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要旨

平成30年度より実施する岐阜県博物館（関市）による岐阜県図書館（岐阜市）における展覧会，「博物

館・図書館連携企画展」として開催した「芝居大国！岐阜」展（会期：2019年1月12　日～3月10日，

会場：岐阜県図書館・企画展示室Ⅱ）について紹介する．

岐阜県は全国有数の地芝居（地域民による歌舞伎・人形浄瑠璃等）伝承地として知られており，とくにこ

こ最近は，休止していた歌舞伎の復興や，地域外における定期公演化，さらに外国人観光客向けのツアープ

ログラム開発など，文化観光資源として積極的な活用が図られている．当該展では，歌舞伎や，歌舞伎同様

農山村の娯楽として親しまれてきた浄瑠璃（娘義太夫・人形浄瑠璃）などの芸能資料を取り上げ，県内の豊

かな地芝居文化を振り返る内容とした．

はじめに　「芝居大国！岐阜」展について

岐阜県博物館では，本年度より県図書館と協同で博物

館・図書館連携企画展を実施しており，30年度冬季には

「芝居大国！岐阜」を開催した．

当該展は，地芝居（地域住民の素人役者による歌舞伎

や人形浄瑠璃）が身近な娯楽として盛行してきた岐阜県

の熱い芝居愛を取り上げるものである．

もともと岐阜県は全国有数の芝居伝承地として知られ

ている1が，他県では，古くからの芝居興行が廃絶して

しまった事例が多い中，岐阜県では現在も昔ながらの地

元での定期公演のみならず，休止していた歌舞伎の復活

や地域を離れた出張公演2，観光客向けツアープログラ

ム3の開発など，地域の文化観光資源として積極的に活

用が図られていることが注目される．

この展覧会では，歌舞伎衣裳を中心に，歌舞伎同様に

農山村で愛好された浄瑠璃（娘義太夫，人形浄瑠璃）な

ども取り上げ，郷土の育んだ豊かな芝居文化を振り返る

内容とした．本稿では，紙上に展覧会を再現し，現時点

における岐阜県内の芝居盛行を紹介したい．

1　県内の芝居伝承団体

まずは，2018年12月現在，県内で活動している芝居

伝承団体の一覧（図1・表l p36－38）をご覧いただ

きたい．全国では約200の歌舞伎保存会が存在する4と

いわれているが，岐阜県では実に30以上の保存会が活

動している．全国の素人歌舞伎の公演情報等をまとめた
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地芝居ポータル（サイト）では，33都道府県の保存会を

紹介しているが，播州歌舞伎で知られる兵庫県8，岐阜・

東濃に隣接する愛知県7のほか，群馬県6団体が目立つ

程度で，殆どの県では1団体しか活動しておらず，岐阜

県の活動団体数は突出している．しかも，この数は現在

も増加中5である．2018年に半世紀ぶりに復活公演を果

たした保存会もある．

こうした隆盛の要因として，岐阜県の施策も与って大

きい．即ち，県では，県内の素人歌舞伎を地域に伝わる

貴重な文化資源として，つぎのような事業を実施してい

るのである．

①　ぎふ歴史街道ツーリズム

中山道とその宿場町の観光プログラム「中山道ぎふ17

宿歩き旅2018」事業の一環として，「地歌舞伎【JIK

ABUKI】江戸の庶民の粋を楽しむ岐阜の旅」を提案

する事業である．

②　岐阜の宝もの

県では，新しいタイプの観光資源としての魅力や岐阜

県ならではのオリジナリティがあり，継続的にリピータ

ーが見込めるなどの基準により「岐阜の宝もの」とする

認定制度を設けている．その地域資源「岐阜の宝もの」

のひとつに「東濃地方の地歌舞伎と芝居小屋（恵那市・

中津jii市・瑞浪市）」を認定し，さまざまな観光プログラ

ムに活用する事業である．
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博物館・図書館連携企画展「芝居大国！岐阜」について

表1岐阜県の芝居伝承地・団体

種別 傀ｨﾝﾙ&��馳 佗ﾉEﾈ�兢ｹ�h檍���Y&9�ﾈ�｢�公演 剌椛ｮ団体 劔兢(���"�
期日 亳�eX����z8�｢�A �"�C 韮�E 

歌舞伎 弍)Xﾈ�2�1 弍)Xﾈ-ﾈ+�ﾉY�ｮ｢��弍)Xﾈ慄Y�ｮｩ]ｹ�h檍�隸)Xﾉ*ﾈ��%Y=���｢�4月 ��=颶y������6��○ �� �� 弍)Xﾈ-ﾈ,(.��滴ﾈ��c�7�?ｨ�ｩ_(裘�

各務原市 �"�村国座子供歌舞伎 （村国子供歌舞伎保存会） ���ﾈ��c)7�?｢�槻離※ 明治10・1877頃築 ��ｲ� �� �� 

養老町 �2�室原子供歌舞伎（室原曳訓保存会） 亶育�(b� ��ｲ� �� �� 

垂井町 釘�垂井子とも歌舞伎（垂井曳訓保存会） 店ﾈ�(�ﾃI?｢�ノ（重観 ��ｲ� �� ��垂井曳軸祭り 

揖斐川田 迭�揖斐繁子ども歌舞伎（いび祭り子ども歌舞伎 保存会） 店ﾈ紿�SY?｢�三壇塑堕 ��ｲ� �� ��いび祭り 子ども歌舞伎特別披露（5月3日揖斐 川町地域交流センター「はなもも」） 

6 �8ﾋH慄Y�ｮｨ��8ﾋH慄Y�ｮｩ]ｹ�h檍�｢�不定期 亶i�8ﾏi�8ﾏij���○ �� �� ��

可児市 途�可児歌舞伎 儻9.葦｢�可児市文化創造セン ター ��ｲ� �� �� 

郡上市 唐�高雄歌舞伎（高雄歌舞伎保存会） ���ﾈ��8�7况ｩ?｢�明方小学校体育館 ��ｲ� �� ��高雄神社祭礼奉納公演 9 價ｩJhﾜ��Yy(慄Y�ｮｨ�凉(檍�｢� �� �� �� ��b�

10 亢9|x慄Y�ｮｨ�亢9|x慄Y�ｮｨ耳ﾜ��雍9|x慄Y�ｮｩ]ｲ�9月下旬 冖饑85(7�8X6ｨ6X4(�ｸ5｢�○ �� �� 亢9|yI(�)���ﾝY~y.葦ｨﾏh��冰ﾘｻｸ�｢�
存会） 刄塔_ー 劔剳ｽ成17・2005復活 

白川町 ����東座歌舞伎（東座歌舞伎保存会） 店ﾈ��c9?ｩvｩ?ｨ�2�どこ 明治22・1889築、 明治33・1900増築 ��ｲ� ��○ ��東座ふれあい公演 昭和44・1969復活 

12 俚(ﾊ�ﾉY�ｮｨ�俚(ﾊ�ﾉY�ｮｨﾏh���ﾗ8効醜檍�｢�隔年4月第3土日 俚(ﾊ�(hｧxﾕｩ�ﾈ支ｭ��○ �� ��ｲ� 傴ｩ��#��S�鉄8�ﾉ[ﾙ�ﾃ8�S�涛�(i&b�

東白川村 ��2�東白川村郷土歌舞伎（東白川村歌舞伎保存 会） 祷ﾈ陋ｨ�?ｩvｩ?｢�はなのき会館 ��ｲ� ��○ ��昭和44・1969－昭和52・1977　中断 

中津川市 ��B�東濃歌舞伎（東濃歌舞伎中津川保存会） �8ﾈ��c�?ｩvｩ?｢�東美濃 ふれあいセンター ��ｲ� ��○ �� 

15 ��ｯ(慄Y�ｮｨ���ｯ(慄Y�ｮｩ]ｹ�h檍�｢�不定期 �(h,ﾉ8r�ﾄ綿.ｨ*�*(7ｨ�ｸ8ｲ�○ �� ��ｲ� 兌ﾙ�ﾃ�X�S#��8��(i&h*�.��

16 僥�,Hﾜ�慄Y�ｮ｢�不定期 僥�,H�檍�� �� �� ��b�

17 俥(岑慄Y�ｮｨ�俥(岑慄Y�ｮｩ]ｹ�h檍�｢�11月第2日曜日 俥(岑ﾏij���○ �� ��ｲ� ��

18 ����^ｨ慄Y�ｮｨ�����^ｨ慄Y�ｮｩ]ｹ�h檍�｢�9月上旬日曜日 �*�+Y6H�ﾉ��ﾜ��b�k韭�#x�S�ンI'｢�○ �� ��ｲ�○ ��hﾊx�witﾈﾆ�j��ﾙ[h嶌ﾞ��

19 儻I&ﾘ慄Y�ｮ｢�不定期 冕).�� �� �� ��b�

20 ��ﾙMXﾜ�慄Y�ｮｨ���ﾙMXﾜ�慄Y�ｮｩ]ｹ�h檍�｢�3月下旬日曜日 儼泳x�b�k韭�#H�S�ン�'｢�○ �� ��ｲ�○ ��ﾙMi���~�ﾝY_)Eｲ�諸��S��S�都iYﾈｨ���h�9tﾈﾆ�[h嶌ﾞ��佶ｩ�)Z��｢�

21 儼y�ﾈ慄Y�ｮｨ�儼y�ﾈ慄Y�ｮｩ]ｹ�h檍�｢�10月第3日曜日 俎��b�k韭�3H�S����'ｨ���諸��#H�S�鼎�ｩ'｢�○ �� ��ｲ� 兌ﾙ�ﾃ(�S�涛�Yﾈｨ���h�9tﾈﾆ�j��ﾙ[h嶌ﾞ��

