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舞鶴市総合文化祭
― すばらしき 舞鶴 ―

舞鶴市文化協会創立70周年

《10 月 17 日の主な演目と出演団体》
邦楽 「未来花」 【当道音楽会、古今会、竹園会】

日本舞踊 「長唄新曲 嵯峨の春」 【喜扇満の会】

新舞踊 「 豪商一代 紀伊国屋文左衛門 」 【藍の会】

洋楽 「こきりこ節」 【オカリナハーモニー】

民踊 「江差甚句」 【豊舞会】

新剣扇詩舞「剣舞 神 州」 【竹静会】

民踊 「浜唄」 【豊舞会】

民謡 「元禄 花見踊り」 【民謡 三味弘会】

日本舞踊 「地唄 ゆき」 【芳柳会】

大正琴 「あざみの歌」 【よつば会】

日本舞踊 長唄小唄 「若竹」 【京香会】

邦楽 「和・洋・中国楽器で奏でる日本のうた」【葉風会】

新舞踊 「修善寺の宿」 【睦会】

邦楽 「長唄 雛鶴三番叟」 【竹龍会】【みつる会】

日本舞踊 「千代の寿」 【幸和の会】

民踊 「人生５分と５分」 【豊舞会】

民踊 「ていんさぐの花」 【豊舞会】

【日時】10 月 17 日㈯・18 日㈰ 12 時～ 16 時
【場所】総合文化会館 大ホール
【入場料】無料
問 舞鶴市文化協会事務所（☎ 64・5109）

《10 月 18 日の主な演目と出演団体》
民謡 「西条酒屋唄」 【民謡 玉晴会】

日本舞踊 「雨の五郎」 【日本舞踊 銀鈴会】

新舞踊 「飛騨の龍」 【緑豊会】

民踊 「南部俵つみ唄」 【日本伝統民踊研究友の会】

洋楽 「魅惑のワルツ」 【城南アロハ ハワイアンズ】

吟舞 「日本を讃える」 【詩吟道一期会】

日本舞踊 「長唄　手習子」 【龍美会】

日本舞踊 「長唄 初鶯」 【若鶴会】

民踊 「大雪山」 【北京都民踊協会中舞鶴支部】

民踊 「寿」 【北京都民踊協会西舞鶴支部】

洋楽 「シルクロードキャラバンの旅」 【舞鶴ギター合奏団】

吟舞 「春簾雨窓」 【神心流尚道館全丹地区
 　　　　　　　  舞鶴総支部】

洋楽 「黄色いさくらんぼ」 【オカリナ 仲間】

新舞踊 「お吉」 【鶴の会】

洋踊 「コッペリアより」 【プルミエール 舞鶴スタジオ】

民踊 「武蔵流転」 【北京都民踊協会神崎支部】

民踊 「雪・月・花」 【北京都民踊協会東舞鶴支部】

創立７０周年記念式典・開会式

オープニング「舞鶴の風景」
第１部　城～田辺城～
民踊、民謡 舞鶴風流音頭
詩吟、合吟 九月十三夜陣内作
新舞踊、尺八、箏 祝い船
民踊、民謡 舞鶴港音頭
尺八、箏 古城
民踊、民謡 舞鶴小唄
第２部　引き揚げのまち
詩吟、尺八、箏 岸壁の母
朗読 引き揚げの思い出
BGM みかんの花咲く丘
演奏十歌 リンゴの唄
朗読 引揚者の舞鶴の思い出
BGM 誰か故郷を想わざる
ドラマ 岸壁の母
第３部　海
洋舞 美しき青きドナウ
洋舞 to Ｕ
ドラム 和太鼓とドラムスのセッション
合同演奏 海・われは海の子
大正琴、ギター・二胡 演歌
大正琴 RPG
フィナーレ「マイホームタウン舞鶴」

