町） 

知多獅子神楽（知多市） 

乱舞天王・蒼（そう）（豊川市） 

和（なごみ）（東海市） 

伽羅（きゃら）（瀬戸市） 

ふそう連 GO!愛（扶桑町） 

舞麗恋（犬山市） 

凛（りん）（犬山市） 

六所連（ろくしょれん）（岡崎市） 

ＨＥＡＲＴＢＥＡＴ踊り子隊（稲沢市） 

歓喜団（かんきだん）（刈谷市） 

半田エアロキッズ遊（ゆう）（半田市） 

コボ勝川（春日井市） 

笑゛（じょう）（犬山市） 

いこ・MY・舞（まい）（尾張旭市） 

流舞（犬山市） 

Anjo“北斗”（あんじょうほくと）（安城市） 
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日本福祉大学 夢人党（むじんとう）（美浜町） 

おどら舞鳳来（おどらまいほうらい）（鳳来町） 

はるみん＆疾風（春日井市） 

愛知万博踊り隊（瀬戸市） 

Sutotoco チーム（すととこちーむ）（県選抜） 

 

 

19 尾張津島天王祭 

日本三大川まつりのひとつに数えられる「尾張津島天王祭」は 500 年の伝統を誇り、

全国の数ある夏祭りの中でも最も華麗なものと言われています。かきつばた池でも５

艘のまきわら船を出展し、宵まつりでは提灯を夕闇に浮かべ、津島笛を奏でながら、

漕ぎ進みます。朝まつりでは、宵まつりに使用した５艘の祭船の上に能人形を飾り、

がらりと飾り付けを一変した車楽船（だんじりぶね）を古楽を奏しながら、ゆうゆう

と漕ぎ進みます。 

 

■日時：４月 29 日（金・祝） 18:00～21:00 （宵まつり・まきわら船） 

30 日（土）   11:00～16:00 （朝まつり・車楽船） 

■会場：かきつばた池 

 

 

20 グランドフィナーレ  

きらびやかな「百奇夜光」の出演団体と、パワーあふれる「お祭り大乱舞」の出演

団体が EXPO ドームに大集合。クロージングセレモニーとして、催事参加者と来場者

が一体になり、「おまつり大乱舞」で披露された総踊り曲を全員で踊り、「愛知県ウィ

ーク・パート１」を締めくくります。 

 

■日時：４月 29 日（金・祝） 19:30～20:30 

■会場：EXPO ドーム      

 

 

 

 

 

 

気象条件により催事内容が変更となる場合があります。 


