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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 https://www.kaiyukan.com/thv/marketplace/

■大阪パフォーマーライセンス http://www.osaka-performer.com/index.php 

■名古屋･大須ふれあい広場  ■名古屋 POP UP ARTIST http://popup-artist.com/index.html 

■しずおか大道芸の街 http://shimarukai.org/  ■江ノ島大道芸 https://www.fujisawa-kanko.jp/feature/daidogei.html 

■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/ 

■お台場・デックス東京ビーチ■みなとみらい東急スクエア■テラスモール湘南 www.studioeggs.com    

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

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

 ※新型コロナウイルスの蔓延状況により、多くの催しや公演が中止・延期の可能性があります。必ず直前に確認してください  

 

★浅草雑芸団・夏の木馬亭公演（近日中に詳細を発表します） 

  浅草雑芸団・＜絶体絶命公演＞暗中ぬけ索 

  ◆7 月９（金）18：00 開演予定 

  ゲスト（予定）：新作江州音頭「安珍清姫」あがさ社中 

  演目（予定）：ひとり語り「ねずみきょう」、ごぜうた「万歳」、エアーニセ義太夫「七人のこやぎ」、読み聞かせ「ぼったくり男爵の

冒険～ヘコタレ島のゆかいな運動会の巻」、追悼・油壷マリンパーク「伝説のあしかショー」 

 ¥２０００（前売り予約）（予定） 

★今月の大道芸公演 

△【中止】SAPPORO PERFORMANCE PARTY 2021  https://sapporo-performance-party.jimdofree.com/ ○札幌・札幌駅前地下歩行空間 

  ●6 月６（日） 

  望月ゆうさく、双子パフォーマーPluto、サクノキ、クローニン（スタチュー） 

△横浜ボートシアター遠藤啄郎追悼公演「白い影絵～石原喜郎詩集より」 ○横浜ボートシアター 

  ●6 月１１（金）～１３（日）13：00＆17：00  https://mailchi.mp/7afbb1768b8c/87ff1soy3t?e=6c04a3ae77  

  ◇原作／石原吉郎（「望郷と海」および詩篇）  ◇原案・題名・仮面・フィルム画／遠藤啄郎 

 ◇脚本・演出・舞台装置／吉岡紗矢   ◇脚本監修／玉寄長政   ◇音楽・音響プラン／松本利洋 

 ◇影絵・小道具／佐俣水緒、岡屋幸子 

 ◇出演／玉寄長政、丹下一、近藤春菜、奥本聡、岡屋幸子、佐俣水緒 

 入場料／前売￥４０００、前売学生￥２５００ 当日￥４５００、当日学生￥３０００ 

 お問い合わせ・ご予約／〈電話〉080-6737-5208 〈メール〉info@yokohama-boattheatre.org（横浜ボートシアター）  

             〈メール〉marmeloyama@gmail.com（マルメロ） 

△山本光洋ソロマイム「40 年目のベストです」https://www.koyoworld.com/ ○スタジオエヴァ（新宿区百人町 2-6-7） 

  パントマイム生活 40 周年記念公演 

  ●6 月１１（金）18：00  

     １２（土）14：30＆18：00 

  予約・前売￥３５００各回とも 22 席 

  オンライン￥２０００ HP より申込み 

△野毛大道芸 2021 in 横浜にぎわい座 Vol.2 https://nogedaidogei.com/news/20210416/ ○横浜・にぎわい座芸能ホール 

  ●6 月２０（日）15:00 開演 

  三雲いおり（ MC）、くるくるシルク、油井ジョージ ワンマンバンド、空転軌道、めりこ 

  前売￥２０００、（当日￥２５００） 

  チケット購入は「e-プラス」または「横浜にぎわい座」 

  にぎわい座：０４５－２３１－２５１５ 

△クラウン・フェスティバル     ○横浜・にぎわい座野毛シャーレ 

  ●7 月３（土）14：00 ＆18：00 

  三雲いおり、ふくろこうじ、ななな、 

  ￥２０００ 

  申込み・問合せ：０７２（８１９）７１１２  e-mail :  jea.oue.0713@gmail.com  

△SAPPORO PERFORMANCE PARTY 2021  https://sapporo-performance-party.jimdofree.com/ ○札幌・札幌駅前地下歩行空間 

  ●7 月４（日） 
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  りずむらいす、大道芸人 SATOYA、双子ﾊﾟﾌｫｰﾏｰ Pluto、望月ゆうさく、クローニン 

