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協賛／浅草中屋、㈱岡田屋布施、北原唯幸、㈲椎名匠店、シマ・ワークス、千葉県立房総のむら（指
定管理者：財団法人千葉県教育振興財団）、千葉テレビ放送株式会社、東金ばやし保存会い
若会、八鶴亭、東口岸本薬局、㈱プロダクション 135、ホテルポートプラザちば、㈱宮本
卯之助商店、安崎際物店、蘭情

　　　（五十音順、房総の郷土芸能 2010 と会報発行に御協力いただきました。）

　東北地方太平洋沖地震により、お亡くなりになられた方々のご冥福をお祈り申し上げますとともに、
被災された方々に心からお見舞い申し上げます。 一日も早い復旧・復興を切に願っております。

　12 月 11 日（土）に東金文化会館を会場に開催されました。東金ばやし保存会い若会、西ノ下区獅子舞保存会、

白幡八幡神社伝承文化保存会、殿部田お囃子保存会、本柏神楽保存会、永田獅子旭連、北之幸谷獅子連の熱

のこもった芸能の披露に、惜しみない拍手が送られました。平成 23 年度は、12 月 10 日（土）に銚子市青少

年文化会館で開催予定です。

「房総の郷土芸能2010」

東金ばやし（東金市） お竜頭の舞（山武市） 撮影 / 田尾斗識

◇　顕　彰　報　告　◇
平成 22 年度地域文化功労者表彰（文部科学大臣）     東金ばやし保存会い若会

平成 22 年度千葉県教育功労者表彰     倉 橋 弥 勒 三 番 叟 保 存 会

第 30 回伝統文化ポーラ賞　地域賞     鬼 来 迎 保 存 会

平成 22 年度地域伝統文化功労者表彰（国民協会）     北 之 幸 谷 獅 子 連

上記の団体が表彰されました。
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月 　日 　名称 　場所

4

２（土） 取香の三番叟 側高神社（成田市取香）
３（日） 成田のおどり

花見
成田市成田地区
［三ノ宮埴生神社など］

中止 笹川の神楽 諏訪神社（東庄町笹川）
未定 玉前神社神楽 玉前神社（一宮町一宮）
15（金） おらんだ楽隊 香取神宮（香取市香取）
28（木） 鹿野山の

はしご獅子舞
白鳥神社（君津市鹿野山）

5 ３（火） 鳥見神社の獅
子舞

鳥見神社（印西市平岡）

7

未定（千倉地区
祭礼時に実施）

千倉（忽戸）
の三番叟

荒磯魚見根神社（南房総市千倉
町忽戸）

未定（千倉地区
祭礼時に実施）

千倉（平磯）
の三番叟

諏訪神社（南房総市千倉町平磯）

10（日） 木更津ばやし 仲片町公会堂（木更津市中央）
未定 玉前神社神楽 玉前神社（一宮町一宮）
15（金） 浅間神社の神楽 稲毛浅間神社（千葉市稲毛区）
15（金）・16（土）・
17（日）

佐原の
山車行事

香取市佐原本宿地区
［八坂神社など］

17（日） 墨獅子舞 六所神社（酒々井町墨）
22（金）・23（土）
・24（日）

白間津大祭
（オオマチ）行事

日枝神社（南房総市白間津）

24（日） 野田のばっぱか
獅子舞

八幡神社（野田市清水）

24（日） 北風原の羯鼓舞 愛宕神社（鴨川市横尾）
25（月）･26（火） 多古のしいかご舞 八坂神社（多古町多古）
27（水） 太田の

エンヤーホー
八坂神社（旭市ニ）

未定 野田のつく舞 未定　（野田市野田）

8

１（月）･２（火） 加茂の三番叟・
加茂の花踊

賀茂神社（南房総市加茂）

７（日） 大戸見の神楽 稲荷神社（君津市大戸見）
14（日） 八日市場の

盆踊り
米倉コミュニティセンター
（匝瑳市米倉）
砂原コミュニティセンター
（同市砂原）

15（月） 椎津のカラダミ 市原市椎津地区
16（火） 鬼来迎 広済寺（横芝光町虫生）
16（火） 篠籠田の獅子舞 西光院（柏市篠籠田）
20（土）･21（日）
･22（月）

