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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  

 

★今月の大道芸公演 

△豊岡 meets 大道芸 https://twitter.com/toyooka_meets ○兵庫県豊岡市・城崎温泉ほか 

  ●7 月２６（月）～8 月２０（金） 

   7.26-7.30（城崎温泉） 吉川健斗 ／7.30（但東）吉川健斗＋EPPAI ／7.31-8.1（豊岡）EPPAI   

  ／8.2-8.6（城崎温泉）EPPAI  ／ 8.7（出石）EPPAI＋RYU  ／8.8-8.9（城崎温泉）RYU ／8.10-8.11（城崎温泉）RYU＋雪竹太郎  

  ／8.12-8.13（城崎温泉）雪竹太郎＋うつしおみ＋知念大地 ／8.15（城崎温泉）うつしおみ  

  ／8.16（日高）うつしおみ＋知念大地 ／8.17-8.19（城崎温泉）うつしおみ ／8.20（城崎温泉）知念大地 

△せたがやこどもﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 2021「悟空～冒険の幕開け」映像上映＋パフォーマンス   

  演出・振付：目黒陽介 作曲：イーガル  

  映像出演：フィルモサ・サーカス・アート（FOCA)（台湾） 

  振付・出演：吉田亜季、油布直樹、安岡あこ 

  ●7 月２８（水）18：30～ ○世田谷ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｼｱﾀｰ・シアタートラム  https://setagaya-pt.jp/performances/202107wukong.html  

     ２９（木）14：00～ ○世田谷ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｼｱﾀｰ・シアタートラム 

     おとな￥２０００、こども（4 歳～高校生）￥１０００ 友の会割引など有 

 ●8 月１（日）13：30～ ○名古屋市・中川文化小劇場 https://www.bunka758.or.jp/scd17_top.html  

     入場料 大人￥１８００、子ども（4 歳～中学生）￥９００ 

  ●8 月７（土）15：00～ ○福岡市・東市民センター http://www.ffac.or.jp/news/detail552.html   

     ８（日）13：00～ 

       入場料 Ｓ席￥２０００ Ａ席￥１５００ 25 歳以下Ｓ席Ａ席￥１０００ 

△せたがやこどもﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 2021「TANGLE／タングル」○世田谷ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｼｱﾀｰ・シアタートラム 

  https://setagaya-pt.jp/performances/210708tangle.html  

  ●7 月３０（金）19：00～、7 月３１（土）18：30～ 

   8 月１（日）14：30～ 

  作：Kinetic Art  作曲：ジョナス・デュフレン 

  出演：戸沢直子、杉本峻 

  前売り：￥２５００（当日￥３０００） こども（小学生～高校生）￥１０００（当日￥１５００） 

△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 〈オンライン〉  https://kami-maturi.jimdo.com/ ○四国中央市 

  ●7 月３１（土）8 月１（日） 

△ALL YOU NEED IS CIRCUS~ふしぎな絵本とゆかいなサーカス https://ehon.croissantcircus.co.jp/ ○DMG やまと郡山城ホール 

  ●8 月１４（土）13：30（開場 12：30） 

  出演：クロワッサンサーカス 

     パフォーマー：清水ひさを、いはらつトム、花火、ケンタ （ゲスト：油布直樹） 

     楽団：遠山貴志、李知承、すだっち、三原智行、関俊泓 
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  大人￥３０００、子ども（3 歳～中学生）￥１５００、〈当日券 ＋￥５００） 

  Web 予約 https://ehon.croissantcircus.co.jp/  

△フジ ロック フェスティバル‘21 https://www.fujirockfestival.com/ ○新潟県湯沢町苗場スキー場 

  ●8 月２０（金）～２２（日） 

  クロワッサンサーカス 

△アートタウンつくば大道芸フェスティバル〈オンライン〉https://www.youtube.com/channel/UCFboRiJEagTzOy6IFzG2sUA  

  ●8 月２８（土）午後 

△緊急公演！説経節と大道芸人のゆかいな仲間たち  ○両国・江戸東京博物館小ホール 

  ●8 月３１（火）13：30 

  説経節政竹、なつ（マリンバ）、エキセントリック吉田（ｻｲﾚﾝﾄｺﾒﾃﾞｨ） 

  前売り￥２０００（当日￥２５００） 

  電話０９０-１７３５－７８２６（事務局） 

△ケント・ダール写真展「ちんどん屋の赤い糸」http://irori2005.com/ ○イロリムラ（大阪市北区中崎 1-4-15） 

  ●9 月１（水）～１３（月）各日 12：00-20：00 

   9 月１１（土）トークショー：ケント・ダール vs 林幸治郎 

  https://eyefishmedia.com/index.html  

△第 46 回野毛大道芸 https://nogedaidogei.com/ ○横浜市・にぎわい座 

  ●9 月１８（土）１９（日） 

  愛のマーメイド、AYACHYGAL（19 日のみ）、池田洋介、KANA∞、金子しんぺい（18 日のみ）、桔梗ブラザーズ、クラウンジュカ、 

  komatan（18 日のみ）、Syan（19 日のみ）、SEOPPI（18 日のみ）、中国雑技芸術団、to R mansion、猫のアーサー、Performer SYO！、 

