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阿波おどり
AWA ODORI TOKUSHIMA

タレント出演情報＆イベント情報

 平成連
真島茂樹●出演日／8月12日
ダンサー・振付師として幅広く活躍。
松平健の「マツケンサンバ」の振り
付けを担当し、バラエティー番組に
も多数出演。

ひかる一平●出演日／8月12日
元ジャニーズ所属で８０年代を代表
するアイドル。現在は俳優としてドラ
マ、舞台で活躍。俳優養成所・スカ
イアイプロデュース代表。

マッハ文朱●出演日／8月12日
元女子プロレスラー。引退後は女
優、歌手としても活躍。プロレス仕
込みのダイナミックな踊りを披露す
る。

そらなさゆり●出演日／8月12日
和歌山県出身の釣りアイドル。釣り
が趣味で徳島新聞でも連載「釣り
散歩」を担当。初参加の阿波踊り
で笑顔を振りまく。

 ジブラルタ生命保険連
三遊亭若圓歌●出演日／8月12日
社団法人落語協会　真打。昭和
54年漫談家としてスタートする。寄
席、ステージ、映画、テレビ、ラジオに
出演活躍中。平成5年真打昇進。

 チオビタ連
KONISHIKI、TAUPOU夫妻
●出演日／８月12日
コニちゃんという愛称で子どもたちから人
気が高い。奥さんのTAUPOUと夫婦でハ
ワイアンライブなどを精力的に行っている。

 サンスター連
森脇健児●出演日／８月１２日
毎月250km以上走ることがライフ
ワークとなっている森脇さん。サンス
ター連でもエネルギッシュな踊りで盛
り上げてくれます。

 四銀連
島崎和歌子●出演日／８月１２日
島崎和歌子さんは平成3年から四
国銀行のイメージガールをしていた
だいており、今回で10回目の阿波
おどり参加となります。

 日立化成連
白石みき●出演日／8月12日
TBS系「世界ふしぎ発見！」ミステリー
ハンター。TBS系「カイモノラボ」にレ
ギュラーMCとして出演中。今年で6
年目、ご声援よろしくお願い致します。

  日本ハム連
岩本勉●出演日／8月12日
威勢のいい挨拶『まいど』でお馴染
み、今年で7年目、野球解説者で活
躍中の『がんちゃん』阿波踊りに参
上。ご声援よろしくお願い致します。

 サントリー ザ・プレミアム・モルツ連
林家三平●出演日／8月12日
二代林家三平です。高座や舞台に
加え、５月から『笑点』大喜利の新メ
ンバーとしても頑張っております。宜
しくお願い致します。

サントリーサンバーズ●出演日／8月12日
サントリーサンバーズから、
200㎝の鈴木選手と196㎝
の星谷選手が参加。暑さを
吹き飛ばし、踊りで元気を届
けます！

 アサヒスーパードライ連
東野佑美●出演日／8月13日
アサヒビール第30代目イメージガール。
アサヒビール商品のおいしさを全国
の皆様にお伝えし、ファンになってい
ただきたいです。千葉県出身の28歳。

 日立連
野々村真●出演日／８月15日

「日立世界ふしぎ発見！」でおなじみ
の野々村真さんは、今年で14年連
続参加。皆様のご声援よろしくお願
いします。

 キョーエイ連
スギちゃん●出演日／８月１３日

「ワイルドだろ～？」を決めゼリフに、
2012年R-1ぐらんぷり準優勝。現
在もテレビ・ラジオでワイルドに活躍
中！

 森永カルダスチビッコ連
タージン●出演日／８月１5日
テレビリポーターとして「ロケの王
様」と呼ばれ、表現力、語りの構成
能力は、ピカイチ。明るい元気なキャ
ラクターで活躍中。

 日本フルハップ連
オール阪神・巨人●出演日／8月14日
2016年史上最多となる4度目の上方漫才大賞
を受賞した、まさによしもとの大看板・実力派ベテ
ラン漫才師。そのしゃべくりは他の追髄を許さず、
絶妙でテンポ良く客席を「笑いの渦」に巻き込む。

女と男●出演日／8月14日
着物姿・金髪の和田（女）はマッシュ
ルームカットで木村カエラを意識。
眼鏡姿の市川（男）は井上公造（芸
能レポーター）の物真似・声真似が
得意。

 富士通システムズ・ウエスト連
笛木優子●出演日／８月15日
ドラマ・映画・バラエティなど、多方
面で活躍中。黄桜や興和のＣＭに
も出演中。韓国で2001年女優デ
ビュー。

 富士通連
武田修宏●出演日／8月15日
東京ヴェルデイ（現･東京ヴェルディ1969）の黄金期を支え、19歳で日
本代表に選出された。新人王、ＭＶＰ、４度のベストイレブンに輝き、引退
後は、サッカー解説者として活動。また、爽やかなキャラクターを生かし、バ
ラエティ番組やクイズ番組などにも多数出演し、活躍の場を広げている。