瑞浪市 �#"�美濃歌舞伎（美濃歌舞伎保存会） 祷ﾈ陋ｨ��繍観蟹 明治27・1894築、 昭和51・1976移築 ��ｲ� ��○ ��ｲ�恒例敬老公演・長月公演 恒例美濃歌舞伎納涼公演（8月最終土 曜日） 昭和46・1971結成、平成12・2000～ 美濃歌舞伎伝承教室 

恵那市 �#2�恵那歌舞伎（恵那歌舞伎保存会） �(ﾈ鞋X�?ｩvｩ?｢�恵那市文化センター ��ｲ� ��○ �� 

24 �8ﾉnﾈ慄Y�ｮｨ��8ﾉnﾈ慄Y�ｮｩ]ｹ�h檍�｢�10月下旬日曜日 �8ﾉnﾈ抦ｧxﾕｩ�ﾈ支ｭ��○ �� ��ｲ� 兌ﾙ�ﾃ8�S�涛�Yﾈｨ��

25 倅�ﾘ慄Y�ｮｨ�倅�ﾘ慄Y�ｮｩ]ｹ�h檍�｢�不定期 倅�ﾘﾏij����ﾙ�yh��｢�○ �� ��ｲ� 佝)=�96�9ﾘﾇﾉEﾉ�X橙�

26 儁�&靉ﾉm�ﾜ�慄Y�ｮｨ�儁�&靉ﾉm�ﾜ�慄Y�ｮｩ]ｹ�b�隔年4月第2日曜日 佻ﾈ��､��b�○ �� ��ｲ� ��hﾙ�6�騁ﾈﾆ�[h嶌ﾞ��
会） 剌ｺ和26・1951築 劔剋q供歌舞伎披露（9月） 

27 伜(圸*ﾈ慄Y�ｮｨ�伜(圷慄Y�ｮｩ]ｹ�h檍�｢�12月第1日曜日 伜(圸E��ｨｬ(ｺｸ淤��5｢�985��ｲ�○ �� ��ｲ� ��

28 冖�'�*ﾈ慄Y�ｮｨ�冖�'�*ﾈ慄Y�ｮｩ]ｹ�h檍�｢�5月最終日曜日 冖�'�*�*h,X7ｨ�ｸ8ｲ�○ �� ��ｲ� ��

29 仭依H慄Y�ｮｨ�仭依H慄Y�ｮｩ]ｹ�h檍�｢�11月第3日曜日 �5H987ｨ�ｸ8ｸ*ﾘ+X,ﾘ.r�○ �� ��ｲ� �*ﾘ+X,ﾘ.x-8.�+8,hﾝX�仭依I[h嶌ﾝX�｢�諸��Sh�S�塔�耳��,x.�慄Y�ｮ｢�

30 ��9n鞐ﾉ*ﾈ慄Y�ｮｨ���9n鞐ﾉ*ﾈ慄Y�ｮｩ]ｹ�h檍�｢�不定期 ��9n鞐ﾈﾏij����hｼ8劍�9-R�○ �� ��ｲ� ��h潔��,ﾈﾆﾘﾌ8�X�8��｢�

土岐市 �3��たち歌舞伎 儻9.葦｢�駄知小学校 �� �� ��平成30・2018復活（約55年ぶり） 

飛騨市 下呂市 �3"�白虎台子供歌舞伎 滴ﾈ����S#�?｢�壷趨窒 �� �� ��昭和59・1984屋台復活 

33 34 35 儖)�ｸ�8憙ﾘy68慄Y�ｮｨ�儖)�ｸ�8憙ﾘxｭH慄Y�ｮ｢�]ｹ�h檍�｢�e���ﾜ�慄Y�ｮｨ�册���ﾜ�慄Y�ｮｩ]ｹ�h檍�｢�11月 5月3・4日 11月2・3日 冲i��ｭ�����b�[i�ﾓ���S��#x昆'｢�〇 〇 〇 �� ��○ ○ 傴ｩ��SH�S�都兀ﾈｨ��諸��CH�S�田兀ﾈｨ���hﾊx�witﾈﾆ�j��ﾙ[h嶌ﾞ��

白雲座歌舞伎（白雲座歌舞伎保存会） 刪�ｦ 明治23・1890改築 劔凵ｦ国重要有形民俗文化財 
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種別 傀ｨﾝﾙ&��No． 佗ﾉEﾈ�估ｩ9���Xﾉ~捶�｢�公演 剌椛ｮ国 辨搜�������
親臨 况yFXｨ�Hｸx､凭ﾈ�jﾒ�A �"�C 禰���巨 

獅子芝居 佝)=�2�36 舒)�ｩ*ﾈ�(��Y��10月第1土曜日 舒)�ｨ�wB� ��ｲ� �� ��

37 僮(�)NIL�����(��Y��10月第2日曜日 �ｨ訷ﾏﾈ�(��Y�檍ｭ�� ��ｲ� �� ��

38 ��;�,ﾈ�(���ｸ��2月第4日曜日 ��;佰ij������9n鞐ﾈﾏij��� ��ｲ� �� ��

中津川市 �3��加子母獅子芝居（加子母獅子芝居保存会（角 領若連）） 儻9.葦｢�未定 ��○ �� ��加子母獅子舞保存会：中郷獅子連、万 賀獅子連、加子母獅子芝居保存会（角 領若連） 

下呂市 鼎��津島神社金蔵獅子 滴ﾈ���?｢�津島神社 ��○ �� ��＊＊＊金蔵獅子（獅子芝居とは別） 

美濃加茂市 鼎��山之上の獅子芝居 滴ﾈ��十二社神社 ��○ �� �� 

関市 鼎"�関市獅子舞 ���ﾈ陋ｨ��関市文化会館 �� �� ��関市獅子舞大会 関市獅子舞保存会（山田・黒尾・中瀬・下 有知・肥田瀬支部）昭和43・1968～ 

岐南町 鼎2�伏屋の獅子芝居 儻9.葦｢�未定 ��○ �� ��昭和47・1972復活 

村芝居 俘(�(�2�44 俛Y$ｩI(�)���~�ﾝY��俤X�偃���(h�｢�9月1日 俛Y$ｩI(�)���� �� �� ��

45 �ｩ�iI(�)���~�ﾝY��俤X�偃���(h�｢�9月2日 �ｩ�iI(�)���� �� �� ��

46 冢ﾈ�永9���~�ﾝY��俤X�偃���(h�｢�9月3日 冢ﾈ�永9���� �� �� ��

47 ����ﾉ���~�ﾝY��俤X�偃���(h�｢�9月15日 ����ﾉ���� �� �� ��

人形 浄瑠璃 佝)=�2�48 ��X鯖[hｧ��4月第2日曜日 佻ﾉm�ﾜ�� ��○ �� 弍)Xﾈﾊy[hｧ僞ﾉ�X橙�[ﾙ�ﾃh�S�涛H��6��8ｻ8��

中津川市 鼎��恵那文楽 祷ﾈ�#�?｢�恵那神社 �� ��ｲ� ��中津川市ふるさと芸能発表会（東美濃 ふれあいセンター） 
50 佝)=�hｧ���5x8X6ｨ4�4�8�7X�｢� �� ��○ �� ��

51 儻I&ﾙ*ﾈ唳Y��9月第4土日 ���夐����Y�X�)����R��Yk9����X��ｷｹ����R��������� ��○ �� 佻ﾈ������添���/��D馼��｢�

瑞浪市 鉄"�半原操り人形浄瑠璃 滴ﾈ��c)?ｩvｩ?ｨ���[hｧ�,ﾉ?ｨ����ﾈ��cB�?ｩvｩ?ｨ�｢�文楽舘 �� �� �� 

本巣市 鉄2�真桑文楽 偸IZｨ,ﾉ?ｨ,i��?ｨﾚ��真桑文楽人形舞台 �� ��ｲ� �� 

54 ����9(hｧxﾕｩ�霪ｹ[hｧ�:�H橙� �� �� �� ��

養老町 鉄R�室原文楽 �8ﾈ��c�?ｩvｩ?｢�室原自治会館または 日吉小学校（公民館祭） �� ��ｲ� �� 

にわか 儖ﾉEｨ�2�56 儖ﾉEｩzﾈ+X,�.ﾘ*��儖ﾉEｨ�8,�.ﾘ*刋�k��｢�4月第2土曜日・ 翌日曜日 倡8･�&���MH夐��� �� �� 亢ﾉ�ﾞﾉ�ﾉ9�,ﾉ�ｹ'X/�ﾗX+�-x*ｹk8ﾆ�,ﾂ�j��ﾙ[h嶌ﾞ��

能狂言 冏ｹ�8�2�57 僞ﾈｻﾘ,ﾉEﾈ�Xｻhﾋ��4月13日 僞ﾈｻﾙI(�)���� �� �� 亢ﾉ�ﾞﾉ�ﾉ9�,ﾉ�ｹ'X/�ﾗX+�-x*ｹk8ﾆ�,ﾂ�j��ﾙ[h嶌ﾞ��

歌舞伎 貸衣裳 丿Yk�ﾋH�2� ��Y$ｨｻｸﾗ2� �� �� �� ��碓ﾉEｨ慄Y�ｮｩ]ｹ�h橙�

可児市 ��山形屋 �� �� �� ��→可児市教育委員会 

瑞浪市 ��安藤家 �� �� �� ��→美濃歌舞伎保存会 

恵那市 ��伊藤家 �� �� �� ��→東濃歌舞伎中津川保存会衣裳部 

高山市 ��ハ伊 �� �� �� �� 

団体所属数　30　7　618　5

※2018年12月現在の実施状況により、廃絶は含まず、名称は現行である（但し、以下の団体に所属する団体は含めた）

※所属団体は以下の通り

A　岐阜県地歌舞伎保存振興協議会

B　岐阜県獅子芝居協議会

C　岐阜県文楽・能保存振興協議会

D　東濃歌舞伎保存会

E　全国芝居小屋会議

※原則として、定期的な公演のみを一覧化したもので、観光イベント（＊＊）として臨時的に行われた催事等は含まない

※一部、継続的な活動がある、または、今後予想される一時的・臨時的な公演活動（＊）も含めている

＊＊2018年は、中津川市・はざま酒造酒蔵、高山市・高山陣屋などで観光公演が実施された

※　＊＊＊金蔵獅子はストーリー（獅子退治）を持つ獅子舞としてBに所属、40以外に飛騨各地に分布

※　＊＊＊＊俄狂言として、また、かつて歌舞伎も演じられたため挙げた（以下を参照）

（郡司正勝『地芝居と民俗』1971岩崎美術社、神田卓朗「俄狂言と流し仁輪加」　https：／／www．gijodai，jp／Chibunken／chishibai／2015／08／post．html）

※前項のほか、「岐阜県飛騨美濃歌舞伎大会」「東濃歌舞伎保存会大会」「ジュニア文化祭」他、地域の文化祭、芸能公演会等iこ出演あり

※前項同様、「清流の国ぎふ地歌舞伎公演」、2018年・ヨーロッパ公演は未記載
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③　ぎふ清流文化プラザを活用した伝統文化の発信

県内で継承に取り組む団体が活動成果を披露する場を

設け，より多くの観客に鑑賞の場を提供する目的で，県

民文化ホール（ぎふ清流文化プラザ）に各保存会が交代

で出演する定期公演会を企画・開催している．

④　伝承教室への支援

役者をはじめ，歌舞伎伝承に欠かせない太夫，三味線

や下座音楽を担う人材を育成するため各地の伝承教室の

活動支援を行っている．

2　振付師とその他の師匠たち

岐阜県の地芝居は，なぜ，かくも隆盛なのか．その理

由であり，特徴としても挙げられるのは，地域に，しか

も多種にわたる指導者／専門家がいることである．キャ

スティングから演出までを含む振付や化粧・着付け，音

楽が自前で供給できることは歌舞伎を上演する大きな力

となり，一部の花形役者だけに注目が集まる大歌舞伎と

違って，全ての出演者個々が光る独自の演出や演目が息

づいてきた要因となっている．

岐阜県の師匠たちは，県内だけでなく，愛知県や長野

県まで指導に赴き，全国の芝居文化を支えている．また，

地芝居からスタートして，大歌舞伎の役者として活躍す

る地芝居出身者もいる．それらを紹介すると以下の通り

6である．いずれも県市による表彰が行われ，早くから

地域の文化遺産として厚遇されてきたことがわかる．

六代目松本団升（1922岡谷－2007恵那）

本名・原田光泰

昭和55・1980

昭和62・1987

平成5・1993

平成8・1996

平成9・1997

平成14・2002

平成15・2003

岐阜県芸術文化賞

地域文化功労者

伝統文化ポーラ賞・特賞

第29回東海テレビ文化賞

県重要無形文化財保持者

第8回ニッセイ・バックステージ賞

岐阜県伝統文化継承者顕彰

市川福升（1935豊lIl－下呂）

本名・粥川淑子

昭和41・1966　藤間松鳳の名乗りを許される

平成16・2004　岐阜県教育功労者表彰

平成22・2010　各界功労者表彰（岐阜県知事）

平成29・2017　地域文化功労者表彰（大臣）
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三代目中村津多七（1929－2001恵那）

本名・市川利美，二代目中村高女の夫

平成6・1994　　岐阜県芸術文化活動等特別奨励

平成11・1999　岐阜県芸術文化奨励

二代目中村高女（1931恵那－）

本名：市川恵美子，三代目中村津多七の妻

平成6・1994

平成11・1999

平成14・2002

平成16・2004

平成18・2006

平成19・2007

平成28・2016

岐阜県芸術文化活動等特別奨励

岐阜県芸術文化奨励

各界功労者表彰（岐阜県知事）

伝統文化活性化国民協会表彰

第54回中日社会功労賞

地域文化功労者表彰（大臣）

恵那市重要無形文化財（地芝居振付）

四代目中村津多七（1950－2015中津川）

本名・吉田茂美，中村津多七・高女夫婦の甥

平成25・2013　　　岐阜県芸術文化奨励

二代目松本団女

本名・安藤美雪，

昭和63・1988

平成10・1998

（1957恵那－）

松本団升の二女

杵屋勘輪咲の名乗りを許される

豊津みゆきの名乗りを許される

その他の指導者（太夫〃三味線）たち

以前は，初代竹本美善・二代目竹本美善（以上，恵那

市山岡）・竹本二葉（恵那市明智）・豊津千賀龍（愛知県

名古屋市）・豊津玉次（可児市）が活躍しており，現在は，

竹本美功・豊津順八（以上，下呂市）が各地の芝居を支

えている．

地芝居出身の大歌舞伎役者

三代目市川笑三郎（1970中津川－）は坂下歌舞伎保存

会出身で三代目市川猿之助（現・猿翁）に兄いだされ，

内弟子，部屋子，名題と昇進し，歌舞伎座賞）・国立劇場

優秀賞を受賞した名役者．松本団升の孫・団女の甥であ

る三代目中村いてう（1981恵那－）は，故・十八代目中

村勘三郎のもとで修業した期待の若手である．

次代の担い手

現在，松川竜之介・尾上幸松ら，若手の振付師たちが

活躍しており，後継者不足が付き物の斯界にあって，岐

阜の素人歌舞伎はこの点でも恵まれた状況である．
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3　歌舞伎衣裳

ここから展示構成に沿って，展示物を紹介する．

舞台衣裳である歌舞伎の衣裳は，舞台映えを重視した

豪華な裂地の使用，重厚な加飾などのほか，瞬間的な転

換（変身）の仕掛けなど，通常の衣服とは異なる工夫が

こらされ，独自の形態をしているもの7があり，まさに

「綺羅を飾る」にふさわしく，展覧会の華となる展示物

である．企画者としてはピンからキリのピンばかりを展

示したくなるが，ここでは敢えて地芝居らしい衣裳・小

道具も取り上げた．すなわち，日常着に刺繍や切付・切

撮（アップリケ）などの装飾を加えたり，模様を手描き

したりしたものなどである．郡上市明宝の地芝居で使わ

れた，人気演目「太十」（「絵本太功記」十段目，「尼ケ崎

の段」）の鎧兜は，着込鎧（歌舞伎で用いる布製鎧）では

なく，厚紙に布を貼って毛糸で組み立てられており，兜

は麦わら帽子に紙を貼ったものである．

なお，当該展の開催に合わせたように，美濃歌舞伎保

存会（瑞浪市・相生座）所蔵の歌舞伎衣裳9点8が，県

文化財に新規登録された．これらは，同会が継承した廃

業貸衣裳屋（瑞浪市・安藤家，各務原市・大谷興行）の

衣裳のうち，保存状態がよく，高度な技術が用いられた

ものである．貸衣裳屋は単なるレンタル業ではなく，演

目に合わせた衣裳の選択や着付け，床山，化粧等までも

担い，歌舞伎上演全体の縁の下の力持ちの役割を果した．

染織品としての質の高さのみならず，地域の芝居文化を

下支えした貸衣裳屋の旧蔵資料としても高く評価された

資料群である．

4　人形浄瑠璃“娘義太夫，その他

先述したように，現今，県内で活動中の芝居保存会は

大半が歌舞伎団体であり，歌舞伎以外の地芝居には多く

を割けなかったが，県内では人形浄瑠璃，獅子芝居，村

芝居9等，多彩な演劇形態の上演活動が行われている．

展覧会では，その一例として，昭和初期，真桑文楽（本

巣市）の三味線方を務めた豊津廣吉（岐阜市在住）の資

料や，戦時中，旦那芸としても好まれた義太夫の師匠と

して東濃地域で活躍した娘義太夫・竹本播玉10の資料を

紹介した．

今展で十分に取り上げることができなかった分野に，

能狂言があり，現在，歌舞伎に比べていささか不人気を

被っているかに見えるものの，当県には中世にさかのぼ

る資料・伝承があることから，次回の課題として温めて

おきたい．
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おわりに　「地歌舞伎」海外公演と地芝居の楽しみ