  目黒宏次郎（19 日のみ）、山本光洋、吉川健斗 

△第 1 回大道芸オスピタパーティ in 宇都宮 https://www.facebook.com/ospitaparty/ ○バンバ市民広場 

  ●9 月２５（土）２６（日）主催：愉快なまちづくり オスピタ 

  Idio２、バルーンパフォーマーさくら（25 日のみ）、小さなサーカス団たらったらった（6 日のみ）、柳貴川起助、くす田くす博、 

  紙磨呂、 

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

  ●9 月２６（日） 

  C3hamps、SEOPPI、桔梗ブラザース、バーバラ村田、和風手品師-izuma-、クローニン 

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

  ●10 月２（土）３（日） 

△ﾌﾗﾝｽ×日本 現代ｻｰｶｽ交流ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ「フィアース 5」 https://setagaya-pt.jp/news/20210524-96405.html ○世田谷ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｼｱﾀｰ 

  ●10 月９（土）～１１（日） 

  構成・演出：ラファエル・ボワテル 音楽：アルチュール・ビゾン ﾘﾊｰｻﾙｱｼｽﾀﾝﾄ：吉田亜季、ジュルエッタ・サルツ 

  出演：皆川まゆむ、長谷川愛実、杉本峻、目黒陽介、吉川健斗、山本浩伸、安本亜佐美 

△世田谷ｱｰﾄﾀｳﾝ 2021 三茶 de 大道芸 https://setagaya-pt.jp/performances/2021lineup.html ○キャロットタワー周辺 

  ●10 月１６（土）１７（日） 

△日仏国際共同制作ダンス公演「ゴールドシャワー」 ○世田谷ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｼｱﾀｰ 

  ●10 月１５（金）～１７（日） 

  構想・出演：フランソワ・シェニョー、磨赤兒 

 

若林正の 

食って極楽 

 ここでだけ？ 

          ・・・浦和「塩天丼」 

 最近は天気が良ければサイクリン

グ。遠回りして新しい景色が楽しめて

健康にも良さそう。その道すがら見つ

けた天ぷら屋というか天丼専門店。そ

の名も「塩天丼」。JR 浦和駅西口から

5､6 分くらいかな？界隈では有名店ら

しい。最初通りかかった時には 10 人

くらい行列してて、いつか入ってみよ

うと思ってた。ところが次に出かけた

一時過ぎ、客は我々夫婦二人だけ！ こ

りゃラッキー！ 

 ランチタイムのエアポケットらし

い。この日は電車で浦和に来たのだが、

改札口出たところで横にいた男の子が

スマホで「飯行かない？あの塩天丼の

店」と友達を誘っているのを聞いて、

大急ぎでやってきたのだ。店内を見回

すと、店名である塩天丼についての説

明書きが。なんでも店主が塩で食べる

天ぷらは美味いから､それを天丼にし

ようと工夫して完成させた。日本で塩

天丼出すのはここだけとのこと。メニ

ューは色々あるけど、どれも安い！塩

天丼¥600 にしようと思ったが、海老

塩天丼¥900 が目に止まる。それを注

文すると、先ほど駅で電話してた若者

が女の子と入ってきた。 

 彼らも「空いてて良かったー」とか言

ってる。天丼が出てきた。大きめな海老

三尾とカボチャ天。あれ？思ってたより

天ぷら少ないぞ。天ぷらと飯には塩だか

青のりだかがかかってるけど、どんなも

んじゃ？食べてみると、なるほどタレの

天丼よりもさっぱりしてて確かにんま

い！昆布茶？か何か調味料も配合され

ていて、いい塩梅だ。ただ海老だけじゃ

なくて、色々他のタネも食べたかった

な。先程のカップルは一番安い塩天丼を

注文して、見ると天ぷらは種類が沢山乗

ってる！しまった!!こっちだったか…ま

ぁ美味しかったからいいけどね。 

〇これはリベンジしないといかん度 

             =10 ワカ 
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平成大道芸年表：2004 年（平成 16 年） 

