
第 12 回南信州獅子舞フェスティバル 事業計画 

 

１ 開催趣旨 

(1) 貴重な伝統芸能として、近年全国的に注目されている「獅子舞」を南信州地域の誇るべき無

形の文化遺産として認識し、活用しながら保存継承するきっかけづくりとします。 

(2) フェスティバルの開催を通じて、当地域において特色ある屋台獅子とその保存組織等が交流

公演し、情報交換と伝統芸能の相互理解を高めます。 

(3) イベントを通じたコミュニティ活動の促進や観光的活用で、広く地域活性化に貢献します。 

 (4) 継続性のある事業として発展させ全国に誇ることができる文化資産を継承するものとします。 

 

２ 開催日時  令和元年 10 月 20 日（日） 9：00～16：00 

 

 

３ 開催場所  会 場：飯田市中心市街地 

             （中央通り１～４丁目、多目的公園（プール跡地）） 

        本 部：中央通り 1.2 丁目交差点 

          ・演舞場所を６つ設け、各団体がスケジュール通りに演舞を披露する。 

          （プール跡地、中央通り 1･2 丁目交差点、NTT 前、ろうきん駐車場、中央通り 3･

4 丁目交差点、栄小路入口交差点） 

          ・雨天の場合は、演舞可能な団体による演舞を飯田市公民館ホールで行う。 

 

４ 参加予定団体数  26 団体 別紙のとおり 

 

 

５ 主  催  南信州獅子舞フェスティバル実行委員会 

 

 

６ 共催予定団体 中日新聞社、信濃毎日新聞社、飯田市 

 

 

７ その他  ・第 10 回創作獅子舞コンクール（10：00～12：00 飯田市公民館） 

       ・南信州獅子舞フォトコンテスト 2019 

       ・『りんご並木天国』同日開催 

（10:00～16:00 会場：本町 1 丁目及びりんご並木(知久町～松尾町) 

 



形態 団　　体　　名 摘要

1 神楽 上中村獅子舞保存会

2 屋台 羽場獅子舞保存会 親子

3 神楽 松一伊勢流獅子

4 神楽 竹佐獅子保存会

5 屋台 寺所獅子舞保存会

6 屋台 飯沼諏訪神社奉納音楽獅子舞

7 屋台 上黒田獅子舞保存会

8 屋台 駄科下平獅子保存会

9 屋台 一色獅子舞保存会

10 屋台 下山獅子舞保存会 親子

11 屋台 上山獅子舞保存会

12 屋台 上茶屋獅子舞保存会

13 屋台 切石獅子舞保存会 親子

14 屋台 中平獅子舞保存会 親子

15 屋台 名古熊獅子舞保存会 親子

16 太鼓 茶屋町太鼓鼎

17 屋台 東鼎獅子舞保存会

18 屋台 龍江１区大獅子保存会

19 屋台 阿智黒丑舞保存会

20 神楽 木賊獅子保存会

21 屋台 加々須獅子保存会

22 屋台 河野大宮神社獅子お囃子保存会

23 神楽 諏訪形囃子方保存会

24 神楽 小出太鼓

25 太鼓 吟遊打人＆橋北屋台囃子

26 南信州天昇オロチ

第12回南信州獅子舞フェスティバル参加団体



創作獅子舞コンクール実施計画 

 

 

１ 名称  第 10 回創作獅子舞コンクール in 飯田 

 

２ 主旨  獅子舞は広く全国に広がっており、多くの人々に親しまれている民族芸能

です。獅子舞をテーマに「どんな獅子舞でも、どこからでも、だれでも」参

加できる「創作獅子舞コンクール」を開催したいと考えております。 

      一人で作るもよし、グループで作るもよし、「人と人」、「人と獅子舞」、「獅 

子舞と地域」、「人と地域」が出会い、飯田市から獅子舞による新たな交流の 

輪が全国に広がることを目的としています。 

 

３ 日時  令和元年 10 月 20(日) １０時 00 分から正午まで 

      ※参加応募数や全体スケジュールの調整により、時間が前後する場合が 

       ございます。 

 

４ 場所  飯田市公民館ホール 

 

５ 募集 

  [内 容] 獅子舞をテーマとした創作コンクール。5 分程度のもの。 

人が操作する、創作した獅子舞であること(既に発表済みの創作獅子舞 

も応募可)。 

  [方 法] 獅子舞フェスチラシによる 

  [締 切] ９月 20 日(金)まで(厳守) 

  [申込先] 飯田市役所観光課 0265-22-485２ FAX0265-22-4567 

 

６ 審査  実行委員会(3 名※)による審査 

      ※飯田市産業経済部長、正副実行委員長 

 

７ 表彰 

  最優秀賞…技術、芸術性に最も優れた団体を表彰する。 

  優秀賞 …技術･芸術性に優れた団体を表彰する。 

  熱演賞 …技術･アイデアに富み、優れた演舞を行った団体を表彰する。 

  アイデア賞 …自由な発想と優れたアイデアによる創作獅子舞を行った団体 

を表彰する。 

 

８ 問い合わせ 飯田市役所観光課 0265-22-485２ 

 

