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開 催 日

開催場所

開会式・オープニングフェスティバル
平成28年10月29日（土）
愛知県芸術劇場（大ホール）

　「第31回国民文化祭・あいち2016」の初日には、県内
外から来場者を迎え、総合フェスティバル「開会式・オー
プニングフェスティバル」を開催しました。
　総合プロデューサーとして東海学園大学教授の安田文吉
氏、日本舞踊家で西川流四世家元の西川千雅氏、作曲家の
渡辺俊幸氏を迎え、愛知の多様で個性豊かな文化を伝承す
る人々と、愛知から新たな文化を生み出している人々が、
国民文化祭の開会式に集い、テーマである「愛故知新　～
伝統を愛

いつく

しみ、新しきを知り、文化は動く～」を華やかに
表現しました。
　プロローグでは、愛知県ゆかりの唱歌「椰子の実」に、
新たな詞をのせた合唱でステージが始まりました。愛知県
出身の女優戸田恵子さんの語りとともに、総合プロデュー
サーの渡辺俊幸氏の指揮による同氏の作曲作品の演奏に合
わせて「武将のふるさと」や「ものづくり」に象徴される
愛知の姿を映像で紹介しました。
　開会式典では、会場全体での国歌斉唱に始まり、松野博
一文部科学大臣、大村秀章愛知県知事から主催者挨拶があ

り、その後、鈴木孝昌愛知県議会議長から歓迎の辞が述べ
られました。
　式典の最後には、オープニングフェスティバルの出演者
を代表して、指導するベテランと、学び習う若者という組
合せの８名により、国民文化祭の開会が高らかに宣言され
ました。
　第１章「時はからくりのごとく」では、平家琵琶におけ
る現在唯一の伝承者である、今井検校勉氏による平曲、筝
曲の演奏の他、知立の山車文楽、日本舞踊などが披露され
る中、織田信長、豊臣秀吉、徳川家康の三英傑が登場し、
伝統文化の技と心の伝承を伝えました。また、オープニン
グフェスティバル全編を通じてシンボリックに登場する、
愛知の文化を代表する山車の「上

うわ

山
やま

」に、「からくり」を
表現したプロジェクションマッピングが投影されました。
　第２章「美意識を身にまとい」では、創作舞踊、名古屋
発祥の都々逸、地歌舞伎、木遣り音頭が披露され、愛知に
息づく祭りや踊りなどの文化を紹介しました。また、山車
の「胴

どう

山
やま

」が舞台に登場し、木彫刻や刺繍幕に託された美
意識がプロジェクションマッピングで表現されました。
　第３章「いざ、出立」では、愛知の伝統芸能の奥深さと
隆盛を表現する東三河の花祭の舞と和太鼓の迫力ある演奏

実施状況
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が披露される中、山車の「上山」と「胴山」、「台
だい

輪
わ

」が合
体し、山車「あいち夢車」が組みあがりました。出演者全
員がステージに揃い、テーマ曲である「愛故知新」を合
唱する中、「あいち夢車」が「第31回国民文化祭・あいち
2016」に向けて出立しました。
　エピローグでは、愛知の文化にちなんだオリジナルの口
上や国民文化祭ＰＲ隊のキャンペーンソングが披露され、
戸田恵子さんと３名の総合プロデューサーに、愛知の文化
や国民文化祭に寄せる思いを語っていただきました。その
後、開会式・オープニングフェスティバルの盛り上げを象
徴する和太鼓集団志多らによる太鼓演奏や、愛知・名古屋
の方言を生かした“なも締め（三本締め）”を行い、最後
は、出演者全員でテーマ曲「愛故知新」のフルコーラスを
合唱しオープニングフェスティバルを締めくくりました。
　約290名の出演者が日頃磨いた芸の技を遺憾なく発揮
し、愛知の様々な文化を華やかに表現した素晴らしいス
テージとなりました。また、会場となった愛知県芸術劇場
大ホールのステージ機構を愛知のものづくりの原点となる

「からくり」に見立て、効果的に使用することによって、
見応えのあるステージを演出しました。なお、当日の模様
は、NHKにより東海３県で生放送されたほか、翌週には

ダイジェスト版が全国放送され、全国に愛知の文化を発信
することができました。
　国民文化祭の開会式でなければ実現できない愛知の文化
の歴史や奥深さを表現したステージは、来場された多くの
方に感動を与えたものと思われます。また、この国民文化
祭のために作曲されたテーマ曲「愛故知新」を始め、新し
く創作された舞踊、子供たちによる伝統芸能の伝承など、
愛知の文化の未来を感じさせる内容も、ステージの中で存
分に表現されました。
　なお、三笠宮祟仁親王殿下の薨

