令和２年度 阿波十郎兵衛屋敷の文化・観光事業の実績報告
事業名

事業内容

１ 阿波人形浄瑠璃の上演 9,147,058円

(1)定期公演
7,057,466円

(2)特別公演・派遣
公演
713,198円

新型コロナウイルスの感染拡大状況を見ながら、定期公演の回数を調整した。
4月1日〜12日 土日祝日のみ公演（11時、14時）
4月13日〜5月8日 休館
5月9日〜5月31日 開館するも公演はなし
6月〜7月 土日祝日のみ公演（11時のみ）
8月〜9月 平日11時、土日祝日11時、14時
8月12日〜15日 毎日3回公演11時、14時、15時
10月〜11月 通常どおり毎日11時、14時
12月〜1月 毎日11時
2月 平日11時、土日祝日11時、14時
3月 通常どおり毎日11時、14時
①特別公演
旅行エージェントやグループ旅行などの要請に応じて、定期公演以外に特別
公演を実施した。
13回（観客662人） 内太夫・三味線付き上演10回
②派遣公演
R2.10.4 法市農村舞台オンライン公演
友和嘉会・ふれあい座
「伊達娘恋緋鹿子火の見櫓の段」
R2.10.7、R2.10.24 映像収録（大阪・徳島）
ワールドマスターズゲーム外国人向け動画撮影
関空から徳島までの交通案内、観光案内ビデオを、人形を使った
演出で制作するため徳米座を派遣した。
R2.11.12 徳島大学オンライン講座
友和嘉会、ふれあい座 「傾城阿波の鳴門」
R2.11.30 映像収録 勝浦座＋Giant Steps＋Gocoo
R2.12.20 コスモホール 友輔会・青年座
「寿二人三番叟」「日高川入相花王」
R3.1.21 徳島大学オンライン講座
青年座 「寿二人三番叟」
R3.2.28 ウィズコロナ時代の文化
ポラリス座「寿二人三番叟」

③特別企画公演
(1)徳米座「夫婦獅子舞」公演
R2.7.25（土）来場者70名、7.26（日）来場者60名
(2)川内中学校民芸部卒業公演
R2.7.26（日） 来場者 35人
「傾城阿波の鳴門順礼歌の段」
(3)阿波藍ファッションショー・阿波踊りステージ
R2.8.12 来場者85名
アンモデルエージェント
モデルスクール生、アクターズスクール生
(4)お盆特別公演
R2.8.12（水）〜8.15（土）11:00, 14:00, 15:00
R2.8.16（日）11:00, 14:00, 18:30〜True Life公演
(5)True Life公演 R2.8.16（日）来場者61名
出演／勘緑＋木偶舎、住友紀人、おおたか静流
阿部一成（笛）、溝渕健太（太鼓）

(3)特別企画公演
1,376,394円

(6)特別公演「丹生谷の人形浄瑠璃」
R2.11.15（日）13:30〜15:00
丹生谷清流座 「傾城阿波の鳴門順礼歌の段」
木沢芸能振興会「えびす舞」
来場者60名
(7)特別公演「光秀がくる」
R2.11.22（日）15:00〜16:00
友和嘉会・勝浦座「絵本太功記尼ヶ崎の段」
来場者86名
(8)ニューノーマル阿波おどりPLUS
R2.11.28（土）11:00〜15:15 来場者121名
傾城阿波の鳴門
人形による阿波おどり
壺坂観音霊験記 口奥
R2.11.29（日）11:00〜15:15 来場者156名
傾城阿波の鳴門順礼歌の段
創作人形劇「遊山箱もって」
傾城阿波の鳴門十郎兵衛内の段
(9)県民文化祭分野別フェスティバル
R2.12.12（土）〜12.13（日） 来場者193人
徳島文理大学人形浄瑠璃部、箱まわしジュニアクラブ、石井小学校学童保
育人形じょうるりくらぶ、 平成座ジュニアクラブ、川内北小学校人形浄瑠璃
クラブ、ゲスト徳米座「myえびす舞」
(10)阿波路会公演
R2.12.19（土）14:00〜15:30
「生写朝顔日記 宿屋より大井川の段」
来場者68名
(11)えびす祭り公演
R3.1.10（日）10:15〜15:00
和田島のちりめん販売
傘踊り、獅子舞、えびす舞、
映像「地域の信仰を支える人形」
来場者179名

