
西暦 平成 月日 公演名 会場 主催 備考

8月
3・4日

第19回　山代大田楽
石川：加賀山代温泉
　　　服部神社前特設会場

山代大田楽実行委員会
北國新聞社・山代温泉観光協会

8月22日 六本木楽 東京：六本木ヒルズアリーナ
六本木ヒルズ自治会/森ビル株式会社
NPO法人ACT.JT

9月28日
立命館守山中学校・高等学校
文化祭

滋賀：守山市民ホール 立命館守山中学校・高等学校

10月4日 高崎音楽祭　大田楽公演
群馬：JR高崎駅西口
　　　特設ステージ

高崎音楽祭委員会

10月18日 第17回　伊東大田楽
静岡：松川藤の広場
　　　特設ステージ

伊東市

10月18日
樺崎寺跡浄土庭園演奏会
大田楽

栃木：足利市樺崎八幡宮境内
　　樺崎寺跡　特設ステージ

足利市教育委員会

10月26日
日本橋京橋まつり
大江戸活粋パレード　山代大田楽

東京：京橋～日本橋　パレード 石川県

11月3日 若栃大田楽 新潟：小千谷市若栃地区 わかとち未来会議

11月8日 立命館守山中学校文化祭 滋賀：学校グラウンド 立命館守山中学校

1月11日
足利ゆかりの伝統芸能
フェスティバル　大田楽公演

栃木：足利市民会館大ホール
財団法人足利市
みどりと文化・スポーツ財団

4月26日 アートミックスジャパン　大田楽
新潟：りゅーとぴあ
新潟市民芸術文化会館　劇場

アートミックスジャパン2015実行委員会

5月17日
第６６回
全国植樹祭いしかわ2015

石川：木場潟公演（小松市）
公益社団法人国土緑化推進機構
石川県

6月7日
第２回　SHIBUYAルネッサンス
大田楽

東京：Bunkamura通り
（渋谷109～東急本店　道路上）

SHIBUYAルネッサンス実行委員会

7月31日
ももいろクローバーZ　桃神祭2015
エコパスタジアム大会
～御額様ご来臨～

静岡：エコパスタジアム
スターダストプロモーション
静岡新聞社・静岡放送

8月1日
ももいろクローバーZ　桃神祭2015
エコパスタジアム大会
～遠州大騒儀～

静岡：エコパスタジアム
スターダストプロモーション
静岡新聞社・静岡放送

８月２・３日 第20回　山代大田楽
石川：加賀山代温泉
　　　服部神社前特設会場

山代大田楽実行委員会
北國新聞社・山代温泉観光協会

8月22日 六本木楽 東京：けやき坂～アリーナ 道路上
六本木ヒルズ自治会/森ビル株式会社
NPO法人ACT.JT

8月22日 ろうそく祭り　高崎観音山万灯会 群馬：平和塔広場 高崎万灯会実行委員会

8月23日
国際交流基金
米国大田楽/狂言公演

アメリカ：ロサンゼルス
JACCC ノグチプラザ
ファーストストリート

独立行政法人　国際交流基金

9月10日 入間市東野高校　周年行事式典 埼玉：盈進学園　東野高等学校

9月13日
入間市東野高校
盈花祭（文化祭）

埼玉：盈進学園　東野高等学校

10月11日 高崎大田楽 2015 群馬：高崎駅前通り会場 高崎大田楽実行委員会

10月25日
古典芸能の祭典
アジアの記憶　日本の宝

東京：東京文化会館
　　　（上野公園内）

アーツカウンシル東京
（公益財団法人東京都歴史文化財団）
助成・協力　東京都

10月31日
賀茂別雷神社（上賀茂神社）
式年遷宮奉納大田楽

京都：上賀茂神社境内 NPO法人ACT.JT

11月3日 若栃大田楽 新潟：小千谷市若栃地区 わかとち未来会議

11月
11・12日

日本体育大学　平成27年度
第53回体育研究発表実演会
大田楽

神奈川：横浜アリーナ 日本体育大学

11月14日 第18回　伊東大田楽
静岡：松川藤の広場
　　　特設ステージ

伊東大田楽実行委員会

11月22日 ビッグ・アイ　ｱｰﾄﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ2015
さかい大田楽

大阪：ビッグ・アイ
（国際障害者交流センター）

国際障害者交流センター（ビッグ・アイ）
協力：医療法人　杏和会阪南病院

大田楽公演記録

2015

2014

招聘元
カナダ
プリンスエドワードアイランド政府観光局
助成　文化庁

日加修好85周年
「赤毛のアン」著者
モンゴメリー
生誕140周年

赤毛のアンの舞台である
プリンスエドワード島2ヶ所で公演

大田楽カナダ公演
（通称 赤毛のアン大田楽）

8月8日～13日

27

26
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4月14日
国際交流基金主催事業
ニューヨーク狂言　公演