こう

去
きょ

に伴い、予定されてい
た皇太子殿下の開会式・オープニングフェスティバル御臨
場はお取りやめとなりました。

【プログラム】
〈総合プロデューサー〉
安田文吉（東海学園大学教授）
西川千雅（日本舞踊家 西川流四世家元）
渡辺俊幸（作曲家）

〈脚本・演出〉長谷川晃示
〈総合司会〉内山俊哉（ＮＨＫ名古屋放送局アナウンサー）
〈語り部・司会〉戸田恵子（女優）

総合司会 山内俊哉(NHK名古屋放送局アナウンサー ) ／
語り部・司会　戸田恵子（女優） 音楽監督・作曲・指揮 渡辺俊幸

名古屋少年少女合唱団

知立山車文楽保存会宝町人形連・知立市義太夫会 西川千雅 西川カーク 西川流HINAGIKU

開会宣言

今井検校勉
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大須商店街連盟（大須大道町人祭）

名古屋こども歌舞伎

華房真子、華房小真（端唄華房流 華の会）　三英傑（レジェンド家康公天下泰平組）

生田流筝曲　笹野大栄

平針木遣り音頭保存会

倉知可英　studioK.Ｋ.nagoya

〈三英傑（ストーリーテラー）〉レジェンド家康公天下泰平組
　小澤　寛（徳川家康役）、　荒川裕介（豊臣秀吉役）　
　吉田裕貴（織田信長役）

〈音楽監督・作曲・指揮〉渡辺俊幸
〈管弦楽〉ＮＨＫ名古屋青少年交響楽団
〈ピアノ〉紺野紗衣
〈合唱〉名古屋少年少女合唱団
〈プロローグ〉
■唱歌「椰子の実」（愛故知新Ver.）
　ピアノ：紺野 紗衣　合唱： 名古屋少年少女合唱団
■オーケストラ演奏
　NHK大河ドラマ「利家とまつ」よりメインテーマ　　
　映画「宇宙兄弟#0」よりメインテーマ　　

総合フェスティバル・テーマ曲「愛故知新」(幕開けver.）
　作曲・指揮 : 渡辺俊幸

　　管弦楽：ＮＨＫ名古屋青少年交響楽団

〈開会式典〉
■国歌斉唱　名古屋少年少女合唱団
■主催者挨拶　
　文部科学大臣　松野博一
　第31回国民文化祭愛知県実行委員会会長　
　愛知県知事　大村秀章
■歓迎の辞　愛知県議会議長　鈴木孝昌

〈開会宣言〉 (出演者代表）
　熊谷好幸・杉浦凜太郎（名古屋こども歌舞伎）
　吉田章彦・二村あすか（和太鼓集団 志多ら）
　小野田博文・伊藤嘉政　（東栄町小林花祭保存会）
　佐野俊輔・山口妃菜　（パフォーマンス集団 kids heart）

〈オープニングフェスティバル〉
■第一章「時はからくりのごとく」
　平曲「那須与一」今井検校勉
　箏曲「古今組秋の曲」今井検校勉

知立山車文楽「二人三番叟（揉ノ段）」



総
合
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル

第２章　主催事業編 019

東栄町小林花祭保存会

口上：名古屋こども歌舞伎

　知立山車文楽保存会宝町人形連・知立市義太夫会
人形振り「三番叟（鈴ノ段）」～創作展開　
　西川千雅、西川カーク、西川流HINAGIKU

■第二章「美意識を身にまとい」
　創作舞踊「尾張名古屋のにぎわい」
　　大須商店街連盟（大須大道町人祭）

　PRINCESS SAMURAI of JAPAN あいち戦国姫隊 
　パフォーマンス集団kids heart　

　熱田神戸節、都々逸
　　華房真子、華房小真（端唄華房流 華の会）
　弁天娘女男白波　名古屋こども歌舞伎
　大木遣り、桑名（二番）平針木遣り音頭保存会
　創作舞踊「あいちの美意識」
　　構成・振付：倉知可英　　
　　作曲：佐乃健介　舞踊：studio K.K.nagoya
　　琴演奏：生田流箏曲 笹野大栄
■第三章「いざ、出立」
　花祭「市の舞」東栄町小林花祭保存会

