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平成二十一年度（
第三十四回）
全民連総会
七月二十三日（木）・二十四日（金）

十五時～十六時

館見学

福島県南相馬市で開催します！

去年夏に行われたました
福岡市での総会で、第三十四
回全民連総会を福島県南相
馬市で開催することを決定
いたしました。
日程が次のように決まり
ましたのでご案内いたしま
す。
多数のご参加をお待ちし
ております。
一 期日

相馬野馬追・神旗争奪戦
南相馬市（原ノ町駅）への交通アクセス

航空機･･･福島空港より約 120ｋｍ

ま た、 ホーム ペー ジでの加 盟促

及び全市区町村に配布した。

平成二十年度 第二回役員会報告

月二十二日、
（財）日本青年館（東

京都 新宿区）にお いて、平成 二十

し、 二十年度事業 経過報告な らび

ロッ ク別民俗芸能 大会などに 出演

さ らに 、全国 民俗 芸能大会 やブ

進を行った。

に今 後の事業につ いて協議い たし

した 未加盟の市町 村に加入依 頼し

年度全民連第二回役員会を開催

ました。

た。

平成二
一 平 成二十 年度事 業経過 報告
十年十一
及び予定事業について

ク別 民俗芸能大会 （全民連協 賛）

全民 連主催）及び 第五十回ブ ロッ

主な議題は次のとおりです。

① 第三 十三回 総会 及び第一 回役

の開催概要が報告された。
（左表参

④ 第五 十八回 全国 民俗芸能 大会

員会 が福岡県福岡 市で開催さ れ、

照）

ついて

二

平 成二 十一 年度 総会開 催に

（役 員会当日開催 、日本青年 館・

視察研修、民俗芸能鑑賞会を含め、
盛会裏に終了した。

②平成二十年度会費の納入状況

九七・六パーセント

て、 おおまかなス ケジュール を決

れる 、平成二十一 年度総会に つい

福 島県南相馬市 において開 催さ

③加盟促進活動について

定し た。また、全 民連から南 相馬

十一月一日現在

「 全民連だより 」第六十号 を二

第 10 回全国こども民俗芸能大会 8 月 23 日（土）日本青年館

○相馬野馬追軍者会・

8 月 2 日（土）～4 日（月）北上市

市へ五十万円の支出を決定した。

第 47 回北上・みちのく芸能まつり

千五百部発行し、四十七都道府県

第 11 回全国獅子舞フェスティバル 6 月 22 日（日）新潟市

市内旭公園

【後援】

七月二十三日（木）

第 50 回ブロック別民俗芸能大会

十六時三十分～

第 20 回民俗芸能と農村生活を考える会

十七時三十分
○情報交換会

【協賛】

七月二十四日（金）
日程・会場

十八時～二十時
【七月二十四日（金）
】
○視察研修（相馬野馬追見

第 11 回にほんまつ伝統芸能祭 2 月 22 日（日）二本松市

二

【七月二十三日（木）
】
○役員会
十三時～
十三時三十分

学）昼食含む

2 月 14 日（土）大阪市

1 月 31（土）千代田区

○総会

十三時三十分～

東京・日本青年館
11 月 22 日（土）

十三時四十五分～
十四時三十分

【七月二十五日（土）
】

10 月 26 日（日）高岡市

○近畿・東海・北陸

会場

（希望者）

11 月 9 日（日）倉敷市

○中国・四国

10 月 13 日（月）多賀城市

○北海道・東北

ホテル ラフィーヌ

野馬懸見学・小高区

11 月 9 日（日）諫早市

○九州

11 月 16 日（日）長野市

○関東

（ＪＲ原ノ町駅前）

第 58 回全国民俗芸能大会

板橋区文化・国際交流課内

全民連だより
All Japan Municipality Federation

倉沢人形歌舞伎

○大悲山石仏・南相馬博物

【日本青年館と共催】

東京都板橋区板橋二丁目 66 番 1 号
全国民俗芸能保存振興市町村連盟

電話
of Folk Dance and Music

〒１７３－８５０１

平成 21 年 3 月 31 日

事業報告
共催・協賛・後援
平成 20 年度全民連

事務局
第 61 号
編集発行

仙台空港より約 66ｋｍ

鉄道･･･上野より常磐線「スーパーひたち」で約３時間３０分

仙台より常磐線「スーパーひたち」で約５５分

相馬野馬追・野馬懸

全 民 連 だ よ り

平成 21 年 3 月 31 日

文化庁協力

（２）

第５８回全国民俗芸能大会

民俗芸能北から南から ～発見！日本の無形文化遺産～
平成２０年１１月２２日（土）、東京都新宿区の日本青年館大ホールに
て第５８回全日本民俗芸能大会（日本青年館と全民連の共催）が開催さ
れました。全民連加盟市区町村からは、駒衣の伊勢音頭（埼玉県美里町）、
和賀の大乗神楽（岩手県北上市）が出演しました。また、今回出演しま
した春日の太鼓踊りの地元であります岐阜県揖斐川町に新たに加盟して
いただきました。

駒衣の伊勢音頭

和賀の大乗神楽

春日の太鼓踊り

います。
揖斐川町には県指定重要無形民俗文化財の「谷汲踊」や「東津
汲鎌倉踊」、また全国民俗芸能大会で披露された「春日の太鼓踊り」
など様々な踊りが伝えられています。
揖斐川町役場 電話０５８５－２２－２１１１

事務局通信

揖斐川町は岐阜県北西部に位置し、滋賀県と福井県に隣接して

ホームページをリニューアルしました

自然と歴史が育む ふれあいと活力のある健康文化都市

トップページ

おかげさまで今年度も全民連
事業を無事終了することがで
きました。篤く御礼申し上げま
す。
二十一年度に合併や組織改
正等で担当部署名などの変更
がございましたらご一報いた
だけたら幸いです。
昨年十二月一日より岐阜県
揖斐郡揖斐川町に加盟してい
ただきました。ありがとうござ
います。
二十一年度も宜しくお願い
致します。

岐阜県揖斐郡揖斐川町のご紹介

一時休止しておりました全民連ホームページをおか
げさまで去年の九月に再開することができました。現
在は、全民連の事業、加盟市区町村の民俗芸能の情報、
加盟市区町村と主な民俗芸能一覧などを掲載していま
す。より一層の内容充実に努めてまいります。

加盟市区町
村担当者様
ご当地の
民俗芸能の
紹介文・写
真を随時募
集しており
ます。まだ
まだ掲載数
が少ないの
で是非お寄
せ く だ さ
い。

加盟市区町村の民俗芸能の情報

加盟市区町村一覧

坂本全民連会長挨拶

