
 

The 14th Japan Storytelling Festival in Nasu 

 

第 14回 
 

 

東日本大震災・熊本地震 被災地の復興を願って―語りは絆― 

  

語る喜びと聞く楽しみを分かち合おう！ 

今、大切に伝えたい、語りの世界 

 

2018 年9 月30 日（日）～10 月2 日（火） 

会場：ホテルサンバレー那須（栃木県那須郡那須町湯本） 

 

主催   NPO法人 全日本語りネットワーク 

    協力 那須実行委員会 

後援  那須町・那須町教育委員会・那須町立図書館 

一般社団法人那須町観光協会・株式会社下野新聞社 

親子読書地域文庫全国連絡会・NPO法人語り手たちの会 

一般財団法人文民教育協会子どもの文化研究所・児童図書館研究会 

公益財団法人東京子ども図書館・一般社団法人日本子どもの本研究会 

日本民話の会・紙芝居文化推進協議会 
 

 



  

THE 14th JAPAN 

STORYTELLING 

FESTIVAL  

 

 

第 14回 全日本語りの祭り in 那須高原  

SCHEDULE 
 

9月 30日（日）  
13：00～ 受付  ホテル内クイーンズコリーナ棟1階ロビー  

14：00～16：00 全体会 ホテル内オランジェリー棟 

開会宣言 

挨拶 

那須の紹介・語り 

講演 

語り 

NPO法人全日本語りネットワーク理事長 

那須町町長 

「殺生石」ほか 

「栃木の昔話と女性」  昔話研究者 

「栃木の民話」 栃木語り部の会代表 

井上 幸弘 

高久 勝 

那須町の子どもたち 

野村 敬子  

間中 一代 
 

18：00～20：00 懇親交流会 ホテル内オランジェリー棟 

 

20：30～21：15 ひとり語りⅠ ホテル内５会場で同時進行  

（50音順）大平 悦子・君川みち子・金  基英・横山 幸子・渡部 豊子 

10月 1日（月） 
9：00～10：15 分科会1部 ホテル内５会場で同時進行 

① お国ことばで語る‐1 ② 自作を語る（パーソナルストーリーを含む）    

③ 高齢者への語り    ④ 紙芝居-1      ⑤ 幼児への語り    

  

10：45～12：00 分科会2部 ホテル内５会場で同時進行 

⑥ お国ことばで語る-2  ⑦ 日本と世界のほら話 ⑧ ラブストーリー 

⑨ 紙芝居‐2       ⑩ 鳥獣草木 

  

13：30～14：45 分科会3部 ホテル内５会場で同時進行 

⑪ お国ことばで語る‐3  ⑫ 世界の精霊話    ⑬ 文学を語る  

⑭ アジアの話       ⑮ おはなし大好き 

  

15：15～16：00 ひとり語りⅡ ホテル内５会場で同時進行  

（50音順）荒木 文子・上原佐恵子・尾松 純子・末吉 正子・古屋 和子 

  

20：00～20：30 ★庭園紙芝居 イルミネーション＆「ブンちゃん show」をお楽しみください。（雨天中止） 

20：00～21:30 ★ナイトストーリー 大竹 麗子・西村 敦子 …… 他 

★夜語り 誰でも語り場 ホテル内4会場で当日エントリー。のんびり語ろう。 

10月 2日（火） 
9：00～9：45 ひとり語りⅢ ― 朝の男語り ― ホテル内５会場で同時進行  

（50音順）井上 幸弘・杉村 史朗＆三田村慶春・杉山 亮・立石 憲利・野間 成之   

 10：15～10：45 閉会式 ホテル内オランジェリー棟 

  観光ツアー（閉会式の後・ホテル主催・自由参加） 

  

🏠 那須高原の森に囲まれた「ホテルサンバレー那須」は、それぞれに特徴ある９つの建物が点在して緩やかな坂道で繋がっています。 

ホテル全体が美術館のように2000点以上のアートが展示されています。3種の源泉で20種のお風呂が楽しめる「湯遊天国」もお楽しみ。 

語りの祭り会場は、「本館」「クイーンズコリーナ」「オランジェリー」「アクアヴィーナス」「オリエンタルガーデン」「アネックス」 

「アートミュージアム」を使用します。各会場への移動に時間がかかりますので、ゆとりをもって行動してください。 
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参加申込みについて 

◆全日本語りの祭り参加費◆ 

★会員 32,000円 ★会員外 35,000円 

※全日程参加でお願いします。 

※参加費の中には次のものが含まれています。 

語りの祭り運営費・会場費・2泊 5食（9/30夜懇親交

流会、10/1朝食・昼食・夕食、10/2朝食）・イベント

保険 ※参加費の一部を義援金として東日本大震災・

熊本地震 被災地へ送ります。 

 

会員料金でのご参加には 2018 年 5 月 20 日現在「NPO 法

人全日本語りネットワーク」の会員（年会費 2000 円）であ

ることが必要です。入会希望の方は、住所・氏名を明記の上、

下記までお申込みください。 

郵送：〒990-1551 山形県西村山郡朝日町大字三中甲 650-1 

 NPO 法人 全日本語りネットワーク理事長井上幸弘 宛 

又は、FAX:043-461-8958  

又は、 http://japankatarinet.jp 

🏠 会場＆宿泊施設  

「ホテルサンバレー那須」 

〒325-0392 栃木県那須郡那須町湯本 203 

☎ 0287-76-3800 

自動車利用：東北自動車道 那須 I.C より約 15 分。 

黒磯・板室 I.C より約 25 分。 

電車利用：東北新幹線那須塩原駅下車。 

無料シャトルバスで約 40 分。（要予約） 

ホテル往復直行バス（有料／要予約）：池袋・埼玉新都心便。 

市川・西船橋・松戸便。佐野・小山・宇都宮便 

  