△キラリ☆ふじみサーカスバザール http://www.kirari-fujimi.com/ ○富士見市民文化会館 

  ●7 月１０（土）１１（日） 

  メインホール「サーカスがやってきた」（有料）小島屋万助&羽鳥尚代（ｺﾒﾃﾞｨ）、森田智博（ｼﾞｬｸﾞﾘﾝｸﾞ）、吉川健斗（ｽﾗｯｸﾜｲﾔｰ）、 

  長すみ絵（エアリアルティシュー）、鈴木仁、油布直輝（シルホイール）ほか 

  マルチホール（無料）『プレリンピック開幕式』出演：天才イカレポンチ、山本光洋、加納真実、サーカス学校生徒 

 人形たちのパレード ムンドノーボぽこブヨ〜ダン 

△琵琶法師山鹿良之 生誕 120 年特別プロジェクト https://biwahoushi120.work/ ○浅草・木馬亭 

  ●7 月２３（金）壱の部 11：00～12：00 弍の部 12：10～13：30 

     ２４（土）壱の部 14：00～15：00 弍の部 15：10～16：30 

   壱の部 肥後座頭琵琶：玉川教海「道成寺」、浪曲：天中軒すみれ「関孫六伝 恒助丸の由来」 

   弍の部 長編記録映画「琵琶法師 山鹿良之」（青池憲司監督、1992 年作品） 

  入場料：前売￥４０００ 当日４５００ 

  チケット取り扱い：ローソンチケット 

  問合せ： 045-532-5891（ KENT OFFICE） 

△第 14 回 うつのみや大道芸フェスティバル  https://www.utsunomiyadaidougei.com/ ○宇都宮市 オリオンスクエアほか 

  ●7 月３１（土）～8 月１（日） 

  ファニーボンズ、加納真実、荒木巴、山本光洋、りずむらいす、SUKE３&SYU、スマイルパフォーマーＱちゃん、ぱふぉーまーまめ、 

  ジェンガ金次郎、金鳩団の異次元くるくる、bubble Artistlikki、加藤みきお＆ひろみち、セ三味ストリート、ﾊﾞﾙｰﾝﾊﾟﾌｫｰﾏｰさくら、 

  Ta２、柳貴川起助、MESSE、クリオーネ 

△四国中央紙まつり  https://kami-maturi.jimdo.com/ ○四国中央市 

  ●7 月３１（土）8 月１（日） 

△フジ ロック フェスティバル‘21 https://www.fujirockfestival.com/  

  ●8 月２０（金）～２２（日） 

△第 46 回野毛大道芸 https://nogedaidogei.com/  

  ●9 月１８（土）１９（日） 

△第 1 回大道芸オスピタパーティ in 宇都宮 https://www.facebook.com/ospitaparty/  

  ●9 月２５（土）２６（日） 

△高知大道芸フェスティバル https://www.facebook.com/DAIDOUGEI.KOCHI  

  ●10 月２（土）３（日） 

△第 43 回大須大道芸 http://autumn.nagoya-osu.com/chonin/  

  ●10 月１６（土）１７（日） 

△大道芸ワールドカップ in 静岡 https://daidogei.com/  

  ●10 月３０（土）～11 月３（水） 

 

 

 

若林正の 

食って極楽 

 家具屋のレストラン 

          ・・・渋谷「IKEYA」 

 月に 1〜2 回定期的な仕事で渋谷に

行く。緊急事態宣言下なのにやはり人

出は多い。この日、当てもなくセンタ

ー街を歩いていると、通りに気になる

看板を発見。カレー¥190 とある。な

んじゃこりゃ？ 見るとそこは、かの

有名な IKEA ではないか！ いつの

間に渋谷に出来た？ ご存知の通り

家具や生活雑貨を安く売る北欧のメ

ーカー。何故にそれがカレー？ よく

見るとそのショップビルの最上階に

IKEA 直営のレストランがあるそう

だ。これは見てみなくちゃと店内に入

る。 

 平日昼前だが、結構な客がひしめい

ている。エスカレーターで７階まで上

がると、ワンフロア丸々レストラン

だ。そこそこ人はいるが、学食みたい

に広々としたスペースでアクリル板

の仕切りもついているためひと安心。

システムはホントに学食で料理やド

リンクをカウンターに並んで受け取

り、最後に精算するセルフサービス。

安いカレーの¥190 は…と見るとスモ

ールサイズの子ども用。大人のサイズ

は¥400 で、そりゃそうかと納得。そ

れでも安いよ。他にも色々美味そうな

料理は並んでいたが、自制して、¥190

のポテトサラダと¥150 のアイスコー

ヒーだけにしといた。あれ？けっこう

値段いってるな。席について食べ始め

ると、雑穀米のキーマカレーはなかな

かヘルシーで美味。 

 ポテトサラダもキャビア(？)が載っ

てて、んまい。量は物足りないけどお

洒落に安く食べる若者向けって感じ。

食べ終わってふと回りを見ると、いつ

の間にやら大混雑だ。長居は無用そそ

くさと引き揚げる。出口に向かいがて

ら店内を少し見ると、確かに安くて見

栄えする家具などが沢山並ぶ。こりゃ

人も来るわけだと納得したのだ。 

 