政治・経済・事件 大衆芸能・大道芸関係     

1.1シオサイト、年越しｲﾍﾞﾝﾄでテープがとんで「ゆりかもめ」ストップ 03.12.26-1.4 日テレ・アート大道芸オーディション 

 1.2 東京国立博・お正月イベント 猿まわし（猿舞座・村崎修二） 

 1.3 向島・はるこま七福神めぐり 

1.6 米国でＢＳＥ発生の余波、日本にも 1.8 みんわ座、写し絵復元 1.20 東京芸術劇場で 

1.7 固有種ニホンザルを守ろう（寄稿・西田俊貞） 1.10 街日和「芸能を育てる浅草の霊力」（寄稿・上島敏昭） 

1.9 陸上自衛隊イラクに派遣命令（2.3本隊が出発） 1.10-11 第 1回さいたま副都心大道芸フェスティバル 

1.13 鳥インフル発生、山口の養鶏場 1.12 ヘブンアーティスト in渋谷 

1.15 NHK好きなタレント 男・明石家さんま、女・久本雅美  

1.19 池袋ｻﾝｼｬｲﾝﾌﾟﾗﾈﾀﾘｳﾑ、最新技術で 3月新装開館へ 1.20 山本光洋マイムライブ こまばアゴラ劇場 

1.28 国立劇場おきなわ 浦添市にオープン 1.25 全国古典万歳大会・金沢 金沢市文化ホール 

1.30 映画興行収入、最高の 2032億円。「踊る大捜査線…」ヒットで 1.28大道芸の注文はネットで。「芸人市場ドットコム」 

1.30 青色発光ダイオードの発明対価に 200億円支払い命令  

1.31 お台場へ人波 りんかい線温泉効果 4180万人  1.31-2.1 なななと Yoshimiのそろ soloやりますか テレプシコール 

2.16 護国寺の百畳大の涅槃図 26年ぶり公開  2.18、2.21-22 ｸﾗｳﾝﾌｧﾐﾘｰﾌﾟﾚｼﾞｬｰＢ公演 名古屋、西・東文化劇場 

2.26 公共ホール、民間参入で問われる理念。  

2.26 ﾆﾎﾝｻﾞﾙの列島 最北の王国 /学問発祥の地 /北アルプス 2.27 「声明の会・千年の聲」スパイラルホール、3.2-3 語り物の源流 

3.2 花やしき運営会社倒産、台東区長「浅草の象徴、継続を」  

3.5 ディズニー社長辞任、お家騒動表面化 3.6-7 東京都民俗芸能大会 ジャグリング、曲独楽など 池袋・芸術劇場 

 3.7 東京都児童会館・日曜こども劇場 ｸﾗｳﾝﾌｧﾐﾘｰプレジャーＢ 

3.8 社説：道路民営化 大山鳴動したけれど 3.8-14 第 3回東京国際フール祭 三百人劇場 

3.9 天武天皇の飛鳥浄御原宮跡が出土 /3.12 蘇我馬子邸跡、石舞台近くで

出土 

3.9 明治村、三代目村長に小沢昭一さん 

3.10 アート系ＮＰＯ：芸術から社会を変える（寄稿・吉本光宏） 3.9 筑前琵琶上原まり、「平家」につづき「源氏物語」 

3.13九州新幹線開業 3.16趙博、「風の丘を越えて」映画再現 全国各地で公演 

3.18 池袋ｻﾝｼｬｲﾝﾌﾟﾗﾈﾀﾘｳﾑ、再開お披露目  3.17 笑福亭鶴笑 ﾛﾝﾄﾞﾝで芸を試す 

 3.17-21 六本木ヒルズ・ワールド・ストリートパフォーマンス /3.24-4.6 

   /4.21-25 /4.26-30 /5.1-5 

 3.20 ヘブンアーティスト in秋葉原 

3.23 キトラ古墳、カビがみつかる 3.26 窓：花柳幻舟 放送大学卒業 

3.27 六本木ヒルズ、回転ドアで小児事故死 3.29 平岡正明、50年ぶり落語と再会 

3.31ＵＳＪ、集客力アップ策、ぞくぞく 3.31 チンドン・西内小隊ライブ 大泉学園 inＦ 

4.2 ＴＤＬ，入園者過去最高（03年 4月-04年 3月）2547万人  

4.6 高田馬場・早稲田に「アトム通貨」 4.6 海洋堂、新宿タカシマヤで「大博覧会」 

4.9 イラクでボランティア団体の邦人、3人誘拐（9日後に解放） 4.9-11 第 50回全国チンドンコンクール（富山市） 

4.9 花やしき、営業継続。浅草安堵。 4.10-11 トリトン・パフォーマーズ・フェスティバル 

4.15 キトラ古墳、トラ人間像、鮮明に 4.17-18 横浜・野毛大道芸 

4.24 シアター1010、9月にオープン  4.19-20 ダメじゃん小出負け犬の遠吠え 内幸町ホール 

4.26 新宿ジャズ祭、5.1に 新宿文化センター25周年記念で 4.27 学校 2004：初声小 1年 校長の「皿回し」にオー! 

