
　「博多をどり」とは、東京新橋の「東（あずま）をどり」、京都祇
園の「都（みやこ）をどり」と並ぶ日本の伝統的な芸能の一つで
す。博多伝統芸能振興会（会長＝藤永憲一当所会頭）が、昭和
61年以降途絶えていた「博多をどり」を平成3年に復活させ、今
回で28回目を迎えることとなりました。
　芸どころ博多の伝統芸能の重要な担
い手である博多券番の芸妓衆が総出演
し、たくさんの邦楽・邦舞が披露され、
艶やかに舞台を彩ります。

【演目】
一、大和楽  四季の花／二、清元  梅ごよみ／三、民謡  春夏秋冬（一、初春三番叟
／二、天竜下れば／三、長崎ぶらぶら節／四、よさこい節／五、山中しぐれ／六、
菊と桔梗／七、田原坂／八、ちゃっきり節／九、鹿児島小原節／十、祝い目出度）
※第一部、第二部、第三部は同じ演目として上演いたします。
※演目・出演芸妓については変更になる場合があります。ご了承ください。

博多をどり
～知ろう！触れよう！博多伝統芸能の魅力～

「第二十八回 博多をどり」博多券番の出演芸妓衆

美恵子 はと奴 愛佳 綾子 敬子（半玉） 藤子 佳美 こまこ 豆みつ 梅香 小桃 和可奈 桜子 こ春 麗華（半玉） 琴音（半玉） 乃 （々半玉）

＝地方 ＝立方

【ローソンチケット】Lコード83710

●ホームページで購入
●予約電話番号：0570-084-008
電話予約後「ローソン」「ミニストップ」
店頭で購入

●ローソン・ミニストップ店内のLoppiに直接入力して購入

【チケットぴあ】Pコード488-959

●ホームページで購入
●予約電話番号：0570-02-9999
電話予約後「チケットぴあ」
「セブン-イレブン」「ファミリーマート」店頭で購入
●チケットぴあ店頭で直接購入

博多の伝統芸能
。

これを観れば

あなたも“博多通
”。

●開催概要

第二十八回 博多をどり

時間：第一部  11:00～12:30（開場 10:30～）
　　　第二部  13:30～15:00（開場 13:00～）
　　　第三部  16:00～17:30（開場 15:30～）
料金：S席 6,000円
　　　A席 4,000円
　　　B席 2,000円

開催日：平成30年12月8日（土）
二世　花柳 壽應  監修

福岡親善大使プレゼンツ!!

博多伝統芸能館 公演紹介
　毎年恒例の「博多をどり」以外に、「博多伝統芸能館」公
演で博多芸妓の艶やかな唄と舞を楽しむことができます！
　こちらの舞台は客席25席ほどですが、芸妓さんとの距
離が近く、大きな舞台とは違い一体感のある雰囲気で鑑
賞することができます!!  演舞に加え、お座敷遊び体験や
記念撮影も楽しむことができます。また、博多を代表す
る伝統芸能団体も出演します。

早速
中へ...

博多の伝統を
感じられる施設内にも
ご注目ください！

すると...エントランスで、

博多帯オブジェを発見！

博多織を代表する柄「博多献上」があしらわれた廊下!

さらに
奥へ

進むと
...

そこには舞台が！
客席とは驚きの近さ！

演舞鑑賞のあとは

お座敷遊び体験や質問タイム、
写真撮影が楽しめます!

記念撮影

●日時：11月16日（金）16:00～16:50
●出演団体：博多芸妓
●参加費：3,000円（お一人様）
●定員：20名（先着順）
12月以降の公演スケジュールは、ホームページよりご確認ください！

お問い合わせ
博多伝統芸能振興会（地域振興部内）

E-mail：fkkdentou＠fukunet.or.jp

〈チケット取り扱い所〉

公演の開催情報のほか、博多の伝統
芸能の魅力を発信してまいります。
是非フォローをお願いいたします!!

博多伝統芸能館

博多伝統芸能館公式SNS

私たちが
実際に

訪問しま
した！

博多伝統芸能館
福岡市博多区冷泉町2-20

博多の総鎮守・櫛田神社
清道の目と鼻の先にある
「博多伝統芸能館」

チケットは「チケットぴあ」
または「ローソンチケット」で
お買い求めください。

鑑賞中

11月公演

ご希望の日時・出演者数・プログラム内容で開催する
公演です。また、会場を市内のホテルや料亭等に変え
て実施する“派遣型公演”も承っております。
会社の行事や遠方からのお客様のご接待の際に是非ご
利用ください。
●公演時間：60分程度
●定員：1～25名（イス席・座布団席選択可）

リクエスト型公演

負けた
ら罰杯

!

中身は
ジュース

です(笑
)

芸妓さんの演舞は独特の
緊張感と迫力が...！
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福岡親善大使プレゼンツ!!

博多伝統芸能館 公演紹介
　毎年恒例の「博多をどり」以外に、「博多伝統芸能館」公
演で博多芸妓の艶やかな唄と舞を楽しむことができます！
　こちらの舞台は客席25席ほどですが、芸妓さんとの距
離が近く、大きな舞台とは違い一体感のある雰囲気で鑑
賞することができます!!  演舞に加え、お座敷遊び体験や
記念撮影も楽しむことができます。また、博多を代表す
る伝統芸能団体も出演します。
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博多の伝統を
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ご注目ください！
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演舞鑑賞のあとは

お座敷遊び体験や質問タイム、
写真撮影が楽しめます!
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