洲崎の
ミノコオドリ

洲崎神社（館山市洲崎）

9

未定 玉前神社神楽 玉前神社（一宮町一宮）
13（火） 上総十二社祭り 一宮町・睦沢町・長生村・茂原市・

いすみ市［玉前神社など］

17（土）･18（日） 安房やわたん
まち

館山市・南房総市
［鶴谷八幡宮など］

17（土）･18（日） 市原の柳楯神事 市原市市原・五所・八幡地区［飯
香岡八幡宮など］

24（土） 大寺の三番叟 大寺青年館（いすみ市下布施）
25（日） 吉保八幡の

やぶさめ
吉保八幡神社（鴨川市仲）

25（日） 三島の棒術と
羯鼓舞

三島神社（君津市宿原）

10

７（金）･８（土）･
９（日）

佐原の山車行事 香取市佐原新宿地区
［諏訪神社など］

未定 岩沼の獅子舞 皇産霊神社（長生村岩沼）
16（日） 浦部の神楽 鳥見神社（印西市浦部）
16（日） 鶴峯八幡の神楽 鶴峯八幡宮（市原市中高根）
16（日） 北之幸谷の獅子舞 妙徳寺（東金市北之幸谷）
17（月） 鳥見神社の神楽 鳥見神社（印西市中根）

月 　日 　名称 　場所

11

未定 玉前神社神楽 玉前神社（一宮町一宮）
15（火） 北之幸谷の獅子舞 稲荷神社（東金市北之幸谷）
23（水） 浅間神社の神楽 稲毛浅間神社（千葉市稲毛区）
30（水） おらんだ楽隊 香取神宮（香取市香取）

12 ４（日） 山倉の鮭祭り 山倉大神（香取市山倉）

1

未定 玉前神社神楽 玉前神社（一宮町一宮）
１（日）元旦 浅間神社の神楽 稲毛浅間神社（千葉市稲毛区）
８（日） 仁組獅子舞 匝瑳市栢田地区
14（土）～15（日）
小正月

飽富神社の筒粥 飽富神社（袖ケ浦市飯富）

2

３（金） 北之幸谷の獅
子舞

稲荷神社（東金市北之幸谷）

５（日） 水神社永代大
御神楽

水神社（旭市後草）

17（金） 浅間神社の神楽 稲毛浅間神社（千葉市稲毛区）
20（月） 茂名の里芋祭 館山市茂名区

3

１（木） 増間の御神的
神事

日枝神社（南房総市増間）

11（日） 大塚ばやし 海保神社（市原市海保）
19（月）・20（火） 西ノ下の獅子舞 八坂神社（九十九里町片貝）
20（火） 熊野神社の神楽 熊野神社（旭市清和乙）
27（火）・28（水） 鎌数の神楽 鎌数伊勢大神宮（旭市鎌数）

◇イベント等での公開
　名称 　日程 　イベント名（会場）
浦安の
お洒落踊り

当面中止
毎月第１・２・４
土曜日

公開練習（浦安市郷土博物館視聴覚室）

九十九里大漁節 毎週水曜日（夜）公開練習（九十九里町中央公民館）
東浪見甚句 未定 さすが市（玉前神社前）

咲雀民謡教室発表会（長生村文化会館）
取香の三番叟 ５/ ５（木） 春のまつり（千葉県立房総のむら）
上総掘りの技術 ①毎月第3日曜日

②６/４（土）・5（日）
③８/21（日）
④９月毎週
　（火・木・土）

①例会
②第16回ミュージアム・フェスティバル
③「竹まつり」
④技術伝承強調月間
　（袖ケ浦市郷土博物館）

白枡粉屋踊り 11/13（日）
２月

芝山はにわ祭り（芝山町芝山公園）
芝山町文化協会芸能発表会
（芝山文化センター）

松戸の万作踊り 11/27（日） 万作踊りおさらい会（松戸市民会館）
白枡粉屋踊り 11/13（日）

２月
芝山はにわ祭り（芝山町芝山公園）
芝山町文化協会芸能発表会
（芝山文化センター）

　◇千葉県内の民俗芸能大会
　名称 　日程 　会場
第6回あさひのまつり ９/25（日）千葉県東総文化会館
第14回野田市民俗芸能の
つどい

11/27（日）野田市文化センター

第31回我孫子市郷土芸能祭 12/ 4（日）我孫子市湖北地区公民館
房総の郷土芸能２０１1 12/10（土）銚子市青少年文化会館
山武市郷土芸能振興大会 １/29（日）成東文化会館のぎく

プラザホール
第4回安房の伝統芸能まつり ２/26（日）千葉県南総文化ホール

◎日程変更や中止等になる場合や未定でも実施するこ
ともあります。
　ご見学の際は必ず事前に地元の教育委員会へご確認
ください。

平成23年度　千葉県の国指定・県指定無形民俗文化財　公開スケジュール