5.1 新宿想い出横丁再開発 4.29-5.5 丸の内ビル街で大道芸 ヘブンアーティスト in MARUNOUCHI 

5.4 青鉛筆：浅草花やしき、 5.3 伊豆の中学生修学旅行の東京で「玉すだれ」披露、大江戸玉すだれ 

 5.5 芸王グランプリ決勝戦 ﾄｳｷｮｳﾍﾞｲららぽーと 

5.5 10-11世紀、蝦夷の地、騒乱時代 5.5 ヘブンアーティスト in銀座 

5.8 ＣＭタレント好感度 ＳＭＡＰ、7年連続 no1 5.7 ＧＷ、新幹線、24％増 /5.8 ＧＷ，人出 5千万人 

5.10 ファイル共有ソフト「Ｗｉｎｎｙ」開発者逮捕 5.8-9 日立国際大道芸 

5.21 裁判員法成立  5.18 ナンタ、再来日公演 5.25-6.2 

5.22 小泉首相、二度目に訪朝。拉致被害者家族 5名帰国 5.24 カンヌ映画祭、柳楽優也 14歳 

5.27 イラクで日本人ジャーナリスト 2名殺害  

 6.2 都電で芝居、都内の及川さん一家 50分揺られて人生考えて 

 6.4 天保のタマちゃん伝説 日本の幻獣 川崎市民ミュージアム 

6.14有事法制関連 7法成立 6.12 伊勢大神楽と祝福芸の世界 加藤菊太夫、村田社中リバティおおさか 

 6.15 マイム集団「水と油」全国公演 

 6.19-20 ＪＪＦin名古屋 名古屋オアシス 21 

 6.23-25 フールＢ 重森一、ふくろこうじ、三雲いおり、山本光洋 

 6.24 猿まわし塾 東筑波ﾕｰﾄﾋﾟｱ（茨城・八郷町）入学金 30万円月謝 15万円 

 6.30 ｸﾗｳﾝﾌｧﾐﾘｰプレジャーＢ公演 名古屋千種文化小劇場 



7.2 紀伊山地、世界遺産に 7.4,16,22 ちんどん通信社 9番勝負 道頓堀極楽商店街 

7.4 赤塚不二夫会館、青梅ギャグビデオ祭 7.4 伊勢大神楽、熊野本宮大社奉納 加藤菊太夫社中 

 7.6 カバレット WASEDA ダメじゃん小出ほか アートボックスホール早稲田 

 7.10 H・アール・カオス「よみがえる舞踊詩 山田耕筰の遺産」 

 7.13-15 靖国神社みたま祭 入方興行「見世物」大寅興行「お化け屋敷」 

 7.17-8.8 上野夏まつり 

7.28 ムツゴロウ王国 あきる野市に今日オープン 7.20-25 沢入国際サーカス村夏のフェスティバル 

7.31 明治神宮、神社本庁を脱退 7.31 第 7回全国獅子フェスティバル in鴻巣 

8.1 演劇を小学校の授業に取り入れる 8.4 「捕虜劇団」の資料旧ビルマ 栗山民也さんの父 

8.2 向島百花園 200年催事 百花園音頭で街自慢 8.5 かるかや縁日 刈萱道心石童丸絵解き、オカリナ、南部神楽 

8.6 キツネの分布と妖怪伝承の関連 日文研 8.5 ククラチョフの猫劇場 9-8-10 九段会館 

 8.6 シアターＸ 仮面と身体 国際舞台芸術祭 

 8.7 細野晴臣、紀伊山地、熊野本宮 大斎原でコンサート 

8.10 福井・美浜原発で蒸気噴出、4人死亡 8.8 江戸博で昔あそびのイベント 

8.11 アートをひらくＮＰＯ アートネットワークジャパン/廃校の稽古場

転用/市の施設活用 横浜 

 

8.11 共生の先駆者・ハーン 妖怪・周縁への視点 8.12 かかしコンクール・深川江戸資料館で。越後妻有ｱｰﾄﾄﾘｴﾝﾅｰﾚへ出品 

8.12 UFJホールディングスと三菱が統合へ合意 8.16 国内外のｽﾄﾘｰﾄﾀﾞﾝｽ集合 新宿ｽﾍﾟｰｽゼロ、ﾊﾟｰｸﾀﾜｰ 

8.13 米軍ヘリコプター、普天間基地近くの沖縄国際大学に墜落 8.16 欧州のジプシー楽団来日 

8.13 アテネ五輪開催（～8.29） 8.17 嘉穂劇場を水害から復興・伊藤英昭さん 

 8.18 乱歩の「幻影城」一般公開 

 8.18 ヘブンアーティスト 大阪 なんばパークス屋上、上方資料館前 ほか 

 8.20-22 麻布十番納涼まつり 

 8.24 無声映画上映会 澤登翠 8.24-25 学士会館 

 8.25-10.4 「生人形と松本喜三郎」展 大阪歴史博物館 

8.25 まつもと市民芸術館 串田和美、市民との対話で新しい劇場作り 8.25-26 愚者の行進・道化の魂 加納真実ほかﾌﾟﾗﾝＢ 

8.28 ゴールデン街跡にホール付き新ビル、活気再び 8.29 芸術見本市 2004 池袋西口広場 

8.28 豊島区に公営の稽古場 8.30 江戸の小芝居復活 江戸東京博 

 8.30 京都の集団ｷｭﾋﾟｷｭﾋﾟ、映像とﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽのｷｬﾊﾞﾚｰｼｮｰ 