９ その他 天候不良により、南信州獅子舞フェスティバルの開催会場が飯田市公民館

になった場合、コンクールの形態はとらずに南信州獅子舞フェスティバ

ルの中で演舞披露いただきます。 



応募申込先 飯田市役所観光課
FAX 0265-22-4567

申込〆切 令和元年９月20日(金) 必着
発表会場 飯田市公民館 ホール
お問い合わせ TEL 0265-22-4852（飯田市役所観光課）

募
集

名 称：第10回創作獅子舞コンクールin飯田

創作獅子舞募集

開催日：令和元年10月20日（日）

会 場：飯田市公民館 ホール

審 査：実行委員会による審査・表彰

交通アクセスMAP

第12回南信州獅子舞フェスティバル同時開催

【開催の趣旨】
獅子舞は広く全国に広がっており、多くの人々に親しま
れている民俗芸能です。獅子舞をテーマに『どんな獅子舞
でも、どこからでも、だれでも』参加できる『全国創作獅子
舞コンクール』を開催したいと考えております。ひとりで創
るもよし、みんなで創るもよし、“人と人”、“人と獅子舞”、
“獅子舞と地域”、“人と地域”とが出会い、飯田市から“獅
子舞”による新たな交流の輪が全国に広がることを目的と
しています。

獅子舞をテーマとした創作コンクールを開催します。『どん
な獅子でも、どこからでも、だれでも』応募いただけます。
＝応募条件＝
・創作した獅子舞であれば、どんなスタイルでも可能です。
（人が操る獅子に限ります。）
・既に発表したものでも可能です。

申 込：裏面申込書によりお申込みください。

※雨天等により南信州獅子舞フェスティバルが飯田市公民館にて開催となった
場合はコンクールの形態はとりませんが、獅子舞フェスティバルにて上演いただきます。



 

 

 

 申 

 お申込締切日

 

氏名（ふりがな）

 

グループ（個人）名

連絡先住所

〒           

(概略をご記入ください

１ 創作獅子舞の名称

 

２ 創作のポイント

 

３ 獅子舞の内容

 

４ 演技時間

                

５ 参加人数

                

６ 使用機材

  マイク

  CD

  その他

７ その他

 

 

 

※申込書受領後、演出計画等を確認するための調査用紙を別途、送付いたしますので、

御回答くださいますようお願いします。

 込 先  

お申込締切日 

氏名（ふりがな）

グループ（個人）名

連絡先住所（自宅、勤務先などで「日常的に連絡の取りやすい連絡先」をご記入ください）

           

概略をご記入ください

創作獅子舞の名称

創作のポイント

獅子舞の内容

演技時間       

                

参加人数(演じる人

                

使用機材(必要な機材等をご記入ください

マイク   

CDを使用する

その他(                                  

その他 特記すべき事項があればご記入ください。

※申込書受領後、演出計画等を確認するための調査用紙を別途、送付いたしますので、

御回答くださいますようお願いします。

 送信先 FAX

 令和元令和元令和元令和元年９月年９月年９月年９月

氏名（ふりがな） 

グループ（個人）名 

（自宅、勤務先などで「日常的に連絡の取りやすい連絡先」をご記入ください）

           都道府県

概略をご記入ください) 

創作獅子舞の名称 

創作のポイント(特徴等)

獅子舞の内容(演技等) 

       

                

演じる人の数)

                

必要な機材等をご記入ください

   本(2本まで

を使用する  ・  

                                  

特記すべき事項があればご記入ください。

※申込書受領後、演出計画等を確認するための調査用紙を別途、送付いたしますので、

御回答くださいますようお願いします。

FAX 0265026502650265----22222222

年９月年９月年９月年９月 20202020 日（日（日（日（

（自宅、勤務先などで「日常的に連絡の取りやすい連絡先」をご記入ください）

都道府県 

) 

 

        

                分(5

) 

                人 

必要な機材等をご記入ください

本まで) 

  MDを使用する

                                  

特記すべき事項があればご記入ください。

※申込書受領後、演出計画等を確認するための調査用紙を別途、送付いたしますので、

御回答くださいますようお願いします。

22222222----4567456745674567   

日（日（日（日（金金金金））））厳守厳守厳守厳守    

男 

女 

（自宅、勤務先などで「日常的に連絡の取りやすい連絡先」をご記入ください）

(5分以内を目安としてください

 

必要な機材等をご記入ください) 

を使用する 

                                  

特記すべき事項があればご記入ください。

※申込書受領後、演出計画等を確認するための調査用紙を別途、送付いたしますので、

御回答くださいますようお願いします。 

 e-mail  ecotur@city.iida.nagano.jp

TEL 

 

FAX 

E-mail 

（自宅、勤務先などで「日常的に連絡の取りやすい連絡先」をご記入ください）

分以内を目安としてください

                                  

特記すべき事項があればご記入ください。 

※申込書受領後、演出計画等を確認するための調査用紙を別途、送付いたしますので、

ecotur@city.iida.nagano.jp

（自宅、勤務先などで「日常的に連絡の取りやすい連絡先」をご記入ください）

分以内を目安としてください) 

                                  

※申込書受領後、演出計画等を確認するための調査用紙を別途、送付いたしますので、

ecotur@city.iida.nagano.jp

（自宅、勤務先などで「日常的に連絡の取りやすい連絡先」をご記入ください）

                                  

※申込書受領後、演出計画等を確認するための調査用紙を別途、送付いたしますので、

ecotur@city.iida.nagano.jp 

（自宅、勤務先などで「日常的に連絡の取りやすい連絡先」をご記入ください） 

                                  ) 

※申込書受領後、演出計画等を確認するための調査用紙を別途、送付いたしますので、 