○カレー以外の料理も食ってみたい度 

               ＝５ワカ 
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平成大道芸年表：2002年（平成 14年） 

政治・経済・事件 大衆芸能・大道芸関係     

1.1 ＥＵ単一通貨ユーロ、現金通貨として流通開始      

1.7 インターネット美術館（ＩＮＡ）、キュレーターに都築響一氏 1.7 浅草雑芸団・はるこま 向島三囲神社＆向島かいわい     

 1.10 ＮＨＫ好きなタレント調査、男は明石家さんま、女は久本雅美     

1.11 南アの洞窟から 7万 7000年前の人間が線を彫った石、発見 1.11 NHKタレント人気調査 男・明石家さんま、女・松嶋奈々子     

1.16 通貨ユーロ定着へ、問われる政治 1.11 日韓両国の宮廷音楽交流会、国立劇場 5.8-9、文楽劇場 12-13     

1.22 キトラ古墳、トラの頭と人身の像、発見 1.20 プールで竹馬 バランス鍛え、ダイエットにも 福井で好評     

1.23 雪印牛肉偽装事件 1.26 1.22 浅草「大勝館」、大衆演劇で復活     

 2.1大竹しのぶ一人芝居「売り言葉」2.2-20 野田秀樹作演出、ｽﾊﾟｲﾗﾙ     

2.9 ソルトレークシティ・オリンピック開幕（～2.24） 2.8 広がれ「文化ボランティア」文化庁が情報誌発刊     

 2.8-9,2.15 ﾌﾟﾚｼﾞｬｰＢ 8th stage 名古屋市東（西）文化劇場     

2.14 ムネオハウス、鈴木宗男診療所、北方領土問題 2.13 「浅草 21 世紀」喜劇の灯消すまい。赤字に負けず 4年     

2.17 横浜ドリームランド、閉園 2.16 ちんどん昔語りｺﾝｻｰﾄ 都近代文学博物館ロビー 菊乃家社中     

 2.25 韓国大衆文化展、新潟新津で      

2.28 酒田短大、留学生商法、摘発 2.26 ダメじゃん小出ｿﾛﾗｲﾌﾞ「負け犬の遠吠え」 planB     

3.4 ＵＳＪ、1000万人突破、開業 338日で達成      

 3.9 一人芝居、愚案亭遊佐「アテルイ」     

3.12 北朝鮮拉致、「よど号」元メンバー妻が供述、有本恵子さん 3.14 ｻｰｶｽとｸﾗｼｯｸの融合「ｼﾙｸ･ｵｰｹｽﾄﾗ」ｼﾙｸ・ｴﾛﾜｰｽﾞと東京ﾌｨﾙ 3.15-17     

3.12 東京グローブ座、7 月いっぱいで休館 3.16 こんぴら歌舞伎、仁左衛門出演 4.6-21      

 3.28カバレットＢ planB     

4.1 学校完全週 5日制開始（ゆとり教育）      

4.1 向ヶ丘遊園閉園、75 年の歴史に幕      

4.1 みずほ銀行誕生、ＡＴＭに障害。ペイオフ解禁、      

4.2 ＴＤＬ・ＴＤＳ、2000 万人突破 4.2 サーカス学校の紹介・スター夢見て     

4.3 キトラ古墳、天文図に北斗五星 4.3 小松政夫・団しん也、二人芝居、4.8-14     

4.5 ＴＤＬ，パレード場所取り時間制限 4.4 中世の芸術・文化の紹介誌「ＺＥＡＭＩ」発刊、年 2回     

 4.5 ひと・近況 ものまね：原一平（寅さん）、後川清（前川清）     

 4.6 第 48回全日本チンドンコンクール 4.5-7     

4.10 宝塚ランド、90年の歴史に幕 4.9 アコーディオンの村井しげる、大正演歌の独演会 5.21 日本橋亭     

4.12 ヨコハマに新名所 赤レンガ倉庫オープン 4.11 アスベスト館・消滅の危機/4.18 舞踏を礎に文化交流     

4.14 横浜にぎわい座、13 日にオープン 4.13 任侠映画の「新宿昭和館」閉館へ/4.27全盛期の名残り惜しむ     

 4.14 鳥取・西伯町、法勝寺「一式飾り」はじまる     

 4.17 街も野もときめいて日本橋 パントマイム、エレクトーンなど     

 4.21 野毛大道芸 4.20-21     

  4.22 「昭和 30 年代」今・人気 横浜ﾜｰﾙﾄﾞﾎﾟｰﾀｰｽﾞに「ハイカラ横丁」     

 4.24 ダメじゃん小出ｿﾛﾗｲﾌﾞ「負け犬の遠吠え」planＢ     

 4.24 利賀ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙと Shizuoka春の芸術祭 地域から舞台創造     