9.2 北千住にシアター1010オープン 館長・市川森一、芸術監督・朝倉摂 9.1 窓：宮本常一の遺産 周防大島文化交流センター 

9.4 浅草花やしき、あらためてのオープン記念/下町情緒これからも 9.6-8 ヘブンアーティスト公開審査 

9.8 世界遺産日本 今失われる平穏 /保存と利便性 /伝統と理念 /連携 9.8-11.7 六本木ヒルズ・ワールド・パフォーマンス・フェスティバル 

9.9 弥生時代のはじまりは前 10ｃ後半 /9.15 九州大は前 5ｃと測定 9.9 大駱駝艦 芸能の始源問い直す「壺王」 

9.11 品川プリンス、水族館を 05年に開業 9.12 澤田隆治 ①たまった資料 ②観客の変化 ③笑て直す新療法 

9.14 ソニー、ＭＧＭ買収 9.14 人体の不思議展 9.4-2005.1.16 国際フォーラム 

9.15キトラ古墳、壁画全面剥ぎ取り、修復、展示 9.16 六本木ヒルズ 第 3回ワールド・ストリート・パフォーマンス 

9.18 プロ野球選手会、12球団体制維持を求めて初のストライキ（～9.19） 9.18 遊行寺説経節公演 三代若松若太夫 

 9.18-19 熱海パフォーマンスフェスティバル 

 9.22-23 映画エノケン十八番「らくだの馬さん」「アチャラカ誕生」ときわ

ホール 

 9.23 第 8回九州大道芸まつり in宗像 

 9.23 月潟村大道芸フェスティバル 

 9.23 チェーホフでお笑いを 近代文学館で 

 9.24 葛飾柴又・寅さんの風景を後世に 

 9.28-29 フールＢ ソロ道化シリーズ シルヴプレ、重森一 プランＢ 

9.29 05年愛・地球博 環境 /再生 9.29-30 ダメじゃん小出、ふくろこうじ他 タイニイアリス 

10.1 イチロー、ＭＢＬのシーズン安打記録を更新、84年ぶりの快挙 10.2 国本武春①テープ聴いて ～⑤ROUKYOKU 

10.1アーティストと共同でパフォ・ダンス作品を作る公共施設 10.2 ク・ナウカ、東京国立博で野外劇「アンティゴネ」 

10.2 TDL猛暑で集客数前年割れ 4-9月 1202万 9千人 -2.3％ 10.2-3 千住エキゾチックフェア 

 10.3 ヘブンアーティスト in 新宿 

10.6 北限のサル、初の駆除 青森・脇野沢村 24匹捕獲申請  10.6 青鉛筆：河内家菊水丸、著作権を確認  

10.6 米政府調査団、イラクに大量破壊兵器はなかったと発表 10.7 青鉛筆：エノケンのデスマスク公開 下町風俗資料館 

10.7 ティラノサウルス類、羽毛の化石 1億 4千万-1億 3千万年前 10.8 オトナ文化祭 in下北沢 3500円で映画・芝居・音楽 

 10.9-10.31 六本木ワールド・ストリート・パフォーマンス 

10.11 西安で遣唐使の墓誌発見、仲麻呂と同期の「井真成」 10.10 ギリヤーク尼ケ崎青空舞踊公演 新宿・三井 55広場 

 10.10 ヘブンアーティスト in人形町 



10.15西武総帥・堤義明、有価証券虚偽記載ですべての職を辞任 10.10-12 泉州糸あやつり人形劇 日中友好会館ホール 

 10.16 喰丸文化祭オープニング 秋山祐徳大子 福島県昭和村喰丸小学校 

10.15 青梅赤塚不二夫記念館一周年記念、ビデオ大賞  10.16-17ヘブンアーティスト TOKYO 上野公園 

10.16 韓流ブーム、ロケ地ツアー人気 10.16-17 第 26回名古屋・大須大道町人まつり 

 10.18 Ｎ響の篠崎史紀と「水と油」共演。モーツアルトのパントマイム曲 

 10.21 青山劇場太鼓見聞録 藤本吉利・今福優 

10.23 新潟県中越地震、震度 7、つづけて 3回 10.23 浅草駒太夫、ひさびさの舞台 この道 47年 

10.26 フランスでジャポニズム再燃 コスプレ・キティ 10.23 三代若松若太夫独演会 板橋区郷土伝承館 

10.28 インドネシアで新種のヒト化石 身長１メートル  10.24 向島で風の盆、9000人の見物客でにぎわう 

 10.23-24 三茶 de大道芸 世田谷区・三軒茶屋周辺 

 10.25 藤山新太郎：蘇る江戸の手妻 新宿・スペース 107 

 10.27-11.7 六本木ヒルズ・ワールド・ストリートパフォーマンス 

 10.29-05.1.23 アレグリア 原宿ビッグトップ 

 10.30-31 秋の横浜野毛大道芸 

 10.30-31 トリトン・クラウン・ミーティング 

 10.31 お笑い 125年シンポ（ワッハ上方）特別展 12.26まで 

