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柳生さくら祭プログラム

10：00～

みんなでつき上げるもちつきです。ついた後は さっそ
く舌鼓。 10 時から 3 時まで随時開催。柳生ではおやつのことを
「ほせき」といいます。

大阪城鉄砲隊による火縄銃発砲

陣 屋 跡

入口

きづな市

万年青年クラブ
つきたてこもち
東吉野こども食堂(地域
で頑張る母さん達の味)
（６日）／月ヶ瀬みらい
(ﾌﾗｲﾄﾞﾎﾟﾃﾄ他)藤田家(ｻ
ｰﾀｱﾝﾀﾞｷﾞｰ)（７日）
あさひや（おやこほう
じ、おやこほうじのｽｲｰﾂ
他）／ニュウカフェ（焼
き菓子、コーヒー他）
豊澤酒造
お土産（清酒）
奈良市包括センター
（６日のみ）
多羅葉の杜・柳生郵便局
オリジナル切手・洋菓子
（７日のみ）

楽し味本舗①
わらび餅、草もち、他

楽し味本舗 ②
うどん、豚まん
京手毬焼本舗
ベビーカステラ

コスモス会
たこやき・草餅
白梅会
豆腐ドーナッツ、ジ
ュース、串こんにゃ
く

奥畑窯
手作り陶器
SIC 岩本
たこ焼き・スノーア
イス

S.K.Y（空）
原健次 焼そば
豚汁・栗ごはん フランクフルト

奈良市東部地域
おこし協力隊
東部地域写真と
さとやま民泊、
物産販売

尾花茶屋
キャラメル
ラスク

やまと産業
紳士・婦人・子
供サンダル

公民館側入口

堀内栄養食研究社
うどんスープ、スープの
素和風だしの素等

笑み（ほほえみ）

ミネストローネ、ローストビ
ーフ、カレーピラフ、ティラ
ミス（7 日のみ）

柳生青年団
焼き鳥・ビール

玩具・くじ

和歌山徳島県人会
衣類・雑貨など
（６日のみ）
プロトンダイニング

恵みファーム
猪汁・うどん・おで
ん・野菜・弁当・飲
み物他

荒井商店
雑貨

ブームプランナ
ー
カバン・シ ョル
ダーリュック等

なんでも鑑定団でおなじみの
「澤田平先生」率いる十数名
の甲冑団が構える火縄銃が火
を噴く。聞いたこともない爆
音が谷間に響き渡る。
また、がまの油売りを再現し
先人の知恵を披露する。

６日のみ

本部 受付

柳生に伝わる伝統の味や
春の香りがいっぱいの手
作りの品がそろいます

里人の笑顔が輝いています

餅つき

困った時は
ここ

柳生の切手

開会挨拶・火縄銃大阪城鉄砲隊、祝砲
（澤田平先生、大阪 阪原）
10：15～ 河内忍び衆
（大阪・忍者とチャンバラ体験）
10：45～ けはや相撲甚句会（葛城市當麻）
11：15～ 田原太鼓 （田原地区・和太鼓）
11：45～ 遊武会（大阪武術）
12：15～ 青柳会（大柳生と柳生 民謡）
13：45～ 狂言「千鳥」いろは会（山添村､月ヶ瀬）
13：05～ 大阪城鉄砲隊 火縄銃が火を噴く
真剣試し切り 澤田平ガマの油売り
13：45～ 柳生二蓋笠会（柳生新陰流演舞）
14：15～ 南京玉すだれ（奈良柳生他）
14：45～ 大日会「華音（かのん）」兵庫尺八琴
15：05～ 岩下いづみ＆大日会コラボ
（柳生｢生命くれない｣｢河内酒｣ 舞踊ショー）
15：20～ しいたけ組合＆小嶋氏
（南山城村･東吉野村「ワク❤ドキしいたけ学
園」ヒーローショー）
15：50～ フィナーレ 柳生音頭

野外ステージ

プログラム
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10：00～

会場へのアクセス
● 車で
名阪国道針 IC から
国道 369 号を車で約 25 分
五月橋 IC から月ヶ瀬経由で 30 分
奈良市内から国道 369 号線で 30 分
● 電車とバスで 近鉄・JR 奈良駅から
バスで 60 分。「柳生」下車
徒歩 10 分。
お問い合わせ
柳生観光協会 ☏ 0742-94-0002

柳生地区春の文化祭

柳生さくら祭

会場

マロンふれんず｢バラエティーに富んだ
楽器演奏 皆で一緒に唄いましょう｣（奈
良市他・たくさんの和洋楽器）
10：30～ 相信稽古会
（神奈川ほか･新陰流居合、江戸柳生剣術）
11：00～ 盛岡健とその仲間たち
（柳生・歌と三味線）
11：25～ 大河流舞遊会（柳生・新舞踊）
11：45～ 三線演奏（京都市・沖縄民謡）
12：00～ 歓音～かのん～（橿原市・歌とギター）
12：30～ 永井繁美（柳生･尺八演奏）
12：45～ どじょうすくい（京都＋当日の飛び入り）
13：00～ 田原地区伝統芸能保存会
（おかげおどり･祭文踊り･千本搗き）
13：35～ あべひろえ（京都・唄とギター）
13：55～ マーリン＋MANANA（京都, 室生：唄）
14：20～ 奈良じゃんべの会
（奈良 アフリカ太鼓と踊り）
14：50～ フィナーレ 柳生音頭

剣聖の里
【主 催 】柳 生 地 区 自 治 連 合 会
柳生観光協会
【主 管 】柳 生 さくら祭 実 行 委 員 会
【後 援 】 奈 良 市 柳 生 地 区 各 町 自 治 会
奈良市柳生公民館 奈良市立柳生小学校
奈良市立興東館柳生中学校 芳徳寺
奈 良 市 立 柳 生 こども園
柳 生 剣 友 会 柳 生 地 区 万 年 青 年 クラブ
柳生青年団
地域安全推進員柳生支部

柳生の里陣屋跡

４月６日（土）
・７日（日）
柳⽣の⾥は桜真っ盛り。春の⾵が包み込む

大和高原に伝わる伝統芸能
田原地区伝統芸能保存会
７日は田原地区から、伊勢参りが盛んだった江戸時代のおかげ踊り、
餅つき音頭の千本杵餅搗き唄、法螺貝と錫杖を使い、浪曲や三河
万歳のルーツといわれる祭文。また江州・河内音頭の基、祭文音頭。
そして掲載演目以外に、柳生からは古来、柳生で創始された長谷川
流棒術(予定)、名物｢草笛おじさん｣の飛び入りもお楽しみに！

陣屋跡。太⿎が響く。歌声が⾕間にひびき
わたる。躍動する仲間たちがいる。そして
⼈々が集う。柳⽣の⾕から⽣まれた⾵は、
笑顔と感動をのせて

⽣まれたばかりの

桜とともに⼤空に舞い上がる。
さぁ集まろう 柳⽣の⾥に。

ゴミ減量のため、マイ箸・コップ・皿・
シール容器・ごみ袋などをご持参ください。

