
入 場

無 料

9/11
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D an c i n g  T h rou gh  H i r on o :  T h e  San r i ku  F u tu re  Ge i noh  Fes t i va l

S a n r i k u  I n t e r n a t i o n a l  A r t s  
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September 11, 
2022 (Sun)
13:00~15:30
(doors open 12:30)

Hirono Townspeople 
Cultural Center 
(Cecilia Hall), Large Hall
Dai 24 Chiwari 124-3 Taneichi, Hirono Town, 

Kunohe District, Iwate Prefecture

13:00-15:30
（開場12:30）

洋野町民文化会 館
セシリアホール

大ホール
岩手県九戸郡洋野町
種市第24地割124-3

9 11

彩 彩

日

芸能彩生
ミーティング申込

9/10

公

演

芸能彩生ミーティング
2022年9月10日（土）
16:00〜18:00（開場15:30）

洋野町民文化会館セシリアホール　
コミュニティホール

Dancing Through Hirono: 
The Geinoh Meeting
September 10, 2022 (Sat)
16:00~18:00 (Doors open 15:30)

Hirono Townspeople Cultural Center
(Cecilia Hall), Community Hall

Dancing Through Hirono: The Geinoh Meeting芸能彩生ミーティング
16:00-18:00 September 10, 2022 (Sat) 16:00-18:00 (Doors open 15:30)

町内外の若手芸能者やプロのアーティスト、地域づくりコーディネーターらが集い

ます。芸能の魅力を語ったり、芸能を体験しながら、東北・三陸地域に息づく創

造性、可能性をシェアし、仲間を創る、そんな交流ミーティングです。

郷土芸能は、その土地に生きるための技・力・知恵が結集したもの。新しい技・力・

知恵・人が集う洋野町で、新たな “芸能”と、地域の未来を創造してみませんか？

Young practitioners of folk performing arts, professional artists, and community 
development coordinators from within and outside of the town will gather. This is an 
exchange meeting to share the creativity and possibilities that lie within the Tohoku 
and Sanriku regions, and to create friends while discussing the appeal of the per-
forming arts and experiencing them.
The geinoh are the culmination of the skills, power, and wisdom of the people who 
live in the area. Why don’ t you join us in creating a new “geinoh” and the future of 
Hirono Town, where new skills, power, wisdom, and people come together?

ゲスト│洋野町内郷土芸能団体、岩泉高等学校郷土芸能同好会、北上翔南高

等学校鬼剣舞部、ワールド太鼓カンファレンス※

※ワールド太鼓カンファレンス（WTC）とは？

WTCは海外から始まった「太鼓カンファレンス」という、太鼓愛好家が集うイベ

ントです。北米では1997年、ヨーロッパでは2016年、日本では2020年から開催

しています。創作太鼓は約70年前に生まれた日本発祥の芸能として、文化や人

種、性別などを超えて世界中に広がっています。

Guest│Geinoh groups of Hirono Town, Iwaizumi High Schoo’s Geinoh Club, Kitakami 
Shonan High School’s Onikenbai Club, The World Taiko Conference

*What is the World Taiko Conference (WTC)?
WTC is a “taiko conference” , which is a gathering of taiko enthusiasts, which start-
ed overseas. It began in 1997 in North America, and then from 2016 in Europe, and 
from 2020 in Japan. Originating in Japan about 70 years ago, taiko as an art form 
has spread throughout the world, transcending culture, race, and gender.

参加無料・20名（要事前申込・先着順）

参加申込（インターネットからの申込）

受付期間│2022年7月20日（水）14:00〜

9月9日（金）23:59

Free viewing for 20 people (reservation 
required, first come, first serve)

Registration (Register from the internet)
Available from July 20, 2022 (Wed) 14:00-
September 9 (Fri) 23:59