 10月   ODAIBA大道芸 お台場ﾊﾟﾚｯﾄﾌﾟﾗｻﾞ 

 10月   所沢・芸人王国 所沢市民文化ｾﾝﾀｰ、航空公園 

11.1 バグダットで拘束されていた香田さん、遺体で発見 11.1 がん患者で女優の平泉緋紗さん、ひとり芝居 

11.1 新紙幣発行。一万円：福沢諭吉、5千円：樋口一葉、千円：野口英世  

11.2 楽天、プロ野球参入決定 11.2 東京・酉の市、14日と 26日、新宿花園神社に見世物 

11.3 ナチス支援の一族、コレクション公開、賛否うずまく 11.3 島田紳助、女性マネージャに暴力 

 11.3-7 第 12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 

 11.4 大水木しげる展 11.6-2005.1.10 

 11.5 明和電機（土佐信道）「ﾅﾝｾﾝｽﾏｼｰﾝｽﾞ」展 12.26まで NTT ｲﾝﾀｰ… 

11.8 オレオレ詐欺、巧妙に。「劇団型」主流 11.8 フィリップ・ジャンティ 新作・バニッシング・ポイント 

11.10 ジャズ喫茶から著作権料 11.9 映画「修験～羽黒山秋の峰」完成 

11.12ダイエー、球団をソフトバンクに売却決定 11.11 コンテンポラリー・ダンス ﾘﾄﾙ･ｱｼﾞｱ･ﾀﾞﾝｽﾎﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 5か国 

 11.11 ダンスビエンナーレ TOKYO 青山スパイラル 11か国 

 11.11 道の面影・街の芸 （ちんどん屋、紙芝居、物売り）国立演芸場 

11.18 1300万年前の類人猿の化石 11.17 「ヨン様」ワード・オブ・ザ・イヤーに（「智恵蔵 2005」発刊記念） 

 11.18 古典芸のアカペラ 真言宗声明、能狂言、韓国・タイの宮中舞踊 

 11.19-21 地球が夢をみるとき 六本木ヒルズ ストレンジ・フルーツ 

 11.20-21 仙台勾当台公園、街が劇場になる日 神楽・野外演劇・紙芝居ほか 

11.23 新宿の廃校、芸団協に提供 「芸能花伝舎」  11.20青梅宿アートフェスティバル 11.20-21 昭和モダン、ワハハ本舗、 

11.24「九条の会」結成。呼びかけ人：井上ひさしほか 11.20 旧岩崎邸 開園会館 3周年記念ライトアップ  

11.26 ナチの略奪絵画 シスレーの名画 無償返却すぐ売却 11.24 新潟のお笑い集団、原宿で路上ライブ 

11.27 日光江戸村など 3施設、売却 11.25 松平健、マツケンサンバⅡヒット、紅白出場 

11.27 小牧温泉、再生法申請 11.27 見世物学会総会 和田修、田之倉稔ほか 目黒区東山住区会館 

11.30 二つの美術館 金沢 21世紀と大阪国際（寄稿・高階秀爾）  

12.2 ニンテンドー ＤＳ発売 12.2 元ナターシャセブン・城田純二（52）、傷害致死罪で懲役 5年 

12.3 社説：ＵＦＪ銀行の罪 12.4 エイズ予防で紙芝居、ＮＰＯジョイセフ、アフリカ諸国をまわる 

 12.4 出店相談、市に相談したら、組事務所へ、新潟市で 

12.7 社説：景観法施行、魅力ある街づくり 12.6回顧論壇 /12.7文芸 /12.8音楽 /12.13美術 /12.14舞台 /12.15映画 

12.11 「冬ソナ効果」1225億円、第一生命研  

12.16 ＵＳＪ，スヌーピーで家族客ゲット 12.12 浦和・調神社・十二日まち「見世物」 

 12.16-17 ダメじゃん小出負け犬の遠吠え 内幸町ホール 

 12.20 田辺一鶴、盟友水木しげるを講談に 江戸博 12.25 

 12.20 沢竜二、第 16回全国座長大会 浅草公会堂、12.23-24 

 12.23 新撰組イベント、土方の日野・人気、近藤の調布・赤字 

 12.24 川口慧海のチベット日記発見 1900年 3月から 12月 

12.26 スマトラ沖で大地震、震度 8.9 津波被害などで死者 30万人 12.24 伊勢大神楽桑名増田神社総舞 

12.29 考古学 2004 キトラ古墳壁画修復、飛鳥浄御原正殿跡の石敷き  

12.30 社説：ダイエー中内㓛の戦後 12.31 さよなら 2004 

※この年のトピック      

10 大ニュース：①新潟県中越地震。震度７ ②サマワに自衛隊派遣 ③アテ 文化勲章に、４世中村雀右衛門     
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               上島敏昭  

