平成３１年度
平成３１年４月１日から
令和２年３月３１日まで

事業報告書

大阪市中央区上町Ａ番７号

公益財団法人大槻能楽堂

平成３１年度事業報告
Ⅰ事業の状況
当能楽堂は、世界無形文化遺産である我が国の舞台芸術｢能楽｣を広く一般に公開し、
伝統芸能の振興及び文化・芸術の普及に寄与するため、当法人が企画した公演等を上演
し、また、所有する能舞台等を貸与する活動を行いました。
本年度は 7 月から 12 月までリニューアル工事の為、自主公演は休演しましたが、他
の月で勧進能の実施や能の魅力シリーズ、ろうそく能を実施し、能楽普及の明かりを灯
し続け、改修後のリニューアル記念公演では東西の観世流や他流の名手秘曲・大曲・名
曲を揃えて大槻能楽堂ならではの公演を実施し致しました。新型コロナウィルス感染拡
大防止の為、3 月の記念公演を中止致しました。また、新しい試みで、能楽堂に能楽鑑
賞に来られなかった学生のために、能を YouTube で LIVE 配信しました。
本年度実施した事業内容は以下のとおりです。
１．伝統芸能「能楽」の振興と普及のため、自主公演能等を上演し、広く国民一般へ
の理解に資する事業
（１）自主公演能事業
勧進能（全１公演）
能楽堂改修の勧進、寄進のお願いの公演として、改修を祈念して、東大寺再興の
勧進にまつわる「安宅」と狂言「仏師」、能「土蜘蛛」を上演し、皆様からの暖か
い御浄財を切にお願い申し上げ開催いたしました。
小書
開催日
演目
シテ
勧進帳
安宅
大槻文藏
平成 31 年 4 月 6 日
仏師
善竹彌五郎
入違之伝
土蜘蛛
梅若実

・能の魅力を探るシリーズ（年３公演）
毎年テーマを定めてお送りする 〝能の魅力を探るシリーズ。今年は三回の公演
にて、
「源氏物語」の中でもいろいろな面で魅力のある「六条御息所」にスポット
を当てて上演いたしました。御息所の激しい部分を抽出した 〝葵上〟、源氏との
別れに於いてもプライドを捨て切れない切ない女性を描いた 〝野宮〟、御息所
は登場しませんが、御息所の霊にとり殺された夕顔のはかなさと、御息所の恐ろ
しさを描いた〝夕顔〟。また様々な角度から「六条御息所」を見ていただくため、
著名な文化人・歌人・研究者を講師に招聘して、演目の解説のみならず、様々な
角度からお楽しみ頂ける公演として開催いたしました。独立行政法人日本芸術文
化振興会より 1,887,000 円の助成金をいただきました。
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開催日
平成 31 年 4 月 27 日

小書

演目
葵上

古演出

シテ
浅見真州

講師
梅内美華子

5 月 18 日

夕顔

山端之出
法味之伝

大槻文藏

村上湛

6 月 22 日

野宮

合掌留

浅井文義

中西進

・ナイトシアター（全１公演）
ろうそく能（全 1 公演）
ろうそくの灯りの中で能を鑑賞いただくろうそく能、今回は「刀剣 小狐丸」に
スポットをあて、能「小鍛治」、義太夫「小鍛治」をろうそくが照らす妖しい雰
囲気の中、上演致しました。また刀剣ブームの火付け役となったオンラインゲー
ム「刀剣乱舞」で小狐丸の声優を担当している近藤隆氏と古典芸能に造詣が深い
落語家桂吉坊氏を招き、現代の芸能と古典芸能を融合させた公演として、新しい
観客層を獲得いたしました。独立行政法人日本芸術文化振興会より 1,160,000
円の助成金をいただきました。
小書
開催日
演目
シテ
講師
小鍛冶
義太夫
豊竹呂太夫
黒頭別習
平成 31 年 5 月 31
小鍛冶
観世喜正
日
近藤隆
お話
小鍛冶 de セッション
桂吉坊