右のQRコード先のフォーマットよりお申込みください

新型コロナウイルス対策について

※新型コロナウイルス感染対策のため、開演後

のご入場を制限させていただく場合があります。

※本公演は新型コロナウイルスの感染防止対

策を徹底して実施します。また、ご来場のお客

様へもマスク着用・手指消毒・検温など感染症

対策へのご理解・ご協力を賜りようお願い申し

上げます。

※新型コロナウイルス感染症の状況により内容

等を変更する場合があります。

※いただいた個人情報は、本事業の運営管理

の目的のみに利用します。

※車椅子席をご希望の方はその旨明記くださ

い。障がいのあるなしに関わらずお楽しみいた

だけますが、必要に応じサポートされる同伴者

とご来場ください。

※各事業は変更・中止またはオンライン開催の

可能性があります。最新情報はWEBサイトをご

確認ください。

Countermeasures against COVID-19
*Due to measures to prevent the spread of 
COVID-19, admission may be restricted after the 
performance begins.

*This performance will be conducted in 
accordance with thorough measures to prevent 
the spread of COVID-19. We would like to 
ask for the understanding and cooperation 
of our audience members in wearing masks, 
disinfecting hands, and taking temperatures.

*The contents of the event may be subject to 
change depending on the situation of COVID-19.

*Personal information will be used solely for the 
purpose of operating and managing this project. 

*Please indicate if you would like wheelchair 
seating. The show can be enjoyed by anyone, 
but we advise you to please come with an 
accompanying person who can support you if 
necessary.
Infants are also allowed to enter the venue, 
but please refrain from carrying children on 
your lap during the show.

*Events may be changed, cancelled, or held 
online. Please check the website for the latest 
updates.

三陸国際芸術祭について

三陸国際芸術祭は、東日本大震災を機に三陸沿岸地域を訪れたアーティストと

郷土芸能の出会いから2014年に始まりました。青森県八戸市から岩手県陸前

高田市まで太平洋に面する全長600㎞以上を舞台に、芸能の宝庫である三陸

の魅力を国内外に伝えながら、アジアを中心とした世界の芸能や現代アーティ

ストとの交流により、持続可能な「創造的復興」の実現を目指す芸術祭です。

About Sanriku International Arts Festival
The Sanriku International Arts Festival began in 2014 as a result of the encounter between 
artists who visited the Sanriku coastal area and local folk performing art practitioners after 
the Great East Japan Earthquake. This is a festival that reaches over 600km as its core location 
from Hachinohe City, Aomori Prefecture, to Rikuzentakata City, Iwate Prefecture, aiming to 
realize a sustainable "creative recovery" by communicating the charm of Sanriku, a treasure 
trove of performing arts, to people in Japan and abroad, and by exchanging with traditional 
and contemporary performing artists from all over the world, especially from Asia.

洋野町は、岩手県の北東部、青森県との県境に位置しており、東側は太平洋に面

し、内陸には海成段丘の高原が広がります。夏季に吹く冷たい海風「やませ」や丘

陵が連なる独特な地形は、それぞれの地域に特色ある風土、産業、文化をもたら

しました。海と山の恵み、冷涼な気候と地形を活かした農林水産業の他、海岸の

種市地区に伝わる伝統的なヘルメット潜水「南部もぐり」、内陸の大野地区で生ま

れた手工芸「大野木工」が全国に知られています。

Prefecture, Hirono Town faces the Pacific Ocean on its eastern side and is surrounded inland 
by a plateau of marine terraces. The cold sea breezes of the summer, “Yamase” , and the 
unique topography of the hills have given each region its own unique climate, industry, and 
culture. In addition to agriculture, forestry, and fisheries that take advantage of the bounty of 
the sea and mountains, the cool climate, and topography, the area is also known for “Nanbu 
Moguri,” traditional helmet diving in the Taneichi area on the coast, and “Ono Mokko,” a 
craftwork born in the Ono area inland.