 自衛隊が米英軍に加担してイラクに

進軍したことで、日本人がテロの標的 

となり、犠牲者が出た。第二次大戦後の大

きな転換となる年であった。そうした風潮に

危機感を覚えた知識人が「九条の会」を結

成した。 

 大道芸は、お台場につづき、シオサイト、

六本木ヒルズなど大型開発が完成し、それ

を祝するように大道芸の催しが行われた。 

いずれも海外のパフォーマーを招聘して、

イメージとして国際性をアピールした。いっ

ぽう日本人パフォーマーのソロライブ公演

もたびたび行なわれるようになった。数が

多すぎて年表には掲載できなかったものも

ある。前年より景気が回復したのかもしれ

ない。反面、「負け犬」の語が流行った。 

 

ネ五輪 ④イラクで香田さん殺害 ⑤プロ野球再編問題 ⑥台風 10 個が上陸 

⑦三菱東京とＵＦＪが統合 ⑧拉致被害者の家族帰国 ⑨参院選で自民敗

退、民主躍進 ⑩イチロー、大リーグの安打記録更新 

ヒット商品：「冬のソナタ」、「世界の中心で、愛をさけぶ」、アクオス、

iPod 

流行語大賞：「チョーきもちいい」「気合いだー!」「自己責任」 

今年の漢字「災」 

野球 セリーグ中日、パリーグ西武が優勝、日本一は西武ライオンズ 

 ダイエーの松中信彦が三冠王 

文化功労者に、井上ひさし、高野悦子、蜷川幸雄、平岩弓枝、山田洋次 

勲三等旭日中綬章に、 

紫綬褒章に、池辺晋一郎、岩下志麻、大林宣彦、亀井忠雄、桐竹文寿、日野

皓正、古川タク、山藤章二、山本邦山、山本耀司、島次郎、竹内銃一郎、飯

守泰次郎、黒鉄ヒロシ、三田和代、豊竹咲太夫 

芸術院賞に、鶴澤清治、富山清琴、吾妻徳彌 

芸術選奨文部大臣賞に、五木ひろし、柳家小三治 

 

