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■大道芸案内 

主な大道芸スポット（土・日・祝日など、通年大道芸が見られるポイント） 

■大阪・天保山海遊館広場  ■大阪パフォーマーライセンス http://www.osaka-performer.com/index.php 

■お台場・デックス東京ビーチ■みなとみらい東急スクエア www.studioeggs.com   ■名古屋･大須ふれあい広場 

■ヨコハマ大道芸（山下公園、グランモール公園、ジャックモール）http://daidogei.jp/ 

■しずおか大道芸の街 http://shimarukai.org/ 

■東京都ヘブンアーティスト www.seikatubunka.metro.tokyo.jp/bunka/ 

■江ノ島大道芸 https://www.fujisawa-kanko.jp/feature/daidogei.html 

■仙台まちくるパフォーマーズ https://machi-kuru.com/performers 

※上記の大道芸スポットは 6 月 1 日現在、ヘブンアーティストが一部再開した以外は、すべて中止となっています 

★浅草雑芸団・浅草木馬亭・定例公演 

浅草雑芸団・日本の大道芸探訪プロジェクト・番外編 

 7 月 10 日（金）18：00～ 

  企画・構成・出演：浅草雑芸団 

 ゲスト：中西レモン（歌と絵）、あがさ（ギター） 

 申込み：浅草雑芸団 e-mail : zatugeidan@hotmail.co.jp 

 電話＆FAX：０３－３３８８－４３４８（カミジマ）※留守電対応となります 

 木馬亭の客席数（定員）がコロナ対策のため、大幅に減少します。なるべく予約、お願いします。 

 

★今月の大道芸公演 

※新型コロナウイルス・パンデミットにより、ほとんどの催しや公演が中止になっています。ＨＰなどでご確認ください。 

△第 24 回とおがった大道芸 2020【中止】http://www.zao-machi.com/3764 ○宮城県蔵王町・遠刈田温泉 

 ●6 月６（土）・７（日） 

△Twisters 2020 in Tokyo【中止】http://twistballoon.jp/twisters2020/ ○板橋区立グリーンホール 

 ●6 月１３（土）・１４（日） 

△スタチュー・ストリート EXPO2020【中止】https://livingstatuesa.wixsite.com/lsa-web/ ○浅草六区ストリート 

 ●6 月１３（土）・１４（日） 

☆＃スタチューEXPO2020【オンライン開催】 

6 月 13（土）14（日）の 2 日間、11：00～16：00 を目安に SNS で開催 

方法：出演者は twitter、facebook、instagram に「＃スタチューEXPO」をつけて投稿。 

見る人は自由に 

△ＫＹＯＴＯ大道芸 2020【中止】 

 ●6 月２８（日） 

△オンライン配信シアターパントマイム「おんパン」http://pantomimeweek.blog44.fc2.com/ 

 ●6 月２８（日）17：00～ 

 出演：細川紘未、ななな、しいなまん、woody、たちざわー、奈良部義彦、ささ GO 日記、【MC エディー】 

 観覧希望者は 6 月 27 日（土）22：00 までに、メールで申込み。料金無料。投げ銭システム。 

 申込み：mimelink＠pantomimeweek.com 【マイムリンク】 

△湘南ひらつか七夕まつり 2020【中止】http://www.tanabata-hiratsuka.com/ 

 ●7 月３（金）～５（日） 

△サンキュー手塚ソロライブ vol.18【延期】https://www.studioeggs.com/thankyou0703/ 

 ●7 月３（金）４（土）→9 月１１（金）１２（土）に延期になりました 

 詳細は後日改めて。 

△ダメじゃん小出の葵のご紋に握りっ屁 vol.21【延期】○静岡市・江崎ホール 

 ●7 月４（土） 

△第 33 回下町七夕まつり【中止】 http://shitamachi-tanabata.com/ ○浅草かっぱ橋本通り 
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 ●7 月 7 日前後の土日 