令和4年度日本博 主催・共催型プロジェクト  三陸国際芸術祭2022 彩
主催│三陸国際芸術推進委員会、独立行政法人日本芸術文化振興会、文化庁　共催│八戸市、階上町、洋野町、久慈市、野田村、普代村、田野畑村、岩

泉町、宮古市、山田町、大槌町、釜石市、大船渡市、陸前高田市、住田町、三陸鉄道株式会社、公益社団法人全日本郷土芸能協会、特定非営利活動法人

いわてアートサポートセンター、特定非営利活動法人ジャパン・コンテンポラリーダンス・ネットワーク　協力│特定非営利活動法人震災リゲイン、合同会社

imajimu、東北文化財映像研究所、みんなのしるし合同会社　企画制作│三陸国際芸術推進委員会、公益社団法人全日本郷土芸能協会　メインビジュア

ル│中野ふじの会、角浜駒踊り保存会、おおの鳴雷太鼓　撮影│田附 勝　デザイン│LABORATORIES　後援│岩手県、公益財団法人さんりく基金、岩手

日報社、東奥日報社、東海新報社、デーリー東北新聞社、NHK盛岡放送局、IBC岩手放送、テレビ岩手、めんこいテレビ、岩手朝日テレビ、八戸テレビ放

送、青森テレビ、青森朝日放送、エフエム岩手、FMねまらいん、青森放送、エフエム青森、コミュニティラジオ局BeFM

お問合せ│三陸未来芸能彩・芸能彩生ミーティング事業事務局　公益社団法人全日本郷土芸能協会　

〒106-0032 東京都港区六本木4-3-6-206　TEL｜03-6804-2660　FAX｜03-6434-9435　E-mail｜info@jfpaa.jp

総合窓口│三陸国際芸術推進委員会事務局　NPO法人ジャパン・コンテンポラリーダンス・ネットワーク

〒020-0874 岩手県盛岡市南大通1丁目15-7 盛岡南大通ビル3階 特定非営利活動法人いわてアートサポートセンター内　

TEL｜019-656-8145　FAX｜019-656-8146　E-mail｜info@sanfes.com



次
世
代
の
芸
能
者
、洋
と
野
に
舞
う　

The next generation perform
ers dancing through H
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このプログラムは、世界でも類を見ない郷土芸能の宝庫、東北・三陸地域

の未来を担う若い芸能者にフォーカスした芸能イベント。洋（海）と野（高原）

に囲まれた自然豊かな洋野町ですが、津波や飢饉など幾度も災害に見

舞われた歴史があります。それでも先人たちはあきらめることなく、石碑

に伝言を込めたり、芸能を楽しみながら未来を開いてきました。

郷土芸能は、その地域に生まれた人たちが、自然の恵みをいただきなが

ら、末永く暮らしていけますようにと、踊りや歌で願ったところから生まれ

ました。地域で異なる自然、土の質などより生まれる色の違いや配色。ま

たそれを施した造形や、人々の技も、衣装や道具として反映されていきま

す。踊りや歌にあるリズムやテンポには、地元の言葉、動き、好む間合い

なども、ひそんでいるのです。郷土の営みに根ざしてきた創造とその感性

を、時を越えてリレーしている、ともいえるでしょう。

そして、もっと美しく、カッコよく、楽しくと、彩
いろど

りながら発展してきました。

本催しでは、未来志向の洋野町を舞台に、才覚あふれる次世代芸能者た

ちが集い、各郷土の文化に彩られた芸能交流を繰り広げます。

This is a geinoh program focusing on young practitioners of folk perform-
ing arts who are the future of the Tohoku and Sanriku regions, a treasure 
trove of traditional folk performing arts that are incomparable anywhere in 
the world. Although the town of Hirono is rich in nature, surrounded by the 
ocean (with the kanji, “Hiro”) and the highlands (with the kanji, “no”), it has 
a history of repeated disasters, including tsunamis and famine. Nevertheless, 
their ancestors did not give up and continued to open the way to the future 
by writing messages on stone monuments and enjoying the geinoh.
Traditional folk performing arts originated from people who were born in the 
area and made wishes through dances and songs, that they could live long 
lives while enjoying the blessings of nature. The different colors and color 
schemes created by the nature and the quality of the soil in each region, and 
the shapes and skills of the people who applied them are reflected in the 
costumes and tools used in their performance. The rhythm and tempo of the 
dances and songs also reflect the local language, movements, and preferred 
timings. It could be said that the creativity and sensibility rooted in the work-
ings of the local community are passed down like a relay, across time.
The festival has developed in a colorful way to make it more beautiful, cool, 
and fun.
In this event, the next generation of talented performers will gather in the 
future-oriented Hirono Town, and performers of each region’s culture will be 
shared amongst one another.