　市文化協会創立 70 周年を記念し「田辺城」「引き揚
げのまち」「海」をテーマに舞台発表が行われます。

【日時】10 月４日㈰ 13 時～ 16 時
【場所】総合文化会館 大ホール
【入場料】無料

特別合同祭典「すばらしき 舞鶴」

部門 展示団体名

文芸

❖舞鶴市俳句協会
❖海門俳句会
❖舞鶴番傘川柳会
❖狩俳句会
❖文化交流潮風の会
❖月よう俳句会

絵画

❖舞鶴美術協会
❖水墨画 緑峰会
❖紫宝会
❖洋画グループ柊
❖創美会

写真
❖全日本写真連盟舞鶴支部
❖写団「北京都・写楽」
❖写団「キャラット」

書道
❖舞鶴書道連盟
❖一照会
❖龍翔書道会

工芸・手芸

❖一陶会
❖はるみ会
❖おり紙舞鶴
❖日本手芸普及協会京都舞鶴

着付け ❖前結び宗家きの和装学苑まいづる

華道
❖舞鶴華道連盟
❖華道家元池坊舞鶴支部
❖華道嵯峨御流舞鶴司所

茶道
❖茶道裏千家淡交会両丹支部舞鶴
❖古儀茶道薮内流竹風会舞鶴支部 
❖表千家紫友会

【日時】10 月２日㈮～４日㈰９時～ 17 時
【場所】総合文化会館 小ホール・展示室ほか
【入場料】無料

特別合同祭典「輝く文化芸術の祭典」

　市文化協会の加盟団体が日頃の練習の成果を披露する総合文化祭を 10
月２日㈮から市内各所で開催。
　今年は市文化協会の創立 70 周年を記念し、10 月２日㈮～４日㈰に「特
別合同祭典 ‐ 輝く文化芸術の祭典 ‐ 」、４日には創立記念式典を実施す
るほか、70 周年を記念して製作された「舞鶴市文化協会の歌」が初めて
披露された後、３部構成による舞台「すばらしき舞鶴」が発表されます。
　会期は 11 月 29 日㈰まで。市内各所で発表や展示会が開催されます。
▶詳しくは、舞鶴市文化協会事務所（火・水・金曜日の 13 時～ 16 時、
☎ 64・5109）へ。

芸能祭

月 日 行　　事　　名  会　場

10

2 ～ 4 特別合同祭典 「輝く文化芸術の祭典」
（※左に関連記事） 総合文化会館

4
創立 70 周年記念式典・ 開会式・
特別合同祭典 「すばらしき舞鶴」

（※左に関連記事）
総合文化会館

4 かざはな朗読コンサート 市政記念館

6 文化交流潮風の会 舞鶴市民短歌大会 南公民館

10 ～ 11 一陶会展 総合文化会館

10 ～ 12 写団「北京都・写楽」写真展 西駅交流センター

11 ナツメロ歌謡祭 総合文化会館

18 舞鶴市民川柳大会 西公民館

18 舞鶴岳風会吟道大会 中総合会館

16 ～ 18 墨彩画 華 習作展 西総合会館

17 ～ 18 芸能祭（※左に関連記事） 総合文化会館

17 ～ 18 あしで会書展 西駅交流センター

23 ～ 25 彩絵画会展 総合文化会館

23 ～ 25 水墨画緑峰会展 西駅交流センター

24 舞鶴市民吹奏楽団定期演奏会 市民会館

30 ～ 11/1 柊展（絵画展） 市政記念館

30 ～ 11/1 一照会書道展 西駅交流センター

11

3 ～ 4 舞鶴盆栽水石展 市政記念館

3 大阪北京都岳風会吟道大会 中総合会館

8 舞鶴市民俳句大会 商工観光センター

13 ～ 15 舞鶴書道連盟会員展 西駅交流センター

15 舞鶴クラリネットアンサンブル
定期演奏会 総合文化会館

20 ～ 22 全日本写真連盟舞鶴支部写真展 市政記念館

20 ～ 22 紫宝会水墨画・日本画習作展 西総合会館

22 赤れんがカップ舞鶴市民親善囲碁大会 中総合会館

22 ニューサウンズコンサート 市民会館

27 ～ 29 写団キャラット 写真展 市政記念館
28

演劇サークル谺 定期公演 総合文化会館
29

10月2日㈮～11月29日㈰総合文化祭の日程
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【日時】10 月４日㈰ 13 時から
【場所】総合文化会館 大ホール
【内容】❖「舞鶴市文化協会の歌」の初披露
　 　　❖総合文化祭オープニング


