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2021（令和 3）年 5 月 14 日 

公益財団法人東京都歴史文化財団  

アーツカウンシル東京 

NPO 法人粋なまちづくり倶楽部 

 

 

 

公益財団法人東京都歴史文化財団 アーツカウンシル東京と NPO 法人粋なまちづくり倶楽部は、東京・神楽

坂エリアを舞台にした伝統芸能フェスティバル「神楽坂まち舞台・大江戸めぐり 2021」を 2021（令和 3）年

5 月 22 日（土）・ 23 日（日）に公式 YouTube チャンネルにてライブ配信いたします。 

 

本イベントは今なお残る江戸情緒とパリを思わせる洗練された雰囲気を併せ持つ神楽坂で、伝統芸能を気軽

に楽しめるフェスティバルです。 

芸者衆による踊りや唄・三味線、地元在住の人間国宝の一門による新内節など、神楽坂ならではのプログラ

ムをはじめ、講談や浪曲などの語り芸、三味線や尺八などが奏でる伝統音楽、さらに獅子舞、曲芸などの太神

楽や“日本の奇術”手妻など多彩な日本の伝統芸能を、若手からベテランまで第一線で活躍するアーティストに

よるパフォーマンスでご覧いただきます。 

今年は、新型コロナウイルス感染拡大の状況を踏まえ、オンライン配信のみとし、公式 YouTube チャンネ

ルにて、神楽坂からライブ配信いたします。配信の会場はモダンな造りの赤城神社をはじめ、老舗割烹のお座

敷、ライブハウス、そして今回初めて矢来能楽堂とダンスシアターのセッションハウスも加わり、まさしく神

楽坂のまち全体が舞台になります。 

オンラインを通して伝統芸能を初めて観る方でも楽しめる、日本の伝統文化に触れるきっかけとなるフェス

ティバルです。 

実施プログラム（詳細は 2 ページからご覧ください） 

開催概要は 5 ページをご覧ください 

※タイムテーブルなどの詳細はウェブサイトをご確認ください。https://kaguramachi.jp/ 

※諸事情により内容を変更、または中止する場合があります。 

報道関係の方のお問合せ先 

「神楽坂まち舞台・大江戸めぐり 2021」事務局（古典空間内） 担当：小野木、深澤 

TEL：03-5478-8255 FAX：03-5478-8267 E-Mail：pr@kaguramachi.jp  

神楽坂芸者衆 玉川奈々福（浪曲） 

● ことほぎライブ／ことだまライブ／アートにエールを！ 

● お座敷ライブ 

● 芸能道しるべ 

● 神遊びライブ 

● セッションライブ 

● ことだまライブ／夕暮れライブ 

  

藤山大樹（手妻） 

1 日目 2 日目 

プレスリリース 

報道関係者各位 

 

 

伝統芸能フェスティバル 

「神楽坂まち舞台・大江戸めぐり 2021」を 

オンラインで開催します 

https://kaguramachi.jp/
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鶴賀伊勢吉（新内節） 

 

ことほぎライブ／ことだまライブ／アートにエールを！ 

日時 5 月 22 日（土）11 時～ 

URL https://youtu.be/64QCaml1mIc 

 ことほぎライブ

古来より人々の幸せを祈る演目を中心に披露。八王子車人形が

義太夫節で「三番叟」を、獅子舞や傘回しなどの曲芸で魅せる江

戸太神楽、そして聖獣と言われる獅子が親子二体で勇壮に舞う日

本舞踊「連獅子」を素踊りにて賑々しく上演します。 

時間 11 時～ 

出演 西川古柳座（八王子車人形）×竹本越孝＋鶴澤寛也（義太夫節） 

 丸一仙翁社中（江戸太神楽） 

 藤間章吾＋市山扇雄右（日本舞踊）×芳村伊十冶郎連中（長唄） 

×若獅子会（囃子） 

鳥羽屋里夕（ご案内） 

 

神楽坂発「アートにエールを！東京プロジェクト」 

東京都の芸術文化活動支援事業「アートにエールを！東京プロジェクト」参加アーティストをご紹介。繰り

広げられる様々な伝統芸能パフォーマンスを、神楽坂から広く発信します。 

時間 12 時 30 分～ 

出演 佐藤幸子ほか（相撲甚句） 

 光田憲雄ほか（大道芸） 

 林煌彩（詩吟）×柿木原こう（箏） 

 藤舎呂英ほか（邦楽囃子） 

鳥羽屋里夕（ご案内） 

 