洋野町の次世代芸能
1│おおの鳴雷太鼓（おおの鳴雷太鼓）

2│角浜駒踊り（角浜駒踊り保存会）

3│ナニャドヤラ（中野ふじの会）

三陸の高校生芸能
4│ 中野七頭舞（岩手県立岩泉高等学校郷土芸能同好会・岩手県岩泉町）

岩手県の高校生芸能
5│鬼剣舞（岩手県立北上翔南高等学校鬼剣舞部・岩手県北上市）

Hirono Town’s next generation performers

1│Ono Naruikazuchi Taiko 

2│Kadonohama Koma Odori

3│Nanyadoyara

Sanriku’s geinoh by high school students 

4│Nakano Nanazumai

Iwate Prefecture’s geinoh by high school students

5│Oni Kenbai

出演団体

三陸未来芸能彩   The Sanriku International Arts Festival

中野ふじの会
かつて糠

ぬか

部
のぶ

と呼ばれた青森県南から岩手県北地方に伝わる盆踊りは『ナニャド

ヤラ』と呼ばれ、古くから民衆における数少ない娯楽として親しまれてきました。

地域や集落ごとに多彩な特徴とバリエーションがあり、数百種類にも及ぶと言わ

れています。

娯楽が多様化した現代において、民衆参加型のナニャドヤラを楽しむ機会が減

り、また習熟者が高齢化していく中、平成26年に地元有志による保存団体「中野

ふじの会」を立ち上げました。洋野町中野地区特有のナニャドヤラを盛り上げて

次世代につなぎ、PR・交流分野にも幅広く展開しながら、郷土の魅力アップに取

り組んでいます。
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角浜駒踊り保存会（かどのはまこまおどりほぞんかい）

戦国時代、南部八戸藩は青森県南から岩手県北地方を治めていました。駒踊り

は、当時の戦いの出陣の様子や戦場での騎馬戦の様子などを舞踊化したものと

伝えられています。また、軍馬や農耕馬として常に人々の支えであった馬の安全と

ともに、戦地に果てた馬や先祖の霊を慰めるために踊ったとも伝えられています。

昭和53年からは、郷土芸能の伝承と子供たちの体力づくりや健全育成のため、

地元小中学校の運動会や文化祭等で取り入れられ、現在は保存会とともに、小

中学校の児童・生徒たちも伝承しています。

駒を着用して演ずる7種類の踊りと、棒や太刀、長刀などを用いて演ずる棒舞7種

類の計14種類があります。
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おおの鳴雷太鼓（おおのなるいかづちたいこ）

おおの鳴雷太鼓は、平成12年に創作太鼓講座を受講した青年たちにより結成さ

れました。現在では5歳から46歳まで計28人の幅広い年齢層で活動しています。　

おおの鳴雷太鼓という名前は、洋野町大野（旧大野村）の鎮守である鳴
なる

雷
いかづち

神
じん

社
じゃ

に

ちなんで付けられました。五穀豊穣と家内安全を祈る太鼓として、旧大野村を代

表する太鼓に成長し、村民に愛されるようにという願いが込められています。

秋田県の劇団「わらび座」による作曲と演奏指導を受け、団体名のとおり曲は雷を

イメージし、勇壮な中にも若者らしい情熱と清 し々さを秘めた太鼓として創作され

ています。
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岩手県立岩泉高等学校郷土芸能同好会
郷土芸能同好会は、平成2年に発足し、以来全国大会9回、国立劇場3回、パリ公