 

 
◆全日本語りの祭り申込み受付期間◆ 

★会員は 6 月 1 日（金）の消印より受け付けます。 

★会員外は 6 月 11 日（月）の消印より受け付けます。 

★定員（300名）になり次第、締め切らせていただきま

す。 

裏面参加申込書に必要事項を記入し、郵送にてお申込

みください。グループで申込む場合も一人ずつの参加

申込書が必要です。 

◆申込み先◆（裏面に記載。郵送のみ受け付けます） 

 

受付について 

申込み確認後、受付票、振込用紙、会場までの交通案内、

書籍販売希望票、ホテル主催観光ツアーご案内等を送付

いたします。皆様のお手元に返信が届くのは 7 月以降と

なりますので、受付可否に関するお問い合わせはご遠慮

ください。参加費の入金確認後、受付完了となります。 

【問い合わせ】FAX：043-461-8958 

 

参加の取り消しについて 

申込み後の取り消しは書面（様式は任意）にてお願いし

ます（9月 20日必着）。宿泊費実費（2泊 5食）のみ返金

します。返金が発生する場合は、返金払込先の金融機関

名・支店名・口座番号・口座名を忘れず記入してください。

返金は「語りの祭り」終了後、返金時の払込手数料を差し

引いて指定口座に返金いたします。 

 

 

 

 

「全日本語りの祭り」開催によせて 

NPO 法人全日本語りネットワークは 1992 年以降、隔年で「全日本語りの祭り」を下記の開催地にておこなってき

ました。 

第１回（1992 年）埼玉県秩父市／第 2 回（1994 年）山形県南陽市／第 3 回（1996 年）山口県徳山市／第 4 回（1998

年）沖縄県宜野湾市／第 5 回（2000 年）群馬県桐生市／第 6 回（2002 年）鳥取県境港市／第 7 回（2004 年）静岡県

伊豆市／第 8 回（2006 年）福島県会津若松市／第 9 回（2008 年）岩手県遠野市／第 10 回（2010 年）山形県新庄市／

第 11 回（2012 年）岡山県倉敷市／第 12 回（2014 年）宮城県南三陸町／第 13 回（2016 年）島根県松江市 

そして第 14 回目の今年、栃木県那須町にて「全日本語りの祭り」を開催します。今こそ、人の言葉で語られるあた

たかな語りが絆となるときです。人と共に生きる幸せを感じ、明日への力をたくわえましょう。 



このページをコピーして郵送して下さい。 

第 14回全日本語りの祭り in那須高原 参加申込書 

郵送先➡   

 

 

全日本語りネットワーク会員は 6月 1日の消印より、会員外は 6月 11日の消印より受け付けます。 

申込み日   月    日 

氏名                    （フリガナ） 男・女  （   歳）   

住所   〒 

 

☎                      

参加費（どちらかに）〇 全日本語りネットワーク会員 32,000円 会員外 35,000円 

所属 

同室希望者記入欄 

（ご希望に添えない場合はご了承ください。） 

 

★分科会での「語り」「紙芝居」を希望される方はご記入ください。（読み聞かせ、朗読は含みません。） 

① お国ことばで語る-1 ② 自作を語る  ③ 高齢者への語り 

④ 紙芝居-１ ⑤ 幼児への語り ⑥ お国ことばで語る-２ 

⑦ 日本と世界のほら話 ⑧ ラブストーリー ⑨ 紙芝居-２ 

⑩ 鳥獣草木 ⑪ お国ことばで語る-３ ⑫ 世界の精霊話 

⑬ 文学を語る ⑭ アジアの話 ⑮ おはなし大好き 

分科会番号 題名 出典 時間（分） 

  

 

  

＊ 時間、内容等を考慮し、全日本語りネットワークがコーディネートした上で連絡いたします。 

申込み多数によりご希望に添えない場合はご了承ください。 

 

 

〒285-0858 千葉県佐倉市ユーカリが丘 2-9-17 （末吉正子 方） 

NPO 法人 全日本語りネットワーク 全日本語りの祭り事業部 宛 

 

私たちも全日本語りの祭りに参加します。～分科会・夜語りの司会者とおもな語り手（50音順）～ 

 

足立 茂美／荒木 文子／井上 幸弘／植田たい子／上原佐恵子／遠藤 博子／大島 廣志／大平 悦子

大竹 麗子／尾松 純子／君川みち子／金  基英／小林 啓子／小林佐椰伽／齋藤留美子 

早乙女由美子／澤口 杜志／末吉 正子／杉村 史朗／杉山  亮／高橋 周子／立石 憲利 

西村 敦子／野間 成之／藤木 恭子／古屋 和子／間中 一代／三田村慶春／横山 幸子／吉田美佐子

若林 孝子／渡部 豊子 

そして、あなたも語り手です。 分科会は 3部構成で、各回、5つのテーマの部屋に分かれて同時進行でおこなわ

れます。分科会(①～⑮)で語りを希望される方は必要事項をご記入ください。 

夜語り〔誰でも語り場〕で語りを希望される方は、当日、エントリー用紙を配布いたします。担当者にわたして

ください。 


