東野歌舞伎公演

2019年10月27日㈰11:00開演 保存会／東野歌舞伎保存会
東野小学校 体育館／恵那市東野1346
JR恵那駅から明知鉄道「東野」下
中央自動車道 恵那I.C.から約15分
無料
東野コミュニティ
車徒歩8分
センター 0573-26-2555 東野歌舞伎保存会（渡邊）090-4850-1918
higashino-c@city.ena.lg.jp

2019年

11月

ぎふ清流文化プラザ2Ｆ 長良川ホール／岐阜市学園町3-42

岐阜バス
「メモリアルセンター正門前」下車徒歩２分
（公財）岐阜県教育文化財団 058-233-8164

白 雲 座 ／ 下 呂 市 門 和 佐 字 宮 洞3322

JR下呂駅から市営バス上原線「中村」下
白雲座
中央自動車道 中津川I.C.か
車徒歩3分
無料
白雲座歌舞伎保存会（細江）0576-27-1415
ら約1時間15分

三郷歌舞伎公演

2019年11月3日㈰ 保存会／三郷歌舞伎保存会

三郷コミュニティセンター ／恵那市三郷町佐々良木1839-4
むくのみ

鉄バス椋実方面「深瀬」下車すぐ

無料

JR恵那駅から東

三郷歌舞伎保存会（堀川）0573-28かつら

※三郷町文化祭の一演目として午前中に20分間出演。
着物衣装着用、
今回は鬘着用なし。

第27回 飛騨・美濃歌舞伎大会 しらかわ2019

2019年11月10日㈰10:30開演
東座／白川町黒川1584-2
JR白川口駅から車で30分（デマンドバスをご
東海環
利用ください https://www.town.shirakawa.lg.jp/odekake/）
無料
第27回飛騨・美濃歌舞伎
状自動車道 美濃加茂I.C.から約50分
大会しらかわ2019実行委員会（白川町教育課内） 0574-72-2317 （服部）
kyouiku@town.shirakawa.lg.jp （服部）

坂下歌舞伎公演

2019年11月10日㈰11:00開演 保存会／坂下歌舞伎保存会
坂下公民館／中津川市坂下820-1
中央自動
JR坂下駅から徒歩4分
坂下公民館 0573-75-3115
車道 中津川I.C.から約20分
1,000円
坂下歌舞伎保存会（山内）090-5110-9362

くしはらふるさと祭 第四十二回串原文化祭

2019年11月17日㈰ 保存会／串原歌舞伎保存会
串原コミュニティセンター／恵那市串原3146-3
明知鉄道明智駅からバスで
中央自動車道 瑞浪I.C.、恵那I.C.からともに約40分
無料
20分
恵那市串原振興事務所 0573-52-2111
アクセス

料金

JR岐阜駅から

無料（整理券有り）

岐阜県文化創造課 058-272-8245

保存会／白雲座歌舞伎保存会

問合せ

中央自動車道 瑞浪I.C.から約20分

道ツーリズム事務局 0584-71-6134

有料

ぎふ歴史街

2020年3月1日㈰10：00開演

2019年12月8日㈰

東美濃ふれあいセンター 歌舞伎ホール／中津川市茄子川1683-797

乃坂本駅からタクシーで約5分

中央自動車道 中津川I.C.から約5分

東濃歌舞伎保存会事務局（市川）0573-65-2842

JR美
800円

2月−6月

第30回 恵那市伝統芸能大会

2020年2月16日㈰9:30開演 出演／恵那市内の歌舞伎保存会
恵那文化センター／恵那市長島町中野414-1
JR恵那駅から恵那市自主運
中央自動車道 恵那I.C.から約５分
無料
行バス「文化センター前」下車すぐ
恵那市伝統芸能大会実行委員会事務局（恵那文化センター内） 0573-263524 http://bunka.city.ena.lg.jp/

相生座 地歌舞伎役者に変身体験
2020年3月開催予定

化粧・衣裳・鬘と本格的な地歌舞伎役者に変身し、
舞台の上で所作を体験します。非日常の地歌舞伎

約10分

無料

垂井町観光協会 0584-23-2020

http://www.tarui-kanko.jp/

2020年5月3日（祝・日）・5月4日（祝・月）
各日13：00 〜 19：00

保存会／東濃歌舞伎中津川保存会

東美濃ふれあいセンター歌舞伎ホール／中津川市茄子川1683-797

中津

保存会／鳳凰座歌舞伎保存会

鳳凰座／下呂市御厩野711-1

呂駅から濃飛バス中津川方面「御厩野」下

舞伎中津川保存会（兼山）090-8134-0201

約60分

タクシーで約5分

中央自動車道 中津川I.C.から約5分

800円

東濃歌

揖斐川町地域交流センター「はなもも」／揖斐郡揖斐川町上南方27-7

養老鉄道揖斐駅からタクシーで約１０分

中央自動車道 中
福岡公

常盤座

2020年4月2日㈭予定 ※要問合せ 保存会／岐阜歌舞伎保存会
伊奈波神社 参集殿「稲葉座」／岐阜市伊奈波通１-１
JR岐阜駅からタク
東海北陸道 岐阜各務原I.C.から約30分
無料
鳳川伎
シーで約15分
連（青木）058-265-5887 Facebook : 岐阜歌舞伎保存会