リニューアル記念（全５公演） （当初７公演 ２公演中止）
改修後の幕開公演として、1 月に三回の日賀寿能、2 月に二回の特別公演として、
二十六世観世宗家をはじめ能楽界を代表する能楽師の方々にご出演いただき、オ
ープニングにふさわしい秘曲、大曲、稀曲を取揃えて開催いたしました。当初は
３月にも二回の特別公演を企画いたしておりましたが、新型コロナウイルス蔓延
にともない、感染拡大防止対策として、中止となりました。
日賀寿能（全３公演）
新しい年の幕開けと、大槻能楽堂の新しい歴史の幕開けという、二重のお目出度
さを豪華にお披露目。大槻能楽堂の改修後のお披露目公演として 3 公演全日に
「翁」を上演いたし、その他も華やかで豪華な番組で幕開けを迎えました。リニ
ューアル記念と冠する当公演は、とりわけ、質の高い内容として、人間国宝、藝
術院会員をはじめ、全国各地・各流派の優れた演者を招き、様々な演能、演者を
鑑賞できる番組で構成しました。また次世代への継承という事も大きな課題と
考え、有望な中堅、若手も配し伝統芸術、能楽界を牽引する役目を果たす公演と
して開催いたしました。独立行政法人日本芸術文化振興会より 6,433,000 円の
助成金をいただきました。
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開催日

令和 2 年 1 月 3 日

演目

小書

翁

烏帽子祝言

シテ
観世清和
茂山逸平

舞囃子高砂

大槻文藏

松楪

茂山千五郎

猩々

前後之替

観世銕之丞

大黒風流

大槻文藏
野村萬斎
野村万作

翁
令和 2 年 1 月 4 日
鞍馬天狗

令和 2 年 1 月 25 日

白頭
素翔

野村四郎

翁

梅若万三郎
山本凛太郎

麻生

山本東次郎

羽衣

舞込

友枝昭世

特別公演（全２公演） （当初４公演２公演中止）
大槻能楽堂の新しい歴史の幕開けの第二弾として、リニューアル以前より大
槻能楽堂の自主公演能にご出演頂いている、シテ方観世流や狂言方重鎮の能
楽師による演目、今後の能楽界を担う中堅の能楽師による演目、さらに、関
西を中心とした各流派、各家当主のご出演等、幅広く番組を構成致しました。
演者も人間国宝、藝術院会員から中堅実力者、若手有力者など幅広く配し、
これまでの大槻能楽堂自主公演能の歴史を感じていただき、未来の能楽界・
伝統芸能の向上に向けて、新た出発として公演を開催いたしました。
残念ながら当初予定していた３月の２公演は新型コロナウイルス蔓延にとも
ない、感染拡大防止対策として、中止となりました。
独立行政法人日本芸術文化振興会より 5,222,000 円の助成金をいただきました。
小書
開催日
演目
シテ
鸚鵡小町
令和 2 年 2 月 21 日

杖三段之舞

松囃子
半能 石橋

野村萬
師資十二段之式

業平餅
令和 2 年 2 月 29 日

中止
令和 2 年 3 月 14 日

梅若実
上野雄三
武富康之
茂山千三郎

安宅

勧進帳
延年之舞
貝立貝附

観世清和

三輪

白式神神楽

大槻文藏

素襖落
乱
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茂山忠三郎
双之舞
置壷

上田拓司
浦田保親

翁
中止
令和 2 年 3 月 28 日

弓矢立合

二千石
船弁慶

多久島利之
齊藤信隆
赤松禎友
善竹隆司
善竹彌五郎

重前後之替
船中之語
名所教

片山九郎右衛門

（２）学生鑑賞能事業
小・中・高校生を対象に能楽鑑賞のほか、ワークショップ・体験教室などを併せ、
本年度は６公演行いました。
またリニューアル記念として３月に「青少年に送る“能”チャレンジ」を企画し、
開催予定でしたが、新型コロナウイルス蔓延にともない、感染拡大防止対策とし
て、YouTube での LIVE 配信とし、あらたな学生鑑賞能事業の試みとして開催
いたしました。 アーツサポート関西より 500,000 円の助成金をいただきました。

（３）委託公演能事業
1、有馬能楽堂 能狂言公演
有馬能楽堂で催す恒例の公演を下記の通り計 5 公演を請負開催しました。
公演日

5月4日
6 月 23 日
7 月 29 日
9月1日
10 月 6 日

演目等
舞囃子「敦盛」 多久島法子
能「高砂」観世銕之丞
狂言「昆布売」野村太一郎 狂言「附子」野村萬斎
狂言「鬼瓦」茂山宗彦 狂言「縄綯」茂山千五郎
能「花筐」大槻文藏

2、篠山春日能
自治体等が開催している国指定重要文化財である春日神社能舞台で催す恒例の
篠山春日能（４月１３日 能「俊寛」大槻文藏・能「海士」観世銕之丞・狂言「二
九十八」）公演を請負、より多くの方に伝統芸術に触れる機会を提供致しました。