２ 阿波人形浄瑠璃の魅力の創造

6,359,548円

●県内各地の農村舞台等の公演の支援
・中止になった公演
4月12日(日) 小野さくら野舞台春の定期公演
4月26日(日) 八面神社農村舞台
5月24日(日) 拝宮農村舞台公演
9月27日(日) 北川舞台公演
10月10日(土) 後山襖からくり舞台
10月11日(日) 辺川神社農村舞台公演
10月17日(土) 徳善阿弥陀堂横広場
10月24日(土) 徳善阿弥陀堂横広場
(1)農村舞台公演の
支援（運営支援、出 11月8日(日) 鎌瀬農村舞台公演
演者紹介、広報等） 11月22日(金) 坂州農村舞台公演
・無観客オンラインでの公演
10月4日(日) 法市農村舞台
友和嘉会・ふれあい座「伊達娘恋緋鹿子」
11月3日(火・祝) 八面神社農村舞台音楽公演
ヒューマノイズプロジェクト
11月3日(火・祝) 犬飼農村舞台公演
友和嘉会、喜笑会、勝浦座「絵本太功記」ほか

(2)徳島じょうるり
クルーズ

新町川を守る会等との連携により、吉野川〜阿波藍〜阿波人形浄瑠璃という
徳島の文化史をたどるツアーを実施した。
4月〜9月 中止
R2.10.4（日） 4名
R2.10.18（日） 7名

(3)新作・コラボレー
ション
11,296円

・中止になった公演
「モラエス恋遍路」公演 R2.5.16（土）
太夫／竹本友代、三味線／鶴澤友輔
人形／とくしま座

(4)ITの活用
1,239,600円

３Dプリンターを活用した木偶（おつる）の頭の組立キットを作成し、小学校、及
び小学校教員を対象とした阿波人形浄瑠璃のモデル授業を実施した。
・川内南小学校３D木偶教室(2/26)
・附属小学校３D木偶教員向け講座(2/27)

・中止になったイベント
(1)徳島浄瑠璃の会全国競演大会
R2.4.4（土）〜4.5（日）
(2)一期一会〜庭と茶と人形浄瑠璃
R2.5.23（土）〜5.24（日）
作庭／紡（尾形優ほか）
呈茶／春藤宗美社中
(3)水石展
R2.6.5（金）〜6.7（日）
(4)宮嶋金比羅神社秋祭り
R2.11.8（日） 金比羅神社本殿で三番叟奉納
・実施したイベント
(1)うちわ制作講座
R2.7.19（日） 13:00〜16:00
講師／河野竹克（夢風）
参加者10名
(2)無料周遊バス「るりこん」
R2.8.12（水）〜8.15（土）
ルート１ 大塚国際美術館〜各ホテル〜鳴門駅
〜阿波十郎兵衛屋敷
(5)その他イベント等
ルート２ 阿波十郎兵衛屋敷〜藍の館〜
5,108,652円
阿波おどり会館〜徳島駅
利用者 412名
(3)無料周遊バス「るりこん」
R2.10.31（土）、11.1（日）、11.3（火祝）
R2.11.21（土）〜11.23（月祝）
ルート 大塚国際美術館〜鳴門駅〜阿波十郎兵衛屋敷〜藍の館〜徳島駅
〜阿波おどり会館
利用者 709名
(4)撫養航路クルーズ 両国橋〜屋敷〜鳴門
上記バスと連絡する形で船も活用した。
R2.10.31（土） 参加者24名