演と数々の実績を重ね現在に至っています。多くのメンバーはクラブに所属しなが

ら、それとは別に中野七頭舞の伝承を志す有志の集まりです。クラブ活動の最

盛期には両立が大変ですが、故郷に伝わる魅力ある舞を多くの方々に広め、後

輩へ継承することは大切な役割であると感じています。

中野七頭舞は「天保の七年飢渇」が起きた頃に宮古市に伝わる黒森神楽の「シッ

トギジシ舞」を基本として創作されたと伝えられており、踊り手は七つの役割に

分かれ、舞も七種類あることから七頭舞の由来となっています。原野を開墾し、

作物を植え、害獣から守り、収穫を分かち合う農民の日々の営みをとおして五穀

豊穣を願いながら演じます。
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岩手県立北上翔南高等学校鬼剣舞部
鬼剣舞は岩手県北上地方の農民が伝承してきた民俗芸能で、今から約1300年前

に始まったと伝えられています。

国指定重要無形民俗文化財「岩崎鬼剣舞」の指導のもと、部員50名で活動してい

ます。2021年8月には和歌山で開催された全国高校総合文化祭全国大会に、岩手

県代表として出場しました。

勇壮で要所を躍動的な所作で締める「刀剣舞の狂い」、四方を固めて踊る「一人加

護」、踊りも曲も変化に富む「三番庭の狂い」などを演じます。

5
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Free viewing for 800 people (reservation required, first come, 
first serve, All seats are free seating)

Register to view (Register from the internet)
Available from July 20, 2022 (Wed) 14:00-September 2 (Fri) 23:59
*Online registration is limited to one per person.

Numbered tickets (Register at Hirono facilities)
Available from July 22, 2022 (Fri) 14:00-September 7 (Wed)
Hirono Townspeople Cultural Center (Cecilia Hall) 
Tel.0194-65-5411  9:00~18:00  closed Wednesdays 
Hirono Choritsu Ono Library
Tel.0194-77-4086  9:00~17:00  closed Mondays

Same-day tickets
Please contact Hirono Townspeople Cultural Center for inquiries

観覧無料・800名（要事前申込・先着順・自由席）

観覧申込（インターネットからの申込）
※１回のお申込みにつき、１名様分のみ
申込み期間│2022年7月20日（水）14:00〜9月2日（金）23:59

観覧整理券　
配布期間│2022年7月22日（金）〜9月7日（水）　
・ 洋野町民文化会館（Tel│0194-65-5411  9時〜18時  水曜休み）

・ 洋野町立大野図書館（Tel│0194-77-4086  9時〜17時  月曜休み）

当日券の有無
洋野町民文化会館（Tel│0194-65-5411）までお問い合わせください。

観覧申込（インターネット申込か、洋野町内施設で配布中の観覧整理券にて） Register to view

お車でお越しの方

盛岡方面から│

八戸久慈自動車道「洋野有家IC」下車（約15分）

八戸久慈自動車道「洋野種市IC」下車（約3分）

※洋野有家ICおよび洋野種市ICは、ハーフインターとなっています。

※三陸沿岸道路(八戸久慈自動車道)は「無料」でご利用いただけ

ます。（仙台港北IC〜鳴瀬奥松島IC間を除く）

電車・新幹線でお越しの方

東京方面から│JR東北新幹線 東京 → 八戸（約3時

間） → JR八戸線 八戸 → 種市（約60分） →  

種市駅から徒歩 約12分

By car
From Morioka｜Take the Hachinohe-Kuji Expressway and 
exit at Hirono-Uge IC, and drive 15minutes.
From Hachinohe｜Take the Hachinohe-Kuji Expressway 
and exit at Hirono-Taneichi IC, and drive 3minutes.
*Hirono-Uge IC and Hirono-Taneichi IC are half-
interchange.
*Sanriku Coastal Highway (Hachinohe Kuji Expressway) 
is available free of charge, except between Sendai 
Kohoku IC and Naruse Oku-Matsushima IC.

By train and shinkansen
From Tokyo｜Take the JR Tohoku shinkansen from Tokyo 
to Hachinohe (about 3 hours).
Take the JR Hachinohe Line from Hachinohe to Taneichi 
(about 60minutes).
About a 12 minute walk from Taneichi station.

盛岡

約2時間
約3時間

約40分
約1時間20分

洋野

八戸

至 東京

三陸未来芸能彩 アクセス Access

下記QRコード先の
フォーマットより
お申込みください

Register here