飯地五毛座歌舞伎公演

2020年5月4日（祝・月）・5日（祝・火）

三輪神社／揖斐郡揖斐川町三輪1322

バス「揖斐川町」下車徒歩5分
無料

養老鉄道揖斐駅からコミュニティー

東海環状自動車道 大垣西Ｉ.C.から約30分

揖斐川町観光文化戦略課 0585-22-2111

http://www.town.ibigawa.lg.jp/

東座ふれあい公演

JR白川口駅から車で30分（デマンドバ

スをご利用ください https://www.town.
東海
shirakawa.lg.jp/odekake/）
五毛座

垂井曳軕まつり

2020年5月2日㈯・3日（祝・日）・4日（祝・月）
JR垂井駅から
東海環状自動車道大垣西I.C.、名神高速道路関ヶ原I.C.、名神高速

ツアー予約・内容の詳細は、地歌舞伎ウェブサイトをご確認ください。 https://www.jikabuki.net/

いび祭り

東座／加茂郡白川町黒川1584-2

五 毛 座 ／ 恵 那 市 飯 地 町 字 中 下185-1

八重垣神社ほか中山道垂井宿一帯／不破郡垂井町1126

揖斐川町地域交流センター

保存会／東座歌舞伎保存会

保存会／飯地五毛座歌舞伎保存会

JR恵那駅から東濃鉄道バス飯地方面「飯
中央自動車道 恵那
地」下車徒歩3分
無料
I.C.から約30分
飯地振興事務所 0573-22-3001
http://www.kankou-ena.jp/

無料

「はなもも」0585-22-1120 http://www.town.ibigawa.lg.jp/

2020年5月17日㈰

2020年4月11日㈯

徒歩5分

鳳凰座

保存会／いび祭子ども歌舞伎保存会

JR

中津川駅から北恵那交通バス付知峡線「高

保存会／垂井曳軕保存会

鳳凰座歌舞伎保存会

2020年5月3日（祝・日） 13:00開演

常盤座／中津川市高山1025-4

無料

無料

子ども歌舞伎特別披露

保存会／常盤座歌舞伎保存会

津川I.C.から約20分

中央自動車道 中津川I.C.から

（曽我）090-7863-3326

2020年3月29日㈰11：30開演

山」下車徒歩約20分

車すぐ

垂井の曳軕／山車の上で演じる子供歌舞伎

JR下

川駅・美乃坂本駅から無料シャトルバス運行（出発時間未定）JR美乃坂本駅から

岐阜祭奉賛岐阜まち歌舞伎

東濃歌舞伎大会

道路養老SAスマートI.C.からそれぞれ車で

鳳凰座歌舞伎公演

東濃歌舞伎中津川保存会 吉例歌舞伎大会

民館 0573-72-2144 Fax.0573-72-2143 f-machikyou@sage.ocn.ne.jp

12月

特別公演／通常の公演とは異なり観光用にアレンジした公演です。

シーで約20分

JR瑞浪駅からタク

バスツアー運行予定（詳細下記）

2019年11月30日㈯・12月1日㈰ 保存会／佐見歌舞伎公演実行委員会
佐見中学校体育館／加茂郡白川町上佐見1957
JR下油井駅からタク
東海環状自動車道 美濃加茂I.C.から約1時間10分
無料
シーで約20分
佐見歌舞伎公演実行委員会（今井）0574-76-2363 （TEL/FAX）
http://sami-kabuki.com/ facebook : 佐見歌舞伎

2020年

美濃歌舞伎博物館 相生座／瑞浪市日吉町8004-25

常盤座歌舞伎公演

佐見歌舞伎公演

2019年

持ち帰る 押し隈 のお土産も好評です。

バスツアー運行予定（詳細下記）

出演／加子母歌舞伎保存会、
東白川村歌舞伎保存会、
明智町歌舞伎保存会

バスツアー運行予定（詳細下記）

会場

2019年11月17日㈰14:00開演 保存会／飛騨市河合町歌舞伎保存会
友雪館／飛騨市河合町稲越2876-1
JR飛騨古川駅からタクシーで約25分
東海北陸自動車道 飛騨清見I.C.から約40分
無料
飛騨市河合町歌舞伎保存会（中矢）090-2342-1272

2019年11月23日（祝・土）

2019年11月2日㈯14:00開演
11月3日（祝・日） 15:00開演

3

の世界を気軽に体験できる人気のプログラムです。自分の隈取を紙に押し当てて

バスツアー運行予定（詳細下記）

清流の国ぎふ 秋の地歌舞伎公演2019

吉例 白雲座歌舞伎

1611

飛騨市河合町地歌舞伎公演

環状自動車道

中央自動車道
無料

美濃加茂I.C.から約50分

恵那I.C．
から約40分

東座

東座歌舞伎保存会（各務）0574-77-1180

明智町歌舞伎大会
2020年6月7日㈰

明智かえでホール／恵那市明智町1138-1
中央自動車道 恵那I.C.から約30分

明知鉄道明智駅から徒歩約15分

明智町歌舞伎保存会（堀）0573-54-3821
本冊子に掲載の情報は、2019年5月現在のものです。
公演等の詳細については、各問合せ先までお尋ねください。
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