最後に平成30年度の特徴的な試みとして素人歌舞伎

のヨーロッパ公演を取り上げる．2018年10月，フラン

ス・パリで開催された日本文化の祭典「ジャポニスム

2018」公式企画「地方の魅カー祭りと文化」に，岐阜県

から　3団体が参加し，鳳凰座歌舞伎保存会（下呂市）・

加子母歌舞伎保存会（中津jil市）による歌舞伎の上演と

美濃歌舞伎保存会（瑞浪市）による歌舞伎衣裳の展示を

実施した．これに引き続いて，スペイン・サラマンカで

「サラマンカ大学創立800周年記念事業」の一環として，

同じく歌舞伎上演と歌舞伎衣裳展示が行われた．

こうした地芝居の海外公演は他県でも見られ11，今後，

わかりやすい日本文化のアイデンティティとして，国際

交流の役割も拡大していくことと思う．

日本文化の代表としての役割とは別に，地芝居には，

大歌舞伎にない地芝居ならではの醍醐味がある．おひね

りを投げたり，知人の役者に声をかけたり（大向こう），

観客との一体感である．築百年を超す芝居小屋の独特の

場の魅力も捨てがたい．大歌舞伎が排除する女性役者が

活躍できるのもいい．芝居に地元の名産品が登場したり，

気軽に写真撮影できたり，演じる方も見る方も楽しめる，

双方が相通じる観劇空間・体験こそが「岐阜の宝」と思

っている．

＜参考文献＞

※文末注，表注に記載分は省略した．

『川中島合戦　芝居になる』長野市立博物館編集・発行，

平成30・2018

『歌舞伎衣裳　綺羅をまとう』石川県立歴史博物館編

集・発行，平成30・2018

『西町馨鱗閣バンザイ！！岐阜県垂井町西町の祭礼を支

えた人々』津島謙司編集・発行，平成29・2017

『可児市歴史文化調査報告書1可児市の地芝居資料集』

可児市教育委員会編集・発行，平成25・2013

『地方芝居・地芝居研究』安田徳子著・おうふう　発行，

平成21・2009

『岐阜の文楽　地域文化芸術振興プラン推進事業　講演

会「文楽への誘い一三大人形浄瑠璃から～」の資料』

岐阜県博物館編集・文化庁地域文化芸術振興プラン

岐阜県実行委員会　岐阜県博物館　岐阜県博物館友

の会発行，平成22・2010



博物館・図書館連携企画展「芝居大国！岐阜」について

l　昭和42年（1967）の全国の芝居小屋の悉皆調査（角

田一郎『農村舞台の総合的研究』）では，岐阜県は，兵庫

県234棟，長野県202棟に次ぐ184棟（現存96・廃絶

88）を数え，その後の岐阜県独自の再調査では264棟，

つまり全国最多となった．

丸山幸太郎「地芝居の興隆過程と現状」　岐阜女子大

学HP
https：／／www．gijodai．jp／chibunken／chishibai／2015／08／po

st－10．html（2019年1月31日閲覧）を参照．
2　岐阜県の事業として，2017年より岐阜市の県営文化

ホール（ぎふ清流文化プラザ）で県内保存団体の合同公

演が定期的に開催されている．
3　近年，岐阜県内でも多くなったインバウンド対策とし

て春節公演や，外国人宿泊向けのホテル公演などが行わ

れている．
4　文化庁の『全国の地芝居（地歌舞伎）調査報告書（平

成27年度）』では236団体（活動中21・中止30団体）

http：／／www．bunka．go．jp／tokei＿hakusho＿Shuppan／tokei

chosahishibaiJikabuki／index．html（2019年1月31日

閲覧）など．
5　岐阜県の地芝居ガイドブック制作委員会『岐阜県の地

芝居ガイドブック』（岐阜女子大学地域文化研究所
2009年）は28団体を紹介している．
6　この節の記述は，小栗幸江氏（美濃歌舞伎保存会，ミ

ュージアム中仙道）にご指導いただき，岐阜県文化伝承

課よりデータの提供を受けた．
7　ぶっ返り，四天，小忌衣，た且板帯，着込鎧など．

8　名称：美濃の地歌舞伎衣裳（9点），時代：江戸時代

末期～明治時代初期，所有：美濃歌舞伎保存会（瑞浪市），

内訳はつぎの通り．①黒天鷲絨地竜虎文様四天（江戸末

期）　②黒編子地竹に雀文様打掛（江戸末期）　③黒天

鷲絨地牡丹唐獅子文様打掛（江戸末期）　④黒天鷲絨地
大蛇文様四天（江戸末期）　⑤黒編子地雲に竜文様姐板

帯（江戸末期）　⑥黒嬬子地波に瑞雲・鳳凰文様小忌衣
（江戸末期）　⑦黒天鷲絨地龍門に龍乗り貴人文様打掛

（明治初期）　⑧黒絹子地竹に雀文様打掛（明治初期）

⑨黒天鷲絨地鷹文様に波・松文様四天（明治初期）
9　ここでは，現代演劇（時代劇）を指す．

10　拙稿「竹本播玉資料について　明治～昭和の娘義太夫」

（岐阜県博物館調査研究報告34，2013年）を参照．
11公益社団法人全日本郷土芸能協会会誌94号（2019

年1月）に，横尾歌舞伎（静岡県浜松市）のサハリン公
演について報告記事がある．

41



南本有紀
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展示替 123 倬���{��制作蓄 僖��所蔵者 儖X��ﾖﾂ�

∴＿　　∴　　　∴∴　∴∴　　　　　　　　　　　∴．　　　　　　　　　∴∴∴∴ ���ｨﾋ������������������������������∴∴「∴÷∴∴一∴∵÷∴∴「∴ ��h�h蓼�������井����X�井�ﾈv��h�������R�＼　　　　　　　　・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1－ l（暮 離愁 偖ﾈﾖ(�����X�������R�∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴ ��X�����������������∴∴∴∴∴∴ ������������H�h����������������H���∴∴∴：∴∴∴∴∴∴∴∴∴ 