△入谷朝顔まつり【中止】https://www.asagao-maturi.com/ ○入谷鬼子母神 

 ●7 月６（月）７（火）８（水） 

△浅草ほおずき市【中止】http://www.senso-ji.jp/annual_event/13.html ○浅草寺境内 

 ●7 月９（木）１０（金） 

△☆浅草雑芸団・夏の木馬亭公演 https://www.facebook.com/zatugeidan/ ○浅草木馬亭 

 ●7 月１０（金）18：00～19：30 

 日本の大道芸探訪プロジェクト・番外編 

 企画・制作・出演：浅草雑芸団 

 ゲスト：中西レモン（歌と絵）、あがさ（ギター） 

 料金：予約￥２０００（当日￥２５００）状況が流動的です。なるべく予約をお願いします。 

 問合せ・申込み：浅草雑芸団 e-mail : zatugeidan@hotmail.co.jp 

 電話＆FAX：０３－３３８８－４３４８（カミジマ）※留守電対応となります 

△☆日本大道芸フェスティバル  https://daidougei.net/ ○愛知県あいち健康の森公園（大府市森岡町 9-300） 

 ●7 月１１（土）１２（日）両日とも 10：00～16：00 

 出演：サンキュー手塚、桔梗ブラザーズ、セ三味ストリート、くるくるシルク、ロボットのぞみ、シンクロニシティ、オマールえび、

ハードパンチャーしんのすけ、伊藤祐介、荒木巴、三雲いおり、パペッション、ぼくゆう、こまつ（12 日のみ）、ミスターバード、Mr.BUNBUN、

アキ、Balloon-Syotaro、豊来家幸輝、CHIKI、エディー、Kei、JOU、くす田くす博、エル 

 ※来場者は愛知県内に在住の方に限ります 

 ※クラウドファンディングのご協力、お願いします。 

△深大寺鬼燈（ほおずき）まつり【中止】http://jhozuki.web.fc2.com/hozuki.html 

 ●7 月２５（土）２６（日） 

△四国中央 紙まつり【延期】https://kami-maturi.jimdo.com/ ○愛媛県四国中央市川之江地区 

 ●8 月１（土）２（日）→令和 3 年（2021）7 月３１（土）8 月１（日） 

△第 13 回はこだて国際民族芸術祭【通常開催は断念】http://wmdf.org/ ○函館市元町公園ほか 

 ●8 月５（水）～１１（日） 

△とかち夏空大道芸フェスティバル 2020【例年通りの開催はできない】 https://www.facebook.com/kitanodaitidedaidougei 

 ●8 月１４（金）～１６（日） ○帯広市 

△フジロック・フェスティバル’20【延期】 https://www.fujirockfestival.com/news/index ○苗場スキー場 

 ●8 月２１（金）～２３（日）→2021 年２０（金）～２２（日） 

△お化け縁日 2020【中止】○深川江戸資料館、江戸資料館通り 

 ●8 月下旬の土・日 

△立川諏訪神社例大祭【中止】https://bluerose.biz/2020/05/tachikawasuwajinjya/ ○立川諏訪神社（立川駅より徒歩 10 分） 

 ●8 月２１（金）～２３（日） 

△第 45 回野毛大道芸【中止】http://daidogei.jp/ ○横浜市・野毛商店街 

 ●9 月１２（土）１３（日） 

△大道芸オスピタパーティ in 宇都宮 

 ●9 月１２（土）１３（日）https://www.facebook.com/ospitaparty/ ○宇都宮バンバ市民広場 

 くす田くす博、紙磨呂 

△モリコロパーク大道芸フェスティバル 2020 https://mrkrddg.com/ ○愛・地球博記念公園モリコロパーク 

 ●9 月２１ (土祝)２２（日） 

△SAPPORO PERFORMANCE PARTY 2020 https://sapporo-performance-party.jimdofree.com/ ○札幌駅前、札幌駅前地下歩行空間ほか 