 4.24 ＵＳＪに新たなアトラクション 映画のメイシーンパレード     

4.25 国立劇場おきなわ、来年度開業 4.25 イベント「浅草だ！文句あるか！」世界の北野、浅草に恩返し     

 4.27-28 江戸の写し絵公開 「みんわ座」都写真美術館     

 4.29 伊勢大神楽・熊野本宮奉納     

5.2 周辺事態法、国旗・国歌、有事 3法案、「ずるずる」と成立 5.2ＧＷは tokyo で 東京ﾀﾜｰ天空のカフェ、品川ﾌﾟﾘﾝｽﾎﾃﾙ巨大ｽｸﾘｰﾝほか     

5.14 トヨタ、経常利益 1 兆円突破      

5.15 オリエンタルランド、過去最高決算 5.11-12ひたち国際大道芸     

 5.19 大野一雄＆中川幸夫 花吹雪と共演 妻有アートトリエンナーレ     

5.20 東ティモール民主共和国が成立 5.19 東京都が大道芸人にスペースを 「ヘブンアーティスト」事業を計画     

5.21 TDL、障害者カード、一部廃止。悪用止まず 5.23 韓国大衆文化展 世田谷美術館で 5.25-7.14     

5.25 吉本興業、売上最高。低コスト番組に引っ張りだこ。 5.24 島田正吾 96 歳、一人芝居「夜もすがら検校」/6.1 演劇の励ます力を

発揮 

    

5.25 東急文化会館、閉鎖へ      

5.31 ワールドカップ日韓大会開催（～6.30） 5.29 狂言和泉流、宗家継承で内紛     

 6.1 新宿区、マイスター制度 朝顔の育成からガマの油売りまで     

 6.8-9 とおがった大道芸 宮城県蔵王町遠刈田温泉     

 6.6 ジプシーバイオリンと津軽三味線、ロビー・ラカトシュと木下伸一     

6.13 文化庁が民間劇場を支援、「芸術拠点形成事業」 6.13 神戸「人と防災未来センター」震度 7の衝撃、体験型展示     

 6.17 早稲田大、演劇博物館 七代目一龍齋貞山のお化け道具を公開     



 6.24 本橋成一監督の「ナージャ」、国際映画祭「人の伝言」でグランプリ     

 6.25 アチャラカ喜劇「空飛ぶ雲の上団五郎一座」 8月、ﾗﾌｫｰﾚ原宿で     

6.28 愛・地球博まで 1000 日 6.26 寅さん 7回忌連載 歓迎と愛着/未来見つめる/ウィーン     

 6.27 ダメじゃん小出ｿﾛﾗｲﾌﾞ planＢ     

 7.1 〈東京の夏〉音楽祭 哲学性と音楽性/朗読 /冬の旅/イランの旋律/バ

イオリン 

    

7.2 ﾃﾚﾋﾞ東京 犯人からの情報で窃盗現場撮影/検証・生々しい逮捕現場  7.2 人：大道芸プロデューサー・橋本隆雄さん     

7.4 ＵＳＪ不祥事つづく、賞味期限切れ食材、工業用水を飲み水に、etc 7.4 本牧亭、6日から復活     

 7.7 日本橋のデパートで切り絵パフォーマー     

7.8 ＴＤＳ，開園 307日で 1千万人突破 7.8 オルガン音楽で「能舞」7.10神奈川県民ホール     

 7.9-10 浅草雑芸団・放浪芸日本紀行 浅草木馬亭     

 7.10 カバレット・チッタ 川崎・クラブチッタ     

7.11 700 万年前の猿人化石 人類の祖先最古 7.11 ベーゴマ復活     

 7.17-8.11 うえの夏祭り     

 7.20-28 ボリショイ・サーカス 有明コロシアム     

7.22 角川書店、大映買収 7.22 野外フェスいっぱい ﾛｯｸ､ｼﾞｬｽﾞ｡ﾋｯﾌﾟﾎｯﾌﾟ、ﾊﾟﾝｸ､ﾚｹﾞｴ・・・     

 7.27-8.18 ﾘﾄﾙﾜｰﾙﾄﾞ・クラウン・ｶｰﾆﾊﾞﾙ 犬山ﾘﾄﾙﾜｰﾙﾄﾞ    

 7.27 ﾌｼﾞ･ﾛｯｸ･ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ（湯沢町）にテント満開/8.9過去最高動員    

 7.29 ﾄｰｸｼｮｰ「最後の見世物」新宿ﾛﾌﾄ･ﾌﾟﾗｽﾜﾝ    

 7.30-8.1 ヘブンアーティスト公開審査会 東京都庁広場で    

 7.31 親子向けの劇場公演情報     

8.1 平均寿命 女 84.93、男 78.07 ともに最高更新 8.1 寄稿・寅さん 7回忌に思う（小泉信一）     

 8.2 ﾏｳﾝﾄ･ﾌｼﾞ・ｼﾞｬｽﾞ･ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ（富士スピードウェイ）6年ぶり     