3、文化庁の「文化芸術による子供の育成事業（巡回公演事業）」
子供たちの発想力やコミュニケーション能力の育成を図り、将来の芸術家の育成
や国民の芸術鑑賞能力の向上につなげることを目的とした事業に、本年度も文化庁
より採択いただきました。
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広報活動含めた複数年度で C ブロック(茨城県 千葉県 東京都 山梨県)にて、事前
にワークショップを行い、本公演には「舎利」を上演。合計 10 校実施いたしました。

4、その他、下記公演等の委託を請負開催しました。
・大和のはじまりものがたり（11 月 24 日「大和のものがたり」）
大神神社の三輪山会館能楽堂の奉祝奉納行事として、歌や能楽、語りなどを織り
交ぜた公演
・四日市市民会館リニューアル記念公演 四日市能
（10 月 13 日「翁」狂言「末広かり」舞囃子「高砂」）
上記のように今年度も多くの伝統芸能の振興、文化・芸術の普及の為、公演を請負、
より多くの方々に伝統芸能に触れる機会を提供致しました。

（４）謡曲・仕舞教室事業
観能するだけではなく、自らが謡に触れることで、芸能文化活動を主体的に楽し
める謡曲教室全１回（１コース全 13 回）を開催いたしました。
（本年度仕舞教室の開催はなし。）
開講時期
9 月～1 月

昼コース 1

船弁慶

昼コース 2

二人静

夜コース 1
船弁慶

夜コース 2

井筒

及び大阪府教職員互助組合の退職会員を対象に年４回（3 ヵ月毎 10 回）、実施い
たしました。

２．伝統芸能の振興及び普及を目的とする団体などに施設及び装束等を提供する事業
（１）能楽堂施設の貸与
伝統芸能「能楽」の振興及び普及を図るため、これを目的とする活動を行う団体
や個人（この目的に賛同するものを含む。）に対して当能楽堂が所有する能楽堂を貸
与致しました。
能楽の公演会場として年間３５件、稽古場として年間１５４回、その他会議室等
として１２回貸与いたしました。
（２）能面・能装束及び作り物の貸与
当能楽堂の財団である能面・能装束及び作り物を、能楽を上演する主催者に貸与
しました。
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（３）ビデオ事業
能楽堂施設の貸与の一環として、能楽師や一般の人が、自分の体験した能楽の貴
重な記録を保存し、能楽研究などに役立たせるためにビデオ録画を行いました。

３．大槻能楽堂改修工事
当能楽堂は昭和 10 年に新築設立し、昭和 58 年に建物の老朽化に伴い、新しく
建て替えました。その建て替えから早 35 年が経ち、座席の狭さ、手洗所の不足、
また目に見えない建物自体の腐食・破損、空調・照明等の耐用年数の経過や経
年劣化など、改修が必要な箇所が目立ってきていた。
今後も、世界無形文化遺産である能楽を末永く継承公開していく活動拠点であ
りたいと考え、平成３１年７月から１２月まで休館し、下記改修工事をいたし
ました。
工事内容
・客席座席の交換、幅広椅子の導入
・地下トイレ・洗面所のリニューアル
・エントランスロビーの一部改装
・建物の外壁の修繕
・建物の外壁看板の設置及び取換
以
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Ⅱ

理事会･評議員会

令和元年５月１３日午前１０時３０分～
・平成31年度第１回臨時理事会
開催場所 大槻能楽堂
決議事項 第１号議案評議員選定委員について
第２号議案大槻能楽堂改修工事実施設計契約について
第３号議案大槻能楽堂改修工事先行発注内示書発行について
報告事項 １、大槻能楽堂改修工事実施設計内容
２、大槻能楽堂改修工事寄附金状況について
出席等

決議に必要な出席理事の数５名、出席１０名欠席０名監事出席２名
オブザーバー出席改修工事実行委員会出席1名
顧問会計事務所出席２名事務局出席１名

令和元年６月５日午後１時００分～
・平成31年度第1回理事会
開催場所 大槻能楽堂
決議事項 第１号議案平成３０年度事業報告・計算書類等及び財産目録の承認について
第２号議案評議員候補者の推薦について
第３号議案理事候補者及び監事候補者の推薦について
第４号議案大槻能楽堂改修工事工事発注について
第５号議案大槻能楽堂改修工事寄付金の使用目的について
第６号議案第９回定時評議員会の招集について
報告事項 １、大槻能楽堂改修工事についてのご報告
２、職務執行報告
出席等