 ●9 月２１（土祝）２２（日） 

 出演：ロ・ポッサ、うっちー、斉藤航、エクストリーム芹川、多治見大道芸見本市、くす田くす博、ポイ魔人、さやかーちゃん、NPO

法人中部大道芸ネットワーク、ECC ジュニア美香保教室、松波裕樹、E’zon music、出塚真司、SEI☆YA、しばたゆえ、石川更紗、大道芸

人バッド、コバルちゃん、CREATIVE STUDIO、AKKI’S、小安美喜、はなえだ、日暮貴之、大道芸人ジーニー、RYO 

△高知大道芸フェス 2020 https://www.facebook.com/DAIDOUGEI.KOCHI ○高知市中心街 

 ●10 月３（土）１０（日） 

△第 43 回大須大道町人まつり http://autumn.nagoya-osu.com/chonin/ ○名古屋市大須観音、大須商店街界隈 

 ●10 月１０（土）１１（日） 

△大道芸ワールドカップ in 静岡 https://daidogei.com/ ○静岡市駿河城公園、呉服町通り、ほか 

 ●10 月３１（土）～11 月３（火祝） 
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若林正の 

食って極楽 

３密わすれてお茶タイム 

・・・浦和「日本茶喫茶・楽風（らふ）」 

コロナの外出自粛も早ふた月。読書

や料理でステイホーム、たまの外出も

近所のスーパーで段々と煮詰まってく

る。んで先日、爽やかな晴天に誘われ

て遠出のお散歩に。バスや電車は使わ

ずに蕨市内を縦断している旧中山道を

ひたすら歩いて浦和まで。高校時代に

自転車で一時間半かけて通学した道で

はあるが、当時とは景色も変わってな

かなか新鮮。八千步、六キロ余り汗だ

くで歩いて浦和駅前に到着した。 

旧道はクルマの往来はあるが人とす

れ違うことは殆んど無く、３密も社会

的距離も気にならず安心だ。その途中

に有名？な調神社があり、その並びに

あるのが「日本茶喫茶·楽風」。 

昭和初期から代々続くお茶屋さん

で、その家屋の一部と中庭で営業して

いる趣のある喫茶店である。広い庭に

は柿の木が六本と大きな桜の木が一本

あり、良い具合に日陰を作っている。 

天気が良かったので庭に面したテラ

スでお茶をいただく。 

コーヒーもあるが、やはりここでは

日本茶だよね。私は冷煎茶+和菓子

¥830、女房が芽茶(そういうお茶がある

のだ)+和菓子¥830 也。 

お茶は急須で出て、店内に沸いてい

る釜のお湯を足せば三回は飲める。こ

のご時世で席の間を充分空けてあり、

そもそもお客さんも少ないからのんび

り木蔭を抜ける風に吹かれていると、

つい時間を忘れてしまう。 

話好きな店主によると、桜の時季も

見事だが秋の柿が六本たわわに実るの

もいい景色だそう。その実はお客に分

けたりするので是非秋も来てください

とのこと。楽しみだ！家屋の二階はギ

ャラリーで色々織物や絵の展示もやる

そうだ。たっぷり二時間ほどくつろい

でしまった。うーむ、落ち着く…。 

○ここならいつまでも自粛していられ

そう度＝８ワカ 

 

大道芸･見たり･聞いたり・演じたり ☆その 343 変則特集 

新型コロナウイルス蔓延下の行政等の芸術支援・・・大道芸を中心に 

                                         上島敏昭 

 

新型コロナウイルスの世界的流行によって、世界の経済や国際関係はガタガタになった。日本国内も緊急事態宣言が

出され、2 月末から 5 月いっぱい、疑似戒厳令状態はほぼ 3 カ月つづいた。日本中が息をひそめて家に閉じこもって暮

らすことになった。当然ながら、不要不急である芸術・芸能はいっさい表舞台から姿を消した。博物館、美術館、映画

館、劇場、ライブハウス等々は閉鎖。大きな祭も中止か延期になった。たとえば三社祭は 9 月に、できれば行うという。

それどころか、緊急事態解除となった後でも、祇園祭は中止、青森ねぶた、仙台たなばた、秋田竿灯などの日本を代表

する祭りも、みな中止。もちろん大道芸などできるはずもなく、秋の大道芸大会も開催は危ぶまれている。 

大企業ですら経営危機におちいるなか、文化芸術関係者も仕事がほとんどない状態が続いている。音楽家や演劇関係

者はいちはやく声明を発表して、支援を訴えた。その声に応えるように数々の芸術関連支援が打ち出されるようになっ

てきた。今回はそれについて、私の知る範囲で記しておきたい。 

 