 8.5 寅さん 7回忌、浅草の友、墓前に集う     

 8.×-× ククラチョフの猫サーカス 銀座セゾン劇場     

 8.5 夏にあそぶ お化け屋敷 ナマだから怖さ倍増     

8.7 ＵＳＪ、9人処分 不祥事の改善計画を提出  8.7 邦楽器革命 中学で必修科目、にわかに脚光     

 8.10 白石加代子、朗読百物語     

 8.11 恐竜博、大人気/8.20 50万人突破/9.24 23日閉幕・108 万人     

 8.13 現代ダンスの祭典「ＪＡＤＥ」、オリンピックセンターで     

 8.13 沖縄戦の一人芝居「おりのうた」、荒牧瑞枝さん（民芸）英訳で     

 8.15 ハンセン病の女性の病院、一人芝居「地面の底がぬけたんです」結純

子さん 

    

 8.15 アリスフェス アジアの小劇場一堂に、8.22-10.14     

 8.20 マイム集団・油と水/9.4公演「スープ」評     

 8.24 シアターＸ第 5回国際舞台芸術祭 9.3-20     

 8.26 ダメじゃん小出ｿﾛﾗｲﾌﾞ「負け犬の遠吠え」 planＢ     

 8.26 ヒゲアザラシの「タマちゃん」、多摩川から鶴見川へ/9.17「タマち

ゃん」特集 

    