 日清どん兵衛連
小島よしお●出演日／8月14日
ピーヤ！ 今年で僕は6年連続出場で
す。日清どん兵衛連を熱く盛り上げ
ますよ！おっぱっぴー阿波踊りの応
援をお待ちしてます！！

雛形あきこ●出演日／8月14日
今年はわたくし、雛形あきこがどん兵
衛連に初参加！ 暑さに負けず、皆さ
んと楽しんで踊りますので、応援宜し
くお願いいたします。

阿波おどり関連イベント情報
（表記日は8月です、市外局番088）

※イベント内容は諸事情により変わる場合があります。
阿波おどり会館

◆阿波おどり特別公演＝12～15日各日３回
（11：00、13：00、15：00）。出演＝阿波鳴連（12
日）、平和連（13日）、天水連（14日）、新のんき連

（15日）。入場料が必要。定員250人。各日９：00
からチケットを販売。◆会館で阿波おどり体験
＝12～15日17：00～。定員180人｡※要整理券

［問］阿波おどり会館（☎611－1611）
徳島城博物館

◆四宮生重郎・陣原康甫｢華と楽書～米寿の書・
心の花｣＝10～14日。◆徳島佐苗会・青の会「盆
流し～納涼吹寄せ｣＝12日10：30～11：00。◆
四宮生重郎の｢阿波踊りトーク＆ステージ」＝
12日11：30～、13：30～。◆子ども浄瑠璃「傾城
阿波の鳴門」＝13日11：00～、13：30～。◆阿波
踊りライブ「華麗なる技の競演｣＝14日11：00
～、13：30～。◆県指定無形民俗文化財「津田の
盆踊り」＝15日11：00～、13：30～。※要入館料

［問］徳島城博物館（☎656－2525）
そのほかのイベントなど

◆屋形船と邦楽の夕べ＝５日・11日19：00～20：00、
12～15日17：30～18：30。両国橋から出発。
◆阿波おどり｢まち歩き｣＝12～15日10：30～。
ＪＲ徳島駅前の総合案内所で受け付け。演舞場
と徳島城跡の２コース。※要入場料

［問］とくしま観光ガイドボランティア会（☎655－1910）
◆アミコ阿波おどりデッキまつり＝12～15日
14：00～21：00。アミコビル２階外周デッキで
阿波おどりや屋台が出店。◆アミコフェスタ

「真昼に楽しむ阿波おどり」＝13～15日13：00
～17：00。アミコビル4階シビックセンターホー
ルで有名連が阿波おどりを披露。※観覧無料

［問］徳島都市開発株式会社（☎621－4411）
◆ようこそ阿波の徳島へー東新町おもてなしイベ
ント広場―12～15日11：00～23：00・場所/徳島
市東新町商店街特設会場フクタレコード様左隣
特設ステージ/阿波踊りパフォーマンスショー、
和太鼓など。おどり広場/有名連、企業団体連な
ど、飛び入り歓迎。お接待あり。お食事屋台コーナ
ー/備長炭焼き鳥（阿波尾鶏）、徳島ラーメンなど