轍轟棲荻饗 

1 ���黒絹子地金繍雪持竹に南天文　禰楷 ��昭和初期 �(髦�8ｻ8支効醜檍�R��(ﾆ�夊��{�� 

2 �"�緋絹子地金繍源氏車文　ぶっかえり半腰 ��昭和初期 �(髦�8ｻ8支効醜檍�R��(ﾆ�夊��{�� 

3 �"�白羽二重地金繍宝珠文　ぶっかえり橋祥 ��昭和初期 �(髦�8ｻ8支効醜檍�R��(ﾆ�夊��{�� 

4 �"�濃紺綜子地金繍源氏車文　ぶっかえり着付　金馬簾 ��昭和初期 �(髦�8ｻ8支効醜檍�R��(ﾆ�夊��{�� 

5 �2�青縞子地金繍雲龍火炎文　千早　毛皮付 ��昭和初期 �(髦�8ｻ8支効醜檍�R��(ﾆ�夊��{�� 

6 ���水浅葱木綿地日昇染抜金繍舞鶴手書若松文　素襖 ��昭和初期 �(髦�8ｻ8支効醜檍�R��(ﾆ�夊��{�� 

7 ���藍木綿地手書若松文　袴 ��昭和初期 �(髦�8ｻ8支効醜檍�R��(ﾆ�夊��{�� 

8 ���浅葱色モス地松紅葉火炎太鼓に慢幕文　娼帯 ��昭和初期 �(髦�8ｻ8支効醜檍�R��(ﾆ�夊��{�� 

9 �2�黒天鷲絨地金繍鷹岩波文　娼帯 ��昭和初期 �(髦�8ｻ8支効醜檍�R��(ﾆ�夊��{�� 

10 �2�歌舞伎衣裳　上着 仄Hｧ們����ﾈｴ9|x�｢�昭和初期 冖饑9��讖j��ﾘ��{��� 

11 ��"�子ども用歌舞伎衣裳　千早 �8ﾈ毎��亢9|xｾh�｢�昭和初期 冖饑9��讖j��ﾘ��{���3点 

12 ���黒天鷲繊地　金繍牡丹・唐獅子文　打掛 ��昭和後期 儖ﾉEｨ慄Y�ｮｩ]ｹ�h橙�県重要有形民俗文化財を復元 

13 ���赤地錦　鳳凰丸文　金馬簾付　四天 ��昭和末期 儖ﾉEｨ慄Y�ｮｩ]ｹ�h橙� 

14 �"�納戸色紗綾形地　金繍松竹梅文　打掛 ��昭和後期 儖ﾉEｨ慄Y�ｮｩ]ｹ�h橙�明治期の物の復元 

15 �"�緋色羽二重地金繍唐草に菊・桐文　振袖着付 ��大正初期 儖ﾉEｨ慄Y�ｮｩ]ｹ�h橙� 

16 �"�黒繰子地金繍桜枝雪輪文　作り帯 ��昭和中期 儖ﾉEｨ慄Y�ｮｩ]ｹ�h橙�明治期の物の復元 

17 �2�紫紺地錦　毘沙門亀甲に瓦巴文　中忌衣　赤地錦立衿 ��大正中期 儖ﾉEｨ慄Y�ｮｩ]ｹ�h橙� 

18 �2�ぶっかえり着付（表：柿色木綿地、裏：金紙縁取り念 仏文） ��明治末期 儖ﾉEｨ慄Y�ｮｩ]ｹ�h橙� 

19 �2�白木綿地　金繍縁取り念仏文丸橋祥　黒編子衿 ��明治末期 儖ﾉEｨ慄Y�ｮｩ]ｹ�h橙� 

20 �2�白・鼠縞木綿　たつけ袴 ��昭和初期 儖ﾉEｨ慄Y�ｮｩ]ｹ�h橙� 

県指定重要有形民俗文化財「美濃の地歌舞伎衣裳」 劔 �� 
21 ��黒天鷲絨地竜虎文様四天 ��江戸末期 儖ﾉEｨ慄Y�ｮｩ]ｹ�h橙�写真パネル 

22 ��黒縞子地竹に雀文様打掛 ��江戸末期 儖ﾉEｨ慄Y�ｮｩ]ｹ�h橙�写真パネル 

23 ��黒天鷲繊地牡丹唐獅子文様打掛 ��江戸末期 儖ﾉEｨ慄Y�ｮｩ]ｹ�h橙�写真パネル 

24 ��黒天鷲絨地大蛇文様四天 ��江戸末期 儖ﾉEｨ慄Y�ｮｩ]ｹ�h橙�写真パネル 

25 ��黒繰子地雲に竜文様旭板帯 ��江戸末期 儖ﾉEｨ慄Y�ｮｩ]ｹ�h橙�写真パネル 

26 ��黒絹子地波に瑞雲・鳳凰文様小悪衣 ��江戸末期 儖ﾉEｨ慄Y�ｮｩ]ｹ�h橙�写真パネル 

27 ��黒天鷲絨地龍門に龍乗り貴人文様打掛 ��明治初期 儖ﾉEｨ慄Y�ｮｩ]ｹ�h橙�写真パネル 

28 ��黒繹子地竹に雀文様打掛打掛 ��明治初期 儖ﾉEｨ慄Y�ｮｩ]ｹ�h橙�写真パネル 

29 ��黒天鷲絨地鷹文様に波・松文様四天 ��明治初期 儖ﾉEｨ慄Y�ｮｩ]ｹ�h橙�写真パネル 

I �� ��「　　∴∴ ������������������������������l � ��h�������：∴∴∴∴∴∴　　　　　　　　∵ 

30 ���兵庫 ��現　代 儖ﾉEｨ慄Y�ｮｩ]ｹ�h橙� 

31 ���大百 ��現　代 儖ﾉEｨ慄Y�ｮｩ]ｹ�h橙� 

32 �"�吹き輪 ��現　代 儖ﾉEｨ慄Y�ｮｩ]ｹ�h橙� 

33 �"�片はずし ��現　代 儖ﾉEｨ慄Y�ｮｩ]ｹ�h橙� 

34 �2�島田 ��現　代 儖ﾉEｨ慄Y�ｮｩ]ｹ�h橙� 

35 �2�すいけん ��現　代 儖ﾉEｨ慄Y�ｮｩ]ｹ�h橙� 

36 �2�前挿し、かんざし ��昭和時代 儖ﾉEｨ慄Y�ｮｩ]ｹ�h橙�つまみかんざし、くす玉かんざし、びらがんざし、 平打ちがんざし、玉かんざし 

37 �2�くし ��昭和時代 儖ﾉEｨ慄Y�ｮｩ]ｹ�h橙� 

小道具 

38 ��出刃包丁 �8ﾈ毎��昭和初期 冖饑9��讖j��ﾘ��{��� 

39 ��拍子木（析） 亢9|xｾb�昭和初期 冖饑9��讖j��ﾘ��{��� 

40 ��角樽 亢9|xｾb�昭和初期 冖饑9��讖j��ﾘ��{��� 

41 ��鎧 亢9|xｾb�昭和初期 冖饑9��讖j��ﾘ��{��� 

42 ��拍］ ノし 亢9|xｾb�昭和初期 冖饑9��讖j��ﾘ��{��� 

43 ��馬 亢9|xｾb�昭和初期 冖饑9��讖j��ﾘ��{��� 

子とも歌舞伎（曳山祭礼） 剪� �� 
∴∴∴ ∴∴∴ ������������R��ｯv�8ﾙ�ﾈ��∴　　∴∴「‾　∴∴∴「∴∴∴∴∴∵∴∴「∴∴∴十∴∴∴ ������������������耳������耳�h�������∴∴一：∴∴ 　　　∵∴ ��������X�h����������������������������B�∴　　　∴ 

∵　　　　　　　　　　　　∴　　∴　∴　　　　　∴　　　　　　　　∴∴　∴ �� ��X�B����������h�R�海l 

44 ��神霊矢口の渡し　頓兵衛住家の段（台本） ��ﾉ62�昭和22・1947 侘)�ﾉ���お舟用 

45 ��金毘羅利生記　百度兵衛住家の段（台本） ��ﾉ62�昭和23・1948 侘)�ﾉ���お辻用 

46 ��一谷轍軍記 ��ﾉ62�明治39・1906 ��ﾉ68ﾝY5H効醜橙�垂井子ども歌舞伎 

47 ��垂井曳訓祭り芸児人形（薩摩守忠度） ��昭和23・1948 �+ﾘ.�*(���東町・鳳凰山「－の谷轍軍記流しの枝」出演を記 念して制作 

揖斐祭り 

48 ��揖斐祭り　外題看板 ��明治32・1899 冲ｹN9�ﾉ��讖j��ﾘ��{��� 
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49 ��揖斐祭り　冊子 ��昭和12・1937 冲ｹN9�ﾉ��讖j��ﾘ��{���冊子として現存最古か 

50 ��揖斐祭り　冊子 ��昭和28・1953 冲ｹN9�ﾉ��讖j��ﾘ��{��� 

51 ��軸写真見本 俘(ｧI�h����隴��昭和28・1953 冲ｹN9�ﾉ��讖j��ﾘ��{���高間新治（1921－2014）竹の写真家・研究者 

52 ��揖斐祭り　冊子 ��昭和40・1965 冲ｹN9�ﾉ��讖j��ﾘ��{��� 

53 ��揖斐祭り　チラシ ��昭和40・1965 冲ｹN9�ﾉ��讖j��ﾘ��{��� 

54 ��揖斐祭り　礼状 ��昭和40・1965 冲ｹN9�ﾉ��讖j��ﾘ��{��� 

55 ��三輪神社例大祭　いび祭り（リ÷フレット） 冲ｹN9�ﾉ68ｬ�X7h8�5R�平成30・2018・5 弍)XﾈﾊyH饂渥��記載内容：子ども歌舞伎特別披露 

56 ��源平咲分牡丹畠　重患館の段　出演者 �ｩ�i*ﾂ�平成30・2018・5 弍)XﾈﾊyH饂渥��記載内容：出演・指導者、軸芸披露日程、あらすじ 

57 ��揖斐川伝統芸能フェスティバル（リ」フレット） 冲ｹN9�ﾉ*ﾈ���tｹN9�ﾉ68ｻ8支効醜橙�平成30・2018・8・19 弍)XﾈﾊyH饂渥��会場：揖斐川町地域交流センター「はなもも」 出演：揖斐の歌舞伎、揖斐の太鼓踊り、揖斐の神楽 

58 ��揖斐川伝統芸能フェスティバル（チラシ） 冲ｹN9�ﾉ*ﾈ���tｹN9�ﾉ*ﾈｻ8支効醜橙�平成30・2018・8・20 弍)XﾈﾊyH饂渥��英語版 会場：揖斐川町地域交流センター「はなもも」 出演：揖斐の歌舞伎、揖斐の太鼓踊り、揖斐の神楽 

古 薄ﾆﾈﾝX.��

59 ��古川祭り　飛騨市古川町・まつり広場 ��平成28・2016 �i�ﾉ/�ｹ��O)�ｸ�8ｻ8支効醜橙�写真パネル 

そ �,ﾉ�ﾈ慄Y�ｮｨﾏh���6�8�5i}��｢��� �� 

60 ��第28国東座歌舞伎lIlれあい公演 �8ﾈﾜ�慄Y�ｮｩ]ｹ�h橙�平成30・2018・5・20 弍)XﾈﾊyH饂渥�� 

61 ��第44国東濃歌舞伎大会 （冊子、チラシ、チケット半券） ��平成30・2018・12・9 弍)XﾈﾊyH饂渥��会場：東美濃ふれあいセンター　歌舞伎ホール 

62 ��第42回郷土歌舞伎公演　東白川村歌舞伎（冊子） �8ﾉI)�ﾉ�ｨｻ8支効醜橙�平成30・2018・9・16 弍)XﾈﾊyH饂渥��会場：東白川村はなのき会館 

63 ��気良白山神社祭礼余興　気良歌舞伎（リーフレット） 亢9|x慄Y�ｮｨ耳ﾜ��平成30・2018・9・15 弍)XﾈﾊyH饂渥��共催：気良自治会、後援：高雄歌舞伎保存会 

64 ��平成30年度岐阜県郡上市明宝白山神社祭礼 （チラシ） 冖饑8ｬ�Xｺh橙�平成30・2018・9－10 弍)XﾈﾊyH饂渥�� 

65 ��第29回蛭川歌舞伎公演（チラシ） 儼y�ﾈ慄Y�ｮｩ]ｹ�h橙�平成30・2018・10・ 21 弍)XﾈﾊyH饂渥��会場：蛭子座（蛭川公民館） 

66 ��アートdeアツと　おぼけやしきin中村勘九郎丈名誉 �ｩLｨ��&9d��ﾈ4��ｸ6x4��平成30・2018・10・ 弍)XﾈﾊyH饂渥�� 
館主歌舞伎小屋（ポスター） �985H987h8ｹI)�ﾂ�27－28 

67 ��第26回飛騨・美濃歌舞伎大会かかみがはら2018 ��c#h��O)�ｸ�YOﾉEｨ慄Y�ｮ｢��X檍*�*�-ﾘ*ｨ,ﾘ.s#������ﾗ8効醜橙�平成30・2018・11・4 弍)XﾈﾊyH饂渥��出演：東白川村歌舞伎保存会、恵南歌舞伎音楽教室、 
（チラシ） 劔明智町歌舞伎保存会、村国座子供歌舞伎保存会 

68 ��第26回飛騨・美濃歌舞伎大会2018かかみがはら ��c#h��O)�ｸ�YOﾉEｨ慄Y�ｮ｢��X檍*�*�-ﾘ*ｨ,ﾘ.s#������ﾗ8効醜橙�平成30・2018・11・4 弍)XﾈﾊyH饂渥��出演：東白川村歌舞伎保存会、恵南歌舞伎音楽教室、 
（ポスター） 劔明智町歌舞伎保存会、相国座子供歌舞伎保存会 