 8.29 ヘブンアーティスト許可証発行、8.28     

 8.30-31 ちんどん博覧会 in大宰府 大宰府天満宮     

9.1 東京グローブ座、ジャニーズが買収か 9.2 島田正吾 96 歳、一人芝居に生きる 夢でも舞台 ②白寿こえて再出発     

 9.3 ガチャポン人気     

9.3 ＵＳＪ、前年比（7.20-8.30）40万人減、不祥事が響く 9.3 山上兄弟、世界最年少マジシャンに認定     

9.4 ＴＤＳは右肩上がり 営業 307日で 1000万人突破 9.4 お台場にレトロ商店街、来月 26日、デックスに     

 9.4 都市博の丸太、中止から 7年余、700本転売重ねて熊本に     

 9.5 美術館 聴く作品増えて音響漏れが問題に     

 9.7 北海道・石狩湾で「ＥＺＯロックフェス」7万人集め     

9.10 スイス、国連に加盟 9.9 人形劇結城座、新ノ口村 9.19-23     

9.14 ＵＳＪ，夜の祭典を再開 9.12 ふくろこうじｿﾛﾗｲﾌﾞ「袋小路」planＢ     

9.17 小泉首相、電撃訪朝、「拉致」を金総書記が謝罪、8 人死亡、5 人

生存 

9.21 消える万博遺産「大阪国立美術館」     

 9.17 九州大道芸まつり in宗像     

 9.24 「日本の太鼓」沖縄から残波大獅子太鼓、9.28-29     

9.26 よみうりランド、巨人軍優勝記念、原のつく苗字の人は入場無料 9.26 銭湯ブーム レトロモダン     

 9.27 小劇場の演劇祭 「世界演劇めぐり」     

 9.27 広告・キダム 2003.2.27-5.5     



9.30 室内スキー場「ららぽーとスキードーム・ザウス」閉鎖 9.29 ロウ人形、ガードマン代役。一体 80万円     

 10.1 「ぴあ総合研究所」設立 娯楽産業の市場動向を集計し公表     

 10.3 ヘブンアーティスト制スタート 大道芸で楽しい TOKIO     

 10.4, 5-6 ＪＪＦ 世田谷区烏山区民センター,川崎市とどろきｱﾘｰﾅ     

 10.5-6 千住ｴｷｿﾞﾁｯｸﾌｪｱ 北千住商店街各所     

 10.5 懐かしのラインダンス 浅草・雷門で披露 「ＳＴＡＲＳ］10.18-20     

 10.7 第 2回フール祭 両国シアターＸ 10.8－14     

 10.9 名古屋市博物館で「盛り場」展 9.14-10.14     

10.9 ノーベル物理学賞に、小柴昌俊・東大名誉教授 10.10 地方劇団の東京「出張」公演、盛ん     

10.10 ノーベル化学賞に、田中耕一・島津製作所研究員 10.10 ギリヤーク尼ケ崎青空舞踊公演 新宿・三井 55広場     

10.11 日米同時株安、一時 8200円割れ      

10.11 東京グローブ座、ジャニーズが買収      

10.15 北朝鮮拉致被害者 5人が帰国 10.15 パフォーマンス学会、10周年      

 10.18-20 ﾍﾌﾞﾝｱｰﾃｨｽﾄ TOKYO 上野公園 /10.25 ﾍﾌﾞﾝｱｰﾃｨｽﾄ in 丸の内     

 10.19-20 ODAIBA 大道芸 お台場ﾊﾟﾚｯﾄﾌﾟﾗｻﾞ     

 10.19-20 第 24 回名古屋・大須大道町人まつり     

 10.23-27 ﾄﾘﾄﾝ･ｸﾗｳﾝ･ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ 晴海トリトン     

10.26 ヨシモト、ＪＣＢ、松下、共同でﾈｯﾄ予約ｼｽﾃﾑ開発 10.26 ホコ天は、大道芸天国     

 10.26 お台場にレトロ商店街、誕生。「お台場 1丁目商店街」     

 10.27広告 キダム 2003.2.7-5.5     

。 10.30-11.1, 12-13, 24-25 新宿花園神社酉の市「見世物小屋」     

 10.× 所沢・芸人王国 所沢市民文化ｾﾝﾀｰ、航空公園     

 10.31 あらかわ遊園で都電沿線の文化祭 11.10に     

 10.31 中西和久一人芝居「をぐり考」シアターＸ，11.6-10     

 10.26-27 ﾌｧﾐｰﾙﾓﾗﾚｽ東京公演 世田谷ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｼｱﾀｰにて     

 10.26-27 三茶 de 大道芸 世田谷区・三軒茶屋周辺     

11.1 汐留シオサイト始動 電通本社、ホテルなど 11.1-4 第 10回大道芸ﾜｰﾙﾄﾞｶｯﾌﾟ静岡 静岡市街、駿府公園ほか     

11.6 手塚治虫ワールド、川崎市が計画断念 11.5 見世物学会「垣間見せる異界」紀伊国屋ﾎｰﾙ、山口昌男、小沢昭一、

康芳夫 

    

11.8 東京ディズニーリゾート、開業より 3億人入場  11.7 鶴田真由一人芝居「障子の国のﾃｨﾝｶｰﾍﾞﾙ」野田秀樹作、ﾍﾞﾆｻﾝﾋﾟｯﾄ     

11.9 旧正田邸、解体。売却か公園か？ 11.9 江戸川乱歩展、池袋・西武ギャラリーで     

 11.13 岐阜県福岡町、常盤座で江戸時代の歌舞伎再現、第 13 回地芝居サミ

ットで 

    

 11.14 トリトン・コメディ・ナイト 晴海ﾄﾘﾄﾝ・ありすｺﾚｸｼｮﾝ     

 11.14 教育改革で日本文化 芸術家が教壇に     

11.16 胡錦濤、中国総書記に選出 11.16 新宿 3丁目でジャズフェス 11.16-17     

 11.18 カラダにいいかも探検隊：南京玉すだれ 日本南京玉すだれ協会     

11.20 株価、バブル後最安値、一時 8200円台に 11.20 ｶﾊﾞﾚｯﾄＢ planB     

11.22 ガリバー王国、落札。リゾート開発会社が      

11.25 「平成の大合併」なぜ今必要か？ 市町村には反発も 11.27 桃山時代の能、ずっと速かった。1：30は約 50分だった     

 11.29 古舘伊知郎、言葉に挑む、15年目の「トーキング・ブルース」      

 11.29 沢竜二が旅役者座長大会 12.1-2 浅草公会堂     

12.1 東北新幹線、森岡－八戸間が開業 12.2 シオサイトの電通四季劇場「海」こけら落とし、「マンマミーア」     

12.4 ソニー・ピクチャーズエンターテイメント、映画興行世界一。 12.6 「移動する野生」見世物小屋上映＆ﾄｰｸ北村皆雄×中沢新一 中央大

市ヶ谷 

    

12.7 ＵＳ上海、2006年開業予定 12.10 大道芸に生きて①ピカ②ｻﾝｷｭｰ手塚③ﾍﾟｯﾊﾟｰｾﾞﾛ④山本光洋⑤三雲 い

おり 

    

 12.12 浦和・調神社・十二日まち「見世物」     

 12.12-13 ダメじゃん小出ｿﾛﾗｲﾌﾞ planB     

12.19 盧武鉉（ノムヒョン）、韓国大統領に就任 12.14-2003年 1.3 中国雑技「Golden LIONS」 有楽町・国際ﾌｫｰﾗﾑ     

 12.26-29 お達者劇場（三雲いおり、梅田和佐、胡文恵）銀座小劇場      

 12.27 大道芸いざ街へ 丸の内、池袋、さいたま      

 12.28 ちんどん通信社年末公演 西成区・オーエス劇場     

 12.29 年越しはオールナイト民謡で 浅草・木馬亭     

※この年のトピック      

10 大ニュース：①日朝首脳会談、②デフレ不況・株価 8 千円台、③ノー

ベル賞に小柴昌俊さんと田中耕一さん、④サッカーＷ杯、日本ベスト 16、

人間国宝に、一龍齋貞水、亀井忠雄、澤村田之助、山本邦山 

文化功労者に、小田島雄志、桂米朝、ドナルド・キーン、河野多恵子 
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★北朝鮮の拉致問題、株価下落 

