
 

報道関係者 各位 

11/4 公演 琉球芸能の美と心―組
くみ

踊
おどり

『執心鐘入
しゅうしんかねいり

』との交感 取材依頼 

 

           ユネスコ無形文化遺産、国指定の重要無形文化財            

            沖縄が世界に誇る、首里王府の宮廷芸能・組踊            

  1719 年の初演から 300 年を迎え、歴史上初めての全国ツアー公演が島根へ!!   

 

当館では、来る 11 月 4 日（月・休）に「琉球芸能の美と心―組踊『執心鐘入』との交感」を開催いたします。

「組踊」は、せりふ、音楽、所作、舞踊によって構成される歌舞劇で、琉球古来の芸能や故事を基礎に、能

や狂言、歌舞伎といった大和芸能や中国戯曲からもヒントを経て創作された、沖縄を代表する伝統芸能 の

一つです。本公演は、東京オリンピック・パラリンピック 2020 の文化プログラム「日本博」の冠のもと、「組踊」

の上演３００周年を記念した歴史上初めての組踊全国ツアーとなります。 

つきましては、報道関係者の皆様には、取材および報道方について御協力を賜わりますようお願い申し

上げます。 

 

記 

１．公 演 名： 琉球芸能の美と心―組踊『執心鐘入』との交感 

２．日 時 ： 令和元年 11 月 4（月・休） 開演 14：00（上演時間 約 2 時間 15 分） 

３．会 場 ： 島根県民会館 中ホール（松江市殿町 158 番地） 

４．主 催 ： 主催：文化庁／独立行政法人日本芸術文化振興会／組踊上演 300 周年記念事業実行委員会 

共催：公益財団法人しまね文化振興財団(島根県民会館)／島根県／TSK 山陰中央テレビ 

製作協力：公益社団法人日本芸能実演家団体協議会／国立劇場おきなわ／ 

一般社団法人沖縄県芸能関連協議会 

以上 

＊公演の詳細は、チラシをご参照ください。 

＊ご取材の際は、事前に上記までご連絡をお願いいたします。 

 

組踊「執心鐘入」より 

令和元年 １１月 １日 

(公財)しまね文化振興財団 

島根県民会館（担当：山崎・香原） 

ＴＥＬ（0852）22-550２ 

取材依頼 
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つきましては、報道関係者の皆様には、取材および報道方について御協力を賜わりますようお願い申し

上げます。 

 

記 

１．公 演 名： 琉球芸能の美と心―組踊『執心鐘入』との交感 

２．日 時 ： 令和元年 11 月 4（月・休） 開演 14：00（上演時間 約 2 時間 15 分） 

３．会 場 ： 島根県民会館 中ホール（松江市殿町 158 番地） 

４．主 催 ： 主催：文化庁／独立行政法人日本芸術文化振興会／組踊上演 300 周年記念事業実行委員会 

共催：公益財団法人しまね文化振興財団(島根県民会館)／島根県／TSK 山陰中央テレビ 

製作協力：公益社団法人日本芸能実演家団体協議会／国立劇場おきなわ／ 

一般社団法人沖縄県芸能関連協議会 

以上 

＊公演の詳細は、チラシをご参照ください。 

＊ご取材の際は、事前に上記までご連絡をお願いいたします。 

 

組踊「執心鐘入」より 
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島根県民会館（担当：山崎・香原） 

ＴＥＬ（0852）22-550２ 

取材依頼 
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