69 ��平成30年美濃歌舞伎公演数老公演・長月公演（冊子） 儖ﾉEｨ慄Y�ｮｩ]ｹ�h橙�平成30・2018・9・ 28－29 弍)XﾈﾊyH饂渥��会場：美濃歌舞伎博物館・相生座 

70 ��郡上市郷土芸能継承事業　高雄・気良青年歌舞伎 俘)u��Xｴ9|y�)D陷ﾉY�ｮ｢�平成29・2017・11・ 弍)XﾈﾊyH饂渥��会場：郡上市総合文化センター 
公演（冊子、チラシ） 們�ﾗ8効醜橙�19 

71 ��平成29年美濃歌舞伎公演敬老公演・長月公演 （冊子） 儖ﾉEｨ慄Y�ｮｩ]ｹ�h橙�平成29・2017・9・ 29－30 弍)XﾈﾊyH饂渥��会場：美濃歌舞伎博物館・相生座 

72 ��村国神社祭礼奉納余興子供歌舞伎・舞踊 （冊子、番付） 丿Yk�(i�xｾb�平成30・2018・10・ 13－14 弍)XﾈﾊyH饂渥��会場：村国座 

73 ��第4回青少年郷土芸能フェスティバル（チラシ） 佛8�8�8ｻ8効効醜橙�平成30・2018・12・9 弍)XﾈﾊyH饂渥��会場：郡上市総合文化センター 出演：白鳥小学校・祝いもちつき太鼓、石徹白小学 校・石徹自民踊、北濃小学校・北濃雅楽、大和南小 学校・薪能くるす桜、磨墨太鼓保存会・少年磨墨太 鼓、郡上おとり保存会ジュニアクラブ・郡上おど〇、 郡上東中学校・郡上陣屋太鼓 

74 ��第32回岐阜県青少年文化活動交流発表会 ジュニア文化祭 ��佰hﾞ��ｨｯ)Xﾈﾊxｻ8孜[h峇�ﾞ�&8��ｯ)Xﾈﾊy�(晳D饉b�嶌ｨ�:闔y�ﾉ�I�仄hｶ8橙�平成30・2018・12・ 15 弍)XﾈﾊyH饂渥��会場：ぎI轟音流文化プラザ 出演：美濃歌舞伎子とも伝承教室（地歌舞伎）、み のん会jr（筆曲）、みのん会jrとうずら太鼓ジュニア （筆と和太鼓の合奏）、うずら太鼓ジュニア（和太 鼓）、ながら児童合唱団（合唱） 

・胴 �-9�Izﾈ���b�文化プラザ公演事業∴ ����������X���R��h���B�∴∴∴∴∴∴　∴∴∴∴ ∴∴∴∴一一　∴∴∴∴ �-2����R�　　　　　　　　　　　　　　慮 　十㌧∴∴∴ ：　　　　　∴　　　∴　∴ 

75 亦�清流の国ぎふ秋の地歌舞伎公演2018（ポスター） 弍)Xﾈﾊx�X�佰hﾞ��ｨｯ)Xﾈﾊr�平成30・2018・11・ 弍)XﾈﾊyH饂渥��出演：高雄歌舞伎保存会、飛騨市河合田歌舞伎保 
教育文化財団 �#R���h橙�

76 ��清流の国ぎふ　夏の地歌舞伎公演2018 弍)Xﾈﾊx�X�佰hﾞ��ｨｯ)Xﾈﾊr�平成30・2018・6・16 弍)XﾈﾊyH饂渥��出演：高雄歌舞伎保存会、飛騨市河合田歌舞伎保 
（リ÷フレット、チラシ） 仆8孜[h嶌ﾞ�&2�剔ｶ会 

77 ��清流の国ぎふ　秋の地歌舞伎公演2018（チラシ） 弍)Xﾈﾊx�X�佰hﾞ��ｨｯ)Xﾈﾊr�平成30・2018・11・ 弍)XﾈﾊyH饂渥��出演：飯地五毛座歌舞伎保存会、串原歌舞伎保存 
教育文化財団 �#R���������^ｨ慄Y�ｮｩ]ｹ�h檍��e���ﾜ�慄Y�ｮｩ]ｹ�h橙�

観光パンフレット 

78 ��リニアのまち中津川　イベントガイド　2018秋冬 �(i,9�ﾈ�8ｬ�X5ｨ985��ｸ���(i,9�ﾈ�8ｬ�X擺�平成30・2018 弍)XﾈﾊyH饂渥��記載内容：「市内の地歌舞伎公演情報」 

79 ��中山道馬籠宿 僥�,Hｬ�Xｺh檍��(i,9�ﾈ�2�ｬ�X5ｨ985��ｲ�平成30・2018 弍)XﾈﾊyH饂渥��記載内「地歌舞伎公演・伝統芸能体験イベント」 

80 ��水とおとりの城下町郡上八幡イベントカレンダー 2018 佛8�9JｩJhｬ�Xｺh橙�平成30・2018 弍)XﾈﾊyH饂渥��記載内容：高雄歌舞伎公演 

81 剞ｴ流の国ぎふ　おみやげ手帳 ���ｨ���ｨｯ)Xﾈﾊxｬ�Y��k��平成30・2018 弍)XﾈﾊyH饂渥��記載内容：「東濃の地歌舞伎（中津川・恵那・瑞浪 市）」 

82 ��感動十景　中部の旅秋号　vo上43 ���ｨ���ｩ(h匯?ｩgｹ�ﾘﾘxｬ��ﾏXｴ�ﾕﾂ�平成30・2018 弍)XﾈﾊyH饂渥��記載内容：「美しい東海・北陸・信州を旅する中部広 域観光オフィシャルマガジン 東濃の秋を楽しむ地歌舞伎」 

83 ��ぶらり、岐阜県中津川 CheekX中津川市観光ガイド（Cheek別冊特別号） ��乘H�ｩzﾈﾗ9,ｩ�ﾒ�平成30・2018・3 弍)XﾈﾊyH饂渥��記載内容：「地歌舞伎」 

84 刄純Nドキ発掘ナビゲーションガイド　みずnavi旅編 ������2�平成30・2018・6 弍)XﾈﾊyH饂渥��記載内容：美濃歌舞伎博物館「相生座」 

の他 �8板�S鵜臆 � ��

85 翻 86 棊���ｬ��第27回岐阜学会研究大会＆岐阜女子大学地域文化研岐阜学会、岐阜女子大学平成30・2018・5・26 究所文化講演会岐阜の郷土芸能の伝承をいかに　地域文化研究所 劍ｯ)XﾈﾊyH饂�/r�.��耳�����R�ﾅ8�8�9��讓��{���∴∴一一一一∴　一　∴ 市川少女歌舞伎は戦後まもなく愛知県豊川市を 拠点に全国的に活躍 

∴ ������f������h����������������������h����������������������������∴∴「∴ ∴∴∴∴∴：∴∴ ∴＿∴∴∴　　　∴∴ 

市川少女歌舞伎公演（冊子）　　　　　　　　　　　市川少女歌舞伎　　　昭和34・1959 
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南本有紀

展示替 123 倬���{��制作者 僖��所蔵蓄 儖X��ﾖﾂ�

87 ��絵本太閤記　十段目　尼崎段（浄瑠璃本） 冏ｹ[h�Oﾈ���蕀j��ﾈ蓼ﾔB�昭和30年代・1955－ 64 佛8�8�9��讓��{��� 

88 ��伽羅先代頼政岡忠義段（浄瑠璃本） ※三好会義太夫会案内（書見太夫宛竹本三好書簡） �'ﾉgｸ蓼ﾔB�昭和36・1961 佛8�8�9��讓��{���※浄瑠璃本に貼付 

大歌舞伎 

89 ��十八代目中村勘三郎、二代目中村七之助舞台写真 ��平成25・2013・11・ 29 �8ﾈﾜ�慄Y�ｮｩ]ｹ�h橙�額入り3点 六代目中村勘九郎は骨折のため休演 

90 ��東座スタッフ法被 ��平成25・2013・11・ 29 侘)�ﾉ���十八代目中村勘三郎・二代目七之助サイン入り 

か ��ﾂ� �� �� 

91 ��昼食弁当（芝居弁当箱） ��昭和時代 侘)�ﾉ���東座・白川町黒川×2点 

92 ��八幡素人芝居大会（チラシ） ��昭和初期 冖饑9��讖j��ﾘ��{���会場：八幡劇場 
真 ��ｩiｨ������ ��∴∵　∴∴∴∴一 ��

∴拾 �-�,ｸ�������卑∴甲．∴∴∴∴∴∴∴　：∴∴∴ ��X�����������������　　∴∴「∴ l ����R����������������h�hu��b������������������∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴ 