 欧州共通通貨ユーロが始まったが、日

本の株価は 8200 円台に下落し沈滞。外

務省のごたごた。牛肉偽装、サッカーW

杯、オリンピック等々あったが、なんと

いっても北朝鮮の拉致問題に揺れた一

年だった。人々をなごませたのは、アザ

ラシの「タマちゃん」とノーベル賞に小

柴東大教授と田中耕一さん。田中さんは

民間会社の研究員と聞いて驚いた。 

★USJ の不祥事、横浜にぎわい座 

 前年開園し大人気だった大阪のユニバー 

サル・スタジオ・ジャパンで事故や賞味

期限切れ食材使用、大量火薬使用、飲料

水に大腸菌など、不祥事が重なって人気

がかげり、東京ディズニーリゾートの一

人勝ちとなった。映画は前年以来の「ハ

リー・ポッター」と新シリーズがはじま

った「スター・ウォーズ」が人を集め、

邦画では「たそがれ清兵衛」（山田洋次監

督）が話題となり、剣豪役を演じた舞踏

の田中泯が注目をあびた。沖縄国立劇場

や横浜にぎわい座の開業、前年成立した

「文化芸術振興基本法」や教育改革（学

校の週 5 日制、日本文化指導など）で芸

能をとりまく環境が揺れた。 

★ヘブンアーティスト制はじまる 

 石原都知事の鶴の一声で始まったの

が、公園や公共スペースで大道芸を許可

する「ヘブンアーティスト」制度である。 

 7 月 30 日から 8 月 1 日の炎天下、都

庁舎前の広場で公開審査会が行われ、

パフォーマンス部門、音楽部門、合わ

せて百数十組が許可証を取得して、秋

より活動を開始した。この影響だろう

が朝日新聞でも夏以降、大道芸の記事

が目立つ。 

 プラン B でのソロライブは、ダメじ

ゃん小出が先鞭をつけたが、他の芸人

を刺激し、ぞくぞくと笑いのパフォー

マンスライブが急増した。東京・大阪

と続いたチンドン博覧会は、この年は

九州・大宰府天満宮で開催された。見

世物小屋は、入方勇という若者が大寅

興行を通じてこの世界に入り、11 月の

新宿花園神社酉の市では、月蝕歌劇団

をブッキングして、好悪入り混じる反

応を引き起こす話題となった。 

 