ことだまライブ 

多様な日本の伝統語り芸。その演者が神楽坂に集います。人気の

講談、近年再び注目が高まっている浪曲、神楽坂在住の人間国宝の

一門による浄瑠璃の新内節。ゆったりと物語の世界をご堪能いただ

けます。 

時間 14 時 30 分～ 

出演 宝井琴鶴（講談） 

 鶴賀伊勢吉＋鶴賀若狭掾一門（新内節） 

 東家一太郎＋東家 美（浪曲） 

 シリル・コピーニ（ご案内） 

  

丸一仙翁社中（江戸太神楽） 

１日目 

https://youtu.be/64QCaml1mIc
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岡村慎太郎（箏曲） 

神田織音（ご案内） 

お座敷ライブ 

神楽坂で楽しむ江戸の芸能。花柳界のある神楽坂ならではの芸者衆

による踊りや唄・三味線。晩年まで神楽坂に居住した宮城道雄にゆ

かりの演奏家による箏曲。さらに江戸端唄まで。しっとりとした雰

囲気の御座敷からお届けします。 

日時 5 月 22 日（土）12 時～ 

URL https://youtu.be/XFnMUM9CbwI 

出演 岡村慎太郎＋岡村愛（箏曲）×庄野文山（尺八） 

本條満留ひで＋本條秀英二（端唄） 

神楽坂芸者衆（踊りほか） 

シリル・コピーニ（ご案内） 

芸能道しるべ 

平安貴族が愛した雅楽・舞楽から始まり、中世から継承されてき

た能、そして近世に生まれた日本舞踊が筑前琵琶の演奏で勇壮に舞

い踊ります。日本の身体表現の歴史を、神楽坂を代表する舞台、矢

来能楽堂から講談師のご案内でつづります。 

日時 5 月 22 日（土）17 時 30 分～ 

URL  https://youtu.be/1Q9vpneghkw 

出演 伶楽舎（雅楽） 

弧の会（日本舞踊）×聚の会（筑前琵琶） 

 観世九皐会（能） 

神田織音（ご案内） 

シリル・コピーニ（ご案内） 

 
 
 

神遊びライブ 

賑々しくアクロバティックな三味線パフォーマンス、心地よい和

楽器と洋楽器のセッション、雅楽で使用される管楽器・笙が超絶技

巧で奏でる現代曲、尺八による新進気鋭のアンサンブル。視聴者の

みなさまを魅了します。 

日時 5 月 23 日（日）12 時～ 

URL  https://youtu.be/pQI4eRVarWk 

出演 尺八カルテット GMQ（尺八） 

 セ三味ストリート（津軽三味線パフォーマンス） 

 真鍋尚之（笙） 

 遠－TONE－音（尺八×箏×ギター）  

鳥羽屋里夕（ご案内） 

  

セ三味ストリート（津軽三味線パフォーマンス） 

２日目 

https://youtu.be/XFnMUM9CbwI
https://youtu.be/1Q9vpneghkw
https://youtu.be/pQI4eRVarWk
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セッションライブ 

神楽坂で日本の伝統音楽の可能性が大きく広がります。胡弓を中心とした世

界の擦弦楽器、神楽笛とアフリカンミュージック、津軽三味線、尺八とジャズ

ピアノ、ドラムス、さらにコンテンポラリーダンスとのコラボレーション。ま

さに異文化を融合したスーパーセッションを展開します。 

日時 5 月 23 日（日）13 時 30 分～ 

URL  https://youtu.be/_60EO70EG6E 

出演  

木場大輔（胡弓）×沈琳（二胡）×ヨルダン・マルコフ（ガドゥルカ）× 

平山織絵（チェロ）×立岩潤三（パーカッション） 

秋吉沙羅（神楽笛）×ウスマン（バラフォン）×ラティール（アフリカンパーカッション） 

小山豊（津軽三味線）×小湊昭尚（尺八）×栗林すみれ（ピアノ）×福森康（ドラムス） 

マドモアゼル・シネマ（コンテンポラリーダンス） 

鳥羽屋里夕（ご案内） 

ことだまライブ／夕暮れライブ 

日時 5 月 23 日（日）15 時 30 分～ 

URL  https://youtu.be/QPLoOiB78EI 

ことだまライブ 

江戸の頃から話芸の達人たちは、巧みな話術で世の中を楽しませてきました。

今回は、名調子で物語を読み上げる講談、三味線と共に独特の節と語りの浪曲、

「音曲の司」とも言われ、人々の心を掴んできた義太夫節。さらに、これらに

加えて“日本の奇術”手妻もご紹介。伝統芸能の世界へいざないます。 

時間 15 時 30 分～ 

出演 藤山大樹（手妻） 

 神田山緑（講談） 

 竹本越若＋鶴澤賀寿（義太夫節） 

 玉川奈々福＋沢村豊子（浪曲） 

 シリル・コピーニ（ご案内） 

 