３ 展示業務 33,081円

(1)調査研究

(2)常設展示の
効果的運営

(3)企画展示コー
ナー等の活用

・八田家調査（鳴門市撫養町黒崎）
お染、久松の衣装付き人形（大江巳之助作）及び八田清月氏が使用してい
た見台の寄贈を受けた。
・大和家調査（鳴門市撫養町林崎）
馬ノ背駒三作の頭ほか５点の人形を確認。太夫の大和君代氏所有のガブ
（作者不明）の寄贈を受けた。
・真藤家調査（徳島市八万町）
恵比寿（天狗弁作）及び三番叟の衣装付き人形の寄贈を受けた。
・丹生谷の人形浄瑠璃調査
下記資料を確認し、表記の特別展で展示した。
坂州農村舞台の復活当初の写真（昭和55年頃）
農村舞台で使われた家重（木沢の吉田家所蔵）
恵比寿（木沢芸能振興会所蔵）
恵比寿（拝宮谷農村舞台保存会所蔵）
・浄瑠璃関係資料
谷田雅雄氏より寄贈いただいた床本、丸本、稽古 本、図書資料の整理
職員やボランティアガイド等により、展示資料をもとに阿波人形浄瑠璃の特
色を解説するほか、体験用の人形を遣いながら人形が生きているように見える
ためのポイントを伝えたり、実際に人形を持ってもらい、操作の難しさを実感し
てもらうなど、公演鑑賞をより充実したものにするとともに、上演していない時間
帯に訪れたお客様にも十分満足していただけるよう配慮した。
（展示替え）
追加展示 R3.3.31（水）〜
・ガブ（大和君代寄贈）
・恵比寿（真藤快子寄贈）
①藍染めの衣装と写真展「藍の色、自然の色」
R2.8.12（水）〜8.16（日）
川人美洋子、COLORS、アンモデルエージェント
衣装4点、写真パネル12点を展示
②特別展「丹生谷の人形浄瑠璃」
R2.10.24（土）〜11.15（日）
恵比寿2体、家重、木沢芸能振興会写真パネル、
農村舞台パネル、晩茶製造用具と生産工程など
③特別展「絵本太功記」
R2.11.21（土）〜12.6（日）
絵本太功記 木偶7体（勝浦座所有）、
人形洋、人形尚、松茂木偶製作グループ及び
でこじゅく生徒の人形頭
人形制作実演11.21、11.22

４ 教育普及事業

209,162円

・中止になった事業
①夏の義太夫教室 全5回
R2年8月10,17,24,31日
講師／竹本友和嘉
講習外題「傾城阿波の鳴門」

・実施した事業
①十郎兵衛屋敷文化講座 和の空間でいけばな
12回、149人
講師：草月流 新田陛嘉
R2.5.10（10人）、6.20（15人）、7.12（12人）、8.8（9人）、9/13（17人）、10/18（22人）、12/27（14人）、
1/24（8人）、2/21（12人）、3/14（16人）
②未来塾 講師／森本恵子 2020.1.4からスタート
4/11（土）から月2回程度実施 計24回開催
登録21名
③ヘルプ人形教室 講師／森本恵子
人形遣いが足りない場合に相互に助け合うことができるよう毎月練習会を開催する。
2020.7.22から月2回実施
参加者：勝浦座、ふれあい座、鳴門座、阿波十郎兵衛座、名月座、平成座、青年座、とくしま座
５ 情報の収集と発信

198,000円

インターネットやマスコミ等を活用しながら効果的な情報の収集、発信に取り組んだ。
①施設パンフレット（日本語版、英語版）
②インターネット
ホームページ、フェイスブック、インスタグラム
公式LINE
③各種メディアの活用
・教育出版株式会社 小学社会４
地域で受け継がれてきたもの
阿波人形浄瑠璃、農村舞台、阿波踊り

総計 15,946,849円