⑤雪印・日ハム偽装表示、⑥秘書給与疑惑で与野党議員辞職、⑦鈴木宗

雄議員逮捕、⑧北朝鮮工作船、⑨道路 4 公団民営化、⑩民主党代表、鳩

山から菅へ 

ヒット商品：バウリンガル（タカラ）、ムービー写メール（Ｊ-フォン）、

ヌーブラ 

流行語大賞：タマちゃん、Ｗ杯（中津江村）、拉致、 

今年の漢字「帰」 

野球 読売巨人軍優勝。最優秀選手は松井秀喜 

勲四等旭日小綬章に、日下武史、山田洋次 

紫綬褒章に、井川比佐志、長部日出雄、清水邦夫、ちばてつや、池内淳子、

石岡瑛子、天沢退二郎、浅丘ルリ子、浅葉克己、猿若吉代、佐佐木幸綱、

降旗康雄、李㝢煥 

芸術選奨文部大臣賞に、池内淳子、降旗康男、宮部みゆき、日野皓正 

ﾍﾞｽﾄｾﾗｰ『ハリー・ポッターと賢者の石/秘密の部屋/アズカバンの囚人/

炎のゴブレット』（Ｊ.Ｋ.ﾛｰﾘﾝｸﾞ著、松岡佑子訳、静山社）、『ﾋﾞｯｸﾞ･ﾌ

ｧｯﾄ･ｷｬｯﾄの世界一簡単な英語の本』（向山淳子、向山貴彦、たかしまて

つお著、幻冬舎）、『生きかた上手』（日野原重明著、ユーリーグ）、

『声に出して読みたい日本語』（斎藤孝著、草思社）、『世界がもし 100

人の村だったら』（池田香代子、Ｃ.ダグラス・スミス著、マガジンハウ

ス）・・・『模倣犯 上・下』（宮部みゆき著、小学館）・・・『海辺

のカフカ 上・下』（村上春樹著、新潮社） 

映画 「ハリー・ポッターと秘密の部屋」（クリス・コロンバス監督）、

「モンスターズ・インク（ピート・ドクター監督）、「スター・ウォー

ズ エピソード２ クローンの攻撃」（ジョージ・ルーカス監督）、「ロ

ード・オオブ・ザ・リング（ピーター・ジャクソン監督）・・・「たそ

がれ清兵衛」（山田洋次監督） 

ヒット曲「Ｈ」（浜崎あゆみ）、「traveling」（宇多田ヒカル）、「ワ

ダツミの木」（元ちとせ)、「Life goes on」（Dragon Ash)、「Way of 

Difference」（GLAY)、「大きな古時計」（平井堅）・・・「亜麻色の髪

の乙女」（島谷ひとみ）、「きよしのズンドコ節」（氷川きよし）・・・

「おさかな天国」（柴矢裕美） 

書籍 『あはれ逢坂妻有瞽女』（中川希恵著、文芸社）、『ひと・まち・

まつり：大道芸パワーで商店街が元気になる』（野尻博著、評言社）、『喜

劇の殿様 益田太郎冠者伝』（高野正雄著、角川書店）、『じょんがらと

越後瞽女』（竹内勉著、本阿弥書店）、『チンドンひとすじ 70年』（菊乃

家〆丸語り、栗原達男写真、岩波書店）、『つく舞考』（古谷津順郎著、

岩田書院）、『Circus in Russian Poster』（ナウカ）、『縁日お散歩図

鑑』（オオカワヨウコ絵文、廣済堂）、『をぐり考：説経節小栗判官の世

界』（ふじたあさや著、晩成書房）、『説経と舞曲：文学的研究』（肥留

河嘉子著、和泉書院）、『見世物研究』（朝倉無声著、ちくま文庫）、『盛

り場－祭り・見世物・大道芸－図録』（名古屋市博物館編、同刊）、『木

下サーカス生誕 100年史』（木下サーカス刊）、雑誌「大阪人」5月号特集・

安倍清明と阿倍野、雑誌「ヒッティ」no.14特集・木下サーカスの 100年、 

ジャグリング情報誌「ジャグパル」15 号～17号、 

ＣＤ＆ビデオ CD「ジプシーの歌を求めて」（ビクター）、ビデオ「ちん

どん屋大集合」（東西屋）、 

    

物故 1/10 グラフィックデザイナー・田中一光（71）、3/3 前衛絵画・

今井俊満（73）、3/4作家・半村良（68）、3/11 佐川急便・佐川清（79）、

3/14 作家・古山高麗雄（81）、3/15赤線を映像記録・小野常徳（85）、

3/27 映画監督・ビリー・ワイルダー（95）、6/2 ヤマハ発動機＆音楽教

室・川上源一（90）、6/6 元平凡社社長・下中邦彦（77）、6/10 元大洋

ホエールズ・近藤和彦（66）、6/18・音楽家・山本直純（69）、6/25 シ

ェークスピア学者・高橋康也（70）、7/10国立歴博館長・佐原真（70）、

9/11 劇作家・阿木翁助（90）、9/24 作家・鮎川哲也（83）、10/14 小説

家・日野啓三（73）、10/21 小説家・笹沢佐保（71）、10/23コラムニス

ト・山本夏彦（87）、11/6 元警視総監・秦野章（91）、11/11 古代オリ

エント博物館館長・江上波夫（96）、11/21高円宮憲仁親王（47）、11/29

歴史家・家永三郎（89）、11/30 トンボのめがめの作曲家・平井康三郎（92）、

12/9 元野球選手・千葉茂（83）、12/11哲学者・福田定良（85）、12/13

政治評論家・伊藤昌哉（85）、 

物故 2/2太神楽曲芸・海老一染太郎（70）、3/8俳優・はせさん治（66）、

4/4 キャスター・秋元秀雄（75）、4/7 歌手・菊池章子（78）、4/11NHK 司

会者・高橋圭三（83）、4/28プロレスラー・ルー・テーズ（86）、5/16落

語家・柳家小さん（87）、5/24喜劇女優・清川虹子（89）、5/25 喜劇俳優・

坊屋三郎（92）、6/6邦楽演奏家・平井澄子（89）、6/12 消しゴム版画家・

ナンシー関（39）、6/13歌手・村田英雄（73）、6/15俳優（ピラニア軍団）・

室田日出男（64）、6/26文楽太夫・竹本越路大夫（89）、7/13 アナウンサ

ー・林美雄（58）、7/16映画監督（昭和残侠伝）・佐伯清（87）、7/22評

論家・草柳大蔵（78）、8/24 箱三味線ごったんの演奏家・鳥集（とりだま

り）忠男（76）、11/5女優・范文雀（54）、 

    

 