　和太鼓「花まつり 志多ら舞」和太鼓集団 志多ら
　テーマ曲「愛故知新」（出立ver.）
　　指揮：渡辺俊幸　
　　管弦楽：ＮＨＫ名古屋青少年交響楽団
　　合唱：名古屋少年少女合唱団

〈エピローグ〉
　口上　和泉匠真　石原奈青（名古屋こども歌舞伎）　
「Move your Heart　～心動かして～」（第31回国民文化
祭・あいち2016PRキャンペーンソング）

　　sweet magic2016
「あいちの文化」トーク
　安田文吉、西川千雅、渡辺俊幸、戸田恵子

　和太鼓「煮
にえ

渕
ぶち

」和太鼓集団 志多ら
　テーマ曲「愛故知新」（合唱付き）
　　指揮：渡辺俊幸　　
　　管弦楽：ＮＨＫ名古屋青少年交響楽団　
　　合唱：名古屋少年少女合唱団

sweet magic2016

エピローグ「愛知の文化」トーク

和太鼓集団 志多ら
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開 催 日

開催場所

閉会式・フィナーレステージ
平成28年12月3日（土）
愛知県芸術劇場（大ホール）

　「第31回国民文化祭・あいち2016」の最終日には、総
合フェスティバル「閉会式・フィナーレステージ」を開催
しました。
　10月29日（土）の開会から36日間にわたり、愛知県内各
地を舞台に繰り広げられた「第31回国民文化祭・あいち
2016」の閉会式・フィナーレステージは、県内高校演劇
部から、オーディションによって選ばれた「あいち国文祭
演劇部」の生徒たちによる会話劇を軸に展開しました。
　第１章「傍観」では、演劇部員たちが、閉会式の会場で
ある愛知県芸術劇場大ホールを下見するところから物語は
始まりました。オープニングフェスティバルで組みあがっ
た山車「あいち夢車」が、県内各地の国民文化祭事業の会
場を巡って、36日ぶりに愛知県芸術劇場大ホールの舞台
に帰還しましたが、国民文化祭の回顧映像をどこか他人事
のように感じている彼らに、先輩であるSKE48松井珠理
奈さんが問いかけました。「君たちは、どうするの？」と。
　その後、閉会式典に先立ち、愛知県内の５件を含む国内

33件の「山・鉾・屋台行事」が、12月１日（木）にユネス
コ無形文化遺産に登録されたことが紹介され、会場全体で
その喜びを共有しました。
　閉会式典では、中岡司文化庁次長、大村秀章愛知県知事
の主催者挨拶ののち、大村知事から次期開催県の荒井正吾
奈良県知事に国民文化祭旗が引き継がれました。荒井知事
による次期開催県挨拶に続き、次期開催をPRするステー
ジが披露されました。
　第２章「再発見」では、能楽、尾張万歳、三河万歳の伝
統芸能を伝える人々と、それを学ぶ高校生が舞台で共演し
ました。その模様を見た演劇部員たちは、江戸時代に芸ど
ころとして栄えたこの地に今も息づく伝統文化やそれを継
承する人々の思いに出会い、愛知の魅力を再発見しました。
　第３章「気づき」では、能楽や万歳による「伝統」と、
吹奏楽やダンスによる「創造」とが融合した「愛故知新」
をシンボリックに表現するオリジナルパフォーマンスが展
開され、その盛り上がりのなか、彼らが何かに気付いたよ
うに動き出しました。
　第４章「飛躍」では、彼らが「文化を通じた愛知への思
い」を自分たちのことばで表現し、その思いを背負った

実施状況
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「第31回国民文化祭・あいち2016」マスコットキャラク
ターの“ブンぞー”が未来へと飛び立ちました。
　最後に、全出演者がステージに登場し、総合フェスティ
バルのテーマ曲「愛故知新」の演奏と合唱に乗せて「第
31回国民文化祭・あいち2016」が華やかに幕を下ろしま
した。
　「第31回国民文化祭・あいち2016」の開催では、「地
域の文化を育て、次代に引き継いでいく意識の醸成を図っ
ていく」ことを、基本方針の一つとして掲げました。閉会
式・フィナーレステージでは、あいち国文祭演劇部の高校
生を始め、370名の若き出演者が、同じ世代のSKE48松
井珠理奈さんのストーリーナビゲートに合わせて、吹奏楽、
合唱、能楽、万歳、創作舞踊など、若々しく力強いパフォー
マンスを、ステージ一杯に披露してくれました。
　国民文化祭の成果として、愛知の文化の魅力や奥深さを