ﾍﾞｽﾄｾﾗｰ：『ハリー・ポッターと不死身の騎士団』（Ｊ．Ｋ．ローリング著、

松岡佑子訳、静山社）、『バカの壁』（養老孟司著、新潮社）、『世界の

中心で、愛をさけぶ』（片山恭一著、田内志文訳、小学館）、『グッドラ

ック』（Ａ．ロビラ著、フェルナンド・トリアス・デ・ベス著、ポプラ社）、

『蹴りたい背中』（綿谷りさ著、河出書房新社）、『13歳のハローワーク』

（村上龍著、はまのゆか絵、幻冬舎）、『能を鍛える大人の音読ドリル ／

計算ドリル』（川島隆太著、くもん出版）、『いま会いにゆきます』（市

川拓司著、小学館） 

映画 「ハウルの動く城」（宮崎駿監督）、「ハリー・ポッターとアカズ

バンの囚人」（アルファンソ・キュアロン監督）、「ロード・オブ・ザ・

リング 王の帰還」（ピーター・ジャクソン監督）、「世界の中心で、愛を

さけぶ」（行定勲監督） 

ヒット曲「ハナミズキ（一青窈)、「瞳をとじて」（平井堅）、「ロコロー

ション」（オレンジレンジ）、「やさしいキスをして」（DREAMS COME TRUE）、

「かたちあるもの」（柴崎コウ）、「花」（オレンジレンジ）、「Moments」

（浜崎あゆみ）、・・・「マツケンサンバⅡ」（松平健）、・・・「栄光

の架橋」（ゆず） 

書籍 『テキヤ』（松元健治著、創栄出版）、『啖呵こそ、我が稼業～会津

家三代目・坂田春夫』（塩野米松聞書き、新潮社）、『ポイ・スピニング・

ブック』（ミハル・カーン 著、中嶋潤一郎 訳、ナランハ）、『興行師たち

の映画史』（柳下毅一郎著、青土社）、『虚業成れり：「呼び屋」神彰の生

涯』（大島幹雄著、岩波書店）、『アチャラカ』（高平哲郎著、ビレッジセ

ンター出版局）、『別冊太陽 日本のこころ カタリの世界』（西川照子構

成、平凡社）、『寄席芸・大道芸 物語で学ぶ日本の伝統芸能 ： 5』（小沢

昭一・矢野誠一監修、くもん出版）、『音作り半世紀：ラジオ・テレビの音

響効果』（大和定次著、春秋社）、『行こうぜ! サーカス』（沢田俊子 作、 

ひろのみずえ 絵、汐文社）、『空中ブランコ』（奥田英朗著、文藝春秋）、

『日本の放浪芸』（小沢昭一著、白水社）、『私のための芸能野史』（小沢

昭一著、ちくま文庫）、『小沢昭一がめぐる寄席の世界』（小沢昭一著、朝

日新聞社）、『名匠松本喜三郎』（大木透著、熊本市現代美術館）、『アク

ロバット』（ゴンザーロ・ライラ 著、鈴木恵 訳、小学館）、『サーカスの

犬』（リュドヴィック・ルーボディ著、永田千奈 訳、光文社）、『似非（え

せ）サーカス』（骨。著、文芸社）、『いこういこうサーカス』（木村泰子 絵・

文、至光社）、『サーカスのすべて：からくりサーカス公式ガイドブック』

（藤田和日郎著、小学館）、『見世物人形細工人達の系譜』（町田市立博物

館編、刊）、『一筋の真に生きて』（須田海山著、文芸社）、「馬事往来 サ

ーカスとピカソ」（小山 清男著、『Hippophile』10月号）、「特集ストリー

トのいま」（『月刊みんぱく』8月号） 

ジャグリング情報誌「ジャグパル」22号～25号、 

ＣＤ＆ビデオ 『説経節 初代若松若太夫』、 

物故 2/7 国文学者・松田修（76）、2/10 挿絵画家・杉本健吉（98）、2/27 中

世史家・網野善彦（76）、4/9日本画家・加山又造（76）、4/11作家・鷺澤萌（35）、

4/20地球物理学者・竹内均（83）、4/22写真家・朝倉俊博（62）、4/21日本マ

クダナルド・藤田田（78）、4/25元蔵相・三塚博（76）、5/1動物作家・戸川幸

夫（92）、5/10近世史家・大石慎三郎（80）、5/19国語学者・金田一春彦（91）、

6/5元米大統領・ドナルド・レーガン（93）、6/14脚本家・八木柊一郎（75）、

6/17作家・松下竜一（67）、6/20田中角栄元秘書・早坂茂三（73）、6/21ルポ

ライター・広岡敬一（82）、7/7 政治学者・高畠通敏（70）、7/6 清貧の思想・

中野孝次（79）、7/9中世史家・永原慶二（81）、7/19元首相・鈴木善幸（93）、

8/3写真家・カルティエ・ブレッソン（95）、8/29独文学者・種村季弘（71）、

9/8作家・水上勉（85）、9/20作家・白石一郎（72）、9/24仏作家・フランソワ

ーズ・サガン（69）、9/27 作家・森村桂（64）、10/1 ファッション写真家・リ

チャード・アドベン（81）、10/7 英米文学者・鳴海四郎（87）、10/9 思想家・

ジャック・デリダ（74）、10/21詩人・川崎洋（74）、11/1サルトル翻訳・白井

浩司（87）、11/9作家・山代巴（92）、11/11パレスチナ議長・ヤセル・アラフ

ァト（75）、12/4 ノンフィクション作家・本田靖春（71）、12/6 財団理事長・

山路ふみ子（92）、12/26 詩人・石垣りん（84）、12/28 批評家・スーザン・ソ

ンタグ（71） 

物故 1/5 マヒナスターズ・和田弘（72）、1/5 江戸っ子芸者・中村喜春（90）、

1/31落語家・桂文治（80）、2/13ムーミンパパの声・高木均（78）、2/17ジャズ

ピアニスト・世良譲（71）、3/19 京舞家元・井上八千代（98）、3/20 ドリフター

ズ・いかりや長介（72）、3/23 さとうきび畑作詞作曲・寺島尚彦（73）、3/24 俳

優・三ツ矢歌子（67）、3/25俳優・下川辰平（73）、4/2俳優・中谷一郎（73）、

リヤカーの寅さん・川橋正治（78）、4/3 本牧亭社長・清水基嘉（65）、4/6 落語

家・三遊亭歌奴（62）、4/7喜劇俳優・芦屋雁之助（72）、4/19漫画家・横山光輝

（69）、4/29喜劇俳優・小鹿番（71）、5/15俳優・三橋達也（80）、6/7漫才師・

国会議員・コロムビア・トップ（82）、6/10 狂言師・野村万之丞（44）、6/10 音

楽家・レイ・チャールズ（73）、6/18漫画協会名誉会長・杉浦幸雄（92）、7/1俳

優・マーロン・ブランド（80）、7/15アイヌのムックリ奏者・安東ウメ子（71）、

7/20舞踊家・アントニオ・ガデス（67）、7/22漫才師・星セント（56）、7/25俳

優・下条正巳（88）、7/26作家・中島らも（52）、7/31歌手・朱里エイコ（58）、

8/4俳優・渡辺文雄（74）、10/1シンセ奏者・姫神こと星吉昭（58）、10/10俳優

スーパーマン・クリストファー・リーブ（52）、10/31落語家・春風亭柳橋（69）、

11/18俳優・新田昌玄（70）、11/26俳優・島田正吾（98）、12/22漫才師・リーガ

ル天才（80） 

 