93 ��おひねり（中津川） 弍)XﾈﾊyH饂渥�5H7ﾈ�ｸ5��ｲ�平成30・2018 弍)XﾈﾊyH饂渥��聞き取りより作成 

94 ��おひねりセット（中津川） ��平成30・2018 弍)XﾈﾊyH饂渥��東濃歌舞伎大会2018で販売 

95 ��おひねり（相生座） 弍)XﾈﾊyH饂渥�5H7ﾈ�ｸ5��ｲ�平成30・2018 弍)XﾈﾊyH饂渥��聞き取りより作成 

96 ��おひねり（飯地） 伜(ﾏｸ���ﾂ�平成30・2018 弍)XﾈﾊyH饂渥�� 

97 ��米袋（揖斐祭り） 偃���W���平成30・2018 侘)�ﾉ��� 

土人形 

98 ��土人形　焼香太閤 ��昭和時代 弍)XﾈﾊyH饂渥��裏面「熊谷好夫」の墨書・底面ふたあり 
絵本太閤記・大徳寺焼香場より 劔中津IIl市個人寄贈 

99 ��土人形　八重垣姫 ��昭和時代 弍)XﾈﾊyH饂渥��底面に「十五、メヌ、落書き」墨書あり 
本朝廿四孝より 劔中津川市個人寄贈 

100 ��土人形政岡 伽羅先代萩より ��昭和時代 弍)XﾈﾊyH饂渥��白川田上佐見個人寄贈 

獅 倡��ｸ�� �� �� 

101 ��関市獅子舞保存会創立50周年記念獅子舞大会（チラシ） 亊h�8�(��Y�]ｹ�h橙�平成30・2018・11・ 25 侘)�ﾉ��� 

102 ��関市獅子舞保存会創立50周年記念獅子舞大会（チラシ） 亊h�8�(��Y�]ｹ�h橙�平成30・2018・9・30 弍)XﾈﾊyH饂渥��台風24号により延期 

103 ��関南獅子舞保存会創立50周年記念獅子舞大会 （記念バッチ） 亊h�8�(��Y�]ｹ�h橙�平成30・2018・11・ 25 侘)�ﾉ��� 

104 ��第18回岐阜県獅子芝居公演2018（ポスター） ��Y�c�亜�ｯ)Xﾈﾊx�(����ｸ�h��h��ﾗ8効醜檍��ｯ"�Xﾈﾊx�(���ｸ�hｶ8橙�平成30・2018・11・ 18 弍)XﾈﾊyH饂渥��会場：岐南町伏屋獅子舞会館 出演：白山比畔神社獅子舞保存会、加子母獅子芝 居保存会、津島神社金蔵獅子保存会、岩村田獅子 舞保存会、岐南町伏屋獅子舞保存会 

105 ��第18回岐阜県獅子芝居公演（チラシ） ��Y�c�亜�ｯ)Xﾈﾊx�(����ｸ�h��h��ﾗ8効醜檍��ｯ"�Xﾈﾊx�(���ｸ�hｶ8橙�平成30・2018・11・ 18 弍)XﾈﾊyH饂渥��

地 �ｨ蕀�Xｮﾈ��:��観光清風事業 �� �� 

106 ��地歌舞伎手引きJiKABUKIIntroductoryBook ��xﾞﾈ�i?ｩgｸ487�986xｮ�b�ｩH�檍����Jﾘﾗ8�hｯ)Xﾈﾊr�2010年代 弍)XﾈﾊyH饂渥��日英バイリンガル 

107 ��日本一！岐阜の地歌舞伎 BestinJapan！J主KabukiinGjfu 價ﾘﾗ8�hｯ)Xﾉ&陷ﾉY�ｮ｢�68�ｸ8ｨ5�8�駟k�ｼx��ｬH�2�ｯ)Xﾈﾊy&陷ﾉY�ｮｩ]ｹ�i�R�ｻｸｺhｶ8橙�平成29・2017・3 弍)XﾈﾊyH饂渥��日英　各1部 

108 ��岐阜の地歌舞伎公演スケジュール GIFUJi－KABUKIPERFORMANCESYearIy PerformanceScheduie 價ﾘﾗ8�hｯ)Xﾈﾊx���xﾞﾈ�hｯ)Xﾂ�&陷ﾉY�ｮｨ68�ｸ8ｨ5�8�饕�k�ｼr�平成29・2017・6－平 成30・2018・5 弍)XﾈﾊyH饂渥��日英　各1部 

109 ��地歌舞伎江戸の庶民の粋を楽しむ岐阜の旅 JIKABUKIVisitGIFUStepintothepast． 價ﾘﾗ8�hｯ)Xﾈﾊx���xﾞﾈ�hｯ)Xﾂ�&陷ﾉY�ｮｨ68�ｸ8ｨ5�8�饕�k�ｼr�平成27・2015 弍)XﾈﾊyH饂渥��日英バイリンガル 

110 ��岐阜県の地歌舞伎公演スケジュール JI－KABUKlinGifuPrefecturePERFORMANCES YeariyPerformanceSchedule 價ﾘﾗ8�h-�*ｨ+X-ﾘ,ﾉ��讓･��;仄hｶ8檍���xﾞﾈ�h*ﾈ-9���讓･�;�68�ｸ8ｨ5�8�駟k�ｼr�平成30・2018・7－平 成31・2019・5 弍)XﾈﾊyH饂渥��日英　各1部 

111 ��岐阜、東濃地歌舞伎、中山道、陶都、和菓子をめく る旅 價ﾘﾗ8�hｯ)Xﾈﾊx���xﾞﾈ�hｯ)Xﾂ�齷iﾘ5h4ｨ7X4ﾘ7h8ﾘ5x4h4��6x駟k�ｼr�平成22・2010以降 弍)XﾈﾊyH饂渥�� 

112 ��岐阜　地歌舞伎　GIFUKABUKIPerformance 價ﾘﾗ8�hｯ)Xﾈﾊx���xﾞﾈ�hｯ)Xﾂ�&陷ﾉY�ｮｨ68�ｸ8ｨ5�8�饕�k�ｼr�平成28・2016 弍)XﾈﾊyH饂渥��日英バイリンガル 

113 ��地歌舞伎（第2版） 價ﾘﾗ8�hｯ)Xﾈﾊx���xﾞﾈ�hｯ)Xﾂ�齷iﾘ5x4ｨ7X4ﾈ7h8ﾘ5x4h4��6x駟k�ｼr�平成22・2010以降 弍)XﾈﾊyH饂渥�� 

114 ��岐阜地歌舞伎衣裳記録集衣裳が伝えるぎふの地 歌舞伎 價ﾘﾗ8�hｯ)Xﾈﾊxｬ�X�X7X8�92�6��Xｻｸ攤��ｬH�8�h抦ﾄ儘ｸﾕﾒ�平成23・2011か 弍)XﾈﾊyH饂渥�� 

115 �<�¥ｨﾏh�6�8�5b�

116 ��馬籠座歌舞伎 �*ﾈ-9��讓･�;�68�ｸ8ｨ5�8��平成30・2018・7－8、 弍)XﾈﾊyH饂渥��会場：馬籠集会所 
事務局 �����?ｨ��6�488ｨ984ｸ8ｲ�

117 ��はざま座歌舞伎 �*ﾆﾈ�ﾆﾉ��讓･�;�68�ｸ8ｨ5�8��駟k�ｼr�平成30・2018・8－11 弍)XﾈﾊyH饂渥��会場：はざま酒造、出演：東濃歌舞伎中津川保存会 日英バイリンガル 

118 ��高山陣屋歌舞伎 �*ﾈ-9��讓･�;�68�ｸ8ｨ5�8��駟k�ｼr�平成30・2018・8 弍)XﾈﾊyH饂渥��会場：高山陣屋 日英バイリンガル 

119 ��春節恵那峡歌舞伎 �*ﾈ-9��讓･�;�68�ｸ8ｨ5�8��駟k�ｼr�平成30・2018・2 弍)XﾈﾊyH饂渥��会場：恵那峡グランドホテル 出演：東野歌舞伎保存会、恵那歌舞伎保存会、三 郷歌舞伎保存会 日中バイリンガル 

120 ��香節恵那峡歌舞伎 �*ﾈ-9��讓･�;�68�ｸ8ｨ5�8��駟k�ｼr�平成29・2017・1 弍)XﾈﾊyH饂渥��会場：恵那峡グランドホテル 日英バイリンガル 

121 ��鳳凰座紅葉歌舞伎 �*ﾈ-9��讓･�;�68�ｸ8ｨ5�8��駟k�ｼr�平成29・2017・11 弍)XﾈﾊyH饂渥��会場：下呂温泉合掌村しらさぎ座 日英バイリンガル 

122 剔叶ｶ座地歌舞伎体験プログラム �*ﾈ-9��讓･�;�68�ｸ8ｨ5�8��駟k�ｼr�平成28・2016・10 弍)XﾈﾊyH饂渥��会場：美濃歌舞伎博物館相生座 日英バイリンガル 

123 刮ｺ呂温泉　鳳凰座特別公演 �*ﾈ-9��讓･�;�68�ｸ8ｨ5�8��駟k�ｼr�平成28・2016・1－2 弍)XﾈﾊyH饂渥��会場：鳳凰座、下呂温泉水明紀 日英バイリンガル 
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博物館・図書館連携企画展「芝居大国！岐阜」について

展示替 123 倬���{��制作者 僖��所蔵者 儖X��ﾖﾂ�

124 ��まるっと2日間歌舞伎三昧歌舞伎ソムリエおくだ 健太郎と行くぎふの地歌舞伎ツアー �4ｨ6(5(�ｸ684��ｲ�平成30・2018・11 弍)XﾈﾊyH饂渥��会場：白雲座、かしも明治座、常盤座 

125 ��ぎふ地歌舞伎鑑賞ツアー �*ﾆﾈ�ﾃ���讓･�;�68�ｸ8ｨ5�8��平成30・2018・10－ 弍)XﾈﾊyH饂渥��出演：蛭川歌舞伎保存会、飛騨市河合田歌舞伎保 存会、東濃歌舞伎大会、東濃歌舞伎中津川保存 
事務局 ��"������ﾙMXﾜ�慄Y�ｮｩ]ｹ�h橙�ﾏh��h,ﾘ+H-ﾈﾜ�慄Y�ｮｨ��8ﾉEｨ慄Y�ｮｩ(i,9�ﾉ]ｹ�h檍�｢�

126 ��地元ガイドとめくる東美濃岩村城下町・地歌舞伎・ 中山道大井宿 �*ﾈ-9��讓･�;�68�ｸ8ｨ5�8��駟k�ｼr�平成30・2018・3 弍)XﾈﾊyH饂渥��会場：相生座、出演：東野歌舞伎保存会 

127 ��歌舞伎が日本一盛んな岐阜県　地歌舞伎鑑賞ツアー �*ﾈ-9��讓･�;�68�ｸ8ｨ5�8��駟k�ｼr�平成29・2017・10－ 平成30・2018・3 弍)XﾈﾊyH饂渥��訪問地等：蛭子座・蛭川歌舞伎保存会、白雲座歌舞 伎、東農歌舞伎大会・相生座、東農歌舞伎中津川保 存会、常盤座歌舞伎 

128 ��歌舞伎が日本一盛んな岐阜県　地歌舞伎鑑賞ツアー �4ｨ6(5(�ｸ684��ｲ�平成30・2018・11－3 弍)XﾈﾊyH饂渥��5コース 

129 ��ひととき2016年9月号 特集美濃・飛騨歌舞伎遊山日本一、芝居に熱い！ 乘H�檍��4X4h6(5r�平成28・2016・9 �*ﾆﾆ緬��讓･�;�68�ｸ8｢�5�8�駟k�ｼr�新幹線搭載誌 

ヨ �ｨﾏｸ687�ﾏh��

ンフレット類 � �� ��

130 ��ジャポニスム2018（プログラム） 俛�ﾝｸﾏ�zﾈｮ霎��5x887ﾈ6ｨ5�8�駟k�ｼr�平成30・2018・7－平 成31・2019・2 弍)Xﾈﾊr�A5版、フランス語版 

131 ��ジャポニスム2018（プログラム） 俛�ﾝｸﾏ�zﾈｮ霎��5x887ﾈ6ｨ5�8�駟k�ｼr�平成30・2018・6・20 弍)Xﾈﾊr�A4版、日本語版 

132 ��FigaroScope（冊子） �7H4(4ｸ8ﾘ��7H8�985��｢�平成30・2018・10 弍)Xﾈﾊr�フィガロ（フランス日刊紙）折り込み広告 

133 ��行事案内（冊子） 棉EY?ｩgｹ[h嶌檍ｭ��平成30・2018・9－12 弍)Xﾈﾊr�フランス語版 

134 ��地歌舞伎公演冊子 弍)Xﾈﾊr�平成30・2018・10 弍)Xﾈﾊr�フランス語版 ジャポニスム2018配布用 

135 ��地歌舞伎公演冊子 弍)Xﾈﾊr�平成30・2018・10 弍)Xﾈﾊr�スペイン語 サラマンカ大学創立800周年記念事業配布用 

∴ブ �8�����V��公演：∴ ��f ��　　　∴∴「 ∴∴ 

136 ��職　清流の国岐阜 亳y68ｯ�5��平成30・2018・10 弍)Xﾈﾊr�7点 

137 ��峨　岐阜の地歌舞伎 亳y68ｯ�5��平成30・2018・10 弍)Xﾈﾊr�6点 

138 ��暖簾トリコロール（フランス公演） ��平成30・2018・10 弍)Xﾈﾊr� 

139 ��タイトルバナー ��平成30・2018・10 弍)Xﾈﾊr� 

140 ��歌舞伎衣裳展バナー ��平成30・2018・10 弍)Xﾈﾊr� 

スペイン公演 

141 ��写真バナー 們ｩ���i}�ｶ���平成30・2018・10 弍)Xﾈﾊr�9点 

142 ��ポスター ��平成30・2018・10 弍)Xﾈﾊr�2点 

彊 亳��餮b� �� �� 

143 ��"�浅葱地松皮菱文肩衣　丸に違い鷹羽 ��大正～昭和初期 弍)XﾈﾊyH饂渥��娘義太夫・竹本播玉資料　本名：杉本せき 

144 �2�茶無地肩衣　丸に違い鷹羽 ��大正～昭和初期 弍)XﾈﾊyH饂渥��娘義太夫・竹本播玉資料　本名：杉本せき 

145 ��旅行鞄 ��大正～昭和初期 弍)XﾈﾊyH饂渥��娘義太夫・竹本播玉資料　本名：杉本せき 

146 ��撥 ��大正～昭和初期 弍)XﾈﾊyH饂渥��娘義太夫・竹本播玉資料　本名：杉本せき 

147 ��ブロマイド、名刺 ��大正～昭和初期 弍)XﾈﾊyH饂渥��娘義太夫・竹本播玉資料　本名：杉本せき 

．人 ��申∴　∴∴　　∴　∴一∴∴∴∴ ������������������X����｢�∴∴ 「∴∴∴∴∴ ∴∴ ������　　　　　　　　　　　　　　I 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　蔦 を ∴÷∴． ∴：∴∴∴∴∵「∴∴∴∴ 　　　　　　　∴∴∴∴ 凵@　　家 I 

148 ��お鶴（人形） 傾城阿波の鳴門より 豫9y益ﾘ自����ﾈﾆ�vﾘ�｢�平成21・2009 弍)XﾈﾊyH饂渥�� 

149 ��三味線、撥 ��昭和時代 弍)XﾈﾊyH饂渥��真桑文楽三味線方本名：河瀬吉治郎・芸名：豊澤 廣吉（ひろきち）・岐阜市　　　， 

150 ��i花和讃新羅源氏焼栗の段 ��明治31・1898・9 弍)XﾈﾊyH饂渥��真桑文楽三味線方本名：河瀬吉治郎・芸名：豊津 廣吉（ひろきち）・岐阜市 

151 ��双蝶々曲輪日記　引窓　六の切 �'ﾉgｸ-ﾘ,ﾉ�餮b�昭和7・1932・6 弍)XﾈﾊyH饂渥��真桑文楽三味線方本名：河瀬吉治郎・芸名：豊澤 廣吉（ひろきち）・岐阜市 

152 ��菅原三段目　桜丸腰切之段 冢ﾎ�hｶyEh�R�昭和時代 弍)XﾈﾊyH饂渥��真桑文楽三味線方本名：河瀬吉治郎・芸名：豊津 廣吉（ひろきち）・岐阜市 

153 ��真桑の人形浄瑠璃（冊子） 冏ｹ�8�8ｻ8支効醜橙�平成時代 弍)XﾈﾊyH饂渥�� 

154 ��清流の国ぎふ文楽公演2018（ポスター） 弍)Xﾈﾊx���佰hﾞ��ｨｯ)Xﾈﾊr�ｻ8孜[h嶌ﾞ�&2�平成30・2018・12・1 弍)XﾈﾊyH饂渥��出演：真桑文楽保存会、恵那文楽保存会、大井文 楽保存会 

155 ��清流の国ぎふ　文楽公演2018 弍)Xﾈﾊx���佰hﾞ��ｨｯ)Xﾈﾊr�平成30・2018・12・1 弍)XﾈﾊyH饂渥��出演：真桑文楽保存会、恵那文楽保存会、大井文 
（リーフレット、チラシ） 仆8孜[h嶌ﾞ�&2�刳y保存会 

156 ��第23回岐阜県文楽・能大会もとす2018（ポスター） ��平成30・2018・11・3 弍)XﾈﾊyH饂渥��会場：本巣市民文化ホール 出演：真正中学校真桑文楽同好会、真桑文楽保存 会、恵那文楽保存会、大井文楽保存会、能郷の能・ 狂言保存会 

157 ��第23回岐阜県文楽・能大会　もとす2018（チラシ） ��Y�c#8��ｯ)Xﾈﾊy[hｧ��R�平成30・2018・11・3 弍)XﾈﾊyH饂渥��会場：本巣市民文化ホール 出演：真正中学校真桑文楽同好会、真桑文楽保存 会、恵那文楽保存会、大井文楽保存会、能郷の能・ 狂言保存会 
能大会もとす2018」実 行委員会、本巣市、恵那 市、中津川市 

動画 剪�

158　　　　　垂井曳山祭り模様　　　　　　　　　　　　　　垂井田奈噺子保存会　　平成28・2016・5　　岐阜県博物館　　　DVD29分 

159　　　　　揖斐まつり　昭和44年5月　上新町龍宮軸　　　　若園敏朗　　　　　　昭和44・1969　　　岐阜県博物館　　　8mm映像より作成 

160　　　　　大神の郷揖斐まつり（「子とも歌舞伎」完全収録編）揖斐川町　　　　　　平成22・2010・4－5　岐阜県博物館　　　DVD3枚組より90分 

161　　　　清流の国ぎIilの地歌舞伎欧州公演ダイジェスト　岐阜県　　　　　　　平成30・2018・10　岐阜県　　　　　　DVDケース入7分 

162　　　　　地歌舞伎の里　日本語字幕　　　　　　　　　　岐阜県　　　　　　　平成30・2018・10　岐阜県　　　　　　DVD　ケース入7分 

パネル　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8 

163　　　　　芝居伝承地一覧・分布図、リスト　　　　　　　　岐阜県博物館　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　パネル 

164　　茶桧ヱ門　　　　　　　　　　　　　　　　　　冨需‾夕提供　柏ル 

165　　根尾選手　　　　　　　　　　　　　　　　　　藷讃伎薦繋河柏ル 

45