決議に必要な出席理事の数５名、出席１０名欠席０名監事出席２名
オブザーバー出席改修工事実行委員会出席1名
顧問会計事務所出席１名事務局出席１名

令和元年６月２０日午後４時００分～
・平成31年度第２回臨時理事会
開催場所 大槻能楽堂
決議事項 第１号議案大槻能楽堂改修工事工事発注について
出席等 決議に必要な出席理事の数５名、出席９名欠席１名監事出席１名
オブザーバー出席改修工事実行委員会出席1名
顧問会計事務所出席２名事務局出席１名9
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令和元年６月２６日午前１０時００分～
・平成31年度定時評議員会
開催場所 大槻能楽堂
決議事項 第１号議案 平成３０年度の計算書類等及び財産目録の承認の件
第２号議案理事１０名の選任について
第３号議案監事３名の選任について
第４号議案大槻能楽堂改修工事工事発注について
出席等 決議に必要な出席評議員の数５名、出席８名欠席３名監事出席２名
オブザーバー出席理事出席４名改修工事実行委員会出席1名
事務局出席1名
令和元年６月２６日
・平成31度理事会（決議省略によるみなし開催）
決議事項 第１号議案理事長1名選定の件
第２号議案常務理事2名選定の件
第３号議案顧問１名選定の件
出席等 決議に必要な出席理事総数１０名、監事総数３名全員より同意書。

令和元年７月１１日午前１０時３０分～
・平成31年度第３回臨時理事会
開催場所 大槻能楽堂
決議事項 第１号議案大槻能楽堂改修工事工事発注について
出席等 決議に必要な出席理事の数５名、出席９名欠席１名監事出席２名
オブザーバー出席改修工事実行委員会出席1名
顧問会計事務所出席２名事務局出席１名
令和元年９月４日午前１０時３０分～
・平成31年度第２回理事会
開催場所 大槻能楽堂
決議事項 第１号議案令和２年度自主公演能について
第２号議案給与規程の変更について
第３号議案大槻能楽堂改修工事工事会社・工事金額について
報告事項 １、職務執行報告
出席等 決議に必要な出席理事の数５名、出席１０名欠席０名監事出席２名
オブザーバー出席改修工事実行委員会出席1名
顧問会計事務所出席１名事務局出席１名
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令和元年１０月７日午前１０時３０分～
・平成31年度第４回臨時理事会
開催場所 大槻能楽堂
決議事項 第１号議案大槻能楽堂改修工事における工事予算について
報告事項 １、大槻能楽堂改修工事現状報告
出席等 決議に必要な出席理事の数５名、出席１０名欠席０名監事出席３名
オブザーバー出席改修工事実行委員会出席1名
顧問会計事務所出席２名事務局出席１名
令和元年１２月４日午後１５時００分～
・平成31年度第３回理事会
開催場所 大槻能楽堂
決議事項 第１号議案令和１年度中間決算について
第２号議案令和２年度自主公演能について
第３号議案報酬等規程改定について
第４号議案大槻能楽堂能舞台保存活用計画策定委員会発足について
第５号議案顧問追加選任について
報告事項 １．職務執行報告
２．大槻能楽堂改修工事について
出席等

決議に必要な出席理事の数５名、出席９名欠席１名監事出席３名
オブザーバー出席顧問会計事務所出席１名事務局出席１名

令和２年３月９日午前１０時３０分～
・平成31年度第４回理事会
開催場所 大槻能楽堂
決議事項 第１号議案第二期大槻能楽堂改修工事について
第２号議案令和２年度事業計画書(案)の承認について
第３号議案令和２年度収支予算書(案)の承認について
第４号議案評議員選定委員(外部委員)の選任について
第５号議案評議員候補者の推薦について
第６号議案常務理事の選定について
第７号議案大槻能楽堂能舞台保存活用計画（案）の承認について
第８号議案自主公演能３月公演について
報告事項 １、職務執行報告
出席等

決議に必要な出席理事の数５名、出席１０名欠席０名監事出席１名
オブザーバー出席評議員出席１名改修工事実行委員会出席1名
顧問会計事務所出席１名事務局出席１名
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Ⅲ 附属明細書
平成 31 年度事業報告には「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規
則」第 34 条第 3 号に規定する附属明細書「事業報告の内容を補足する重要な事項」
が存在しないので作成しない。
令和２年５月
公益財団法人大槻能楽堂

11