若い世代がしっかり受け止め、未来につないでいこうとす
る気持ちを表現した素晴しいステージとなりました。

【プログラム】
〈総合プロデューサー〉安田文吉、西川千雅、渡辺俊幸
〈脚本・演出〉長谷川晃示
〈総合司会〉丹野みどり（フリーアナウンサー）
〈ストーリーナビゲート〉松井珠理奈（SKE48）
〈あいち国文祭演劇部〉：岡田知華、川澄美勇士、櫻井菜菜
子、澤田祐輝、鈴木菜緒、鈴木雄登、寺﨑草太、中島さく
ら、西浦　希、丹羽彩歌、野田雪子、橋本彩也夏、松浦舞
子、目黒有紗、山田由紀奈（50音順）

〈指揮〉伊藤宏樹（愛知工業大学名電高等学校教諭）
〈吹奏楽〉愛知工業大学名電高等学校吹奏楽部

あいち国文祭演劇部 あいち国文祭演劇部

学校法人竹川学園富士文化幼稚園

総合司会：丹野みどり ストーリーナビゲート：松井珠理奈（SKE48)

ユネスコ無形文化遺産登録（県内５行事）
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〈第１章「傍観」〉
■マーチング演奏　学校法人竹川学園富士文化幼稚園
■テーマ曲「愛故知新」（吹奏楽ver.）　
　指揮：伊藤宏樹
　演奏：愛知工業大学名電高等学校吹奏楽部

〈閉会式典〉
■主催者挨拶：文化庁次長　中岡　司

第31回国民文化祭愛知県実行委員会会長　
愛知県知事　大村秀章

■国民文化祭旗の引継ぎ
■次期開催県挨拶

第32回国民文化祭奈良県実行委員会会長　
第17回全国障害者芸術・文化祭実行委員会会長　

　奈良県知事　荒井正吾

〈奈良県アトラクション〉
■「国文祭・障文祭なら2017」PR隊パフォーマンス
　Le Siana、奈良県マスコット“せんとくん” 
「やまとし　うるはし」（「国文祭・障文祭なら2017」
イメージソング）Le Siana  

■国文祭・障文祭一体開催コラボレーション
　演奏：“音楽舎まほら”　
　　　　出口煌玲（龍笛）　高木了慧（篳篥）　林　哲至（笙）
　　　　久保久呂誌（キーボード）　榊原明子（ピアノ）
　ダンス：森田かずよ
■「国文祭・障文祭なら2017」イメージソング大合唱
　サインアーティスト：三田宏美ほか

〈第２章「再発見」〉
■能舞「鞍馬天狗」
　和久荘太郎（シテ方宝生流能楽師）

主催者挨拶 国民文化祭旗引継ぎ

愛知工業大学名電高等学校吹奏楽部

次期開催県アトラクション：サインアーティスト三田宏美次期開催県アトラクション：音楽舎まほら×森田かずよ

次期開催県アトラクション：PR隊
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　澤田晃良（太鼓方観世流能楽師）
　名古屋市立名東高等学校能楽研究部
■万歳
　尾張万歳保存会、愛知県立知多翔洋高等学校

安城の三河万歳保存会、愛知県立安城農林高等学校郷土
芸能同好会

〈第３章「気づき」〉
■ダンスパフォーマンス「ゆめのあと」
　作曲：佐乃健介　作舞：吉井佑策　
　演舞：よさこいダンスチームkagura
■ダンスパフォーマンス「Sing Sing Sing」
　指揮：伊藤 宏樹
　演奏：愛知工業大学名電高等学校吹奏楽部
　ダンス：あいち国文祭演劇部

〈第４章「飛躍」〉
■＃11　Dream：作曲：佐乃健介　
　ダンス：パフォーマンス集団kids heart
■Moonlight Serenade
　アカペラ合唱：聖カタリナ学園光ヶ丘女子高等学校合唱部
　指揮：伊藤宏樹
　演奏：愛知工業大学名電高等学校吹奏楽部
■テーマ曲「愛故知新」（吹奏楽ver.合唱付き）　
　合唱：聖カタリナ学園光ヶ丘女子高等学校合唱部
　指揮：伊藤宏樹
　演奏：愛知工業大学名電高等学校吹奏楽部

和久荘太郎×名古屋市立名東高等学校能楽研究部 尾張万歳保存会×愛知県立知多翔洋高等学校

安城の三河万歳保存会×愛知県立安城農林高等学校郷土芸能同好会 よさこいダンスチーム kagura

ブンぞー×パフォーマンス集団　kids heart 聖カタリナ学園光ヶ丘女子高等学校合唱部