○稲盛財団芸術支援プログラム 

いち早く支援の声をあげたのは、京都の稲盛財団。対象分野を、演劇、音楽、舞踊、演芸、伝統芸能、児童青少年舞

台芸術、スタッフ（舞台監督、照明、音響、舞台美術、衣装・楽器ほか）とし、総額 3 億 5 千万円の支援を掲げて公募

し、さきごろ支援先とその額を決定し、公表した。以下の通りである。 

◆支援額 1000 万円（10 件）：株式会社こまつ座（演劇）、四季株式会社（演劇）、有限会社オフィス新音（演劇）、有限

会社シス・カンパニー（演劇）、公益社団法人大阪交響楽団（音楽）、公益財団法人日本フィルハーモニー交響楽団（音

楽）、有限会社 voque ting（音楽）、公益財団法人日本舞台芸術振興会（舞踊）、公益社団法人上方落語協会（演芸）、有

限会社エレメンツ（複合） 

◆支援額 500 万円（36 件）：株式会社 OSK 日本歌劇団（演劇）、株式会社わらび座（演劇）、劇団うりんこ（演劇）、劇

団ＮＬＴ（演劇）、劇団昴一般社団法人（演劇）、トム・プロジェクト株式会社（演劇）、有限会社アゴラ企画（演劇）、

有限会社一九二八（演劇）、有限会社劇団かかし座（演劇）、有限会社劇団東演（演劇）、有限会社ゴーチ・ブラザーズ

（演劇）、一般社団法人東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団（音楽）、株式会社 KAJIMOTO（音楽）、株式会社魂

源堂（音楽）、企業組合東京混声合唱団（音楽）、公益社団法人大阪フィルハーモニー協会（音楽）、公益財団法人群馬

交響楽団（音楽）、公益財団法人東京交響楽団（音楽）、公益財団法人東京フィルハーモニー交響楽団（音楽）、公益財

団法人札幌交響楽団（音楽）、公益財団法人新日本フィルハーモニー交響楽団（音楽）、公益財団法人名古屋フィルハー

モニー交響楽団（音楽）、公益財団法人日本センチュリー交響楽団（音楽）、公益財団法人日本オペラ振興会（音楽）、

公益社団法人山形交響楽協会（音楽）、有限会社バッハ・コレギウム・ジャパン（音楽）、公益財団法人スターダンサー

ズ・バレエ団（舞踊）、公益財団法人松山バレエ団（舞踊）、一般社団法人夜桜能（伝統芸能）、公益財団法人文楽協会

（伝統芸能）、有限会社古典空間（伝統芸能）、株式会社アートクリエイション（スタッフ）、株式会社インプレッショ

ン（スタッフ）、株式会社エム・エス・ユー（スタッフ）、株式会社北前船／太鼓芸能集団鼓童（複合）、有限会社舞台

照明劇光社（複合） 

◆支援額 250 万円（28 件）：一般社団法人劇団自由人会（演劇）、株式会社アートシーン（演劇）、株式会社劇団ひまわ

り（演劇）、株式会社東京演劇音響研究所（演劇）、株式会社東京演劇集団風（演劇）、株式会社人形劇団むすび座（演



 

劇）、株式会社フォース（演劇）、企業組合劇団風の子九州（演劇）、公益社団法人教育演劇研究協会（演劇）、公益財団

法人すぎのこ芸術文化振興会（演劇）、有限会社劇団風の子（演劇）、有限会社劇団プーク（演劇）、有限会社人形劇団

クラルテ（演劇）、有限会社オペラシアターこんにゃく座（音楽）、株式会社薫風（伝統芸能）、株式会社萬狂言（伝統

芸能）、公益財団法人淡路人形協会（伝統芸能）、公益財団法人大槻能楽堂（伝統芸能）、公益財団法人片山家能楽・京

舞保存財団（伝統芸能）、公益社団法人観世九皐会（伝統芸能）、公益財団法人金剛能楽堂財団（伝統芸能）、公益社団

法人宝生会（伝統芸能）、公益財団法人山本能楽堂 （伝統芸能）、株式会社アール・ケー・ビー（スタッ）、株式会社

三響社（スタッフ）、株式会社スタッフユニオン（スタッフ）、株式会社ステージオフィス（スタッフ）、株式会社流（ス

タッフ） 

 

○東京都「アートにエールを！東京プロジェクト」 

https://www.seikatubunka.metro.tokyo.lg.jp/bunka/katsu_shien/0000001441.html 

 東京都在住および都を中心に活動するプロの芸術家・芸能家に個人で 10 万円、団体で 100 万円、4 千人程度を支援。

5 月 15 日に募集受付したところ、応募が殺到。6 月 23 日・24 日に再募集（4 千人程度）が決定した。 

 

