
江 優り佐原・文化芸術祭
2018年 10月 28日 (日 )～ 11月 18日 (日 )

佐原では利根川が結んだ江戸文化を育み、「江戸優りの伝統文化」として培い、地域くるみで大切に継承しています。

期間中は、市民活動団体や商店会、地元の学生などが一体となつて、町中を舞台に文化や芸術にふれる空間を演出します。

10月 28日 (日 )

会場 :与倉屋大土蔵

時間 :14:00～

狂言

『狂言にふれてみよう」
● 狂言の紹介・演目解説
● 狂言「藩痢 (しびり)」

● 狂言ワ…クショップ

● 袴狂言『欅編 (ぼうしばり)」

出演 :大蔵狂言 SHIN～干太郎組
′」ヽ裾直人

吉田信海

田熊力也

琵琶と書道の共演
「平家物語より」
出演 :露琶 藤高理恵子

書道 自石雪妃

11月 3日 (土 )

会場 :与倉屋大土蔵

佐 原 高 校 文 化 発 表 会

時間 :13:00～ 14:00
出演 :佐原高校演劇部

佐原高校書道部

津軽三昧線演奏
時間 :14:00～ 14:40
出演 :紺谷藁和三絃会

佐原囃子演奏
時間 :15:00～ 15:30
出演 :佐原中学校郷土芸能部

11月 4日 (日 )

会場 :与倉屋大土蔵
時間 :14:00～

佐原軒先コンサート
出演 :(公財)千葉交響楽団

ツプラノ  糖原 奈穂
ヴアイオリン 荒巻 美沙子
チエロ   海老澤 洋三

電子ピアノ  横山 歩
司会     中里 かほり

佐原高校音楽部

佐原中学校含唱部
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平成 30年度まちの賑わい創出事業
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その他の催し

● 第 91回収蔵品展

国宝「伊能忠敬関係資料」の世界

期間 :10月 2日 (火)～ 11月 25日 (日 )

時間 :9:00～ 16:30(月 曜定休)

会場 :伊龍忠敬記念館

主催 :香取市

● 町並み高校生茶会

期日 :10月 28日 (日 )

時間 :10:00～
会場 :いなえ

千葉萌陽高校茶道部

● 日本遺産展示コ…ナー

期日 :10月 28日 (日 )

11月 3-4日 (土 。日)

11月 17-18日 (土 。日)

会場 :与倉屋大土蔵
主催 :香取市教育委員会

● 小江戸佐原骨董市
&150回記念大抽選会

期日 :11月 4日 (日 )

時間 :9:00～ 13:00
会場 :八坂神社境内
主催 :小野l‖ と佐原の町並みを考える会

● 市内物産の展示・販売

期日 :11月 17-18日 (土・ 日)

会場 :与倉屋大土蔵

主催 :江戸優り佐原文化芸術祭実行委員会

●食は五感の総合芸術事業
～ 米文化・佐原発酵フォーラム

第 1セ ッション「日本食文化と醸す人々」

第 2セ ッション「日本酒の価値を深化する」

第 3セ ッション「発酵食材の可能性を探る」

期日 :11月 17日 (土 )

時間 :13:15～ 16:35
会場 :佐原商工会議所ホ…ル

定員 :100名 (無料)

お申し込み :佐原商工会議所
TEL:0478‐ 54‐2244

● 花のモニュメント

期間中常設展示

会場 :まちなか

主催 :佐原おかみさん会

● 佐原まちぐるみ博物館

期間中常設展示

会場 :博物館加盟店

(定休日は店舗ことに異なります)

運営 :佐原おかみさん会

● ミニチユアフ…ド・ ドールハウス展

時間 :10:00～ 17:00
期間中常設展示

会場 :佐原町並み交流館

運宮 :小野川と佐原の円並みを考える会

《主催》江戸優り佐原文化芸術祭実行委員会

佐原商工会議所 香取市 (商工観光課・市民協慟課)香取市教育委員会 NPO去人まちおこし佐原●大祭振興協会 NPO法人小野川と佐原の町並みを考える会

NPO法人佐原アカデミア 香取市国際交流協会 香取市佐原商店会連合会 (―社)水郷佐原観光協会 結いの会 佐原おかみさん会 いNIPPONIA SAWARA

`協

力:NPO法人江戸優り佐原まちづくリフオーラム ′」′Fさ わら会 NPO婆沙羅 プラットフォーム佐原 食文化研究会 日本文化を愛でる会 千葉県立佐原高校

千葉萌陽高校 香取市立佐原中学校 香取市立佐原」ヽ学校 翔踊会 ―搬 財団法人小森文化財回 佐原商・たすきかけ協同組合 佐原の大祭全国展開実行委員会

佐原町並みあ―と倶楽部 アクサ生命佐原分室 まちおこし会社ふれきめら まちおこし会社ゼットやつべい社 口京信用金庫

江戸優り佐原文化芸術祭専用ベージ htp://SaWara.XSrV.,p/artfeStiVa1/ お問い合わせ 佐原商工会議所 04フ 8-54‐ 2244
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