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青森県田子町と
神楽坂商店街の
交流イベント
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出演：青森県立田子高等学校、田子町各保存会　

主催：神楽坂商店街振興組合、青森県田子町　後援：新宿区
Performers: Aomori Prefectuai Takko High School, Takko Kagura Preservation Society 

Sponsors: Kagurazaka Business Association, Takko Town / Support: Shinjuku Ward 
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Exchange event 

in Aomori Takko town and 

Kagurazaka business Association

Sunday, 4 August●日時

2019年 8月4日（日） 12:00　19:00
田子町物産販売
同時オープン！
タッコーラ、黒にんにく、ニンニクなど

Products from Takko TownProducts from Takko TownProducts from Takko TownProducts from Takko Town

in神楽坂
K a g u r a z a k a

第三回

ナニャドヤラ Nanya doyara
　15:20～ 神楽坂商店街

　16:30～ 神楽坂通り商店会

　18：00～ 神楽坂商店街

Waseda Dori above Okubo Dori

Waseda Dori below Okubo Dori

Waseda Dori above Okubo DoriWaseda Dori above Okubo Dori

田子神楽 Takko Kagura
　15：50～ 神楽坂通り商店会

　17：10～ 神楽坂商店街
Waseda Dori below Okubo Dori

Waseda Dori above Okubo Dori

楽楽
とと

Waseda Dori below Okubo Dori

Waseda Dori above Okubo Dori

Waseda Dori below Okubo Dori

Waseda Dori above Okubo Dori



　かなり古い時代から、青森県の南部地方や岩手・秋田の県北地方で、「盆踊り」とし
て踊られていました。
　「ナニャドヤラ」の語源はいろいろ言われています。ヘブライ語との説もあれば、日本
民俗学の創始者柳田国男先生は、これを、女が男に呼びかけた恋歌としてとらえてい
ます。八戸の北村益氏は、「なんなりとおやりなさい。なんなりとなさいませ、なんなりと
やって下さい。」という南部地方の方言であると解しています。
　本来は、各集落の神社の境内で踊られており、満月の明るい月影を浴びながら、若
い男女が呼びかけあい、答え合って恋を語らう。それはわが家の繁栄をこい願ってい
るご先祖様の喜びでもあった、とされています。
　締太鼓の伴奏で、「ナニャドヤラヨ～」という音頭取りの歌声を受けて、男の踊り手た
ちは力強く、女の踊り手たちは妖艶に、一心不乱に夜明け近くまで踊っていました。

This style of dancing comes from the ancient Tohoku-
region style of Bon Odori performed in southern Aomori as 
well as parts of Iwate and Akita Prefectures.

It is unclear where the origin of the name “Nanya doyara” 
comes from. 

According to the pioneering Japanese folklore scholar 
Kunio Yanagita, it was taken from the old love songs and the 
words used by women to attract men. 

According to Hachinohe City’s Masu Kitamura, the name 
comes from southern Aomori dialect meaning “Do whatever 
you wish, whatever you please!” 

The dance was performed in village shrines under the 
light of the full moon by young men and women, often with 
seductive intent. To the beat of the taiko 
drums and “Nanya doyara” singing,  men 
and women would dance late into the night.

ナニャドヤラ（盆踊り）

Nanya doyara “Bon-odori”

　山伏神楽が起源とされ、450年ほど前から伝えられている、と言われています。南部藩
26代信直公が田子城に居城し、27代利直公は天正4年（1576年）にここで誕生。そのこ
ろから、田子神楽は田子城下を守護する神楽だったとされています。
　現在、権現様は田子町鎮守八坂神社の境内に権現堂を建てて奉安し、諸道具は宝
庫に納められ、神社総代の管理下にあります。歌・舞ともに「田子神楽保存会」によって継
承され、昭和36年「青森県技芸指定（無形民俗文化財）」に、昭和46年には文化庁により
「無形民俗文化財記録作成指定」とされました。本来は、祝儀及び葬祭の際に、依頼を
受けて奉仕していました。
　田子神楽には48演目がありますが、現在では、15演目ほどが記録保存され、継承され
ています。区分は、「権現舞」「祈祷舞」「荒神舞」「武士舞」「女舞」「道化舞」「荒舞」等
があり、今回披露させていただきます「鶏舞」は「祈祷舞」に、「傘舞」と「盆舞」は「荒舞
（アラマイ）」に区分されるものです。

田子神楽 たっこかぐら

It is said that the origins of this dance date back some 450 
years, born from ancient Shinto music and dancing 
dedicated to the gods that was performed to protect Takko 
Castle. The purposes of Kagura dances included protecting 
homes and people through celebratory rites as well as for 
funerary rites.

This dance has been passed on and still performed to this 
day through the Takko Kagura Preservation Society.

It was recognized as a designated cultural art asset by 
Aomori Prefecture in 1961 and by the Japanese Agency for 

Cultural Affairs as an intangible folk art asset in 1971.
Takko Kagura originally consisted of 48 different 

programs or performances, of which only 25 have been 
recorded and preserved. 

These fall under different categories including dances for 
gods, as a form of prayer, and dances for women or warriors. 

The members of the Takko High School troupe will 
perform “Torimai,” a prayer dance, “Kasamai” and “Bonmai,” 
originating in improvisational dances with umbrellas and 
trays.

Takko Kagura

seductive intent. To the beat of the taiko 
drums and “Nanya doyara” singing,  men 
and women would dance late into the night.

青森県田子町
イメージキャラクター

「たっこ王子」

　かなり古い時代から、青森県の南部地方や岩手・秋田の県北地方で、「盆踊り」とし

　「ナニャドヤラ」の語源はいろいろ言われています。ヘブライ語との説もあれば、日本
民俗学の創始者柳田国男先生は、これを、女が男に呼びかけた恋歌としてとらえてい
ます。八戸の北村益氏は、「なんなりとおやりなさい。なんなりとなさいませ、なんなりと

　本来は、各集落の神社の境内で踊られており、満月の明るい月影を浴びながら、若
い男女が呼びかけあい、答え合って恋を語らう。それはわが家の繁栄をこい願ってい

　締太鼓の伴奏で、「ナニャドヤラヨ～」という音頭取りの歌声を受けて、男の踊り手た

According to the pioneering Japanese folklore scholar 
Kunio Yanagita, it was taken from the old love songs and the 
words used by women to attract men. 

　山伏神楽が起源とされ、450年ほど前から伝えられている、と言われています。南部藩
26代信直公が田子城に居城し、27代利直公は天正4年（1576年）にここで誕生。そのこ
ろから、田子神楽は田子城下を守護する神楽だったとされています。
　現在、権現様は田子町鎮守八坂神社の境内に権現堂を建てて奉安し、諸道具は宝
庫に納められ、神社総代の管理下にあります。歌・舞ともに「田子神楽保存会」によって継
承され、昭和36年「青森県技芸指定（無形民俗文化財）」に、昭和46年には文化庁により
「無形民俗文化財記録作成指定」とされました。本来は、祝儀及び葬祭の際に、依頼を
受けて奉仕していました。
　田子神楽には48演目がありますが、現在では、15演目ほどが記録保存され、継承され
ています。区分は、「権現舞」「祈祷舞」「荒神舞」「武士舞」「女舞」「道化舞」「荒舞」等
があり、今回披露させていただきます「鶏舞」は「祈祷舞」に、「傘舞」と「盆舞」は「荒舞
（アラマイ）」に区分されるものです。

田子神楽

It is said that the origins of this dance date back some 450 
years, born from ancient Shinto music and dancing 

Takko Kagura


