
 
1 

大会名  地域伝統芸能全国大会福島大会  ふるさとの祭り 2012 

テーマ  まつりが結ぶ  ふるさとの絆  

開催日  平成 24 年 10 月 27～ 28 日 

開催地  福島県郡山市  

開催場所  
［メイン会場］郡山市民文化センター  

［サブ会場］ 郡山駅前エリア  

観客数  
［メイン会場］郡山市民文化センター 2,700 人 

［サブ会場］ 郡山駅前エリア 38,800 人 

総観客数  41,500 人 

出演団体数  
25 団体（県外 10 団体／海外 2 団体／県内 13 団体） 

（地域伝統芸能全国大会福島大会  ふるさとの祭り 2012 出演団体も含む） 

出演者数  540 人 

 

【郡山市民文化センター】  

演   目 団  体 名 地   域 区   分 

YOSAKOI ソーラン  平岸天神ソーラン踊り保存会  北海道札幌市  県外 

御陣乗太鼓  御陣乗太鼓保存会  石川県輪島市  県外 

エイサー  南桃原青年会  沖縄県沖縄市  県外 

花笠踊り  民俗文化サークル四方山会  山形県山形市  県外 

中国伝統芸能  龍舞 神戸市立兵庫商業高等学校「龍獅團」 兵庫県神戸市  県外 

塩原の大山供養田植  小奴可地区芸能保存会  広島県庄原市  県外 

寺崎のはねこ踊  寺崎はねこ踊り保存会  宮城県石巻市  県外 

石見神楽  石見神楽  長浜社中  島根県浜田市  県外 

釜石虎舞  釜石虎舞保存連合会  岩手県釜石市  県外 

行山流水戸辺鹿子躍  行山流水戸辺鹿子躍保存会  宮城県南三陸町  県外 

演   目 団  体 名 地   域 区   分 

台湾伝統芸能  台湾龍舞  傳練堂綜合藝術團  台湾台中市  海外 

韓国伝統芸能  扇の舞 ノルマル舞踊団  韓国全羅北道全州市  海外 

演   目 団  体 名 地   域 区   分 

小松彼岸獅子舞  小松獅子保存会  福島県会津若松市  県内 

柳橋の歌舞伎  柳橋歌舞伎保存会  福島県郡山市  県内 

郡山うねめ太鼓  
岩代國郡山うねめ太鼓保存会  

岩代國郡山うねめ太鼓保存会小若組  
福島県郡山市  県内 

上三宮三島神社の太々神楽  三島神社太々神楽保存会  福島県喜多方市  県内 

畑中太々神楽  畑中太々神楽保存会  福島県田村市  県内 

塩崎の獅子舞  塩崎獅子舞保存会  福島県南相馬市  県内 

山木屋太鼓  山木屋太鼓「山猿」  福島県川俣町  県内 

檜枝岐歌舞伎  千葉之家花駒座  福島県檜枝岐村  県内 

田島祇園祭しゃんぎり  田島祇園祭しゃんぎり保存会  福島県南会津町  県内 

南須釜の念仏踊り  南須釜念仏踊保存会  福島県玉川村  県内 

小野大倉獅子舞  小野大倉獅子舞保存会  福島県小野町  県内 

都々古別神社の御田植  
八槻都々古別神社楽人会・  

八槻都々古別神社御田植保存会  
福島県棚倉町  県内 

請戸の田植踊  請戸芸能保存会  福島県浪江町  県内 

【郡山駅前エリア（ステージ）】 

演   目 団  体 名 地   域 区   分 

金沢黒沼神社十二神楽  金沢黒沼神社十二神楽保存会  福島県福島市  県内 
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空也念仏踊  空也光陵会  福島県会津若松市  県内 

音路の獅子舞  音路太子堂三匹獅子舞保存会  福島県郡山市  県内 

豊景神社の太々神楽  豊景神社太々神楽保存会  福島県郡山市  県内 

村上の田植踊  村上の田植踊保存会  福島県南相馬市  県内 

山木屋八坂神社三匹獅子舞  八坂神社三匹獅子舞保存会  福島県川俣町  県内 

西久保彼岸獅子舞  西久保彼岸獅子保存会  福島県猪苗代町  県内 

白鍬踊り（中田のささら） 中田区会  福島県石川町  県内 

郡山の神楽  郡山無形文化財保存会  福島県双葉町  県内 

室原の田植踊  室原郷土芸能保存会  福島県浪江町  県内 

葛尾三匹獅子舞  葛尾三匹獅子保存会  福島県葛尾村  県内 

柳橋の獅子舞  柳橋菅布禰神社三匹獅子舞保存会  福島県郡山市  県内 

柳橋の太々神楽  柳橋菅布禰神社太々神楽保存会  福島県郡山市  県内 

仁井田田植踊  仁井田田植踊り保存会  福島県須賀川市  県内 

新田愛宕神社獅子踊り  新田愛宕神社獅子踊り保存会  福島県伊達市  県内 

稲沢御田植踊  稲沢御田植踊保存会  福島県本宮市  県内 

論田の獅子舞  論田獅子舞保存会  福島県古殿町  県内 

女宝財踊り  双葉町前沢婦人会芸能保存会  福島県双葉町  県内 

山田のじゃんがら念仏踊り  山田芸能保存会  福島県双葉町  県内 

福田十二神楽  福田十二神楽保存会  福島県新地町  県内 

【郡山駅前エリア（パレード）】 

演   目 団  体 名 地   域 区   分 

YOSAKOI ソーラン  平岸天神ソーラン踊り保存会  北海道札幌市  県外 

エイサー  南桃原青年会  沖縄県沖縄市  県外 

盛岡さんさ踊り  大宮さんさ踊り保存会  岩手県盛岡市  県外 

阿波踊り  山形んだず連  山形県山形市  県外 

演   目 団  体 名 地   域 区   分 

台湾伝統芸能  台湾龍舞  傳練堂綜合藝術團  台湾台中市  海外 

演   目 団  体 名 地   域 区   分 

中国伝統芸能  龍舞 神戸市立兵庫商業高等学校「龍獅團」 兵庫県神戸市  県外 

郡山うねめ太鼓  岩代國郡山うねめ太鼓保存会  福島県郡山市  県内 

じゃんがら念仏踊り  いわき海星高校  福島県いわき市  県内 

木幡の幡祭り  木幡観光振興会  福島県二本松市  県内 

二本松の提灯祭り  二本松神社例大祭提灯祭保存会  福島県二本松市  県内 

針道のあばれ山車  針道あばれ山車実行委員会  福島県二本松市  県内 

白河観光人力車  新風亭  白河観光人力車  新風亭  福島県富岡町  県内 

YOSAKOI 踊り うつくしま復興 PR 隊 福島県  県内 

阿波踊り  うつくしま連  福島県郡山市  県内 

フラ＆タヒチアンダンス  いわき特設高校生フラガールズ  福島県いわき市  県内 

古殿八幡神社  流鏑馬 古殿町流鏑馬保存会  福島県古殿町  県内 

白河観光人力車  新風亭  白河観光人力車  新風亭  福島県富岡町  県内 

ご当地キャラパレード  
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