アメリカ：アジア・ソサエティー
　　　　Asia Society

独立行政法人　国際交流基金

4月16日
国際交流基金主催事業
ワシントン
全米さくら祭り大田楽　公演

アメリカ：ワシントンＤＣ
パレード参加
ストリートフェスティバルにて公演

独立行政法人　国際交流基金

5月22日 伊東　祐親まつり 静岡：松川水上能舞台 伊東市文化財史蹟保存会

6月18日
日本体育大学
創立125周年記念式典祝賀会

日本体育大学 日本体育大学

7月23日
萬狂言　特別公演
八世万蔵十三回忌追善

東京：国立能楽堂 株式会社　萬狂言

7月
30・31日

第２１回　山代大田楽
石川：加賀山代温泉
　　　服部神社前特設会場

山代大田楽実行委員会
北國新聞社・山代温泉観光協会

8月
13・14日

桃神祭2016　～鬼ヶ島～ 神奈川：日産スタジアム スターダストプロモーション

8月26日 六本木楽 東京：六本木ヒルズアリーナ
六本木ヒルズ自治会/森ビル株式会社
NPO法人ACT.JT

8月27日 ろうそく祭り　高崎観音山万灯会 群馬：高崎観音山平和塔広場 高崎観音山万灯会実行委員会

9月11日 入間大田楽 埼玉：盈進学園　東野高等学校

9月24日
立命館守山中学校・高等学校
文化祭

滋賀：守山市民ホール 立命館守山中学校・高等学校

9月25日
東京芸術祭2016
オープニングセレモニー
大田楽番楽披露

東京：豊島区南池袋公園 東京芸術祭組織委員会

10月10日
日本ジオパーク伊豆半島大会
（第7回日本ジオパーク全国大会）

静岡：プラサ ヴェルデ 日本ジオパーク伊豆半島大会実行委員会

10月16日 高崎大田楽 2016
群馬：JR高崎駅西口
　　　シンフォニーロード

高崎大田楽実行委員会

10月16日 いしかわ文化の日記念イベント
石川：石川県立音楽堂
　　　邦楽ホール

石川県

11月3日 若栃大田楽 新潟：小千谷市若栃地区 わかとち未来会議

11月5日 立命館付属守山中学校　体育祭 滋賀：学校グラウンド 立命館守山中学校

11月5日 大田楽いけぶくろ絵巻
東京：豊島区南池袋公園
　　　グリーン大通り

公益財団法人としま未来文化財団・豊島区

11月12日 第19回　伊東大田楽
静岡：松川藤の広場
　　　特設ステージ

伊東大田楽実行委員会

4月1日 遍照院金剛密寺桜まつり 愛知：弘法山遍照院金剛密寺 弘法山遍照院金剛密寺

5月21日 伊東　祐親まつり 静岡：松川水上能舞台 伊東市文化財史蹟保存会

6月10日
第28回
全国「みどりの愛護」のつどい

石川：本多の森ホール
第２８回
全国「みどりの愛護」のつどい実行委員会

6月15日 伊東温泉競輪サマーフェスティバル 静岡：伊東温泉競輪場

7月29・30日 第22回　山代大田楽
石川：加賀山代温泉
　　　服部神社前特設会場

山代大田楽実行委員会
北國新聞社・山代温泉観光協会

8月4日 按針パレード 静岡：伊東国道135号バイパス ＡＣＴ．ＪＴ伊東わざおぎ

8月5日 伊豆高原ゆうゆうの里納涼祭 静岡：伊豆高原ゆうゆうの里 ＡＣＴ．ＪＴ伊東わざおぎ

8月13日 みのりの村納涼祭 静岡：宇佐美みのりの村 ＡＣＴ．ＪＴ伊東わざおぎ

8月25日 六本木楽 東京：六本木ヒルズアリーナ
六本木ヒルズ自治会/森ビル株式会社
NPO法人ACT.JT

8月26日 ろうそく祭り　高崎観音山万灯会 群馬：高崎観音山平和塔広場 高崎観音山万灯会実行委員会

9月3日 伊東大室山大田楽 静岡：伊東市大室山噴火口 伊東大田楽を応援する会

9月9日 第33回足利薪能 栃木：足利市鍐阿寺境内 足利能（薪能）実行委員会

9月9日
立命館守山中学校・高等学校
文化祭

滋賀：守山市民ホール 立命館守山中学校・高等学校

9月16日 伊東市富戸区敬老会 伊東市立富戸小学校体育館 ＡＣＴ．ＪＴ静岡支部

9月18日 いるま大田楽 埼玉：入間市産業文化センター 入間市産業文化センター
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9月26日 立命館守山中学校体育祭 滋賀：立命館守山中学校グランド 立命館守山中学校

9月30日 第20回　伊東大田楽 静岡：松川藤の広場特設ステージ 伊東大田楽実行委員会

10月15日 高崎大田楽2017 群馬：高崎駅前通り会場 高崎大田楽実行委員会

10月22日 大田楽いけぶくろ絵巻
東京：サンシャインシティ噴水広場
豊島区庁舎センタースクエア

公益財団法人としま未来文化財団・豊島区

10月29日
国際ロータリー第2610地区
地区大会

石川：加賀市文化会館大ホール 加賀ロータリークラブ

11月3日
わかとち大田楽
（わかとち収穫祭）

新潟：小千谷市若栃地区 わかとち未来会議

11月４・５日
食と農林漁業の祭典
ジャパンハーヴェスト2017

東京：丸の内仲通り　行幸通り 農林水産省

11月13日 琵琶楽「花一期」 東京：国立能楽堂 友吉鶴心事務所

2018 30 3月10日
伊豆のODORIKOフェスティバル
プレビュー公演

静岡：伊東市観光会館　ホール ＡＣＴ．ＪＴ静岡支部
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