［問］中心商店街活性化実行委員会（☎644－3555）

2016



◆さゝ 連
●連長／武市　　正
踊りは踊り子のアイデアを尊重し自由奔放。しなや
かな女踊りと、男は腰を落とした華麗なうちわ踊り。

◆若獅子連
●連長／馬木　千一
男踊りは獅子のごとく、女踊りは獅子が天に
昇っていく姿を思わせるなめらかな踊りです。

◆阿波連
●連長／桑原ひとみ
おどり狸のごとく鳴り物が鳴れば踊り出す。阿
波踊りが大好きな阿波っ子の阿波連です。

◆無双連
●連長／岸　　大輔
迫力ある赤いうちわさばきの男踊り、古風な
女踊りと花むそう（江戸時代）のおどりが特徴。

◆葉月連
●連長／片山　裕二
8月陰暦で言う「葉月」に結成したので葉月連
と名づけ、正調を基本として楽しく踊っています。

◆葵連
●連長/大西　雅士
正調を基調にしながらも、やっこ踊りを取り
入れるなど葵連ならではの踊りが見物です。

◆阿波扇
●連長/勇　　正昭
正調の踊りに扇を取り入れたオリジナルの
扇踊りが阿波扇の特徴です。

◆うきよ連
●連長/中谷　好行
男踊りのダイナミックで自由な踊りと女踊り全員
が吹く笛と華麗な衣装で浮世を忘れて踊ります。

◆菊水連
●連長/丸山　副武
サンバのリズムをアレンジした活気に満ち
た鳴り物はヤングに大人気。

◆藝茶楽
●連長/福田　一夫
昭和50年結成以来、究極の阿波おどりをめ
ざし、日夜邁進する若き精鋭達の集いです。

◆娯茶平
●連長/岡　　秀昭
静と動、明と暗の演出、伝統を重んじる中で
新しい阿波おどりの創造を模索していきます。

◆のんき連
●連長／南條　　亨
伝統ののんき調を基調とし踊り手と観客が
ひとつに解け合い楽しむことが信条。

◆天水連
●連長／山田　　実
時には宙（そら）を飛ぶ男踊り・優雅に舞う女
踊り・奴踊りは元祖。鳴り物は正調が基本。

◆阿呆連
●連長／堀内　直人
豪快に踊り、阿波武士の心を脈 と々伝え、
正調武士の踊りを守り続ける連。

◆ゑびす連
●連長／鶴瀬　幸子
女連長を中心に女踊りはさわやかに、男踊
りは「動」と「静」をテーマに踊ります。

◆水玉連
●連長／坂　　良雄
伝統的な鳴り物と上品な男女の組踊り、古典
派正調阿波踊りを継承する「水玉連」です。

◆新ばし連
●連長／赤澤　敬二
自由な乱舞によって演舞場を歓喜の渦に
包んでしまいます。

◆天保連
●連長／畑山　節郎
豪快な『剛』の男踊り、独自の女うちわ踊り『天
宝の舞』紫の浴衣に黄色いうちわが特徴。

◆扇連
●連長／石川　正豊
扇の図柄を配した衣装に扇子踊りを取り入
れ、調和の取れた素晴らしい踊りが見物です。

◆浮助連
●連長／中村　睦男
明るく楽しく息のあった女踊り、うちわ踊り
の男踊りが売り物です。

◆うずき連
●連長／富本恵美子
男踊りは腰を低く粋にうちわをさばき、女踊
りは優雅にしなやかに踊ります。

◆阿波鳴連
●連長／新見　佳昭
男踊りは豪放かつ自由な暴れ踊り、女踊り
はしなやかで上品に踊ります。

◆阿波藍連
●連長／向　　征男
阿波の徳島藍染め総師、古庄理一郎氏
自筆文字を染め抜いた踊り衣装が特徴。

◆かずら連
●連長／七條　　愛
かずら連は若い力が作り上げた、パワー溢
れる連です。

◆紀州連
●連長／正瑞　秀明
和歌山と徳島を活動拠点に本場の流れを汲み、女性踊りは華
麗に男性踊りは躍動感ある踊りでお客様を魅了しております。

◆天祐連
●連長／片山　広敏
女おどりはしなやかに、女法被は小気味よ
く、男おどりは豪勇壮大に、鳴り物は浮き
浮き心踊るお囃子を奏でます。

◆武秀連
●連長／浮津　茂昭
鳴り物組、男踊り、編み笠女踊り、女法被、
かるがもなど、それぞれの特徴が楽しめる。

◆本家大名連
●連長／清水　　理
親しみやすさをテーマに独特の演出。お殿
様のユニークな姿で演舞場を笑いの渦に。

◆舞女流華連
●連長／富本　芳栄
優雅に舞う女おどり、腰を低くし威勢よくお
どる男おどりをお楽しみください。

◆よしこの連
●連長／山室　　博
女踊りはしなやかに、男踊りはダイナミック
に個性を生かした踊り。

◆隠元連〈休会〉
●連長／高島　　博

◆独楽連
●連長/朝田　初雄
独楽（こま）のごとく連長を軸に威勢よくまわ
り、優雅にそして暴れ駒のようにいつも元気！

◆新のんき連
●連長/池田　順子
基本をしっかりマスターした踊りは、どんな個
性を出しても美しい線を崩すことはありません。

◆酔狂連
●連長/江渕　豊和
県下一大きなひょうたん型の高張り提灯を
先頭にカラフルな衣装で乱舞します。

◆殿様連
●連長/笹田　清一
男は豪快活発に暴れ踊りを、女は優しくしとや
かに、鳴り物と踊り手のチームワークが特徴。

◆蜂須賀連
●連長/長浜　和行
踊りは行儀、礼節を基本とし、女性は優美にし
とやかに、男性は自由奔放に踊るのが特徴。

◆平和連
●連長/吉田　公欣
今日まで阿波おどりに対する情熱は衰える
ことを知らない。

◆ほんま連
●連長/後藤田朋和
楽しさあふれる踊りを追求。阿波おどりは
情熱、汗、迫力です。

◆まんじ連
●連長/大西　義博
若さあふれるメンバーで構成。家族のよう
な和気あいあいとしたまんじ連です。

◆都連
●連長/小寺　順子
テンポが速く切れのよい鳴り物を信条と
し、伝統的な踊りを追求しています。

◆みやび連
●連長/中野　貞昭
緩と急・静と動・個と集団美の女踊り、獅
子踊りと個性豊かな男踊り。

◆悠久連
●連長/郡　　誠也
情熱的で切れの良い女踊り、若さ溢れるさわやか
な男踊りと小粋な女性のはっぴ踊りが特徴です。

阿波おどり有名連

阿波おどり振興協会 所属 16連

徳島県阿波踊り協会 所属
17連（徳島支部）50音順

阿波おどり保存協会 所属
9連 50音順

阿波おどり振興協会
徳島市観光課

☎088ｰ621ｰ5232

徳島県阿波踊り協会
徳島新聞社事業部
☎088ｰ655ｰ7331

阿波おどり保存協会
清水　理（本家大名連連長）
☎088ｰ625ｰ2655