夕暮れライブ 

⼣暮れ空を背景にして繰り広げられる伝統音楽の粋。二日間にわたる祭を締

めくくるプログラム。⻑唄三味線と邦楽囃子の一線で活躍する女流奏者たちが

集い、歌舞伎や日本舞踊で演奏される名曲をメドレーでつづります。 

時間 18 時～ 

出演 鳥羽屋里夕連中（長唄三味線）×望月晴美連中（囃子） 

 シリル・コピーニ（ご案内） 

  
 
 
 

木場大輔（胡弓） 

鳥羽屋里⼣連中（⻑唄三味線）× 

望月晴美連中（囃子）  

小山豊（津軽三味線） 

神田山緑（講談） 

https://youtu.be/_60EO70EG6E
https://youtu.be/QPLoOiB78EI
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神楽坂の魅力 

多くの地域が再開発によって変貌した東京において、神楽坂は江戸時代の地割りがほぼそのままに、石畳の路地など

が残されてきました。神楽坂花柳界の発展とともに、芸事を重んじる歌舞音曲の師匠たちは神楽坂周辺に稽古場をも

ち、伝統芸能を継承してきました。また戦前にはいくつもの演芸場があり、話芸なども盛んに行われていました。戦

後、神楽坂周辺には「パリの佇まいを彷彿させる」としてフランス人をはじめとした外国人が多く住み、従来の日本

文化と調和・融合し独特の風情を生み出しています。昨今では NPO 法人粋なまちづくり倶楽部をはじめ、若い世代

のボランティア（集団）や商店会、企業、各店舗などが互いに協力しながら、伝統芸能をはじめとした大小さまざま

な文化イベントを数多く実施しています。多くの文化資産に溢れた神楽坂は、現在では国内外からも大きく注目を集

める街となっています。 

開催概要 

タイトル 「神楽坂まち舞台・大江戸めぐり 2021」 

開催日時 2021（令和 3）年 5 月 22 日（土）11:00～・5 月 23 日（日）12:00～ ＊両日共に雨天決行・荒天中止 

配信会場 神楽坂エリア（赤城神社／矢来能楽堂／志満金／セッションハウス／THEGLEE ほか）＊無観客で実施 

配信 URL 神楽坂まち舞台・大江戸めぐり公式 YouTube チャンネル 

 https://www.youtube.com/channel/UC-NHbu1n2CP6p8Qs9v8Lp5Q  

視聴料金 無料 

 

主催 公益財団法人東京都歴史文化財団 アーツカウンシル東京／NPO 法人粋なまちづくり倶楽部 

助成・協力 東京都 

共催 新宿区 

後援 一般社団法人新宿観光振興協会 

協力 東京神楽坂組合／毘沙門天善國寺／赤城神社／株式会社粋まち／神楽坂通り商店会／神楽坂商店街振興組合 

 観世九皐会・矢来能楽堂／セッションハウス／志満金／THEGLEE／光照寺／圓福寺／あずさ監査法人 

 第一勧業信用組合 神楽坂支店／熊谷組／ロングランプランニング／オフィスヤマグチ／マインド 

制作：有限会社古典空間 運営：認定 NPO 法人アークシップ 広報：有限会社サザンカンパニー 

 

お問合せ 「神楽坂まち舞台・大江戸めぐり 2021」事務局（古典空間内） 担当：小野木、佐藤 

TEL 03-5478-8265（平日 10～18 時） FAX 03-5478-8267 メール contact@kaguramachi.jp 

公式ウェブサイト https://kaguramachi.jp/ 

Twitter https://twitter.com/info_kaguramach 

Facebook https://www.facebook.com/kagurazakamachibutai 

Instagram https://www.instagram.com/info_kaguramachi/ 

YouTube https://www.youtube.com/channel/UC-NHbu1n2CP6p8Qs9v8Lp5Q 

 

 。諸事情により内容を変更、または中止する場合があります※

報道関係の方のお問合せ先 

「神楽坂まち舞台・大江戸めぐり 2021」事務局（古典空間内） 担当：小野木、深澤 

TEL：03-5478-8255 FAX：03-5478-8267 E-Mail：pr@kaguramachi.jp 

 

https://www.youtube.com/channel/UC-NHbu1n2CP6p8Qs9v8Lp5Q
https://kaguramachi.jp/
https://twitter.com/info_kaguramach
https://www.facebook.com/kagurazakamachibutai
https://www.instagram.com/info_kaguramachi/
https://www.youtube.com/channel/UC-NHbu1n2CP6p8Qs9v8Lp5Q