○地方自治体の支援情報 http://ccn-j.net/covid19/  

 日本各地の自治体も独自の文化芸術関連の支援事業を行っている。その一覧が、「創造都市ネットワーク日本」の 

ホームページに載っていた。そのなかから大道芸も含まれると思われるものを書きだした。 

1 北海道：ICT 等を活用した感染防止対策と経済活動の両立支援（北海道経済部経済企画局経済企画課） 

    「北のアーティスト」スペシャルプログラムの募集（公益財団法人北海道文化財団）6 月 1 日募集終了 

2 札幌：札幌市文化芸術公演配信補助金「さっぽろアートライブ」（市民文化局文化部文化振興課）6 月 10 日募集終了 

3 青森県：文化芸術創造活動緊急対策事業（一般財団法人青森市文化観光振興財団）7 月 10 日まで受け付け 

4 秋田県：芸術文化関連事業者緊急支援事業費補助金（観光文化スポーツ部文化振興課調整・文化振興班）6 月 19 日まで 

5 宮城県：みやぎ文化芸術応援費（消費生活・文化課） 

6 仙台：多様なメディアを活用した文化芸術創造支援事業（仙台市市民文化事業団・総務課企画調整係）募集終了 

7 取手市：アート創作活動拠点オンライン公開事業（文化芸術課）7 月初旬公募開始 

8 所沢市：音楽のあるまちづくり推進事業給付金（文化芸術振興課）8 月 31 日まで受け付け 

9 ふじみ野市：応援しよう 文化芸術を(市民に音楽とアートを届けるプロジェクト)（文化・スポーツ振興課 文化振興

係） 

10市川市：アーティスト支援事業〈文化芸術活動緊急支援〉（文化スポーツ部文化芸術課） 

11 神奈川県：「バーチャル開放区」に集えアーティスト！（国際文化観光局 文化課）7 月 31 日まで 

12 横浜市：横浜市文化芸術活動応援プログラム（横浜市文化芸術活動応援プログラム事務局）応募終了 

13 川崎市：川崎市文化芸術活動支援奨励金（市民文化局市民文化振興室）応募終了 

14 長野県：頑張るアーティスト応援事業費（県民文化部 文化政策課 芸術文化係）受付終了 

15 石川県：本県が誇る質の高い伝統芸能の維持・継承に向けた緊急支援（県民文化スポーツ部） 

16 金沢市：金沢市芸術文化振興緊急奨励事業（文化スポーツ局文化政策課）7 月 31 日まで 

17 福井県：アーティストによる音楽ライブ等配信事業（交流文化部文化課）第 3 期終了 

18 静岡市：「まちは劇場」パフォーミングアーツ発信事業奨励金（観光交流文化局 まちは劇場推進課 まちは劇場推進係） 

19 愛知県：愛知県文化芸術活動応援金（県民文化局文化部文化芸術課振興第二グループ） 

      文化芸術活動緊急支援事業の実施（県民文化局文化部文化芸術課企画グループ） 

           文化活動事業費補助金（県民文化局文化部文化芸術課企画グループ） 

20 名古屋市：ナゴヤ文化芸術活動緊急支援事業「ナゴヤ・アーティスト・エイド」応募定数到達、終了 

21 京都府：京都府文化活動継続支援補助金（文化スポーツ部文化芸術課） 

22 京都市：新型コロナウイルス感染症の影響に伴う京都市文化芸術活動緊急奨励金 

（文化市民局文化芸術都市推進室文化芸術企画課） 

23 枚方市：若手芸術家を、動画配信で支援（観光にぎわい部文化生涯学習課９ 

24 兵庫県：文化芸術の鑑賞・体験機会創出の支援 

     芸術文化活動機会促進動画配信事業（芸術文化課）6 月 30 日締切 

     ひょうごアーティスト動画配信事業（兵庫県芸術文化協会文化振興部事業第２課） 

25 神戸市：＃うちで過ごそうアートプロジェクト〈第２弾〉〈第３弾〉（企画調整局つなぐラボ）終了 

26 西宮市：文化芸術活動支援事業【FIGHT TOGETHER PROJECT】（西宮市文化振興財団） 

27 北九州市：「（仮称）アーティスト等緊急支援助成金」の創設（市民文化スポーツ局東アジア文化都市推進室） 

28 福岡市：文化・エンターテインメント活動支援金（文化・エンターテインメント活動支援金受付センター） 

29 宮崎県：令和 2 年度県民芸術祭追加募集（宮崎県芸術文化協会） 

30 鹿児島県：文化芸術創造活動支援事業〈映像配信支援〉（文化スポーツ局文化振興課文化振興係） 

 もう募集を終えたものもあるが、検討中のものもあるらしい。 

https://www.seikatubunka.metro.tokyo.lg.jp/bunka/katsu_shien/0000001441.html
http://ccn-j.net/covid19/

